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フリガナ上１桁，企業コード，企業名
本社所在地
更新予定⽇
本社ＵＲＬ
 
Ｄ,105830,ＤＤＰスペシャルティ・プロダクツ・ジャパン株式会社
〒100-6111,東京都千代⽥区永⽥町２−１１−１
2026-01-28
http://www.dupont.com
 
Ｇ,105868,Ｇｅｍｍｙ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
〒518-0105,Ｎｏ．３３ Ｄｏｎｇｆａｎｇ Ｂｌｖｄ．Ｓｏｎｇｇａｎｇ，Ｂａｏ ａｎ，Ｓｈｅｎｚｈｅｎ，Ｇｕａｎｇ
ｄｏｎｇ，Ｃｈｉｎａ
2023-03-09
http://www.gemmy.net.cn
 
ア,129040,株式会社ア・ジャストポリマー
〒412-0047,静岡県御殿場市神場２−３２
2023-07-28
http://www.ajustpolymer.com
 
ア,126206,株式会社アーアル研究所
〒029-0521,岩⼿県⼀関市⼤東町渋⺠字⽥中１
2023-11-14
http://www.rtechnical.co.jp/
 
ア,218273,株式会社アーキジオ
〒933-0824,富⼭県⾼岡市⻄藤平蔵５８１番地
2023-08-25
 
ア,231218,株式会社アーキ・ジャパン
〒163-0805,東京都新宿区⻄新宿⼆丁⽬４番１号
2025-11-01
https://akijapan.co.jp/
 
ア,210206,株式会社アーキテクト・Ｋ
〒105-0014,東京都港区芝２丁⽬３ー１２
2024-03-06
 
ア,219997,株式会社アーキテック
〒581-0018,⼤阪府⼋尾市⻘⼭町４−７−２７
2024-07-06
http://archtech.jp/
 
ア,228871,アーキテック株式会社
〒781-8130,⾼知県⾼知市⼀宮２７３２ー７
2025-02-01
 
ア,226395,株式会社アーキ・ピーアンドシー
〒220-0003,神奈川県横浜市⻄区楠町４ー７
2026-02-01
http://www.archi-pc.co.jp
 



ア,211799,株式会社アーキプロ
〒839-0865,福岡県久留⽶市新合川⼀丁⽬８番３４号
2023-08-09
 
ア,220204,株式会社アーキライフ
〒730-0802,広島県広島市中区本川町２−１−１３
2024-08-31
 
ア,104487,株式会社アーク
〒177-0033,東京都練⾺区⾼野台２−２７−３５
2025-07-27
http://www.arknw.co.jp/
 
ア,111374,株式会社アーク
〒541-0054,⼤阪市中央区南本町２−２−９ ⾠野南本町ビル１０Ｆ
2023-11-08
http://www.arrk.co.jp
 
ア,228953,株式会社アーク
〒920-0806,⽯川県⾦沢市神宮寺２−１１−２１
2025-04-04
 
ア,216553,有限会社アークキシモト
〒660-0083,兵庫県尼崎市道意町３丁⽬１１番地の１４
2025-06-04
 
ア,505343,株式会社アークシステム
〒251-0038,神奈川県藤沢市鵠沼松が岡⼀丁⽬４番２０号
2026-02-14
http://www.arc-web.co.jp/
 
ア,231350,株式会社アークシステムズ
〒761-8073,⾹川県⾼松市太⽥下町１７４９番地３
2025-11-29
 
ア,121309,株式会社アーク情報システム
〒102-0076,東京都千代⽥区五番町４−２
2026-05-14
http://www.ark-info-sys.co.jp
 
ア,217951,アークスタッフ株式会社
〒221-0863,神奈川県横浜市神奈川区⽻沢町１５１０−１３
2023-07-14
 
ア,127809,株式会社アークステーション
〒231-0023,神奈川県横浜市中区⼭下町５１−１ 読売横浜ビル８階
2025-03-14
http://www.ark-station.com/
 
ア,231717,アークティック株式会社
〒354-0002,埼⽟県富⼠⾒市上南畑４３番地１
2026-02-28
 
ア,111206,株式会社アークテイク
〒169-0075,東京都新宿区⾼⽥⾺場３−２−５ フレンドビル６Ｆ



2023-07-21
http://www.arktake.co.jp
 
ア,105626,ＡＲＫ ＴＥＣＨ株式会社
〒371-0844,群⾺県前橋市古市町１−１１−１２
2025-07-12
http://www.ark-t.com
 
ア,121298,アークテック株式会社
〒321-0202,栃⽊県下都賀郡壬⽣町おもちゃのまち４−１１−１６
2026-02-12
http://www.arktech.co.jp
 
ア,212455,株式会社アークテック
〒141-0021,東京都品川区上⼤崎３丁⽬１０番６０号
2025-02-06
http://arc-tec.co.jp/
 
ア,214817,株式会社アークノハラ
〒160-0022,東京都新宿区新宿１ー１ー１１
2026-06-27
 
ア,219625,株式会社アークビルド
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町１−１２−８
2024-04-20
 
ア,228187,アークフィール株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町⼆丁⽬２３番１１号
2024-06-21
https://www.arcfeel.co.jp/
 
ア,106638,株式会社アーケム
〒103-6014,東京都中央区⽇本橋２−７−１ 東京⽇本橋タワー１４階
2025-04-25
 
ア,117639,アーケムビジネスジャパン株式会社
〒550-0013,⼤阪市⻄区新町２−４−２ なにわ筋ＳＩＡビル１４Ｆ
2024-09-14
https://www.archem.inc/
 
ア,212715,株式会社アーサー
〒134-0083,東京都江⼾川区中葛⻄３丁⽬８番１８号
2025-06-26
http://www.kingarthur.co.jp/
 
ア,217550,株式会社アース
〒352-0034,埼⽟県新座市野寺三丁⽬７番３０号
2026-02-04
 
ア,228699,株式会社アース
〒431-3112,静岡県浜松市東区⼤島町１４４３番地の２
2024-11-22
 
ア,505233,株式会社アースアカデミー
〒590-0073,⼤阪府堺市堺区南向陽町２丁３番２６号



2022-06-13
https://earth-academy.co.jp/
 
ア,230895,アース開発株式会社
〒134-0084,東京都江⼾川区東葛⻄七丁⽬８番６号
2025-09-27
https://earthdev.co.jp/
 
ア,218382,株式会社アースクリエーション
〒730-0847,広島県広島市中区⾈⼊南５−３−７
2023-09-08
 
ア,218076,株式会社アースグリーン
〒924-0815,⽯川県⽩⼭市三浦町４８１番地
2023-08-04
 
ア,216229,株式会社アースプライム
〒189-0014,東京都東村⼭市本町２丁⽬７番４号
2025-03-26
https://earth-prime.co.jp/
 
ア,219059,株式会社アースプラニング
〒812-0876,福岡県福岡市博多区昭南町１丁⽬４番７号
2024-02-09
 
ア,216223,株式会社アースリペア
〒157-0077,東京都世⽥⾕区鎌⽥３−１７−４
2025-03-26
 
ア,104997,株式会社アーチ
〒347-0046,埼⽟県加須市平永９５−１
2023-12-19
 
ア,111192,株式会社アーチ
〒135-0042,東京都江東区⽊場５−８−４０ 東京パークサイドビル２階
2025-02-23
http://www.arch.co.jp
 
ア,231691,アーチエンジニアリング株式会社
〒101-0048,東京都千代⽥区神⽥司町⼆丁⽬７番地２
2026-02-14
 
ア,223429,株式会社アーツコンサルタント
〒171-0022,東京都豊島区南池袋２丁⽬１３番８号
2024-08-01
http://www.artscon.com
 
ア,231389,株式会社アーテック
〒870-0916,⼤分県⼤分市⾼松東三丁⽬６番３号
2025-12-06
 
ア,218566,株式会社Ａｔｅｃ Ｊａｐａｎ
〒544-0004,⼤阪府⼤阪市⽣野区巽北１−３０−４１
2023-10-27
 



ア,504380,株式会社アーデントスタッフ
〒221-0835,神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町３丁⽬３２番地１３
2023-09-30
https://www.ardent-staff.com/
 
ア,215582,株式会社アート
〒590-0048,⼤阪府堺市堺区⼀条通１９−１４ウエノ第⼆ビル４Ｆ
2024-09-18
 
ア,505465,株式会社アート
〒211-0016,神奈川県川崎市中原区市ノ坪３２２−７
2023-09-23
https://www.art-japan.co.jp
 
ア,111211,株式会社アート技研
〒410-0804,静岡県沼津市⻄条町５０
2026-06-24
 
ア,127264,株式会社アート技研
〒183-0023,東京都府中市宮町１−３４−２ サンスクエアビル２Ｆ
2024-07-24
http://www.artgiken.jp
 
ア,213986,アートクリーンサービス株式会社
〒287-0003,千葉県⾹取市佐原イ３１番５号
2025-02-02
 
ア,226788,株式会社アート建装
〒151-0072,東京都渋⾕区幡ケ⾕１ー２０ー１１
2026-06-01
http://tussie-mussie.pupu.jp/
 
ア,225843,株式会社アート建築
〒007-0837,北海道札幌市東区北３７条東２８丁⽬６番１号
2025-08-01
 
ア,225296,アート⼯業株式会社
〒060-0032,北海道札幌市中央区北⼆条東⼗⼀丁⽬２３番１２号
2025-06-01
http://www.art-k.net/
 
ア,212036,アート産業株式会社
〒595-0062,⼤阪府泉⼤津市⽥中町５番２５号
2024-02-16
 
ア,505281,株式会社アートシステム
〒460-0002,愛知県名古屋市中区丸の内３−１６−３１
2025-09-13
https://www.artgroup.co.jp
 
ア,217765,株式会社アート・ジャパン
〒312-0035,茨城県ひたちなか市枝川８１３ー４
2026-06-02
http://www.art-japan-sign.com
 



ア,215578,株式会社アート・スタッフ
〒814-0144,福岡県福岡市城南区梅林１−１３−３
2024-09-18
 
ア,111943,株式会社アート宣伝
〒577-0063,東⼤阪市川俣１−９−４５
2024-09-07
 
ア,120685,株式会社アートテクノロジー
〒916-0037,福井県鯖江市上河端町６−１−３３
2023-12-02
http://www.art-tec.co.jp
 
ア,106542,株式会社アートテック
〒111-0056,東京都台東区⼩島１−１４−１２ 橋本ビル３Ｆ
2025-01-25
 
ア,129472,株式会社アートテック
〒998-0875,⼭形県酒⽥市東町１−１５−１３
2024-06-05
http://arttec-pf.com
 
ア,212512,株式会社アートテック
〒581-0039,⼤阪府⼋尾市太⽥新町７丁⽬１３３番地
2025-03-06
http://www.e-arttech.co.jp
 
ア,227059,株式会社アートテックエンジニア
〒514-0002,三重県津市島崎町１３５番地６
2023-09-01
https://www.arttec-takumi.co.jp/
 
ア,100300,株式会社アート電⼦
〒745-0806,⼭⼝県周南市桜⽊１−２−２７
2025-09-13
 
ア,101615,株式会社アート電⼦
〒593-8327,堺市⻄区鳳中町１０−１６−１５
2022-08-07
http://www.artdenshi.co.jp
 
ア,121389,アート電⼦株式会社
〒433-8104,静岡県浜松市北区東三⽅町２３−５
2026-06-03
https://www.art-denshi.co.jp
 
ア,125678,アートビーム有限会社
〒192-0042,東京都⼋王⼦市中野⼭王１−６−１４
2023-07-21
http://www.artbeam.co.jp
 
ア,226351,株式会社アートブレイン
〒566-0072,⼤阪府摂津市⿃飼⻄２丁⽬１２番１号
2026-02-01
 



ア,215280,株式会社アート・プラスター
〒178-0061,東京都練⾺区⼤泉学園町５−１−１７
2024-03-06
 
ア,219372,株式会社アート・プラント
〒351-0104,埼⽟県和光市南１−５−５
2024-03-16
http://www.art-plant.co.jp/
 
ア,105949,株式会社アート・マーク
〒720-2113,広島県福⼭市神辺町旭丘５１
2023-06-22
http://www.artmark.co.jp
 
ア,106709,有限会社アート銘板⼯業
〒182-0013,東京都調布市深⼤寺南町３−７−１
2025-07-01
 
ア,217649,株式会社アートリメイク
〒596-0054,⼤阪府岸和⽥市宮本町４０ー１
2026-03-17
 
ア,215544,株式会社アートルーフ
〒671-1234,兵庫県姫路市網⼲区新在家５８６ー５ １ １Ｆ
2024-08-28
 
ア,106682,株式会社アートレイ
〒166-0002,東京都杉並区⾼円寺北１−１７−５ 上野ビル
2025-06-07
https://artray.co.jp/
 
ア,103584,アーネスト⼯業株式会社
〒373-0815,群⾺県太⽥市東別所町２２３
2024-01-26
 
ア,106592,アーネストジャパン株式会社
〒366-0801,埼⽟県深⾕市上野台３０４６−３
2025-03-07
 
ア,129818,有限会社アーネットコーポレーション
〒107-0052,東京都港区⾚坂６−１９−４０，３０４
2025-03-15
 
ア,125696,株式会社アーバン
〒164-0002,東京都中野区上⾼⽥４−３１−１０
2023-07-29
http://www.kkurban.co.jp
 
ア,504356,アーバン・コーポレーション株式会社
〒220-0011,神奈川県横浜市⻄区⾼島１−２−５横濱ゲートタワー１６Ｆ
2026-06-09
http://urban-web.co.jp/
 
ア,211432,株式会社アーバン黒岡⼯業
〒168-0072,東京都杉並区⾼井⼾東２丁⽬３０番地



2025-11-04
http://u-kurooka.co.jp/
 
ア,226482,株式会社アーバン造園
〒010-1633,秋⽥県秋⽥市新屋⿃⽊町１番４０号
2026-03-01
http://www4.ocn.ne.jp/~urban/
 
ア,213678,株式会社アーバンテクノ
〒160-0004,東京都新宿区四⾕４ー３１
2024-04-14
https://peraichi.com/landing_pages/view/urban-techno
 
ア,232002,株式会社アーバンテクノ
〒135-0014,東京都江東区⽯島１７番２号
2026-05-16
https://www.urban-techno-kotoku.com
 
ア,216414,有限会社アーバンテクノス
〒130-0004,東京都墨⽥区本所２丁⽬１３番３号
2025-05-14
_
 
ア,218604,株式会社アーバンテック
〒981-0908,宮城県仙台市⻘葉区東照宮１丁⽬１６ー１ー１５０１
2023-11-10
 
ア,215369,株式会社アーバン・ビソー
〒010-0041,秋⽥県秋⽥市広⾯字近藤堰越２７ー１
2024-04-23
 
ア,215196,株式会社アーバンプランニング
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨１−４−８
2021-01-30
http://www.urban-pl.co.jp/
 
ア,105661,株式会社アーム
〒812-0892,福岡県福岡市博多区東那珂１−１７−１８
2025-08-21
http://arm-arm.co.jp/
 
ア,215638,株式会社アーム
〒241-0812,神奈川県横浜市旭区⾦が⾕１−６−１５
2024-10-09
 
ア,105209,株式会社アームズ
〒140-0015,東京都品川区⼤井６−３−８
2024-08-08
http://www.arms-tech.co.jp
 
ア,227221,有限会社アームワン
〒113-0022,東京都⽂京区千駄⽊三丁⽬３２番ー１２ー３０２号
2023-12-01
 
ア,504653,株式会社アール・ティー・シー



〒329-0617,栃⽊県河内郡上三川町⼤字上蒲⽣１番地
2023-04-27
http://www.rtc-corp.co.jp/
 
ア,217694,有限会社アール・アルチザン
〒963-4312,福島県⽥村市船引町船引字中島１９番地１
2026-04-07
 
ア,121305,株式会社アールアンドケー
〒416-8577,静岡県富⼠市前⽥７２１−１
2026-03-07
http://www.rk-microwave.com/
 
ア,230107,株式会社アールアンドジー
〒123-0862,東京都⾜⽴区⽫沼⼆丁⽬１３番１３号
2025-05-24
https://randg.co.jp/
 
ア,220825,株式会社Ｒｅ．
〒252-0321,神奈川県相模原市南区相模台七丁⽬１８番７号和⽥ビル１Ｆ
2025-03-15
https://www.go-go-re.com
 
ア,217729,株式会社アールエコ
〒701-0205,岡⼭県岡⼭市南区妹尾３２７３番地の３
2026-05-12
https://areco.co.jp/
 
ア,125734,株式会社アールエス
〒213-0026,神奈川県川崎市⾼津区久末１５６６−１−１−４２３
2023-08-15
 
ア,502474,ＲＳＫ⼭陽放送株式会社
〒700-8580,岡⼭県岡⼭市北区丸の内⼆丁⽬１番３号
2023-10-21
http://www.rsk.co.jp/
 
ア,129374,アールエスコンポーネンツ株式会社
〒240-0005,神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区神⼾町１３４ 横浜ビジネスパークウエストタワー１２階
2024-03-13
http://www.rs-components.com
 
ア,101059,株式会社ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
〒140-0014,東京都品川区⼤井１−４７−１ ＮＴビル１２Ｆ
2024-02-13
https://www.rs-tec.jp/
 
ア,215731,株式会社アール・エフ・ティ
〒701-0221,岡⼭県岡⼭市南区藤⽥２３０番地３２４
2024-11-06
 
ア,504624,ＲＦルーカス株式会社
〒107-0052,東京都港区⾚坂７−１０−７ ⾚坂ＦＳビル ４Ｆ
2023-01-19
www.rflocus.com



 
ア,501100,株式会社ＲＫＫＣＳ
〒862-0976,熊本県熊本市中央区九品寺１丁⽬５番１１号
2024-12-08
https://www.rkkcs.co.jp/
 
ア,213465,株式会社アール⼯房
〒351-0101,埼⽟県和光市⽩⼦三丁⽬１８番１８号
2023-10-14
 
ア,217804,株式会社ＲＣ建設
〒192-0154,東京都⼋王⼦市下恩⽅町６８４番地３２
2023-06-23
 
ア,220374,アール・シーサービス株式会社
〒352-0004,埼⽟県新座市⼤和⽥三丁⽬４番１２号
2024-10-19
 
ア,216159,株式会社アールシーシーサンコー
〒053-0052,北海道苫⼩牧市新開町３丁⽬１２番７号
2025-03-19
_
 
ア,129646,ＲＧコンテナー株式会社
〒334-0012,埼⽟県川⼝市⼋幡⽊２−３２−１
2024-11-30
https://rgc.co.jp/
 
ア,505278,株式会社ＲＤサポート
〒104-0061,東京都中央区銀座６−２−１ Ｄａｉｗａ銀座ビル３Ｆ
2025-09-09
https://www.rdsupport.co.jp
 
ア,104791,株式会社アールデック
〒305-0051,茨城県つくば市⼆の宮１−１６−１０
2026-05-31
http://www.rdec.co.jp
 
ア,111138,アール電⼦株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥２−９−８ ⻘朋ビル
2026-02-02
http://www.rdenshi.co.jp
 
ア,231530,株式会社アール．ビー
〒464-0075,愛知県名古屋市千種区内⼭⼀丁⽬４番１０号
2025-12-27
https://r-bee.jp
 
ア,111076,アール・ビー・コントロールズ株式会社
〒920-0352,⽯川県⾦沢市観⾳堂町ロ７１
2024-07-11
http://www.rbcontrols.co.jp
 
ア,505263,ＲＰＡテクノロジーズ株式会社
〒105-6308,東京都港区虎ノ⾨１−２３−１ 虎ノ⾨ヒルズ森タワー８Ｆ



2025-07-30
https://rpa-technologies.com/
 
ア,504706,株式会社アールピーシー
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕２−２０−１２ 渋⾕⽇永ビル６階
2026-06-22
https://www.rpc-ltd.co.jp/
 
ア,231692,アールライズ株式会社
〒103-0014,東京都中央区⽇本橋蛎殻町⼆丁⽬１３番３号
2026-02-14
https://www.r-rise.co.jp
 
ア,215821,株式会社Ｒ・Ｙ・Ｕ
〒151-0072,東京都渋⾕区幡ヶ⾕１ー２２ー１
2024-12-11
https://www.ryu2000.co.jp/
 
ア,122083,株式会社アーレスティ
〒441-3114,愛知県豊橋市三弥町中原１−２
2025-03-19
http://www.ahresty.co.jp/
 
ア,111491,アァルピィ東プラ株式会社
〒564-0063,⼤阪府吹⽥市江坂町１−２０−２２
2024-04-10
http://www.rptopla.co.jp/
 
ア,229988,ア・ア・ンコーポレーション株式会社
〒520-3251,滋賀県湖南市朝国２６０番地
2023-10-07
http://www.aan.jp/
 
ア,129554,有限会社アイ ミニモールド
〒660-0803,兵庫県尼崎市⻑洲本通１−９−１３
2024-09-16
 
ア,504733,株式会社アイ・アイ・エム
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀３−６−１
2023-07-06
https://www.iim.co.jp/
 
ア,125833,株式会社アイ・イー・シー
〒146-0095,東京都⼤⽥区多摩川１−３−４
2023-09-26
 
ア,128782,アイ・イー・シー株式会社
〒319-1221,茨城県⽇⽴市⼤みか町１−１１−１０
2026-02-13
http://www.iecha.co.jp/
 
ア,101644,アイ・エス・シー⼯業株式会社
〒655-0861,兵庫県神⼾市垂⽔区下畑町神の脇４２９−１
2024-09-07
http://www.isc-kobe.co.jp



 
ア,503483,株式会社アイ・エス・ビー
〒141-0032,東京都品川区⼤崎５−１−１１
2025-08-19
https://www.isb.co.jp/
 
ア,501399,株式会社 アイ・エヌ・ジ−
〒553-0003,⼤阪府⼤阪市福島区福島７−１７−９
2024-10-06
http://ing-osk.com/
 
ア,104691,株式会社アイ・エム・シー
〒372-0827,群⾺県伊勢崎市⼋⽃島町１６３０−８
2026-03-24
 
ア,503742,アイ・エム・マムロ株式会社
〒999-5521,⼭形県最上郡真室川町⼤字⼤沢４１６０−３
2026-01-13
http://www.mamuro.co.jp
 
ア,504747,株式会社アイ・シー・シー
〒222-0021,神奈川県横浜市港北区篠原北２−４−１
2023-07-12
https://www.icc-net.co.jp/
 
ア,127688,株式会社アイ・シー・ピー
〒254-0913,神奈川県平塚市万⽥１５２−１
2025-01-19
 
ア,103634,株式会社アイ・シー・ランド
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町３−３−６
2024-02-12
http://www.ic-lando.co.jp
 
ア,102029,アイ・システム株式会社
〒102-0074,東京都千代⽥区九段南４−８−１３ ⾃動⾞会館ビル３階
2024-12-11
http://www.i-system.co.jp
 
ア,503126,株式会社アイ・ジー・スクウェア
〒220-0004,神奈川県横浜市⻄区北幸２−１０−２７ 東武⽴野ビル３階
2024-02-13
http://www.igsquare.co.jp/
 
ア,503521,アイ・タップ・テクノロジーズ株式会社
〒151-0064,東京都渋⾕区上原１−２２−３
2025-08-24
https://it-tech.co.jp/
 
ア,105524,株式会社アイ・ティー・エフ
〒652-0898,兵庫県神⼾市兵庫区駅前通２−２−３０
2025-04-12
http://www.itf.jpn.org
 
ア,121027,株式会社アイ・テック



〒511-0854,三重県桑名市蓮花寺惣作４３１−１
2024-12-01
 
ア,123846,アイ・ビー・テクノス株式会社
〒103-0012,東京都中央区⽇本橋堀留町２−８−４ ⽇本橋コアビル２Ｆ
2025-05-06
 
ア,215607,アイ・アートテック有限会社
〒712-8013,岡⼭県倉敷市⻲島１丁⽬３５番３号
2024-09-25
 
ア,121172,株式会社アイアール
〒454-0857,名古屋市中川区明徳町３−２９
2025-03-27
 
ア,218662,株式会社アイアール企業
〒029-0803,岩⼿県⼀関市千厩町千厩字町１７４
2023-11-24
 
ア,501697,株式会社アイアールシー・データ・プロ・テクニカ
〒420-0804,静岡県静岡市葵区⻯南⼆丁⽬１１番４３号
2025-03-29
http://www.ircd.co.jp/
 
ア,104945,株式会社アイアイエス
〒310-0803,茨城県⽔⼾市城南１−７−５ 第６プリンスビル７階
2023-09-28
http://www.iis-group.com
 
ア,505715,株式会社ＩＩＪプロテック
〒102-0071,東京都千代⽥区富⼠⾒２−１０−２飯⽥橋グラン・ブルーム
2025-06-03
 
ア,111319,株式会社Ｉ＆Ｓ ＢＢＤＯ
〒104-6038,東京都中央区晴海１−８−１０ 晴海トリトンスクエアＸ
2023-11-10
http://www.isbbdo.co.jp/
 
ア,211843,株式会社Ｉ＆Ｃ
〒542-0081,⼤阪府⼤阪市中央区南船場４ー６ー１０
2023-09-15
http://www.iandc-inc.jp
 
ア,227068,株式会社アイ・イー・シー
〒111-0052,東京都台東区柳橋１丁⽬３番１１号ＴＯＷＡビル
2023-09-01
http://www.iec-a.co.jp
 
ア,219621,株式会社アイウィル
〒959-1383,新潟県加茂市旭町１−１３
2024-04-20
 
ア,100992,アイウェーヴ株式会社
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町３−２３−１ メットライフ神⽥錦町ビル１３Ｆ
2024-01-19



http://www.i-waveco.com
 
ア,230057,アイエーネットワーク株式会社
〒036-8086,⻘森県弘前市⼤字⽥園⼀丁⽬１２番地の１
2025-04-26
http://www.ianet.co.jp
 
ア,225941,アイエイ株式会社
〒481-0001,愛知県北名古屋市六ツ師町⽥１６４番地の２
2025-09-01
http://ai-ei.jp/
 
ア,102824,株式会社アイエイシーコマース
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋３−１１−１３ ＩＩＤＡＢＡＳＨＩｉ−ＭＡＲＫ ＡＮＮＥＸ９Ｆ
2025-10-10
http://www.iac-commerce.co.jp/
 
ア,501025,株式会社ＩＨＩ
〒135-8710,東京都江東区豊洲三丁⽬１番１号 豊洲ＩＨＩビル
2026-03-05
https://www.ihi.co.jp/
 
ア,231883,株式会社ＩＨＩインフラ建設
〒135-0016,東京都江東区東陽七丁⽬１番１号
2026-04-11
https://www.ihi.co.jp/iik/
 
ア,212562,株式会社ＩＨＩインフラシステム
〒590-0977,⼤阪府堺市堺区⼤浜⻄町３番地
2025-04-03
https://www.ihi.co.jp/iis/
 
ア,126474,ＩＨＩ運搬機械株式会社
〒104-0044,東京都中央区明⽯町８−１ 聖路加タワー
2024-01-17
http://www.iuk.co.jp
 
ア,229701,ＩＨＩ運搬機械株式会社
〒104-0044,東京都中央区明⽯町８番１号
2026-05-09
https://www.iuk.co.jp/
 
ア,121008,株式会社ＩＨＩ回転機械エンジニアリング
〒135-0062,東京都江東区東雲１−７−１２
2024-03-17
http://www.ihi.co.jp/irm
 
ア,120730,株式会社ＩＨＩキャスティングス
〒196-8686,東京都昭島市拝島町３９７５−１８ ＩＨＩ昭島事務所⻄棟３階
2023-12-24
https://www.ihi.co.jp/icc/
 
ア,112811,株式会社ＩＨＩ検査計測
〒140-0013,東京都品川区南⼤井６−２５−３
2024-10-23



http://www.iic-hq.co.jp
 
ア,222030,株式会社ＩＨＩ建材⼯業
〒130-0026,東京都墨⽥区両国⼆丁⽬１０番１４号
2025-11-01
http://www.ikk.co.jp
 
ア,106315,株式会社ＩＨＩ原動機
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥２−１４−５
2024-08-04
https://www.ihi.co.jp/ips/
 
ア,224838,株式会社ＩＨＩトレーディング
〒100-0006,東京都千代⽥区神⽥駿河台２丁⽬９番地
2025-04-01
https://www.ihi.co.jp/it/
 
ア,219253,株式会社ＩＨＩ汎⽤ボイラ
〒135-0033,東京都江東区深川２丁⽬８番１９号
2024-03-09
http://www.ibk-ihi.co.jp/
 
ア,215286,株式会社ＩＨＩ扶桑エンジニアリング
〒136-0072,東京都江東区⼤島７ー２２ー１８
2024-03-13
http://www.fuso-e.co.jp/
 
ア,229074,株式会社ＩＨＩプラント
〒135-0061,東京都江東区豊洲３丁⽬１番１号
2025-05-31
https://www.ipc-ihi.co.jp/
 
ア,212586,株式会社アイエス
〒547-0035,⼤阪府⼤阪市平野区⻄脇３ー８ー５
2025-04-17
 
ア,214004,株式会社ＩＳ
〒231-0033,神奈川県横浜市中区⻑者町２丁⽬５番地１８ピアセントラル２０３号室
2025-02-16
https://island-spirits.co.jp/
 
ア,121182,株式会社アイ・エス・イー
〒389-0206,⻑野県北佐久郡御代⽥町御代⽥４１０８−３３７
2025-04-03
http://www.ise-ho.co.jp/
 
ア,503263,株式会社アイエスエイ
〒160-0022,東京都新宿区新宿６−２４−１６
2024-10-15
www.isa-j.co.jp
 
ア,505689,株式会社 アイ・エス・エス
〒106-0047,東京都港区南⿇布５−２−３２興和広尾ビル２Ｆ
2025-04-12
 



ア,102374,アイ・エス・エックス株式会社
〒532-0033,⼤阪府⼤阪市淀川区新⾼５−８−２０
2025-02-26
http://www.isx.co.jp
 
ア,504760,株式会社アイエスエフネット
〒107-0052,東京都港区⾚坂七丁⽬１番１６号
2026-07-21
https://www.isfnet.co.jp/index.html
 
ア,231520,株式会社ＩＳＭ
〒102-0076,東京都千代⽥区五番町７番地Ｋ’ｓ五番町Ｂ１階
2025-12-27
http://www.ismmanagingagency.com
 
ア,222024,ＩＳエンジニアリング株式会社
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町１丁⽬４ー１０
2025-11-01
https://is-eng.com/
 
ア,224757,ＩＳエンジニアリング株式会社
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町１丁⽬４ー１０
2025-04-01
https://is-eng.com/
 
ア,211094,アイエスケー株式会社
〒555-0012,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区御幣島１ー１６ー１１
2025-04-27
http://www.iskbase.jp
 
ア,231431,株式会社ＩＳＫ
〒653-0885,兵庫県神⼾市⻑⽥区堀切町５番６号
2025-12-13
 
ア,505775,株式会社ＩＳＣ就職⽀援センター
〒310-0852,茨城県⽔⼾市笠原町１７５０番地９
2026-01-19
 
ア,231973,株式会社ＩＳＪ
〒329-4423,栃⽊県栃⽊市⼤平町⻄⽔代３６０８番地１８
2026-05-09
https://isj-inc.com/
 
ア,113510,株式会社ＩＳＴソフトウェア
〒144-8721,東京都⼤⽥区蒲⽥５−３７−１ ニッセイアロマスクエア１３Ｆ
2023-08-29
https://www.ist-software.co.jp/
 
ア,104849,株式会社アイ・エス・ディ
〒541-0059,⼤阪府⼤阪市中央区博労町４−３−２ オーツグランドビル
2026-07-05
https://isd-net.co.jp
 
ア,505637,株式会社アイエスビー東北
〒980-0811,宮城県仙台市⻘葉区⼀番町１−１−３０ 南町通有楽館ビルディング５階



2024-10-29
https://www.isb.co.jp/itc/
 
ア,505344,株式会社アイエスピー
〒220-6012,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい２−３−１ クイーンズタワーＡ１２階
2023-02-14
https://www.isp21.co.jp
 
ア,103731,株式会社アイ・エス・ブレーン
〒103-0007,東京都中央区⽇本橋浜町１−２−８ ⽇本橋ＢＮＫビル２Ｆ
2024-03-25
http://www.chnsys.co.jp/
 
ア,217218,株式会社アイエックス
〒240-0067,神奈川県横浜市保⼟ケ⾕区常盤台４３番５号
2025-10-15
 
ア,101817,アイエックス・ナレッジ株式会社
〒108-0022,東京都港区海岸３−２２−２３ ＭＳＣセンタ−ビル
2024-10-22
https://www.ikic.co.jp
 
ア,217096,ＩＮＥエンジニアリング株式会社
〒214-0023,神奈川県川崎市多摩区⻑尾１−１７−１５
2025-09-10
https://www.ine.co.jp/
 
ア,210485,株式会社アイ・エヌ・ジー
〒498-0803,三重県桑名郡⽊曽岬町⼤字和泉２７９ー１
2024-08-12
https://clean-ing.jp/
 
ア,216467,株式会社Ｉ・Ｎ・Ｇ
〒975-0061,福島県南相⾺市原町区⼤⽊⼾字松島３０４番地の２４
2025-05-21
 
ア,218386,株式会社アイエヌジー
〒779-3244,徳島県名⻄郡⽯井町浦庄字下浦２６２番地の７
2023-09-08
 
ア,503279,株式会社ｉＮＤ
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町２丁⽬１３番１３号 共同ビル（茅場町２丁⽬）７Ｆ
2024-11-12
https://www.i-netd.co.jp/
 
ア,215583,株式会社ＩＮＰ
〒036-0103,⻘森県平川市本町村元３番地１
2024-09-18
 
ア,505300,株式会社アイ・エフ・クリエイト
〒190-0012,東京都⽴川市曙町２−３６−２ファーレ⽴川センタースクエア９Ｆ
2025-11-15
https://www.ifcreate.com/
 
ア,211750,株式会社アイ・エム



〒448-0853,愛知県刈⾕市⾼松町２ー１１ー１
2023-07-08
http://www.im-metalworks.co.jp
 
ア,214135,有限会社アイエム
〒733-0871,広島県広島市⻄区⾼須３丁⽬１番８−２０１号
2025-04-12
_
 
ア,121345,株式会社アイエムアイ
〒370-2452,群⾺県富岡市⼀ノ宮８８０−１
2026-03-14
http://www.imijp.com/
 
ア,124676,ＩＭＩジャパン株式会社
〒650-0047,兵庫県神⼾市中央区港島南町７−３−６
2025-12-07
http://www.imi-critical.com
 
ア,215571,有限会社アイエム機器サービス
〒333-0811,埼⽟県川⼝市⼾塚５ー８ー４２
2024-09-11
 
ア,212841,ＩＭＫ株式会社
〒920-8204,⽯川県⾦沢市⼾⽔⼆丁⽬２４番地
2025-09-25
 
ア,129498,株式会社アイエム電機製作所
〒510-0814,三重県四⽇市市清⽔町２−１０
2024-07-09
 
ア,111072,アイエム電⼦株式会社
〒680-0008,⿃取県⿃取市⼭城町６−４０
2023-10-31
http://www.imenet.co.jp
 
ア,106733,ＩＭＶ株式会社
〒555-0011,⼤阪市⻄淀川区⽵島２−６−１０
2025-07-14
https://www.imv.co.jp/
 
ア,111136,株式会社アイ・エル・シー
〒732-0824,広島県広島市南区的場町１−３−６ 広島的場ビル９Ｆ
2025-10-16
http://www.ilc.co.jp
 
ア,121036,株式会社ＩＬファーマパッケージング
〒491-0804,愛知県⼀宮市千秋町佐野字清⽔１０
2025-01-23
https://www.group-il.com/
 
ア,218967,アイエンジジャパン株式会社
〒125-0052,東京都葛飾区柴⼜２丁⽬２番２１−１０３号
2024-01-26
 



ア,505277,株式会社アイオーアーキテクト
〒279-0004,千葉県浦安市猫実１−２０−４３
2025-09-06
http://www.io-architect.com/
 
ア,210208,株式会社Ｉ・Ｏイワサキ
〒652-0064,兵庫県神⼾市兵庫区熊野町５丁⽬１０番２０号サンハイツ夢野２０２号
2024-03-06
 
ア,501016,株式会社アイオー精密
〒025-0015,岩⼿県花巻市東⼗⼆丁⽬１７地割１番地１
2024-03-24
https://www.aio-precision.co.jp/
 
ア,111055,株式会社アイ・オー・データ機器
〒920-8512,⾦沢市桜⽥町３−１０
2023-09-04
http://www.iodata.jp
 
ア,217825,あいおい装飾株式会社
〒562-0028,⼤阪府箕⾯市彩都粟⽣南６ー１５ー１２
2026-06-23
 
ア,123885,相⽣電⼦株式会社
〒773-0008,徳島県⼩松島市⽥野町字⽉ノ輪１０７−１
2025-05-21
http://www.aioidenshi.jp
 
ア,129257,株式会社アイオス
〒108-0075,東京都港区港南１−６−３１
2024-02-09
https://www.ios-net.co.jp/
 
ア,125323,株式会社ＩＣＵＳ
〒210-0823,神奈川県川崎市川崎区江川１−４−１
2026-03-16
http://www.eicc.co.jp
 
ア,231134,有限会社相佳設備
〒532-0013,⼤阪府⼤阪市淀川区⽊川⻄⼀丁⽬４番１７号
2025-10-18
 
ア,225033,アイカテックエンジニアリング株式会社
〒176-0012,東京都練⾺区豊⽟北６丁⽬５番１５号
2025-04-01
https://www.aica-tech.co.jp/
 
ア,210654,相川建設株式会社
〒277-0832,千葉県柏市北柏２丁⽬２０番地の９
2024-10-28
 
ア,214908,有限会社相川⼯業
〒136-0074,東京都江東区東砂７ー７ー１３
2023-07-25
 



ア,231463,株式会社相川スリーエフ
〒273-0011,千葉県船橋市湊町三丁⽬７番８号
2025-12-19
http://www.aikawafc.co.jp/
 
ア,121832,株式会社相川プレス⼯業
〒402-0032,⼭梨県都留市⿅留１０６１
2024-06-13
http://www.aikawanetw.co.jp/
 
ア,219359,有限会社愛管社
〒790-0964,愛媛県松⼭市中村三丁⽬９番８号
2024-03-16
 
ア,222265,株式会社あいカンパニー
〒511-0806,三重県桑名市⼤字東汰上５７２番地１
2023-10-01
http://ai-tunagu.com/
 
ア,213148,株式会社愛河調査設計
〒457-0074,愛知県名古屋市南区本地通６丁⽬８ー１
2026-03-25
http://www.aiga-cc.co.jp
 
ア,111169,アイガ電⼦⼯業株式会社
〒316-0013,茨城県⽇⽴市千⽯町３−１７−１５
2025-07-02
http://www.aiga.co.jp
 
ア,129909,逢⿅パーツ⼯業株式会社
〒316-0013,茨城県⽇⽴市千⽯町３−１７−１５
2025-04-09
http://www.aiga.co.jp/
 
ア,213104,株式会社アイキ
〒457-0006,愛知県名古屋市南区⿃栖２丁⽬２１ー８
2026-03-05
http://www.aiki2001.jp/
 
ア,505629,株式会社アイキューブ・マーケティング
〒140-0014,東京都品川区⼤井１−２０−６住友⼤井町ビル北館３Ｆ
2024-09-27
https://icube-m.com/
 
ア,231595,有限会社愛協
〒458-0005,愛知県名古屋市緑区鳴丘⼆丁⽬１４０８番地
2026-01-24
 
ア,220145,株式会社アイギアオイ
〒503-0654,岐⾩県海津市海津町⾼須１３７番地
2024-08-10
 
ア,215386,ｉ．技建 稲岡毅（その他）
〒534-0002,⼤阪府⼤阪市都島区⼤東町２丁⽬１８ー２３
2024-05-08



 
ア,100370,アイギ⼯業株式会社
〒467-0047,愛知県名古屋市瑞穂区⽇向町２−１３
2022-10-04
http://www.aigi-kg.co.jp/
 
ア,121416,アイクレックス株式会社
〒350-1331,埼⽟県狭⼭市新狭⼭１−１１−１９
2024-04-10
http://www.icrex.co.jp
 
ア,505636,アイグッズ株式会社
〒150-0013,東京都渋⾕区恵⽐寿１−２３−２３ 恵⽐寿スクエア６Ｆ
2024-10-27
 
ア,101876,アイグラフィックス株式会社
〒130-0013,東京都墨⽥区錦⽷３−２−１ アルカイースト１２Ｆ
2024-11-07
http://www.eyegraphics.co.jp/
 
ア,212223,株式会社ＩＫＣ
〒554-0051,⼤阪府⼤阪市此花区⾣島６丁⽬１４番１号
2024-06-20
http://www.ikc-zwei.com/
 
ア,226469,株式会社アイケーディ
〒514-0006,三重県津市広明町１１２番地の５
2026-03-01
http://www.kabu-ikd.co.jp
 
ア,121204,アイケー電機株式会社
〒664-0845,兵庫県伊丹市東有岡３−２０４
2025-10-15
http://www.ikdenki.co.jp/
 
ア,127051,アイケーメタル株式会社
〒337-0004,さいたま市⾒沼区卸町１−３８
2024-07-13
http://www.ikmetal.co.jp/
 
ア,106885,アイケイ株式会社
〒372-0031,群⾺県伊勢崎市今泉町１−４−７
2026-02-06
http://ikkabu.com/
 
ア,102324,ＩＫＫ東北株式会社
〒023-1101,岩⼿県奥州市江刺区岩⾕堂字松⻑根２０−１０
2025-02-21
 
ア,103939,株式会社愛研
〒463-0037,名古屋市守⼭区天⼦⽥２−７１０
2024-08-27
 
ア,225353,株式会社愛建
〒651-2121,兵庫県神⼾市⻄区⽔⾕１丁⽬１９番４１号



2025-06-01
 
ア,125916,有限会社アイケン商会
〒276-0028,千葉県⼋千代市村上１６４３−１７
2023-10-21
 
ア,100256,愛建電⼯株式会社
〒791-8042,愛媛県松⼭市南吉⽥町２７９８−６５
2025-09-02
 
ア,103187,株式会社アイコー
〒335-0033,埼⽟県⼾⽥市笹⽬北町１３−２３
2026-05-16
http://www.aikoh-japan.com
 
ア,105932,株式会社アイコー
〒452-0802,愛知県名古屋市⻄区⽐良２−１４０
2026-06-05
http://aicoh.co.jp
 
ア,227218,株式会社アイコー
〒103-0001,東京都中央区⽇本橋⼩伝⾺町１５番１８号
2023-12-01
 
ア,103008,アイコーシステム株式会社
〒533-0024,⼤阪府⼤阪市東淀川区柴島２−１８−２０
2026-02-07
http://aikost.co.jp/
 
ア,105595,アイコーデンキ株式会社
〒179-0076,東京都練⾺区⼟⽀⽥４−３７−１０
2025-06-19
https://www.aikohdenki.com/
 
ア,217827,株式会社アイコービルサービス
〒420-0876,静岡県静岡市葵区平和２ー３０ー３２
2026-06-23
https://aiko-bs.com/
 
ア,106782,株式会社愛康
〒485-0051,愛知県⼩牧市下⼩針中島１−７３
2025-10-11
https://www.we-love-aico.jp
 
ア,111363,株式会社愛光
〒350-0281,埼⽟県坂⼾市千代⽥５−４−３２
2024-01-12
http://www.aiko.co.jp
 
ア,111288,株式会社愛⼯機器製作所
〒486-0933,愛知県春⽇井市愛知町１−２
2023-09-08
http://www.aikokiki.co.jp/
 
ア,216493,愛甲建設株式会社



〒243-0213,神奈川県厚⽊市飯⼭２０８６番地２
2025-05-21
https://aiko-kensetu.com/
 
ア,231769,有限会社愛晃重機
〒798-4110,愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城４番地
2026-03-14
 
ア,220081,有限会社愛浩設備
〒811-1346,福岡県福岡市南区⽼司５丁⽬５１−１３
2024-07-20
 
ア,217348,株式会社愛⼯⼤興
〒984-0015,宮城県仙台市若林区卸町３丁⽬３番地の１３
2025-11-26
https://www.ai-taikoh.co.jp/
 
ア,230699,愛光電気株式会社
〒250-0293,神奈川県⼩⽥原市⻄⼤友２０５番地２
2025-08-09
https://aiko-denki.co.jp
 
ア,213286,アイコウ電設（その他）
〒034-0001,⻘森県⼗和⽥市三本⽊字野崎２４７−２
2020-06-24
 
ア,128671,株式会社アイコム
〒236-0002,神奈川県横浜市港南区上⼤岡⻄１−６−１ ゆめおおおかオフィスタワー２３階
2026-01-07
http://www.icominc.co.jp
 
ア,505758,アイコム株式会社
〒547-0003,⼤阪府⼤阪市平野区加美鞍作１丁⽬６番１９号
2025-11-10
https://www.icom.co.jp/
 
ア,503730,アイコムソフト株式会社
〒804-0053,福岡県北九州市⼾畑区牧⼭１丁⽬１番３６号
2025-12-02
https://www.icomsoft.co.jp
 
ア,501392,有限会社 愛互通信
〒460-0002,愛知県名古屋市中区丸の内三丁⽬１８番１６号
2024-09-26
 
ア,106883,株式会社アイサット
〒171-0022,東京都豊島区南池袋２−３０−１２ ＢＩＴビル
2026-02-06
https://www.aisatt.co.jp
 
ア,213064,アイサン建設株式会社
〒474-0011,愛知県⼤府市横根町⼤猿尾１５８番地１
2026-02-26
http://www.aisan-k.jp
 



ア,111148,株式会社Ａｉｚａｋｉ
〒382-0098,⻑野県須坂市墨坂南１−１６−２５
2026-02-05
http://www.aizaki.co.jp
 
ア,121192,株式会社アイザック
〒937-0816,富⼭県⿂津市⼤字⼤海寺野村１１８１
2025-04-03
http://www.izak.co.jp
 
ア,128329,アイザックビジネスコーポレーション株式会社
〒651-0084,神⼾市中央区磯辺通２−２−１０
2025-10-01
https://www.i-zak.co.jp/
 
ア,225131,株式会社アイザック・ユー
〒937-0816,富⼭県⿂津市⼤字⼤海寺野村１１８１
2025-05-01
http://www.izak-u.co.jp
 
ア,101901,有限会社アイザワ
〒334-0076,埼⽟県川⼝市本蓮１−８−１３
2024-11-12
 
ア,225727,會澤⾼圧コンクリート株式会社
〒056-0006,北海道⽇⾼郡新ひだか町静内中野町１−１３−８
2025-07-01
https://www.aizawa-group.co.jp/
 
ア,129990,有限会社会沢⼯業所
〒313-0215,茨城県常陸太⽥市⻄染町１０５０
2025-05-31
 
ア,224837,株式会社相澤製作所
〒984-0014,宮城県仙台市若林区六丁の⽬元町７番１号
2025-04-01
http://www.aizawa-ss.co.jp
 
ア,223071,株式会社相澤電気⼯事
〒410-0307,静岡県沼津市⻘野２６４ー４
2024-05-01
 
ア,101958,ＩＣＲテクノロジー株式会社
〒317-0073,茨城県⽇⽴市幸町１−４−１
2024-11-26
http://www.icr-technology.co.jp/
 
ア,505376,株式会社ＩＣＳエンジニアリング
〒819-0006,福岡県福岡市⻄区姪浜駅南４−１−１４−３０８
2026-06-08
https://www.icseng.net/
 
ア,121117,有限会社ＩＣＳクリーンサポート⽇⽴
〒316-0001,茨城県⽇⽴市諏訪町１−１３−２８
2025-04-04



 
ア,100077,株式会社アイシーテクノ
〒144-0033,東京都⼤⽥区東糀⾕４−６−３４
2025-07-26
http://www.ic-techno.co.jp
 
ア,121362,株式会社アイ・シイ・エス
〒243-0308,神奈川県愛甲郡愛川町三増２４７−１５
2026-03-29
http://www.ics-21.com/
 
ア,227630,有限会社アイシイ産業
〒985-0001,宮城県塩竈市新浜町３丁⽬１番５号
2024-03-15
 
ア,213605,株式会社ＩＣＴフィールドサポート
〒110-0005,東京都台東区上野１丁⽬１番１０号
2024-02-24
http://www.it-fs.co.jp
 
ア,121972,アイシステム株式会社
〒571-0057,⼤阪府⾨真市元町１１−１８
2024-07-24
http://www.ai-system.co.jp/
 
ア,229034,アイシステム株式会社
〒980-0012,宮城県仙台市⻘葉区錦町１丁⽬４ー５ー２０４
2025-05-31
http://isys-tem.co.jp/
 
ア,229163,株式会社アイシャル
〒572-0029,⼤阪府寝屋川市寿町５０−３０
2025-07-04
 
ア,128609,株式会社愛商
〒470-2102,愛知県知多郡東浦町⼤字緒川字⾚坂１−８８
2022-12-27
http://www.aisho-chita.com/
 
ア,211377,株式会社愛商
〒795-0002,愛媛県⼤洲市松尾１１２９ー１
2025-09-30
 
ア,111312,株式会社アイシン
〒448-8650,愛知県刈⾕市朝⽇町２−１
2023-10-08
 
ア,217924,株式会社アイシン
〒942-0063,新潟県上越市下⾨前１６４８番地
2023-07-14
 
ア,121065,アイシン開発株式会社
〒448-8525,愛知県刈⾕市相⽣町３−３
2024-11-17
http://www.aisin-ad.co.jp



 
ア,217081,株式会社相進機⼯
〒262-0012,千葉県千葉市花⾒川区千種町２２９番地２
2025-09-10
http://www.aisinkikou.jp
 
ア,102231,アイシン九州株式会社
〒861-4214,熊本県熊本市南区城南町舞原字⻄５００−１
2025-01-28
 
ア,503463,株式会社アイシンク
〒105-0004,東京都港区新橋四丁⽬１９番６号
2025-08-17
http://www.ithink.co.jp/
 
ア,505654,アイシン軽⾦属株式会社
〒934-8588,富⼭県射⽔市奈呉の江１２−３
2025-01-13
http://www.aisin-ak.com/
 
ア,214272,有限会社アイシン⼯業
〒003-0838,北海道札幌市⽩⽯区北郷⼋条７丁⽬８番４号
2025-07-05
 
ア,227701,株式会社アイシン⼯業
〒166-0004,東京都杉並区阿佐⾕南３丁⽬１２番４号
2024-03-23
 
ア,102817,株式会社アイシン精機
〒335-0021,埼⽟県⼾⽥市新曽２０４７
2025-10-07
 
ア,111987,アイシン⾼丘株式会社
〒473-8501,愛知県豊⽥市⾼丘新町天王１
2024-08-03
http://www.at-takaoka.co.jp
 
ア,125933,アイシン電⼦⼯業株式会社
〒320-0912,栃⽊県宇都宮市⽯井町２５５３−１
2023-10-24
 
ア,213626,株式会社愛信堂
〒243-0011,神奈川県厚⽊市厚⽊町２番３号
2024-03-10
http://www.aishindo.com
 
ア,216568,アイシンピークス株式会社
〒188-0004,東京都⻄東京市⻄原町４丁⽬２番地３号
2025-06-04
http://www.aishinkk.co.jp/
 
ア,106276,愛進プラント⼯業株式会社
〒455-0821,愛知県名古屋市港区⾼⽊町４−９−１１
2024-07-21
 



ア,220350,株式会社アイジー
〒861-0803,熊本県⽟名郡南関町関町２０１−２
2024-10-12
https://www4.hp-ez.com/hp/aig/
 
ア,220267,アイジーガラスサービス有限会社
〒799-0401,愛媛県四国中央市村松町３２０−１
2024-09-21
 
ア,504335,株式会社 アイジェクト
〒350-1202,埼⽟県⽇⾼市駒寺野新⽥２５１−１４
2026-04-22
https://www.i-ject.com/
 
ア,230445,株式会社藍治商事
〒612-0029,京都府京都市伏⾒区深草⻄浦町六丁⽬６１番地の８
2025-07-12
http://aiji-planning.com/
 
ア,502849,株式会社アイ情報設備
〒113-0021,東京都⽂京区本駒込６−５−３
2025-08-29
 
ア,218928,有限会社アイスコンフォート
〒337-0043,埼⽟県さいたま市⾒沼区⼤字中川１０５番地２
2024-01-19
 
ア,218019,アイストーン株式会社
〒193-0831,東京都⼋王⼦市裏⾼尾町５３１番地１２
2023-07-28
 
ア,215146,株式会社アイズ
〒154-0014,東京都世⽥⾕区新町３丁⽬２３番２号
2023-12-19
http://www.aizu.co.jp
 
ア,218773,株式会社アイズ
〒150-0021,東京都渋⾕区恵⽐寿⻄１丁⽬３２番１６号
2023-12-15
 
ア,504753,株式会社アイズ
〒259-0201,神奈川県⾜柄下郡真鶴町真鶴１９００
2026-07-13
https://www.iz-office.com/
 
ア,217736,アイズ継⼿技⼯株式会社
〒496-0019,愛知県津島市百島町字献上１番地２
2026-05-19
https://www.is-tg.com
 
ア,120784,有限会社アイ精機
〒226-0006,横浜市緑区⽩⼭１−１５−１８
2024-01-22
 
ア,223049,株式会社アイセイ社



〒460-0007,愛知県名古屋市中区新栄２丁⽬３６番２７号
2024-04-01
http://www.aiseisya.co.jp/
 
ア,126868,株式会社アイセス
〒018-1512,秋⽥県南秋⽥郡井川町北川尻字下⽥⾯替場１１−１
2024-05-26
http://www.aises.jp/
 
ア,218337,株式会社アイ設備
〒412-0042,静岡県御殿場市萩原５５２番地の１
2023-09-08
http://www.ai8686.co.jp/
 
ア,126472,アイセル株式会社
〒581-0068,⼤阪府⼋尾市跡部北の町１−２−１６
2024-01-17
http://isel.jp
 
ア,217691,愛全建業株式会社
〒915-0841,福井県越前市⽂京１丁⽬１３−２３
2026-04-07
 
ア,223618,有限会社愛装塗⼯店
〒453-0067,愛知県名古屋市中村区宿跡町１ー２０ー４
2024-10-01
 
ア,106876,アイソソフトエンジニアリング株式会社
〒460-0003,愛知県名古屋市中区錦１−１３−３３
2026-02-02
https://www.isosoft.co.jp
 
ア,219582,株式会社アイソテクノサポート
〒672-8086,兵庫県姫路市飾磨区⻄浜町２−１３−３
2024-04-13
 
ア,226021,株式会社アイソテック
〒104-0033,東京都中央区新川１ー２４ー８
2025-09-01
http://www.iiso.co.jp/
 
ア,122905,株式会社アイソプラ
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町３−１９ 廣瀬第２ビル４Ｆ
2024-12-17
https://isopra.co.jp
 
ア,220402,あい造園建設株式会社
〒178-0061,東京都練⾺区⼤泉学園町５−３４−１１
2024-10-26
http://www.zouen.tokyo/
 
ア,111219,株式会社相⽥商会
〒992-0117,⼭形県⽶沢市川井字道下２９１０
2026-06-16
http://www.aita-s.co.jp/



 
ア,111393,アイタックインターナショナルジャパン株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿３−３−９ 新宿伍名館３Ｆ
2024-01-17
http://itak.co.jp/
 
ア,129580,株式会社英⽥エンジニアリング
〒701-2603,岡⼭県美作市三保原６７８
2024-10-30
http://www.aida-eng.co.jp
 
ア,226192,会⽥電業株式会社
〒277-0005,千葉県柏市柏３丁⽬７番６号
2025-11-01
http://www.aida-dengyou.com
 
ア,215407,株式会社アイダ電設
〒135-0042,東京都江東区⽊場３丁⽬１０番１５号
2024-05-29
 
ア,229912,愛知株式会社
〒461-0003,愛知県名古屋市東区筒井３丁⽬２７−２５
2023-08-25
http://www.axona-aichi.com
 
ア,225276,愛知海運産業株式会社
〒441-3421,愛知県⽥原市⽥原町柳町６番地
2025-06-01
http://www.aichikaiunsangyo.c.jp/
 
ア,505016,愛知計機株式会社
〒457-0835,愛知県名古屋市南区⻄⼜兵ヱ町三丁⽬４８番地
2023-12-26
http://aichikeiki.co.jp/
 
ア,224230,株式会社アイチケン
〒483-8104,愛知県江南市⼒⻑町⼤当寺１２８番地
2025-03-01
https://aichiken-jsk.com/
 
ア,213499,アイチ建運株式会社
〒457-0841,愛知県名古屋市南区豊⽥３丁⽬４番１５号
2023-11-11
 
ア,125301,愛知産業株式会社
〒140-0011,東京都品川区東⼤井２−６−８
2026-03-08
http://www.aichi-sangyo.co.jp
 
ア,229296,株式会社愛知商店
〒464-0848,愛知県名古屋市千種区春岡１−９−２２
2025-09-20
http://www.aichishouten.com/
 
ア,212970,アイチ信和株式会社



〒444-2149,愛知県岡崎市細川町字⻑原５７番地
2025-12-25
http://www.aichishinwa.co.jp
 
ア,501140,アイチ情報システム株式会社
〒448-0852,愛知県刈⾕市住吉町３−５
2025-01-22
htts://www.asc21.net
 
ア,225287,愛知スチール株式会社
〒483-8182,愛知県江南市今市場町宮前１５７番地
2025-06-01
http://www.aichisteel.jp/
 
ア,150001,愛知製鋼株式会社
〒476-8666,愛知県東海市荒尾町ワノ割１番地
2024-08-04
 
ア,101312,株式会社愛知精密⼯業
〒443-0013,愛知県蒲郡市⼤塚町丸⼭５１
2024-04-27
 
ア,224364,愛知太平洋建販株式会社
〒456-0034,愛知県名古屋市熱⽥区伝⾺２丁⽬１６番１５号
2025-04-01
_
 
ア,501035,愛知電機株式会社
〒486-8666,愛知県春⽇井市愛知町１番地
2023-07-19
http://www.aichidenki.jp/
 
ア,501075,愛知時計電機株式会社
〒456-8691,愛知県名古屋市熱⽥区千年⼀丁⽬２番７０号
2025-10-02
https://www.aichitokei.co.jp/
 
ア,214158,愛知ベース⼯業株式会社
〒444-3523,愛知県岡崎市藤川町字北荒古１５−１
2025-04-26
http://www.aichi-base.co.jp
 
ア,224600,愛知防錆株式会社
〒476-0015,愛知県東海市東海町２丁⽬２番１号
2025-04-01
https://aichibosei.com/
 
ア,229563,株式会社愛知マドコン
〒463-0071,愛知県名古屋市守⼭区新守町２００番地４
2026-03-12
 
ア,217542,株式会社アイチャージ
〒121-0051,東京都⾜⽴区神明三丁⽬２０番７号
2026-01-28
https://www.icharge.co.jp/



 
ア,101355,愛知陸運株式会社
〒485-8533,愛知県⼩牧市新⼩⽊３−２０
2025-03-03
http://www.airiku.co.jp
 
ア,230377,株式会社アイックスセキュリティ
〒981-3108,宮城県仙台市泉区松陵⼆丁⽬６番５号
2025-07-12
https://www.big-advance.site/s/144/1887
 
ア,229481,会津建設株式会社
〒314-0004,茨城県⿅嶋市下津２８９ー３
2026-02-05
_
 
ア,104627,会津ゴム⼯業株式会社
〒179-0076,東京都練⾺区⼟⽀⽥１−２０−１３
2026-01-17
http://www.aizugomu.co.jp/
 
ア,501603,アイティーアイ株式会社
〒850-0032,⻑崎県⻑崎市興善町６番７号
2025-02-20
http://www.iti-e.co.jp/
 
ア,504469,株式会社アイティーアスト
〒160-0022,東京都千代⽥区九段南３丁⽬８番１０号
2024-09-30
http://www.itast.com
 
ア,220002,有限会社アイティーエス
〒425-0077,静岡県焼津市五ヶ堀之内１４９６−２
2024-07-06
 
ア,100464,株式会社ＩＴＳコア
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−１２−２０ 京浜建物第⼀ビル７階
2025-12-09
http://www.its-core.jp/
 
ア,111129,アイティーエックス株式会社
〒852-8105,⻑崎市⽬覚町７−１４
2025-04-24
http://www.itx-nagasaki.co.jp/
 
ア,215347,株式会社アイティーオー
〒241-0821,神奈川県横浜市旭区⼆俣川２−７５−２９
2024-04-03
 
ア,111141,株式会社アイ・ティー図⼦
〒769-1506,⾹川県三豊市豊中町本⼭甲１２４５
2025-08-03
 
ア,100244,ＩＴＷジャパン株式会社
〒136-0073,東京都江東区北砂１−４−４



2025-09-01
https//www.brooksinstrument.com
 
ア,505368,ＩＴｂｏｏｋテクノロジー株式会社
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨２丁⽬３番１７号 虎ノ⾨２丁⽬タワー１７階
2026-05-21
https://www.itbook-tec.co.jp/
 
ア,112896,アイティアクセス株式会社
〒222-8545,神奈川県横浜市港北区新横浜３−１７−６
2024-10-27
http://www.itaccess.co.jp
 
ア,106351,株式会社ＩＴアドバンス
〒186-0002,東京都国⽴市東２−１２−６ 浅井ビル
2024-09-13
 
ア,106957,アイティアペックス株式会社
〒110-0016,東京都台東区台東１−９−６ ⽔作秋葉原ビル３階
2026-05-12
https://www.itapex.com
 
ア,216814,株式会社ＩＴイナイ
〒252-1107,神奈川県綾瀬市深⾕中４丁⽬８番３号
2025-07-02
 
ア,104179,ＩＴＨ−ジャパン株式会社
〒276-0044,千葉県⼋千代市萱⽥町９８６−１
2024-11-24
http://www.ith.co.jp
 
ア,231470,アイティエフ株式会社
〒761-8031,⾹川県⾼松市郷東町１番地１７
2025-12-19
http://itf-corp.co.jp/
 
ア,502224,株式会社ＩＴＭＡ
〒194-0014,東京都町⽥市⾼ヶ坂２−３１−２１
2026-03-03
https://www.itma.co.jp
 
ア,505650,株式会社アイティ・コミュニケーションズ
〒060-0003,北海道札幌市中央区北３条⻄３丁⽬１番地５号 井⾨札幌北三条ビル２Ｆ
2024-12-13
 
ア,212665,アイティシー株式会社
〒650-0022,兵庫県神⼾市中央区元町通⼆丁⽬９−１元町プラザビル６１８
2025-06-05
https://itcjapan.jp/
 
ア,226885,株式会社アイティックス
〒921-8027,⽯川県⾦沢市神⽥１ー３１ー１
2023-07-01
 
ア,500181,アイティ通信株式会社



〒929-1177,⽯川県かほく市⽩尾ロ５６−３
2023-12-25
https://www.ittsushin.com
 
ア,111952,株式会社アイティティキャノン
〒228-0003,神奈川県座間市ひばりが丘５−１１−３
2024-07-26
http://www.ittcannon.jp/
 
ア,128846,株式会社ＩＴ働楽研究所
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥２−１４−１０ 東正ビル４階
2026-03-05
http://www.dorakuken.co.jp/
 
ア,213793,株式会社アイティフォーム
〒130-0026,東京都墨⽥区両国１７番３号プロシードビル３Ｆ
2024-08-04
 
ア,214605,ＩＴワークス株式会社
〒455-0015,愛知県名古屋市港区港栄３丁⽬６番１３号
2026-02-28
 
ア,120019,ＩＴプロダクツ株式会社
〒210-0024,神奈川県川崎市川崎区⽇進町１−５３ 興和川崎東⼝ビル
2026-07-02
https://www.it-pro.co.jp/
 
ア,106240,株式会社アイテク
〒370-0802,群⾺県⾼崎市問屋町２−４−５
2024-06-18
https://www.aitech.co.jp
 
ア,101115,株式会社アイテクス
〒551-0002,⼤阪市⼤正区三軒家東３−９−４
2024-06-08
http://www.itex.co.jp
 
ア,106893,株式会社アイテクソリューション
〒164-0003,東京都中野区東中野２−２２−２０ ホシノ第２ビル４階
2026-02-15
https://www.aitech-eng.co.jp/
 
ア,105394,ｉテクノ株式会社
〒151-0071,東京都渋⾕区本町１−２１−１ ＳＨ⼩林ビル１０Ｆ
2024-12-20
http://www.itechno.jp/
 
ア,118470,株式会社アイテクノ⽮嶋
〒381-0085,⻑野市上野１−３５
2023-11-11
http://www.i-yajima.co.jp
 
ア,121287,株式会社アイテス
〒520-2151,滋賀県⼤津市栗林町１−６０
2025-10-15



https://www.ites.co.jp
 
ア,101778,アイテック株式会社
〒194-0035,東京都町⽥市忠⽣２−２６−１５
2024-10-16
http://aitec-jp.com/
 
ア,104097,株式会社アイテック
〒105-0021,東京都港区東新橋２−１１−７ 住友東新橋ビル５号館１階
2024-10-19
https://www.itecgr.co.jp/
 
ア,105259,アイテック株式会社
〒532-0003,⼤阪市淀川区宮原４−４−６３ 新⼤阪千代⽥ビル別館１０階
2024-10-05
https://www.aitec-k.jp/index.html
 
ア,105295,株式会社アイテック
〒491-0051,愛知県⼀宮市今伊勢町⾺寄字吉⽥前４１
2024-10-17
 
ア,121467,株式会社アイ・テック
〒550-0025,⼤阪市⻄区九条南２−２５−２
2024-04-28
http://www.i-tec-co.com
 
ア,211627,株式会社アイテック
〒112-0011,東京都⽂京区千⽯４ー９ー８ー３Ｆ
2026-04-27
https://www.i-teck22.com/
 
ア,213302,アイテック株式会社
〒857-1161,⻑崎県佐世保市⼤塔町１５９１番地１
2026-07-01
http://itec-k.co.jp/
 
ア,213428,アイテック株式会社
〒299-0102,千葉県市原市⻘柳３−２−６
2023-09-16
 
ア,216290,有限会社アイテック
〒721-0926,広島県福⼭市⼤⾨町４丁⽬２２番２０号
2025-04-09
_
 
ア,216667,株式会社アイテック
〒464-0850,愛知県名古屋市千種区今池１ー９ー３
2022-06-18
 
ア,226414,株式会社アイ・テック
〒424-8510,静岡県静岡市清⽔区三保３８７番地７
2026-03-01
http://www.itec-c.co.jp
 
ア,231559,株式会社アイテック



〒278-0012,千葉県野⽥市瀬⼾１２６番地１
2026-01-17
 
ア,504666,アイテック 株式会社
〒185-0001,東京都国分寺市本町２丁⽬９番８号８０４
2026-06-14
http://www.itec-eng.jp/
 
ア,505663,アイテック株式会社
〒373-0847,群⾺県太⽥市⻄新町１３５−７
2025-01-27
https://www.itech-inc.co.jp/
 
ア,121042,株式会社アイテック・ツリタニ
〒708-0884,岡⼭県津⼭市津⼭⼝１７８−１
2024-11-27
http://www.itec-tsuritani.co.jp/
 
ア,220649,株式会社アイテックエンジニアリング
〒231-0026,神奈川県横浜市中区寿町⼀丁⽬１番１４号
2025-02-01
 
ア,126491,アイテックシステム株式会社
〒820-0044,福岡県飯塚市横⽥後牟⽥⼯業団地
2024-01-19
http://www.itec-system.co.jp/
 
ア,505356,アイテックジャパン株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥８−１−３ ＰＭＯ五反⽥６階
2026-03-12
http://www.itec-japan.co.jp
 
ア,220189,株式会社アイテック総合設備
〒555-0024,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区野⾥１ー２８ー４
2024-08-31
 
ア,111091,アイテック阪急阪神株式会社
〒553-0001,⼤阪市福島区海⽼江１−１−３１
2024-06-03
http://itec.hankyu-hanshin.co.jp
 
ア,211481,株式会社アイテックムラモト
〒921-8151,⽯川県⾦沢市窪４丁⽬４０４番地
2025-12-24
http://i-tech-muramoto.co.jp/
 
ア,227138,株式会社アイテツ
〒465-0092,愛知県名古屋市名東区社台⼀丁⽬６７番地３
2023-11-01
 
ア,121196,株式会社アイテム
〒308-0857,茨城県筑⻄市⼩川１７７０−１
2025-06-15
http://www.e-item.co.jp/
 



ア,215212,株式会社アイテム
〒846-0002,佐賀県多久市北多久町⼤字⼩侍４７７１
2024-02-13
 
ア,502411,株式会社あいテレビ
〒790-8529,愛媛県松⼭市⽵原町１−５−２５
2023-08-04
http://www.itv6.jp/
 
ア,111517,Ｉ−ＴＥＮ株式会社
〒671-2516,兵庫県宍粟市⼭崎町三津４６８−１
2024-02-13
http://www.i-ten.co.jp
 
ア,216397,株式会社アイデアン
〒125-0052,東京都葛飾区柴⼜３ー６ー４
2025-05-14
 
ア,505649,株式会社ｉＤＡ
〒541-0053,⼤阪府⼤阪市中央区本町３−３−８⼭⼝興産ビル５Ｆ
2024-12-07
https://ida-mode.com/
 
ア,221813,株式会社アイ・ディー・エフ
〒071-8154,北海道旭川市東鷹栖４線１０号３−１２
2025-07-01
http://www.idf.co.jp
 
ア,215380,株式会社アイディエス
〒923-0042,⽯川県⼩松市能美町タ１２６−２
2024-05-08
 
ア,127931,株式会社ＩＤＸ
〒327-0812,栃⽊県佐野市町⾕町２９４６
2025-06-18
http://www.idx-net.co.jp/
 
ア,101780,ＩＤＥＣ株式会社
〒532-0004,⼤阪市淀川区⻄宮原２−６−６４
2024-06-14
https://www.idec.com/
 
ア,101358,ＩＤＥＣ ＡＵＴＯ−ＩＤ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ株式会社
〒532-0004,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄宮原２−６−６４
2024-05-21
http://ias.co.jp
 
ア,123849,株式会社アイデックス
〒569-0822,⼤阪府⾼槻市津之江町２−２２−９
2025-05-07
http://www.idex-group.com/
 
ア,129873,ＩＤＥＸ Ｈｅａｌｔｈ ＆ Ｓｃｉｅｎｃｅ株式会社
〒332-0035,埼⽟県川⼝市⻄⻘⽊５−８−６
2025-03-31



http://www.erc.jp
 
ア,101867,ＩＤＥＣファクトリーソリューションズ株式会社
〒491-0074,愛知県⼀宮市東島町２−８
2024-11-05
http://www.idec-fs.com
 
ア,505584,アイデミア・ジャパン株式会社
〒150-0022,東京都渋⾕区恵⽐寿南３−１−１ 恵⽐寿グリーングラス５Ｆ
2024-05-10
https://www.idemia.com/
 
ア,231022,アイデル株式会社
〒610-0221,京都府綴喜郡宇治⽥原町⼤字湯屋⾕⼩字⻄塔ケ⾕１番地３３
2025-10-11
http://www.idell.co.jp/
 
ア,105617,愛電株式会社
〒130-0002,東京都墨⽥区業平１−１−９
2025-07-05
https://www.aiden-net.co.jp/
 
ア,120834,株式会社アイデン
〒441-1362,愛知県新城市平井字東原３４−２
2024-02-06
http://www.aiden-jp.com
 
ア,216526,株式会社アイ・デン
〒026-0046,岩⼿県釜⽯市桜⽊町２丁⽬２番４０号
2025-05-28
https://iden-kamaishi.com
 
ア,220077,株式会社アイデン
〒496-8018,愛知県愛⻄市渕⾼町五ノ割１９−２
2024-07-20
 
ア,213394,アイ電気通信株式会社
〒538-0052,⼤阪府⼤阪市鶴⾒区横堤⼀丁⽬６番４５号
2023-08-19
 
ア,106429,株式会社Ａｉｔｏｓｓ
〒460-0012,愛知県名古屋市中区千代⽥３−２１−１
2024-12-01
 
ア,226386,アイトム建設株式会社
〒510-0066,三重県四⽇市市南浜⽥町４番１号
2026-02-01
http://itom.co.jp/
 
ア,503306,アイニックス株式会社
〒153-0044,東京都⽬黒区⼤橋１−６−２
2024-11-30
https://www.ainix.co.jp/
 
ア,215756,株式会社ＩＮＥＸＴ



〒216-0044,神奈川県川崎市宮前区⻄野川三丁⽬２４番３１号
2024-11-20
 
ア,501970,株式会社アイネックス
〒202-0021,東京都⻄東京市東伏⾒４−７−２２
2025-12-03
https://www.ainex.jp/
 
ア,102209,株式会社アイネット
〒336-0027,埼⽟県さいたま市南区沼影１−１０−１
2025-01-24
http://www.inetweb.co.jp
 
ア,111199,株式会社アイネット
〒220-8401,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい３−３−１ 三菱重⼯横浜ビル２３Ｆ
2025-07-21
http://www.inet.co.jp
 
ア,129112,株式会社アイネット
〒168-0061,東京都杉並区⼤宮１−７−１８
2023-10-10
https://www.ainet-kashi.co.jp
 
ア,217620,株式会社アイネット
〒390-0842,⻑野県松本市征⽮野１丁⽬５番４６号
2026-03-03
https://www.inett.co.jp/
 
ア,505717,株式会社ｉ−ＮＯＳ
〒103-0021,東京都中央区⽇本橋本⽯町３丁⽬３番１０号
2025-06-09
http://www.i-nos.co.jp/
 
ア,227480,株式会社あいはら
〒807-0821,福岡県北九州市⼋幡⻄区陣原２丁⽬３番４号
2024-02-28
http://www.aihara.co.jp
 
ア,504388,有限会社アイハラ
〒013-0205,秋⽥県横⼿市雄物川町今宿字⾼花９−１
2023-10-27
https://aihara-screen.com/
 
ア,218652,株式会社アイハラ重機
〒984-0844,宮城県仙台市若林区種次字市兵衛１２２
2023-11-24
 
ア,104759,相原電気計器株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦４−１４−１３
2026-04-28
http://www.aiharadenki.com
 
ア,101662,株式会社相場商店
〒010-8520,秋⽥県秋⽥市楢⼭登町１−２０
2024-09-13



 
ア,218606,有限会社アイバン
〒425-0052,静岡県焼津市⽥尻８６５−１
2023-11-10
 
ア,127870,株式会社アイパックス
〒395-0244,⻑野県飯⽥市⼭本６７２２−９１
2025-04-20
 
ア,101138,アイパックスイケタニ株式会社
〒418-0112,静岡県富⼠宮市北⼭５２６０
2024-03-08
http://www.ipax.co.jp
 
ア,503347,アイ・ビー・エス・ジャパン株式会社
〒243-0438,神奈川県海⽼名市めぐみ町２−２
2025-01-25
https://www.ibsjapan.co.jp
 
ア,500096,株式会社アイビーシー岩⼿放送
〒020-8566,岩⼿県盛岡市志家町６−１
2023-09-12
http://www.ibc.co.jp
 
ア,217555,株式会社アイビー・シー・エス
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕４丁⽬４番２５号
2026-02-04
https://www.ivycs.co.jp/
 
ア,231868,株式会社アイビーシステム
〒130-0004,東京都墨⽥区本所⼆丁⽬１番９号
2026-04-11
http://www.i-b-system.com/
 
ア,217781,株式会社アイビーソウケン
〒400-0867,⼭梨県甲府市⻘沼⼆丁⽬６−１９
2023-06-09
 
ア,212546,株式会社アイビー防⽔
〒340-0832,埼⽟県⼋潮市⼤字柳之宮１３２番地７
2025-03-21
 
ア,129025,株式会社アイビス
〒180-0004,東京都武蔵野市吉祥寺本町１−３１−１１
2026-07-09
http://www.ibisnet.co.jp
 
ア,123738,アイビスジャパン株式会社
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚２−４５−８ ニッセイ⼤塚駅前ビル８階
2025-03-22
http://www.ibis-japan.co.jp
 
ア,213388,株式会社アイビックス
〒918-8112,福井県福井市下⾺２ー１０１
2023-08-19



https://www.aivix.co.jp/
 
ア,505177,アイピーシステム株式会社
〒700-0962,岡⼭県岡⼭市北区北⻑瀬表町２−１６−２７
2025-02-27
http://www.ipsys.co.jp
 
ア,102724,ＩＰＧフォトニクスジャパン株式会社
〒223-0057,神奈川県横浜市港北区新⽻町９２０
2025-07-30
http://www.ipgphotonics.com/jp
 
ア,222510,株式会社アイピー２１
〒101-0051,東京都千代⽥区神⽥神保町１丁⽬２０番地
2023-12-01
https://www.ip21.co.jp
 
ア,100414,ＩＰＤロジスティクス株式会社
〒389-0514,⻑野県東御市加沢８８−１２
2025-10-29
http://www.ipd-logistics.co.jp/
 
ア,503569,アイフォーコム株式会社
〒221-0835,神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁⽬２９番地１１
2025-08-27
https://www.iforcom.jp/
 
ア,125663,アイフォーコム京栄株式会社
〒252-0157,神奈川県相模原市緑区中野１３２６
2023-07-19
http://www.k-kyoei.jp/
 
ア,504671,株式会社アイフォース
〒112-0004,東京都⽂京区後楽⼆丁⽬３番２５号
2026-06-14
https://www.iforce-net.co.jp/
 
ア,212673,株式会社アイプラスト
〒028-4131,岩⼿県盛岡市芋⽥下芋⽥１０番地１
2022-06-05
 
ア,118515,株式会社アイプラネット
〒107-8619,東京都港区南⻘⼭１−１−１ 新⻘⼭ビル⻄館１３Ｆ
2024-03-03
http://www.iplanet-inc.com
 
ア,231326,アイベステクノ株式会社
〒672-8002,兵庫県姫路市北原１１３３番地の１
2025-11-21
https://www.ibes-techno.com/
 
ア,106659,株式会社アイベックス
〒212-0055,神奈川県川崎市幸区南加瀬５−３６−１４
2025-05-20
 



ア,125970,アイベックステクノロジー株式会社
〒215-0034,神奈川県川崎市⿇⽣区南黒川１０−１
2023-10-31
http://www.ibextech.jp
 
ア,222070,株式会社アイペック
〒931-8453,富⼭県富⼭市中⽥⼀丁⽬１１３番地１
2026-01-01
http://www.ipec-com.jp
 
ア,502836,Ｉ−ＰＥＸ株式会社
〒612-8024,京都府京都市伏⾒区桃⼭町根来１２番地４
2025-06-21
https://www.corp.i-pex.com/ja
 
ア,231467,有限会社アイホーム
〒185-0001,東京都国分寺市北町三丁⽬２９番地２３
2025-12-19
http://www.ai-home.jp/
 
ア,223147,株式会社アイホウ
〒130-0011,東京都墨⽥区⽯原１ー１ー８
2024-06-01
 
ア,228897,愛豊重機株式会社
〒441-0304,愛知県豊川市御津町佐脇浜⼀号地１番３
2025-02-23
 
ア,210197,愛北鋼業株式会社
〒482-0026,愛知県岩倉市⼤地町深⽥２０番地
2024-02-27
http://www.aihokukougyou.co.jp
 
ア,227219,株式会社アイマー
〒120-0005,東京都⾜⽴区綾瀬１ー３８ー１６⼭本ビル２Ｆ
2023-12-01
http://www.aima-condome.com/
 
ア,123733,有限会社相⾒砲⾦⼯場
〒332-0002,埼⽟県川⼝市弥平３−８−１１
2025-03-19
 
ア,111237,アイム株式会社
〒450-0002,名古屋市中村区名駅２−３６−２０ ＡＩＭビル７階
2026-05-13
http://www.aimjal.co.jp/
 
ア,214408,株式会社アイム
〒800-0253,福岡県北九州市⼩倉南区葛原本町⼀丁⽬２番３号
2025-10-04
http://www.kk-aim.co/
 
ア,217932,株式会社アイム
〒981-1217,宮城県名取市美⽥園七丁⽬１番地の１
2023-07-14



http://www.aim-ec.net
 
ア,218359,アイム機械株式会社
〒330-0856,埼⽟県さいたま市⼤宮区三橋３丁⽬２０２番地
2023-09-08
 
ア,227519,株式会社アイム商会
〒982-0031,宮城県仙台市太⽩区泉崎⼆丁⽬３番１６号
2024-02-28
http://www.aim-shokai.co.jp
 
ア,128031,アイムス株式会社
〒312-0062,茨城県ひたちなか市⼤字⾼場２３５３−７
2025-08-15
http://www.aimusu.co.jp
 
ア,214596,株式会社アイムズ
〒607-8165,京都府京都市⼭科区椥辻平⽥町１２９
2026-02-28
 
ア,111297,株式会社アイム製作所
〒806-0004,北九州市⼋幡⻄区黒崎城⽯３−５
2026-05-26
http://www.eimss.co.jp/
 
ア,231907,有限会社アイム・テクノ
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜三丁⽬１３番地の５
2026-04-18
http://aim-techno.co.jp
 
ア,106235,株式会社アイメス
〒252-0811,神奈川県藤沢市桐原町３
2024-06-11
http://www.imes.co.jp
 
ア,218996,株式会社アイメック
〒400-0812,⼭梨県甲府市和⼾町３９０番地３
2024-01-26
http://www.imec-japan.co.jp/
 
ア,111086,アイメックス株式会社
〒146-0094,東京都⼤⽥区東⽮⼝２−４−１４
2024-07-15
http://www.aimex.co.jp/
 
ア,122854,アイメックス株式会社
〒359-0023,埼⽟県所沢市東所沢和⽥２−４−２２
2024-12-01
http://www.i-mecs.com/
 
ア,100116,株式会社アイメット
〒940-1164,新潟県⻑岡市南陽２−９４９−１２
2025-07-30
http://www.imet.jp
 



ア,111403,株式会社アイ・メデックス
〒262-0003,千葉市花⾒川区宇那⾕町１５０４−６
2024-05-01
http://www.imedex.co.jp/
 
ア,229200,株式会社愛⽊舎
〒440-0086,愛知県豊橋市下地町新道３８番地の１
2025-07-26
http://www.aimokusha.co.jp
 
ア,122423,株式会社あいや
〒445-0894,愛知県⻄尾市上町横町屋敷１５
2024-09-08
http://www.matcha.co.jp
 
ア,231165,株式会社アイヤマ
〒739-2629,広島県東広島市黒瀬楢原⻄⼆丁⽬１５番１５号
2025-10-25
 
ア,216624,アイユー電⼯株式会社
〒422-8037,静岡県静岡市駿河区下島３４０番１号
2025-06-18
 
ア,111386,株式会社愛洋産業
〒462-0828,愛知県名古屋市北区東⽔切町４−５５
2023-12-21
http://www.aiyo.co.jp/
 
ア,111294,アイラ⼯業株式会社
〒480-0304,愛知県春⽇井市神屋町１１３９−２８
2023-06-15
http://www.aira-corp.co.jp
 
ア,224171,株式会社アイラックニシカワ
〒454-0866,愛知県名古屋市中川区東中島町⼋丁⽬３２番地
2025-02-01
https://www.irac-nishikawa.co.jp/
 
ア,102696,アイラビット株式会社
〒108-0014,東京都港区芝５−２７−１４ ⼩川ビル３階
2025-07-18
https://i-rabbit.jp
 
ア,503301,アイリスオーヤマ株式会社
〒980-8510,宮城県仙台市⻘葉区五橋２−１２−１
2024-11-25
https://www.irisohyama.co.jp/
 
ア,230236,アイリスチトセ株式会社
〒980-0023,宮城県仙台市⻘葉区北⽬町１番１３号
2025-06-21
https://www.irischitose.co.jp/
 
ア,220191,アイリス電⼯株式会社
〒980-8510,宮城県仙台市⻘葉区五橋２−１２−１



2024-08-31
https://www.iris-denko.co.jp/
 
ア,232038,有限会社愛菱空設
〒457-0802,愛知県名古屋市南区要町五丁⽬１７０番地の２
2026-05-23
 
ア,105966,株式会社アイル
〒410-2323,静岡県伊⾖の国市⼤仁５９１−２ ⼭⽥ビル２Ｆ
2023-07-10
 
ア,231208,株式会社アイル・ジャパン
〒813-0034,福岡県福岡市東区多の津⼀丁⽬８番９号
2025-11-01
https://aisle-jp.co.jp
 
ア,121108,アイレス電⼦⼯業株式会社
〒642-0015,和歌⼭県海南市且来８４０
2025-07-13
https://www.ailes.co.jp
 
ア,214131,アイレック技建株式会社
〒111-0034,東京都台東区雷⾨１−４−４
2025-04-12
http://www.airec.co.jp/
 
ア,125772,株式会社アイレックス
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋２−９−３ かすがビル３Ｆ
2023-09-07
http://www.ilex-inc.com
 
ア,231979,アイレック新潟株式会社
〒942-0013,新潟県上越市⼤字黒井字⼤割２７８９番地１
2026-05-09
http://airec-niigata.com/
 
ア,105110,アイロップ株式会社
〒532-0026,⼤阪市淀川区塚本３−６−９
2024-06-27
http://www.ailop.co.jp/
 
ア,220624,愛和株式会社
〒730-0846,広島県広島市中区⻄川⼝町７番５号
2025-01-25
 
ア,226714,株式会社アイワークシステムズ
〒104-0033,東京都中央区新川２丁⽬３ー４
2026-05-01
 
ア,100966,株式会社アイワ コーポ
〒963-8555,福島県郡⼭市⼩原⽥４−１１−１３
2023-12-26
http://www.aiwacorp.co.jp/
 
ア,214800,アイワ⼯業株式会社



〒880-2213,宮崎県宮崎市⾼岡町上倉永２８６３番地１
2026-06-20
http://aiwa-kougyo.com/
 
ア,225092,有限会社アイワ⼯業
〒493-0001,愛知県⼀宮市⽊曽川町黒⽥六の通り１０５番地
2025-04-01
https://aiwakogyo.jimdo.com/
 
ア,231593,アイワ⼯業株式会社
〒121-0052,東京都⾜⽴区六⽊四丁⽬８番２８号
2026-01-24
 
ア,215005,株式会社会和⼯務店
〒965-0102,福島県会津若松市真宮新町北１ー７
2023-09-19
 
ア,216145,株式会社愛和産業
〒492-8185,愛知県稲沢市⽇下部⻄町⼀丁⽬５９番地
2025-03-19
https://www.aiw.co.jp/
 
ア,218183,株式会社アイワテクノ
〒745-0122,⼭⼝県周南市⼤字須々万本郷５３番地
2023-08-11
 
ア,223563,アイワテック株式会社
〒116-0003,東京都荒川区南千住６ー５８ー４
2024-09-01
http://www.aiwa-co.jp
 
ア,226749,株式会社アイワテック
〒792-0892,愛媛県新居浜市黒島⼀丁⽬１番１０号
2026-05-01
 
ア,214501,愛和電気株式会社
〒252-0815,神奈川県藤沢市⽯川２ー２６ー２１
2025-12-13
http://www.aiwa-elec.co.jp/
 
ア,218596,あい和電設株式会社
〒524-0041,滋賀県守⼭市勝部五丁⽬４番１号
2023-11-04
 
ア,229416,アイワ電設開発株式会社
〒453-0801,愛知県名古屋市中村区太閤⼀丁⽬５番１３号
2022-12-05
http://www.aiwa-d-k.co.jp/
 
ア,103518,株式会社アイン
〒391-0213,⻑野県茅野市豊平３７４−２
2023-11-19
http://www.ain-jpn.com
 
ア,230213,株式会社アウトイン



〒231-0014,神奈川県横浜市中区常盤町五丁⽬６２番地
2025-06-14
http://www.outin.biz
 
ア,214280,株式会社アウトウォーター
〒461-0022,愛知県名古屋市東区東⼤曽根町４８ー３６
2025-07-12
http://www.outwater.co.jp
 
ア,104561,株式会社アウトソーシング
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内１−８−３
2025-10-03
http://www.outsourcing.co.jp
 
ア,503815,株式会社アウトソーシングテクノロジー
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内１−８−３
2023-08-19
https://www.ostechnology.co.jp/
 
ア,104506,株式会社アオイ
〒412-0047,静岡県御殿場市神場７５７−１
2025-08-10
http://www.aoi-inc.co.jp
 
ア,212191,株式会社葵
〒214-0006,神奈川県川崎市多摩区菅仙⾕２ー２６ー７
2024-05-30
 
ア,217524,株式会社ＡＯＩ
〒742-0425,⼭⼝県岩国市周東町⻄⻑野４７０番地７
2026-01-28
http://aoiweb.co.jp/
 
ア,219949,株式会社あおい
〒700-0975,岡⼭県岡⼭市北区今７丁⽬１５番４３号
2024-06-29
 
ア,232029,株式会社清
〒755-0241,⼭⼝県宇部市⼤字東岐波８２７番地１
2026-05-23
http://www.yamaguchi-aoi.co.jp
 
ア,210234,株式会社葵開発
〒107-0062,東京都港区南⻘⼭三丁⽬１３番１８号３１３南⻘⼭
2024-03-23
 
ア,213862,株式会社蒼企画
〒418-0045,静岡県富⼠宮市中島町３１４番地の７
2024-10-06
 
ア,102669,アオイ機⼯株式会社
〒862-0957,熊本県熊本市中央区菅原町８−１６
2026-07-11
 
ア,125957,株式会社葵筐体



〒213-0006,川崎市⾼津区下野⽑１−１１−２２
2023-10-27
http://www.aoi-kt.jp/
 
ア,213461,葵⼯業有限会社
〒242-0029,神奈川県⼤和市上草柳８１８
2023-10-07
 
ア,215116,株式会社葵⼯業
〒194-0014,東京都町⽥市⾼ヶ坂４丁⽬３６番１９号
2023-12-05
http://aoikg.com
 
ア,102666,アオイ⼯販株式会社
〒141-0021,東京都品川区上⼤崎３−５−１１ ＭＥＧＵＲＯ ＶＩＬＬＡ ＧＡＲＤＥＮ８Ｆ
2025-07-10
http://www.aoi-inc.co.jp
 
ア,226647,株式会社⻘井黒板製作所
〒530-0047,⼤阪府⼤阪市北区⻄天満六丁⽬５番８号
2026-04-01
https://www.aoikokuban.co.jp/
 
ア,100108,株式会社アオイ産業
〒259-1304,神奈川県秦野市堀⼭下１９９−１
2025-07-30
http://www.aoi-sangyo.jp/
 
ア,225530,株式会社葵商会
〒551-0002,⼤阪府⼤阪市⼤正区三軒家東１丁⽬１２番２３号
2022-06-01
 
ア,122416,株式会社⻘井商店
〒070-0031,北海道旭川市１条通１３−左９
2024-09-08
http://www.aoi-works.com
 
ア,154027,株式会社葵商店
〒444-3624,愛知県岡崎市牧平町岩⽥３−２８
2023-11-11
 
ア,216211,⻘井重機作業株式会社
〒577-0826,⼤阪府東⼤阪市⼤蓮北１ー１ー３４
2025-03-26
 
ア,230565,有限会社⻘井重量
〒424-0057,静岡県静岡市清⽔区堀込４００番地の１
2025-07-26
 
ア,111357,葵スプリング株式会社
〒581-0037,⼤阪府⼋尾市太⽥７−１８
2023-10-27
http://www.aoi-spring.co.jp
 
ア,504129,葵精機株式会社



〒213-0031,神奈川県川崎市⾼津区宇奈根７５２−１
2024-10-25
http://www.aoi-seiki.co.jp/
 
ア,217496,葵設備⼯事株式会社
〒150-0047,東京都渋⾕区神⼭町４ー１４
2026-01-21
http://www.aoi-setsubi.co.jp/
 
ア,229146,有限会社葵通信⼯業所
〒530-0041,⼤阪府⼤阪市北区天神橋⼆丁⽬５番３号
2025-06-27
 
ア,100066,アオイテック株式会社
〒142-0051,東京都品川区平塚３−５−１０
2025-07-23
http://www.aoitec.jp/
 
ア,226515,株式会社アオイテック
〒462-0804,愛知県名古屋市北区上飯⽥南町２丁⽬４５番地の１
2026-04-01
https://aoi-tec.co.jp/
 
ア,223107,葵電気⼯業株式会社
〒465-0035,愛知県名古屋市名東区豊が丘４１２番地の３
2024-05-01
http://www.aoi-dk.jp/
 
ア,111442,アオイ電⼦株式会社
〒761-8014,⾹川県⾼松市⾹⻄南町４５５−１
2024-03-02
http://www.aoi-electronics.co.jp/
 
ア,231228,株式会社葵電設
〒240-0003,神奈川県横浜市保⼟ケ⾕区天王町⼀丁⽬１５番４号
2025-11-01
https://www.aoidensetsu.co.jp
 
ア,210980,アオイネオン株式会社
〒420-0944,静岡県静岡市葵区新伝⾺１ー３ー４３
2025-03-18
http://www.aoineon.com
 
ア,126195,アオイプラスチック⼯業株式会社
〒362-0806,埼⽟県北⾜⽴郡伊奈町⼤字⼩室字丸⼭１３９２−４
2023-11-14
 
ア,103349,アオエテック株式会社
〒710-1313,岡⼭県倉敷市真備町川辺２１２９−１
2023-08-18
 
ア,217756,⻘垣デベロップ株式会社
〒669-3811,兵庫県丹波市⻘垣町佐治２４９
2026-05-26
 



ア,223181,株式会社アオキ
〒771-1240,徳島県板野郡藍住町⼄瀬字乾４番地１
2024-06-01
http://www.aoki-ae.com
 
ア,226636,ＡＯＫＩ株式会社
〒116-0011,東京都荒川区⻄尾久七丁⽬１１番１０号
2026-04-01
http://www.aoki-gp.co.jp
 
ア,226765,アオキ株式会社
〒315-0027,茨城県⽯岡市杉並⼀丁⽬７番１６号
2026-06-01
https://www.aoki-g.jp/
 
ア,101391,株式会社アオキエンジニア
〒514-1252,三重県津市稲葉町４６０−５
2024-06-05
http://www.aeng-acre.jp/
 
ア,222600,合資会社⻘⽊看板店
〒460-0007,愛知県名古屋市中区新栄３ー５ー４
2024-01-01
 
ア,211901,株式会社⻘⽊組
〒601-8037,京都府京都市南区東九条⻄河辺町２番地
2023-11-11
 
ア,220522,有限会社アオキ・グリーン
〒223-0063,神奈川県横浜市港北区⾼⽥町２５０１番地
2024-12-07
 
ア,215988,株式会社⻘⽊建設⼯業
〒319-1222,茨城県⽇⽴市久慈町６ー２８ー１４
2025-01-29
 
ア,211216,有限会社⻘⽊⼯業
〒930-2201,富⼭県富⼭市草島１５番地２
2025-06-17
https://www.aoki-kogyo.com
 
ア,214758,株式会社⻘⽊⼯業
〒180-0014,東京都武蔵野市関前５ー１７ー１９
2023-06-06
http://www.aokimfg.com/
 
ア,227485,アオキ⼯業株式会社
〒321-0981,栃⽊県宇都宮市上野町７００１ー１１
2024-02-28
 
ア,210230,株式会社⻘⽊⼯業所
〒121-0056,東京都⾜⽴区北加平町２０ー５
2024-03-23
 
ア,120235,⻘⽊コンピュータアンドエンジニアリング株式会社



〒181-0013,東京都三鷹市下連雀３−２１−７
2023-08-05
http://ace-i.com
 
ア,226615,株式会社⻘⽊室内装飾
〒336-0974,埼⽟県さいたま市緑区⼤字⼤崎３５９２番地２
2026-04-01
 
ア,231992,株式会社⻘⽊重機
〒192-0912,東京都⼋王⼦市絹ケ丘三丁⽬５番１号
2026-05-09
 
ア,224043,⻘⽊重機運輸株式会社
〒308-0063,茨城県筑⻄市神分１０１番地の１
2025-01-01
https://www.aokijuki.com/
 
ア,223509,アオキ住宅機材販売株式会社
〒192-0906,東京都⼋王⼦市北野町１４９−７
2021-08-01
http://www.yukadanbou.co.jp/
 
ア,121075,株式会社⻘⽊製作所
〒950-1407,新潟県新潟市南区鷲ノ⽊新⽥１５１７
2024-11-20
 
ア,125491,有限会社⻘⽊製作所
〒252-0802,神奈川県藤沢市⾼倉１０４９−２
2026-06-07
 
ア,129652,株式会社⻘⽊製作所
〒212-0011,神奈川県川崎市幸区幸町４−１８
2024-12-01
http://www.aokiss.com/
 
ア,105274,⻘⽊精密⼯業株式会社
〒333-0816,埼⽟県川⼝市差間３−３８−１２
2024-10-15
 
ア,219803,株式会社⻘⽊設備⼯業
〒918-8016,福井県福井市江端町４−１３
2024-06-01
 
ア,222923,⻘⽊タイル株式会社
〒533-0032,⼤阪府⼤阪市東淀川区淡路５ー３ー７
2024-04-01
https://www.aokitile.com/
 
ア,129310,⻘⽊鉄⼯株式会社
〒678-0041,兵庫県相⽣市相⽣４−１５−２１
2024-02-20
http://www.aoki-sf.co.jp
 
ア,217024,株式会社⻘⽊鐵⼯所
〒501-5121,岐⾩県郡上市⽩⿃町⽩⿃２８番地３０



2025-09-03
 
ア,220869,⻘⽊電気⼯業株式会社
〒790-0038,愛媛県松⼭市和泉北⼆丁⽬１４番２２号
2025-03-15
 
ア,227133,⻘⽊⼟⽊株式会社
〒144-0056,東京都⼤⽥区⻄六郷２ー４１ー１
2023-11-01
http://www.aoki-doboku.co.jp/
 
ア,225562,⻘⽊マリーン株式会社
〒658-0026,兵庫県神⼾市東灘区⿂崎⻄町三丁⽬４番３号
2025-06-01
https://www.aokimarine.co.jp/
 
ア,215865,⻘⽊林産⼯業株式会社
〒769-2101,⾹川県さぬき市志度５９４番地
2024-12-18
 
ア,221022,アオケン株式会社
〒733-0036,広島県広島市⻄区観⾳新町３丁⽬１番３号
2025-01-01
http://www.aoken-g.jp
 
ア,225516,アオケン株式会社
〒812-0006,福岡県福岡市博多区上牟⽥１丁⽬１８番２３号
2025-06-01
http://www.aoken-inc.co.jp
 
ア,225008,株式会社⻘建防⽔⼯業
〒038-0042,⻘森県⻘森市新城字⼭⽥６７５ー２７
2025-04-01
http://www.aoken.--watarproof.jp/
 
ア,217437,株式会社⻘島⼯業
〒590-0952,⼤阪府堺市堺区市之町東４丁２番１３ー１０９号
2026-01-07
https://aoshimakougyou.main.jp/
 
ア,216348,有限会社⻘⽥興業
〒979-1305,福島県双葉郡⼤熊町⼤字熊字滑津５３２
2025-04-23
_
 
ア,121300,株式会社⻘津エンジニアリング
〒132-0024,東京都江⼾川区⼀之江７−３１−４ モリコーポス１０１
2026-02-13
http://www.aotsu.co.jp
 
ア,225340,⻘塚電気⼯事株式会社
〒314-0012,茨城県⿅嶋市⼤字平井２０番地１９６
2025-06-01
_
 



ア,125427,株式会社⻘⼾⾦属
〒581-0815,⼤阪府⼋尾市宮町６−２−１２
2026-05-06
http://www.aoto-kinzoku.co.jp/
 
ア,220218,株式会社⻘砥建設
〒981-4335,宮城県加美郡加美町字新⼩路１８７番地３
2024-09-07
https://www.step-ao-ken.com
 
ア,219477,⻘野管システム⼯業株式会社
〒103-0004,東京都中央区東⽇本橋３丁⽬６番１８号
2024-03-23
https://aks-a.co.jp/
 
ア,120569,株式会社⻘野⼯業
〒140-0015,東京都品川区⻄⼤井６−７−２
2023-10-31
http://www.aono-eng.co.jp/
 
ア,231492,株式会社Ａｏｂａ
〒448-0011,愛知県刈⾕市築地町⼀丁⽬６番地５
2025-12-27
 
ア,225178,株式会社⻘葉エービーシー建販
〒983-0803,宮城県仙台市宮城野区⼩⽥原１丁⽬４番１０号
2025-05-01
http://www.aoba-abc.co.jp
 
ア,213590,⻘葉化成株式会社
〒984-8642,宮城県仙台市若林区卸町１ー５ー６
2024-02-17
http://www.aobakasei.co.jp/
 
ア,214881,⻘葉計測テクノ株式会社
〒982-0037,→宮城県仙台市太⽩区富沢⻄４丁⽬１４番地の１
2023-07-18
https://www.aobakeisoku.com/
 
ア,210207,アオバ建⼯株式会社
〒331-0046,埼⽟県さいたま市⻄区宮前町１０６２ー６１
2024-03-06
 
ア,211625,⻘葉⼯業株式会社
〒760-0074,⾹川県⾼松市桜町１丁⽬１７番３号
2020-04-27
http://www.aobacorp.com/
 
ア,218581,株式会社⻘葉コンサルタント
〒225-0002,神奈川県横浜市⻘葉区美しが丘１丁⽬２３番７号
2023-11-04
http://www.aobacon.co.jp/
 
ア,129153,株式会社アオバサイエンス
〒982-0036,宮城県仙台市太⽩区富沢南２−１１−５



2023-11-07
http://www.aoba-science.co.jp/
 
ア,212611,⻘葉重機建設株式会社
〒983-0013,宮城県仙台市宮城野区中野五丁⽬６番地の１６
2025-05-08
 
ア,220958,有限会社⻘葉電業
〒811-0103,福岡県糟屋郡新宮町花⽴花⼀丁⽬４番１０号
2025-03-29
 
ア,501102,⻘森朝⽇放送株式会社
〒030-0181,⻘森県⻘森市荒川柴⽥１２５−１
2025-08-14
http://www.aba-net.com/
 
ア,217561,株式会社⻘森アトム
〒039-4223,⻘森県下北郡東通村⼤字⼩⽥野沢字焼⼭川⽬３５ー１３５
2026-02-04
https://www.am-atom.jp
 
ア,216047,株式会社⻘森エービーシー建販
〒030-0822,⻘森県⻘森市中央４丁⽬１４−７
2025-02-12
 
ア,229506,株式会社⻘森カイハツセメント
〒030-0113,⻘森県⻘森市第⼆問屋町３丁⽬６番１２号
2026-02-15
 
ア,111484,株式会社⻘森共同計算センター
〒030-0113,⻘森市第⼆問屋町３−１０−２６
2024-03-21
https://www.jacopen.co.jp/
 
ア,221343,⻘盛建材株式会社
〒700-0973,岡⼭県岡⼭市北区下中野３８６番地２
2025-04-01
_
 
ア,231376,株式会社⻘森三友鋼機
〒039-3212,⻘森県上北郡六ヶ所村⼤字尾駮字野附１番地５４
2025-12-06
https://www.sanyu-net.com/company/group/aomori_sanyu/
 
ア,501099,株式会社⻘森テレビ
〒030-8686,⻘森県⻘森市松森１丁⽬４番８号
2024-01-14
http://www.atv.jp/
 
ア,111167,株式会社⻘森電⼦計算センター
〒038-0031,⻘森県⻘森市⼤字三内字丸⼭３９３−２７０
2025-03-02
https://www.acsc.co.jp
 
ア,226457,株式会社アオモリパイル



〒031-0072,⻘森県⼋⼾市城下⼀丁⽬１７番２０号
2026-03-01
 
ア,102771,⻘森プラント株式会社
〒039-3212,⻘森県上北郡六ヶ所村尾駮字野附１−３４
2025-09-09
http://www.apl-ho.co.jp/
 
ア,501165,⻘森放送株式会社
〒030-0965,⻘森県⻘森市松森１−８−１
2025-05-07
http://www.rab.co.jp/
 
ア,221365,⻘森三菱電機機器販売株式会社
〒030-0822,⻘森県⻘森市中央⼀丁⽬２３−４
2025-04-01
http://www.ame.co.jp
 
ア,231177,⻘森⽊材⾼次加⼯協同組合
〒038-1301,⻘森県⻘森市浪岡⼤字⼤釈迦字沢⽥１１３番地４３
2025-10-25
https://nordland.jp/
 
ア,129252,⻘栁インテリア株式会社
〒877-0082,⼤分県⽇⽥市⼤字渡⾥４８−２
2024-02-06
 
ア,217503,⻘柳⼯業株式会社
〒220-0051,神奈川県横浜市⻄区中央１ー１９ー１０ー２０１
2026-01-21
 
ア,213125,株式会社⻘柳製作所
〒236-0002,神奈川県横浜市⾦沢区⿃浜町４番地１７
2026-03-12
http://www.aoyagi-steel.com/
 
ア,213742,⻘柳造園株式会社
〒329-0501,栃⽊県下野市上古⼭７０８−３２
2024-06-30
https://aoyagizouen.com/
 
ア,101132,あおやサイエンス株式会社
〒689-0511,⿃取県⿃取市⻘⾕町善⽥１−４
2024-03-08
http://aoya.jp
 
ア,221010,株式会社⻘⼭
〒920-0362,⽯川県⾦沢市古府⼆丁⽬２０６番地
2025-01-01
https://k-aoyama.jimdofree.com/
 
ア,222266,⻘⼭硝⼦株式会社
〒489-0932,愛知県瀬⼾市美濃池町３ー１
2023-10-01
 



ア,224923,⻘⼭機⼯株式会社
〒110-0014,東京都台東区北上野２丁⽬１８番４号
2025-04-01
https://www.aoyamakiko.co.jp/
 
ア,100575,⻘⼭技研株式会社
〒363-0001,埼⽟県桶川市加納１９０８−１
2026-01-24
 
ア,121329,⻘⼭⼯業株式会社
〒245-0018,横浜市泉区上飯⽥町３６８８
2023-05-20
http://www.aoyama-kogyo.co.jp
 
ア,225950,株式会社⻘⼭⼯業
〒734-0015,広島県広島市南区宇品御幸３−７−４３
2022-09-01
 
ア,100783,⻘⼭ゴム株式会社
〒230-0042,神奈川県横浜市鶴⾒区仲通１−５６−１
2026-06-16
 
ア,210382,有限会社⻘⼭墨出建測
〒063-0804,北海道札幌市⻄区⼆⼗四軒４条４丁⽬３番２５号
2024-06-18
 
ア,103572,有限会社⻘⼭製作所
〒373-0847,群⾺県太⽥市⻄新町１２３−１
2024-01-23
 
ア,122977,⻘⼭製作所
〒410-2223,静岡県伊⾖の国市北江間１７２８−１６５
2025-01-14
 
ア,127713,株式会社⻘⼭製作所
〒480-0198,愛知県丹⽻郡⼤⼝町⾼橋１−８
2025-01-31
http://www.asj-fasteners.co.jp
 
ア,124497,株式会社⻘⼭製作所茨城⼯場
〒312-0036,茨城県ひたちなか市津⽥東２−１−１
2025-09-22
http://www.asi-nf.co.jp
 
ア,222944,⻘⼭装飾株式会社
〒733-0833,広島県広島市⻄区商⼯センター５丁⽬１１番１号
2024-04-01
 
ア,221293,有限会社⻘⼭鉄筋⼯業
〒010-0201,秋⽥県潟上市天王字蒲沼１３９番地９
2025-04-01
_
 
ア,154240,⻘⼭特殊鋼株式会社
〒104-8262,東京都中央区新川２−９−１１ ＰＭＯ⼋丁堀新川



2026-02-01
 
ア,228865,⻘⼭塗装株式会社
〒062-0043,北海道札幌市豊平区福住三条１０丁⽬２ー２０
2025-02-01
 
ア,219197,⻘⼭配⼯株式会社
〒722-0215,広島県尾道市美ノ郷町三成８８２ー１
2024-03-02
 
ア,228628,株式会社アカイ
〒216-0033,神奈川県川崎市宮前区宮崎２ー６ー１０宮崎台ガーデンオフィス
2024-11-07
http://www.akai-corp.co.jp
 
ア,224663,株式会社⾚池興業
〒132-0025,東京都江⼾川区松江１ー１３ー２３
2025-04-01
 
ア,106633,株式会社⾚井⼯作所
〒649-6202,和歌⼭県岩出市根来２０２７−２
2025-04-18
https://e-akai.jp/
 
ア,218282,⾚⽯建設株式会社
〒373-0827,群⾺県太⽥市⾼林南町２８３−７
2023-09-01
 
ア,102181,⾚⽯⼯業株式会社
〒326-0005,栃⽊県⾜利市⼤⽉町９４−２
2025-01-21
http://www.akaishik.co.jp
 
ア,231055,株式会社明⽯台
〒981-3332,宮城県富⾕市明⽯台三丁⽬１８番地４３
2025-10-11
 
ア,111417,株式会社⾚井精⼯
〒230-0004,横浜市鶴⾒区元宮１−１４−１４
2024-03-06
 
ア,122847,株式会社⾚井製作所
〒357-0069,埼⽟県飯能市茜台２−３−６
2024-11-27
https://akaimfg.wixsite.com/akai-mfg
 
ア,216193,⾚枝美創株式会社
〒658-0046,兵庫県神⼾市東灘区御影本町５丁⽬２番６号
2025-03-26
_
 
ア,106606,株式会社⾚尾商店
〒615-0034,京都市右京区⻄院⻄寿町２０−２
2025-03-16
http://akao-shouten.co.jp/



 
ア,230507,有限会社⾚神設備⼯業
〒214-0004,神奈川県川崎市多摩区菅⾺場⼆丁⽬５番３号
2025-07-19
https://www.akasetsu.co.jp/
 
ア,219906,株式会社アカギ
〒210-0828,神奈川県川崎市川崎区四⾕上町１４−１３
2024-06-22
http://kk-akagi.jp/
 
ア,111248,⾚⽊コーセイ株式会社
〒859-4813,⻑崎県平⼾市⽥平町深⽉免１１０−５
2023-08-23
http://www.akagikosei.co.jp/
 
ア,220052,株式会社⾚坂組
〒520-2323,滋賀県野洲市三上７７３番地２
2025-02-01
http://akasaka-gumi.co.jp/
 
ア,229162,有限会社⾚坂⼯務店
〒254-0036,神奈川県平塚市宮松町１４番ー１ー３２１
2025-07-04
 
ア,104477,株式会社アカサカテック
〒236-0007,神奈川県横浜市⾦沢区⽩帆４−２ マリーナプラザ３Ｆ
2025-07-21
http://www.akasakatec.com
 
ア,210783,株式会社⾚沢鉄⼯
〒405-0024,⼭梨県⼭梨市歌⽥９８４ー４
2024-12-22
 
ア,217213,暁志組株式会社
〒983-0013,宮城県仙台市宮城野区中野字柳原２５番地の５
2025-10-15
 
ア,105594,株式会社アカシック
〒107-0062,東京都港区南⻘⼭１−２−６ ラティス⻘⼭スクエア７Ｆ
2025-06-18
https://www.akashoc.co.jp/
 
ア,121259,株式会社明⽯発動機⼯作所
〒673-0894,兵庫県明⽯市港町７−３
2025-11-15
 
ア,229376,明⽯⽊材株式会社
〒135-0061,東京都江東区豊洲１丁⽬２番２７−９１９号
2025-11-13
http://tasukal.com/
 
ア,129989,有限会社明⽯屋
〒600-8216,京都市下京区東洞院塩⼩路東⼊ル．５４７
2025-05-31



 
ア,213877,株式会社明⽯緑化
〒590-0807,⼤阪府堺市堺区旭ケ丘南町四丁３番２０号
2024-10-20
https://akashiryokka.com/
 
ア,214786,株式会社アカシン
〒721-0951,広島県福⼭市新浜町１ー６ー３４
2026-06-20
http://www.akashin.co.jp
 
ア,121060,⾚武株式会社
〒410-0303,静岡県沼津市⻄椎路１４
2024-11-09
https://www.akatakekk.co.jp/
 
ア,129052,⾚⽥⼯業株式会社
〒399-8602,⻑野県北安曇郡池⽥町⼤字会染６１０８−７５
2023-08-07
http://www.akada.jp
 
ア,211886,有限会社⾚塚組
〒299-0111,千葉県市原市姉崎７５０ー１０
2023-10-27
 
ア,224348,暁飯島⼯業株式会社
〒310-0851,茨城県⽔⼾市千波町２７７０ー５
2025-03-01
http://www.eazima.co.jp
 
ア,229948,株式会社アカツキカク
〒530-0005,⼤阪府⼤阪市北区中之島４丁⽬２番４１号
2023-09-11
http://www.akatsu-kikaku.co.jp
 
ア,121293,アカツキ⼯業株式会社
〒536-0015,⼤阪市城東区新喜多１−５−２６
2025-12-27
http://www.akatsuki-inc.co.jp
 
ア,129662,あかつき精機株式会社
〒212-0054,神奈川県川崎市幸区⼩倉５−１８−２
2024-12-02
http://www.akatuki-sk.co.jp/
 
ア,127625,株式会社暁製作所
〒144-0034,東京都⼤⽥区⻄糀⾕３−２５−１１
2024-12-19
 
ア,213582,暁電気株式会社
〒100-0006,東京都千代⽥区丸の内３丁⽬４番２号新⽇⽯ビル９階
2024-02-03
 
ア,105426,株式会社暁電機製作所
〒525-0042,滋賀県草津市⼭寺町２８１−１



2025-01-24
http://www.arunas.co.jp
 
ア,229771,株式会社暁美装
〒812-0042,福岡県福岡市博多区豊２丁⽬５ー１４
2026-06-13
http://www.akatsukibisoh.com
 
ア,129397,株式会社⾚津⼯業所
〒317-0072,茨城県⽇⽴市弁天町１−３−１５
2024-03-27
http://neji-akatsu.co.jp
 
ア,129445,有限会社⾚津製作所
〒319-1418,茨城県⽇⽴市砂沢町６６３−１１
2024-05-18
 
ア,214381,有限会社⾚津塗装
〒641-0001,和歌⼭県和歌⼭市杭ノ瀬２４７ー１３
2025-09-20
http://www.akatsu-tosou.jp
 
ア,212211,茜建設株式会社
〒554-0021,⼤阪府⼤阪市此花区春⽇出北１丁⽬９番５号
2024-06-13
http://www.akane-kensetsu.co.jp
 
ア,224906,株式会社茜建装
〒321-0107,栃⽊県宇都宮市江曽島１丁⽬１１番２８号
2025-04-01
_
 
ア,223355,茜建築コンサルタント株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿四丁⽬１５番７号
2024-07-01
http://www.akanet.jp/
 
ア,216128,アカネ⼯業株式会社
〒514-1101,三重県津市久居明神町１１３６−２０
2022-03-12
 
ア,505385,アカネ⼯業株式会社
〒386-1104,⻑野県上⽥市福⽥３５６
2026-06-12
http://www.akane-kogyo.co.jp
 
ア,214105,株式会社⾚波根建⼯
〒702-8026,岡⼭県岡⼭市南区浦安本町３２ー１
2025-03-29
 
ア,125341,株式会社⾚⽻製作所
〒399-0428,⻑野県上伊那郡⾠野町⼤字伊那富７４５７
2026-03-23
http://www.akahane.co.jp/
 



ア,101140,株式会社⾚⽻電具製作所
〒396-0008,⻑野県伊那市上の原７１１６
2026-02-05
http://www.akaneohm.com
 
ア,104766,⾚⽻精密株式会社
〒321-2335,栃⽊県⽇光市森友１６６−３
2026-05-09
http://www.akabane.co.jp/
 
ア,216403,⾚平開発株式会社
〒079-1101,北海道⾚平市共和町１９９番地
2025-05-14
 
ア,228800,⾚星建設株式会社
〒880-0032,宮崎県宮崎市霧島３丁⽬１２９ー３
2025-01-09
 
ア,129222,⾚星⼯業株式会社
〒290-0067,千葉県市原市⼋幡海岸通５−４
2024-01-15
http://www.akahoshi.co.jp
 
ア,505610,⾚堀印刷株式会社
〒210-0012,神奈川県川崎市川崎区宮前町９番６号
2024-08-03
 
ア,222901,⾚堀⼯業株式会社
〒272-0025,千葉県市川市⼤和⽥１ー６ー８
2024-03-01
 
ア,505107,⾚帽ツトム急送
〒240-0046,神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区仏向⻄３８−２２
2024-08-01
 
ア,216494,株式会社⾚松⼯業
〒536-0005,⼤阪府⼤阪市城東区中央１丁⽬１３番１９号
2025-05-21
http://akamatsu-kogyo.co.jp
 
ア,219077,有限会社⾚間電設
〒960-8153,福島県福島市黒岩字榎平１７番地の１
2024-02-09
 
ア,229942,⾚⾨ウイレックス株式会社
〒460-0008,愛知県名古屋市中区栄１ー３ー３
2023-09-11
http://www.a-willex.com
 
ア,102739,あかりガラス株式会社
〒622-0231,京都府船井郡京丹波町豊⽥千原７０
2025-08-12
http://www.aglass.co.jp
 
ア,230709,有限会社あかり技研



〒891-0150,⿅児島県⿅児島市坂之上五丁⽬２−５
2025-08-09
 
ア,210355,株式会社アガ
〒221-0042,神奈川県横浜市神奈川区浦島町３８０番地
2024-06-05
 
ア,221373,株式会社縣鉄⼯所
〒441-0304,愛知県豊川市御津町佐脇浜⼀号地１番３
2025-04-01
http://www.atagata.co.jp/
 
ア,121113,株式会社アガツマ
〒963-8827,福島県郡⼭市字外河原８−６
2025-06-21
http://www.agatsuma.com/
 
ア,217184,株式会社我妻⼯務店
〒232-0071,神奈川県横浜市南区永⽥北１ー２７ー１２
2025-10-08
 
ア,218533,ロードアークス株式会社
〒739-0025,広島県東広島市⻄条中央７丁⽬３番７号
2023-10-13
https://www.roadarks.jp
 
ア,230462,有限会社亮組
〒367-0032,埼⽟県本庄市栗崎１５０番地６
2025-07-19
 
ア,230090,株式会社安芸グリーン企画
〒731-3167,広島県広島市安佐南区⼤塚⻄四丁⽬８番３１号
2025-05-17
http://www.aki-green.com
 
ア,212702,株式会社亜喜建設
〒981-0915,宮城県仙台市⻘葉区通町２丁⽬１３ー３
2025-06-26
 
ア,218908,株式会社あきコーポレーション
〒759-0206,⼭⼝県宇部市⼤字東須恵３８３６番地１
2024-01-12
 
ア,226519,株式会社明⼯務店
〒596-0814,⼤阪府岸和⽥市岡⼭町１３５５番地
2026-04-01
 
ア,221964,株式会社秋重板⾦⼯業
〒747-0836,⼭⼝県防府市⼤字植松１８８１番地１
2025-09-01
https://www.akishige.co.jp/
 
ア,230833,安芸制御株式会社
〒733-0822,広島県広島市⻄区庚午中⼆丁⽬１８番８−２０２号
2025-09-13



 
ア,217864,有限会社顕測量設計
〒792-0856,愛媛県新居浜市船⽊甲１１９７ー８
2026-06-30
 
ア,502417,秋⽥朝⽇放送株式会社
〒010-0065,秋⽥県秋⽥市⼤川反２３３−２０９
2023-08-11
https://www.aab-tv.co.jp/pc/
 
ア,226611,株式会社秋⽥ウォール販売
〒010-1433,秋⽥県秋⽥市仁井⽥栄町１ー２５
2026-04-01
 
ア,104979,秋⽥エプソン株式会社
〒012-0801,秋⽥県湯沢市岩崎字壇ノ上１
2023-11-16
 
ア,100237,秋⽥環境測定センター株式会社
〒010-0943,秋⽥市川尻御休町１１−１４
2025-08-30
http://www.aksc.co.jp/
 
ア,220136,有限会社秋⽥⾦属⼯業
〒010-0917,秋⽥県秋⽥市泉中央２−１０−６
2024-08-03
 
ア,223421,アキタ建設株式会社
〒745-0841,⼭⼝県周南市若草町３番２４号
2024-08-01
http://www.akita-kensetsu.co.jp
 
ア,223777,株式会社秋⽥建設
〒462-0032,愛知県名古屋市北区辻町１丁⽬６２番地の３
2024-11-01
http://www.akita-k.co.jp/
 
ア,101361,秋⽥⼯業株式会社
〒016-0014,秋⽥県能代市落合字下⼤野７０−２
2024-05-21
 
ア,126959,秋⽥三和化成株式会社
〒019-0704,秋⽥県横⼿市増⽥町湯野沢字三栗２２−３
2024-06-23
http://www.sanwa-kasei.com/
 
ア,126960,秋⽥精⼯株式会社
〒018-0604,秋⽥県由利本荘市⻄⽬町沼⽥字新道下５７２−２
2024-06-23
http://www.akitaseiko.jp/
 
ア,501086,秋⽥テレビ株式会社
〒010-8668,秋⽥県秋⽥市⼋橋本町三丁⽬２番１４号
2024-06-07
http://www.akt.co.jp/



 
ア,230892,有限会社秋⽥電機保全
〒010-0916,秋⽥県秋⽥市泉北⼆丁⽬８番２８号
2025-09-27
 
ア,127934,秋⽥東北商事株式会社
〒010-0061,秋⽥県秋⽥市卸町４−８−９
2025-06-21
http://www.akita-tohoku.co.jp
 
ア,105188,株式会社秋⾕鉄⼯所
〒651-2228,兵庫県神⼾市⻄区⾒津が丘６−１−５
2024-07-20
 
ア,504796,株式会社アキタネット
〒010-0002,秋⽥県秋⽥市東通中町２番１２号
2023-08-18
https://www.akitanet.co.jp/
 
ア,214290,株式会社秋⽥美装
〒196-0003,東京都昭島市松原町５−１５−２５
2025-07-19
 
ア,502329,株式会社秋⽥放送
〒010-0001,秋⽥県秋⽥市中通七丁⽬１番１−２号
2026-04-08
https://www.akita-abs.co.jp/
 
ア,213415,企業組合秋⽥北部清掃興業（その他）
〒011-0945,秋⽥県秋⽥市⼟崎港⻄⼆丁⽬１０ー２０
2023-09-09
 
ア,100155,株式会社秋⽥マシナリー
〒018-0148,秋⽥県にかほ市象潟町字下浜⼭９−２０
2025-08-05
https://www.akitamachinery.co.jp/
 
ア,101514,株式会社秋⽥メンテナンス
〒010-0825,秋⽥市柳⽥字⿃越１１７−１
2024-07-24
 
ア,121746,株式会社秋⽥ルミナ
〒014-0072,秋⽥県⼤仙市⼤曲⻄根字元⽊１０８
2024-05-27
http://www.lumina.co.jp
 
ア,213384,アキツ⼯業株式会社
〒553-0001,⼤阪府⼤阪市福島区海⽼江１丁⽬９番２３号
2023-08-12
http://www.akitsu-kogyo.co.jp/
 
ア,126945,アキテック株式会社
〒010-0101,秋⽥県潟上市天王字追分⻄４−１２
2024-06-19
 



ア,213117,株式会社ＡＫＩＴＥＣ
〒939-8064,富⼭県富⼭市⾚⽥７７６番地１
2026-03-12
https://akitecjp.com
 
ア,217960,株式会社アキテック
〒734-0022,広島県広島市南区東雲１丁⽬２０−３１
2023-07-21
 
ア,210311,株式会社アキテム
〒153-0043,東京都⽬黒区東⼭１丁⽬１番２号
2024-05-08
http://www.akitem.co.jp
 
ア,121017,あき電器株式会社
〒182-0013,東京都調布市深⼤寺南町３−１１−４
2024-11-30
 
ア,220843,安芸電気⼯業株式会社
〒567-0865,⼤阪府茨⽊市横江⼀丁⽬１１番３３号
2025-03-15
https://www.akidenki.co.jp
 
ア,502822,株式会社アキ電⼦
〒143-0025,東京都⼤⽥区南⾺込５−２３−８
2025-04-20
 
ア,212754,株式会社アキト
〒108-0014,東京都港区芝四丁⽬１２番２号
2025-07-17
https://www.akito-ltd.com/
 
ア,213470,株式会社秋⼾電気
〒039-3212,⻘森県上北郡六ヶ所村⼤字尾駮字野附５０番地１
2023-10-14
 
ア,230067,晃永⼯業株式会社
〒585-0014,⼤阪府南河内郡河南町⼤字⽩⽊１３４２番地１
2025-04-26
https://akinagakougyou.amebaownd.com/
 
ア,219154,有限会社アキノ
〒437-1604,静岡県御前崎市佐倉３１１３−１１
2024-02-22
http://akino-web.com/
 
ア,231363,秋葉圧接合同会社
〒266-0023,千葉県千葉市緑区茂呂町４０８番地
2025-11-29
 
ア,211766,秋葉運送株式会社
〒134-0088,東京都江⼾川区⻄葛⻄７−２６−５
2023-07-21
http://www.akiba-transport.co.jp/
 



ア,213718,有限会社秋葉⼯業
〒306-0315,茨城県猿島郡五霞町⼤字⼩⼿指８４２番地
2024-06-02
 
ア,231680,有限会社秋葉⼯務店
〒143-0025,東京都⼤⽥区南⾺込⼀丁⽬１５番２−５０１号
2026-02-14
 
ア,211179,安芸防⽔有限会社
〒735-0006,広島県安芸郡府中町本町５丁⽬６ー２６
2025-05-31
 
ア,112862,秋⽊製鋼株式会社
〒016-0814,秋⽥県能代市能代町字中川原２６
2024-10-06
http://www.akimoku.co.jp
 
ア,121392,有限会社秋本機械設計事務所
〒236-0022,神奈川県横浜市⾦沢区町屋町１４−１５
2026-04-08
http://www.akimoto-md.co.jp/
 
ア,227252,株式会社秋元組
〒337-0053,埼⽟県さいたま市⾒沼区⼤和⽥町２丁⽬７００番地
2023-12-15
 
ア,215110,秋本建設株式会社
〒637-0071,奈良県五條市⼆⾒５丁⽬４番２号
2023-12-05
http://akimoto-kensetsu.co.jp
 
ア,111867,秋元光機株式会社
〒192-0051,東京都⼋王⼦市元本郷町１−２０−３
2024-06-14
http://www.akimoto-co.com/
 
ア,219482,秋本産業株式会社
〒730-0801,広島県広島市中区寺町２番２８号
2024-03-23
http://www.akimoto-sangyo.co.jp/
 
ア,111303,株式会社秋本製作所
〒277-0861,千葉県柏市⾼⽥１３４４
2023-12-22
 
ア,230476,有限会社秋本電気⼯事
〒236-0012,神奈川県横浜市⾦沢区柴町３６２番地１マイキャッスル⼋景島アクアシェーナ７０４号室
2025-07-19
 
ア,216279,株式会社秋元塗料
〒030-0802,⻘森県⻘森市本町５丁⽬９番１１号
2025-04-09
 
ア,215446,秋也⼯業株式会社
〒340-0815,埼⽟県⼋潮市⼋潮２ー１７ー２



2024-06-05
 
ア,210641,有限会社秋⼭架設
〒289-1735,千葉県⼭武郡横芝光町屋形５２７５−４
2024-10-28
 
ア,220925,秋⼭企業株式会社
〒245-0018,神奈川県横浜市泉区上飯⽥町２２７７番地
2025-03-29
https://www.akiyamakigyou.com
 
ア,218329,秋⼭組（その他）
〒400-0002,⼭梨県甲府市⼩松町４８６
2023-09-01
 
ア,225889,秋⼭建材⼯業株式会社
〒362-0809,埼⽟県北⾜⽴郡伊奈町中央１−１１８
2025-08-01
http://www.akiyamakenzai.com
 
ア,103499,株式会社秋⼭⼯務店
〒316-0022,茨城県⽇⽴市⼤沼町１−７−１
2023-11-05
http://www.akiyamakomuten.jp/
 
ア,210244,有限会社秋⼭⼯務店
〒287-0021,千葉県⾹取市下⼩野２６６ー２
2024-03-30
 
ア,222871,株式会社秋⼭⼯務店
〒024-0063,岩⼿県北上市九年橋３丁⽬１９ー１８
2024-03-01
 
ア,219409,秋⼭商事株式会社
〒210-0015,神奈川県川崎市川崎区南町２０番地３
2024-03-23
http://www.akiyama-shoji.co.jp
 
ア,105678,株式会社秋⼭製作所
〒197-0802,東京都あきる野市草花１０２２
2025-09-03
 
ア,218240,株式会社秋⼭電気
〒409-0112,⼭梨県上野原市上野原５５５
2023-08-18
 
ア,500562,アキュテック株式会社
〒921-8002,⽯川県⾦沢市⽟鉾４丁⽬７３番地
2024-08-04
https://www.e-accutech.com/
 
ア,225927,株式会社秋吉
〒869-2501,熊本県阿蘇郡⼩国町⼤字宮原１６５７番地の１
2025-09-01
 



ア,214922,株式会社秋吉組
〒486-0853,愛知県春⽇井市⽳橋町字⼭本１４８８番地
2023-08-08
http://www.akiyoshic.co.jp
 
ア,222986,アキラ株式会社
〒910-0806,福井県福井市⾼⽊町１３ー１２
2024-04-01
 
ア,232000,昱機電株式会社
〒983-0852,宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁⽬４番１号
2026-05-16
https://akirakiden.co.jp/
 
ア,211065,晶⼯業株式会社
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町１−８
2025-03-01
 
ア,217833,昱⼯業株式会社
〒950-2095,新潟県新潟市⻄区流通センター２丁⽬２番地３
2023-06-30
http://www.akira-k.co.jp/
 
ア,505667,株式会社アキラ⼯業
〒561-0832,⼤阪府豊中市庄内⻄町２丁⽬１５番８号グランツ豊中３０９
2025-02-10
 
ア,111311,明 鋼材株式会社
〒454-0013,名古屋市中川区⼋熊１−１１−１５
2023-11-22
http://www.akira-kozai.co.jp/
 
ア,102286,晃産業設備株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥３−６−２５ エビ沢ビル
2025-02-18
 
ア,219280,アキラテクノス株式会社
〒340-0822,埼⽟県⼋潮市⼤瀬５−２−１
2024-03-09
 
ア,120819,アキレス株式会社
〒169-8885,東京都新宿区北新宿２−２１−１ 新宿フロントタワー
2024-02-03
http://www.achilles.jp
 
ア,213310,株式会社アクーズ会津
〒965-0817,福島県会津若松市千⽯町４番５０号
2023-07-01
 
ア,100943,アクア株式会社
〒103-0012,東京都中央区⽇本橋堀留町１−１１−１２ ＪＰＲ⽇本橋堀留ビル３階
2023-12-05
http://aqua-has.com
 
ア,219235,株式会社アクア



〒601-1314,京都府京都市伏⾒区醍醐御陵⻄裏町３−１２
2024-03-02
 
ア,227665,有限会社アクア
〒384-0301,⻑野県佐久市⾅⽥１３３５ー１
2024-03-23
 
ア,231879,株式会社アクア
〒921-8013,⽯川県⾦沢市新神⽥四丁⽬１番１４号
2026-04-11
 
ア,216190,有限会社アクア機⼯
〒230-0002,神奈川県横浜市鶴⾒区江ケ崎町１９番２４号
2025-03-26
 
ア,211253,Ａｑｕａ建築コンサルタント株式会社
〒390-1131,⻑野県松本市⼤字今井１２８３ー２
2025-07-01
 
ア,220286,株式会社アクアサイト
〒701-1145,岡⼭県岡⼭市北区横井上１５９８番地１
2024-09-28
 
ア,101967,アクアス株式会社
〒141-0001,東京都品川区北品川５−５−１５ ⼤崎ブライトコア
2024-11-27
https://www.aquas.co.jp/
 
ア,219869,有限会社アクアテクノ
〒315-0031,茨城県⽯岡市東⼤橋２０７０−１５
2024-06-15
 
ア,129235,株式会社アクアテック
〒409-3851,⼭梨県中巨摩郡昭和町河⻄１６３９−１０
2024-01-23
http://aqua-co.jp/
 
ア,212303,株式会社アクアテック
〒660-0052,兵庫県尼崎市七松町１−２−１
2024-08-08
http://aquatec100.co.jp/
 
ア,217106,有限会社アクアテック
〒615-0871,京都府京都市右京区⻄京極東⾐⼿町１０４番地
2025-09-17
 
ア,217202,有限会社アクアテック
〒187-0004,東京都⼩平市天神町１ー３ー１６
2025-10-08
 
ア,230051,アクア都市開発株式会社
〒105-0003,東京都港区⻄新橋３−２−２植⽵ビル８階
2025-04-26
https://aqua-toshi.jp
 



ア,121645,株式会社アクアプロダクト
〒206-0801,東京都稲城市⼤丸２２３１
2025-07-19
http://www.aquaproduct.co.jp/
 
ア,214228,株式会社アクアライン
〒807-0801,福岡県北九州市⼋幡⻄区⼤字本城２７０９番地１０
2025-06-07
 
ア,504626,株式会社アクウェア
〒243-0018,神奈川県厚⽊市中町２−７−６ＬＧビル７Ｆ
2026-01-31
http://www.acquware.com
 
ア,505314,アクサス株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿⼀丁⽬２２番２号
2025-12-09
https://www.axas-japan.co.jp/
 
ア,101649,アクサルタコーティングシステムズ合同会社
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨１−２−８ 虎ノ⾨琴平タワー４Ｆ
2024-09-07
 
ア,217391,株式会社アクシオ
〒278-0015,千葉県野⽥市⻄三ケ尾字⻄前５８５番地５
2022-12-17
 
ア,104368,株式会社アクシス
〒105-0003,東京都港区⻄新橋２−３−１ マークライト虎ノ⾨８Ｆ
2025-04-18
 
ア,104484,株式会社アクシス
〒680-0846,⿃取県⿃取市扇町７ ⿃取フコク⽣命駅前ビル７Ｆ
2025-07-25
http://www.t-axis.co.jp
 
ア,216215,株式会社アクシス
〒503-2208,岐⾩県⼤垣市菅野三丁⽬２９番地
2025-03-26
 
ア,504707,株式会社アクシス
〒604-8141,京都府京都市中京区蛸薬師通東洞院東⼊泉正寺町３２８
2026-06-22
http:http://www.axis-co.co.jp/
 
ア,505182,株式会社アクシス
〒103-0011,東京都中央区⽇本橋⼤伝⾺町１２−１
2025-03-11
http://www.axis21.co.jp/
 
ア,111463,アクシスコミュニケーションズ株式会社
〒169-0074,東京都新宿区北新宿２−２１−１ 新宿フロントタワー１９階
2024-05-18
http://www.axis.com
 



ア,103206,株式会社アクシスネット
〒101-0024,東京都千代⽥区神⽥和泉町１−７−１ 扇ビル６階
2026-06-16
 
ア,227011,有限会社アクション
〒178-0061,東京都練⾺区⼤泉学園町８ー２５ー１１
2023-09-01
 
ア,111620,ＡＣＳＴ−ＣＳ株式会社
〒541-0045,⼤阪市中央区道修町１−２−１７
2025-02-12
http://www.acst-cs.co.jp
 
ア,121916,株式会社アクセス
〒512-8066,三重県四⽇市市伊坂台２−１８５
2024-07-08
http://www.acc1.co.jp
 
ア,217723,株式会社アクセス
〒275-0016,千葉県習志野市津⽥沼５丁⽬１２番１２
2026-04-27
https://www.access-co.com/
 
ア,227366,有限会社アクセス
〒270-2231,千葉県松⼾市稔台２−５９−２８
2024-02-09
 
ア,227767,株式会社アクセス
〒454-0839,愛知県名古屋市中川区篠原橋通３丁⽬４８番地
2024-03-28
 
ア,504158,株式会社 アクセス
〒761-8071,⾹川県⾼松市伏⽯町２１２５−１１
2024-12-07
http://www.access-s.co.jp
 
ア,126306,アクセスエンジニアリング有限会社
〒252-0244,神奈川県相模原市中央区⽥名７３６１−２３
2023-11-30
https://www.access-eng.com/
 
ア,503629,株式会社アクセスネット
〒101-0046,東京都千代⽥区神⽥多町２−２−２２千代⽥ビル５Ｆ
2025-09-02
https://www.access-net.co.jp
 
ア,503611,株式会社 アクセスポイント
〒135-0064,東京都江東区⻘海２−７−４−７１９
2025-09-01
http://access--point.co.jp/
 
ア,129357,株式会社アクセル
〒992-1122,⼭形県⽶沢市万世町梓⼭２３９５
2024-03-04
http://www.accel-co.com



 
ア,505162,株式会社アクセル
〒530-0001,⼤阪府⼤阪市北区梅⽥３−３−４５ マルイト⻄梅⽥ビル４Ｆ
2024-12-14
https://www.axcell-inc.jp/
 
ア,104139,アクセンチュア株式会社
〒107-8672,東京都港区⾚坂１−８−１ ⾚坂インターシティＡＩＲ
2024-10-28
 
ア,218243,株式会社アクタ
〒171-0021,⼤阪府寝屋川市⽇新町２−２１−３１８号
2023-08-18
 
ア,505287,株式会社アクターリアリティー
〒534-0024,⼤阪府⼤阪市都島区東野⽥町 ４ 丁⽬ ７ 番 ２３ 号
2025-10-03
http://www.aqtor.co.jp
 
ア,211920,株式会社アクタス
〒320-0846,栃⽊県宇都宮市滝の原１ー３ー２６
2023-11-24
 
ア,219900,アクタス株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿２−１９−１
2024-06-22
https://www.actus-interior.com/
 
ア,504451,株式会社アクタス
〒120-0005,東京都⾜⽴区綾瀬⼆丁⽬１０番２２号
2024-08-06
http://www.kk-actus.jp/
 
ア,124307,株式会社アクツ技研
〒332-0003,埼⽟県川⼝市東領家２−６−１７
2025-06-30
http://www.a-giken.jp/
 
ア,229126,アクティエンジニアリング株式会社
〒532-0002,⼤阪府⼤阪市淀川区東三国五丁⽬１５番２４号
2025-06-21
http://www.acty-eng.co.jp/
 
ア,228987,株式会社アクティオ
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋３丁⽬１２番２号
2025-04-19
https://www.aktio.co.jp/
 
ア,219965,株式会社アクティサポート
〒186-0002,東京都国⽴市東⼀丁⽬１５番地３３
2024-06-29
https://www.actysupport.com/
 
ア,229571,株式会社アクティ商会
〒569-1121,⼤阪府⾼槻市真上町６丁⽬１９ー７



2026-03-17
 
ア,223849,株式会社アクティス
〒816-0921,福岡県⼤野城市仲畑４−２−３８
2021-12-01
 
ア,505215,株式会社アクティス
〒101-0031,東京都千代⽥区東神⽥⼆丁⽬３番１０号
2025-04-26
https://www.actis.co.jp/
 
ア,503879,アクティス・ジャパン株式会社
〒460-0007,愛知県名古屋市中区新栄１−７−７
2024-01-12
http://www.acts-group.co.jp
 
ア,231926,株式会社アクティック
〒063-0801,北海道札幌市⻄区⼆⼗四軒⼀条五丁⽬６番１号
2026-04-18
https://actic.co.jp/
 
ア,218672,株式会社アクティックス
〒674-0084,兵庫県明⽯市⿂住町⻄岡９９３−２
2023-12-01
http://aktix.jp/
 
ア,502929,株式会社 アクティファイ
〒101-0035,東京都千代⽥区神⽥紺屋町８番 ＮＣＯ神⽥紺屋町
2026-02-27
https://www.actiphy.com
 
ア,103556,有限会社アクティブ
〒370-2464,群⾺県富岡市南蛇井１３０１−１
2024-01-14
 
ア,213666,株式会社アクティブ
〒350-0812,埼⽟県川越市⼤字下⼩坂４９９ー１
2024-04-07
 
ア,217259,有限会社アクティブ
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿３−１４−２０
2022-10-29
 
ア,222309,株式会社アクティブ
〒703-8205,岡⼭県岡⼭市中区中井６１ー９
2023-11-01
 
ア,505019,アクティブ・アイティ株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町⼀丁⽬７番地５
2024-01-12
http://active-it.co.jp/
 
ア,505157,特定⾮営利活動法⼈アクティブシニア⽀援機構
〒162-0838,東京都新宿区細⼯町３−１２ ＮＴＴ⽜込ビルＭ４Ｆ
2024-12-11



https:/www.asono.jp
 
ア,230538,アクティブユニ有限会社
〒731-0103,広島県広島市安佐南区緑井五丁⽬２６番１５−１号
2025-07-26
 
ア,230795,有限会社アクティヴ
〒490-1142,愛知県海部郡⼤治町⼤字三本⽊字柳原１３１番地
2025-08-30
 
ア,213600,株式会社アクテイング
〒329-2441,栃⽊県塩⾕郡塩⾕町⼤字船⽣４４５５
2024-02-24
 
ア,102715,株式会社アクテック
〒231-0033,横浜市中区⻑者町５−７５−１ スクエア⻑者町１１０８
2025-07-29
http://www.actec-yokohama.co.jp
 
ア,127193,アクテック株式会社
〒573-0102,⼤阪府枚⽅市⻑尾家具町３−１０−１０
2025-11-15
http://www.actec1972.co.jp/
 
ア,212529,有限会社アクト
〒351-0032,埼⽟県朝霞市⽥島１ー３ー８
2025-03-13
 
ア,228828,有限会社アクト
〒579-8031,⼤阪府東⼤阪市豊浦町２番５号
2025-01-18
 
ア,231397,株式会社アクト
〒448-0014,愛知県刈⾕市⻘⼭町⼀丁⽬１６４番地３
2025-12-06
 
ア,111168,株式会社アクト⽯原
〒544-0011,⼤阪市⽣野区⽥島２−１５−１０
2026-02-12
http://www.act-i.co.jp/
 
ア,229466,有限会社アクトエイションハート
〒289-0341,千葉県⾹取市⾍幡１２９１
2026-01-31
http://homepage3.nifty.com/ndt-act/
 
ア,226877,株式会社アクトエンジニアリング
〒107-0052,東京都港区⾚坂３ー８ー１５
2026-07-01
https://www.acte.co.jp/
 
ア,102018,株式会社アクトシステム
〒310-0803,茨城県⽔⼾市城南２−１０−６ Ｇａｒｄｅｎｓ⽔⼾３０１号
2024-12-07
http://www.actsystem-inc.co.jp/



 
ア,212591,有限会社アクトシステム
〒351-0023,埼⽟県朝霞市溝沼７ー５ー１７
2025-04-24
 
ア,111421,株式会社アクトシステムズ
〒720-0067,広島県福⼭市⻄町２−１２−８
2024-03-31
http://www.act-systems.co.jp/
 
ア,212743,株式会社アクト・ファクトリー
〒601-8175,京都府京都市南区上⿃⽻⾦仏町３６番地
2025-07-10
https://actfactory.net/
 
ア,125445,株式会社アクトメタル
〒473-0926,愛知県豊⽥市駒新町⾦⼭６１
2026-05-17
http://www.actmetal.com
 
ア,111719,株式会社アクトメント
〒344-0057,埼⽟県春⽇部市南栄町７−１５
2023-12-20
http://www.actment.co.jp
 
ア,111270,アクトロニクス株式会社
〒214-0022,神奈川県川崎市多摩区堰１−２２−２８
2026-07-09
http://www.actronics.co.jp
 
ア,101401,有限会社アクトワイド
〒247-0055,鎌倉市⼩袋⾕２−１４−３
2024-06-08
 
ア,111355,アクモス株式会社
〒101-0052,東京都千代⽥区神⽥⼩川町３−２６−８ 常和神⽥⼩川町ビル４Ｆ
2023-09-27
http://www.acmos.co.jp
 
ア,103564,株式会社アクリテック
〒258-0019,神奈川県⾜柄上郡⼤井町⾦⼦１０１８
2024-01-21
http://www.acritech.co.jp/
 
ア,104117,株式会社アクレーテク・パワトロシステム
〒963-8304,福島県⽯川郡古殿町⼤字松川字⼤作５０
2024-10-23
https://www.acct-powertro.jp/
 
ア,217241,有限会社アクロス
〒852-8143,⻑崎県⻑崎市川平町１３６４
2025-10-21
 
ア,217235,株式会社アクロスエンジニアリング
〒370-3103,群⾺県⾼崎市箕郷町下芝６７９番地９



2025-10-21
https://across-eng.net
 
ア,504797,株式会社アクロス東海
〒468-0072,愛知県名古屋市天⽩区⼤坪２−１８０１
2023-08-18
 
ア,217820,アクロバットアームズ株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１−１７−１
2023-06-23
http://acrobatarms.jp
 
ア,213675,株式会社アグレック
〒574-0062,⼤阪府⼤東市氷野１丁⽬９番４１号
2024-04-14
 
ア,505245,株式会社アケア
〒039-2245,⻘森県⼋⼾市北インター⼯業団地三丁⽬２番８８号
2025-07-04
http://www.aqea.co.jp
 
ア,215016,有限会社明越産業
〒793-0005,愛媛県⻄条市船屋７番地１
2023-09-26
 
ア,231347,アケノ電気 齋藤勝美（その他）
〒314-0343,茨城県神栖市⼟合本町１−８７６２−２１０
2025-11-29
 
ア,100380,株式会社あけぼの印刷社
〒310-0804,茨城県⽔⼾市⽩梅１−２−１１
2025-10-08
http://www.akebono-print.co.jp/
 
ア,105236,曙機械株式会社
〒237-0071,神奈川県横須賀市⽥浦港町無番地
2024-09-13
 
ア,225271,曙産業株式会社
〒852-8134,⻑崎県⻑崎市⼤橋町１９番７号
2025-06-01
 
ア,231616,アケボノ産業株式会社
〒459-8001,愛知県名古屋市緑区⼤⾼町⼤字川添３５番地
2026-01-31
https://www.akebono-sangyou.com
 
ア,124646,曙精機⼯業株式会社
〒143-0023,東京都⼤⽥区⼭王２−２９−４
2025-12-01
http://www.akebono-seiki.co.jp/
 
ア,111375,株式会社曙製作所
〒196-0021,東京都昭島市武蔵野２−１０−２９
2023-10-06



http://www.akb.co.jp/
 
ア,219783,株式会社曙設備⼯業所
〒814-0175,福岡県福岡市早良区⽥村四丁⽬１５番１０号
2024-05-25
 
ア,219478,有限会社曙総合設備
〒812-0894,福岡県福岡市博多区諸岡５−２７−４３
2024-03-23
 
ア,503168,株式会社 あけぼの通建
〒003-0004,北海道札幌市⽩⽯区東札幌４条２丁⽬１−２７
2024-03-02
 
ア,129602,曙ブレーキ⼯業株式会社
〒348-8508,埼⽟県⽻⽣市東５−４−７１
2024-11-20
http://www.akebono-brake.com
 
ア,120928,曙螺⼦⼯業株式会社
〒470-0151,愛知県愛知郡東郷町諸輪字⽶ヶ廻間３７０
2024-02-28
http://www.akebonorasi.co.jp
 
ア,224299,株式会社明吉⼯業
〒144-0047,東京都⼤⽥区萩中２ー５ー２
2025-03-01
 
ア,230808,アゲタ電機 上⽥和雄（その他）
〒781-2110,⾼知県吾川郡いの町５１５８
2025-08-30
 
ア,503354,アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
〒164-0012,東京都中野区本町１−３２−２ ハーモニータワー１４Ｆ
2025-01-29
https://www.accobrands.co.jp/
 
ア,120919,株式会社アコー
〒470-0102,愛知県⽇進市藤島町⻑塚７５−７０
2024-02-26
http://www.acho.co.jp
 
ア,501109,アコーダー・ビジネス・フォーム株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀３丁⽬２３番４号
2026-05-09
http://www.acorder.co.jp/
 
ア,503644,ＡＫＫＯＤｉＳコンサルティング株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦３−４−１ グランパークタワー３Ｆ
2025-09-03
https://www.akkodis.co.jp/
 
ア,505713,アコードワークス株式会社
〒550-0012,⼤阪市⻄区⽴売堀 ４−１−２０ 三井住友銀⾏⽴売堀ビル４Ｆ
2025-06-03



 
ア,106595,⾚穂エレック株式会社
〒678-0232,兵庫県⾚穂市中広１４９２−１
2025-03-10
 
ア,101609,株式会社アコオ機⼯
〒678-1185,兵庫県⾚穂市東有年９５２−５
2024-08-21
http://www.akoo.co.jp
 
ア,231928,株式会社アコス
〒335-0034,埼⽟県⼾⽥市笹⽬七丁⽬１１番地の９
2026-04-18
http://acos-co.jp
 
ア,217323,アコスエンジニアリング株式会社
〒121-0831,東京都⾜⽴区舎⼈５−２０−９
2025-11-19
 
ア,101472,アコス⼯業株式会社
〒101-0025,東京都千代⽥区神⽥佐久間町３−２９
2024-07-12
http://www.acouskk.co.jp
 
ア,217552,有限会社⾚穂屋⼯務店
〒764-0038,⾹川県仲多度郡多度津町⼤字東⽩⽅８４２番地１
2026-02-04
http://www.akoya.jp/
 
ア,227998,アゴラ造園株式会社
〒179-0075,東京都練⾺区⾼松６ー２ー１８
2024-04-27
http://www.agora-zoen.co.jp
 
ア,227173,株式会社浅井
〒143-8570,東京都⼤⽥区平和島５ー８ー２３
2023-11-01
http://www.asai-e.co.jp
 
ア,153002,浅井産業株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦４−２−８ 住友不動産三⽥ツインビル東館７Ｆ
2026-03-04
 
ア,226227,淺井板⾦⼯業株式会社
〒920-0846,⽯川県⾦沢市昌永町１０−２３番地
2025-12-01
 
ア,102049,株式会社アサイン
〒312-0011,茨城県ひたちなか市中根８７９−２
2024-12-20
http://www.assign.co.jp/
 
ア,223309,株式会社浅岡⼯務店
〒232-0045,神奈川県横浜市南区東蒔⽥町１９ー４
2024-07-01



 
ア,210955,株式会社浅岡装飾
〒232-0061,神奈川県横浜市南区⼤岡２丁⽬７番１号
2025-03-04
 
ア,121159,株式会社アサカ
〒431-0103,静岡県浜松市⻄区雄踏１−１１−９
2025-05-01
http://www.kk-asaka.com/
 
ア,211090,株式会社浅⾹⼯業
〒123-0863,東京都⾜⽴区⾕在家１ー１６ー１０
2024-04-01
 
ア,219156,株式会社⿇花興業
〒725-0004,広島県⽵原市東野町２６７−２
2024-02-22
 
ア,104329,株式会社アサカ精機
〒963-8061,福島県郡⼭市富久⼭町福原字⽵之内１４８−１
2025-03-14
http://www.asakaseiki.jp
 
ア,218125,安積電気通信興業株式会社
〒963-0101,福島県郡⼭市安積町⽇出⼭４−１２３
2023-08-04
 
ア,103621,株式会社アサカ理研
〒963-0725,福島県郡⼭市⽥村町⾦屋字マセロ４７
2024-02-09
http://www.asaka.co.jp/
 
ア,230526,株式会社淺川組
〒640-8551,和歌⼭県和歌⼭市⼩松原通三丁⽬６９番地
2025-07-26
https://www.asakawagumi.co.jp/
 
ア,220089,有限会社浅川商店
〒174-0072,東京都板橋区南常盤台２−２２−２
2024-07-20
 
ア,124768,株式会社浅川製作所
〒213-0032,川崎市⾼津区久地３−３−２６
2025-12-24
 
ア,500177,浅川通信株式会社
〒065-0043,北海道札幌市東区苗穂町１３丁⽬１番２３号
2023-12-19
http://www.asakawa-t.co.jp
 
ア,129826,株式会社浅賀塗装店
〒311-1135,茨城県⽔⼾市六反⽥町９８３−２
2025-03-18
 
ア,221259,株式会社朝倉



〒943-0838,新潟県上越市⼤⼿町４ー１５
2025-03-01
http://asakuraweb.com
 
ア,229409,株式会社朝倉組
〒332-0026,埼⽟県川⼝市南町１ー５ー３
2025-11-28
 
ア,230073,株式会社朝倉グリーンテック
〒811-1321,福岡県福岡市南区柳瀬⼀丁⽬２０番１１号
2025-05-10
 
ア,121121,朝倉⼯業株式会社
〒193-0816,東京都⼋王⼦市⼤楽寺町５５８−１２
2025-05-11
 
ア,106607,株式会社朝倉製作所
〒270-0222,千葉県野⽥市⽊間ケ瀬４９９９
2025-03-16
 
ア,216675,有限会社朝倉設備
〒587-0043,⼤阪府堺市美原区⻘南台２丁⽬１５番１７号
2025-06-18
http://asakura-eng.com/
 
ア,226923,株式会社アサコー
〒201-0003,東京都狛江市和泉本町１丁⽬２４番４号
2020-07-01
http://www.asakoh.co.jp
 
ア,124552,朝⽥⾦属⼯業株式会社
〒557-0025,⼤阪市⻄成区⻑橋１−５−１２
2025-10-20
http://www.asada-kinzoku.com/
 
ア,100512,株式会社浅⽥精機
〒947-0101,新潟県⼩千⾕市⽚⾙町４４８１−４
2025-12-20
http://www.asadaseiki.jp
 
ア,111235,淺⽥精密⻭⾞株式会社
〒171-0044,東京都豊島区千早４−２３−７
2026-02-25
http://www.asada-g.co.jp/
 
ア,217568,有限会社浅⽥造園
〒793-0004,愛媛県⻄条市船屋甲２０５番地
2026-02-10
 
ア,213155,株式会社あさだ塗装
〒381-2212,⻑野県⻑野市⼩島⽥町５５５ー２
2026-03-25
 
ア,225902,阿佐電機株式会社
〒488-0858,愛知県尾張旭市⽩鳳町１ー２０



2025-08-01
 
ア,111990,株式会社アサデン・ギヤー
〒830-0047,福岡県久留⽶市津福本町２８７−５
2024-07-21
http://asaden-gear.sakura.ne.jp/
 
ア,218828,株式会社淺沼組
〒556-0017,⼤阪府⼤阪市浪速区湊町１丁⽬２番３号マルイト難波ビル
2023-12-22
 
ア,111224,株式会社浅沼商会
〒103-0024,東京都中央区⽇本橋⼩⾈町７−２ ヤクシビル２階
2026-06-02
http://www.asanumashoukai.co.jp
 
ア,105000,株式会社浅野
〒372-0011,群⾺県伊勢崎市三和町２７１８−１
2023-12-26
http://www.asano-japan.com/
 
ア,230413,株式会社アサノ
〒336-0931,埼⽟県さいたま市緑区原⼭⼀丁⽬１６番６号
2025-07-12
http://www.asano-group.co.jp
 
ア,215232,株式会社アサノカメラ
〒723-0016,広島県三原市宮沖１丁⽬７ー４
2024-02-20
 
ア,102174,浅野機材株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野４−１０−１
2025-01-21
http://www.asanokizai.co.jp
 
ア,229545,アサノ建材株式会社
〒660-0834,兵庫県尼崎市北初島町１６番地
2026-03-05
 
ア,212327,朝野⼯業株式会社
〒937-0068,富⼭県⿂津市本新町２７番５号
2024-09-12
http://www.asanokk.jp
 
ア,222350,アサノ五⾊台⼯業株式会社
〒761-8003,⾹川県⾼松市神在川窪町２９４番地８
2023-11-01
 
ア,121081,株式会社浅野製作所
〒574-0077,⼤阪府⼤東市三箇６−３−１０
2025-01-22
http://www.asano-ss.com
 
ア,215012,株式会社浅乃設備
〒501-1144,岐⾩県岐⾩市東改⽥字再勝６２番地１



2023-09-26
http://www.asanosetsubi.co.jp
 
ア,221840,株式会社アサノ⼤成基礎エンジニアリング
〒110-0014,東京都台東区北上野２丁⽬８番７号
2025-08-01
https://www.atk-eng.jp/
 
ア,111081,浅野段ボール株式会社
〒470-0207,愛知県みよし市福⾕町蟹畑１
2024-06-02
http://www.asadan.co.jp/
 
ア,231273,株式会社浅野鉄筋⼯業
〒710-1315,岡⼭県倉敷市真備町上⼆万２３２４番地５
2025-11-08
 
ア,219472,株式会社アサノ電⼯
〒004-0848,北海道札幌市清⽥区清⽥⼋条⼆丁⽬１４−２５
2024-03-23
 
ア,211217,有限会社浅野電設
〒520-2141,滋賀県⼤津市⼤江５丁⽬６ー１８
2025-06-17
 
ア,120913,株式会社アサノフォームテック
〒959-1513,新潟県南蒲原郡⽥上町川船河⼄１８７−１
2024-02-25
http://www.asano-ft.com
 
ア,230273,浅野防災装備株式会社
〒745-0001,⼭⼝県周南市辻町６番１５号
2025-06-28
 
ア,100320,株式会社ＡＳＡＢＡ
〒160-0003,東京都新宿区四⾕本塩町１４−１
2025-09-17
http://www.asaba.co.jp
 
ア,222831,株式会社アサバ
〒130-0013,東京都墨⽥区錦⽷１−１−５
2024-03-01
 
ア,101263,株式会社アサヒ
〒125-0042,東京都葛飾区⾦町２−１６−１２
2025-07-30
https://www.kk-asahi.co.jp
 
ア,122084,朝⽇株式会社
〒467-0003,愛知県名古屋市瑞穂区汐路町４−４
2024-07-30
http://www.asahi-kabu.co.jp/
 
ア,125347,株式会社アサヒ
〒104-0061,東京都中央区銀座１−１５−１４



2026-03-24
http://www.kabuasahi.co.jp
 
ア,127780,株式会社アサヒ
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾１−８−５ ⼩林ビル４Ｆ
2025-03-06
http://www.asahi-j.com/
 
ア,215714,株式会社旭陽
〒571-0017,⼤阪府⾨真市四宮１ー１ー１０シャルマン池⽥２０３号
2024-10-30
 
ア,216883,株式会社アサヒ
〒455-0055,愛知県名古屋市港区品川町⼀丁⽬１６番地の２
2025-07-16
 
ア,220912,株式会社アサヒ
〒900-0012,沖縄県那覇市泊⼆丁⽬１番地１１
2025-03-29
https://www.kkasahi.co.jp/
 
ア,221182,株式会社アサヒ
〒112-0006,東京都⽂京区⼩⽇向３丁⽬１５番１３号
2025-03-01
http://www.asahicop.co.jp/
 
ア,224776,株式会社朝⽇
〒901-0301,沖縄県⽷満市字阿波根５４５ー５
2025-04-01
 
ア,227073,アサヒ株式会社
〒921-8035,⽯川県⾦沢市泉が丘２丁⽬９番３号
2023-10-01
http://www.asatate.co.jp
 
ア,111202,アサヒアペックス株式会社
〒537-0001,⼤阪府⼤阪市東成区深江北３−３−８
2026-03-17
http://www.asahi-apecus.co.jp
 
ア,124336,朝⽇アルミニウム株式会社
〒673-0037,兵庫県明⽯市貴崎５−９−１９
2025-07-07
http://www.asahial.co.jp/
 
ア,211072,旭イノベックス株式会社
〒004-0879,北海道札幌市清⽥区平岡９条１丁⽬１番６号
2025-04-20
https://www.asahi-inovex.co.jp/
 
ア,121012,朝⽇印刷株式会社
〒930-0061,富⼭県富⼭市⼀番町１−１ ⼀番町スクエアビル
2024-11-21
http://www.asahi-pp.co.jp
 



ア,500040,朝⽇インテック株式会社
〒489-0071,愛知県瀬⼾市暁町３番地１００
2023-07-30
http://www.asahi-intecc.co.jp/
 
ア,104548,朝⽇ウッドテック株式会社
〒541-0054,⼤阪府⼤阪市中央区南本町４−５−１０
2025-09-20
https://www.woodtec.co.jp/
 
ア,112871,旭エアーサプライ株式会社
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾１−２８−６ タニビル５階
2024-10-25
http://www.asahiair.co.jp/
 
ア,221190,朝⽇エティック株式会社
〒553-0003,⼤阪府⼤阪市福島区福島７丁⽬１５番２６号
2025-03-01
https://www.etic.co.jp/
 
ア,101673,旭エレクトロニクス株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿１−１−１４ ⼭⽥ビル９Ｆ
2023-06-07
http://www.aec.co.jp
 
ア,105094,旭エンジニアリング株式会社
〒025-0312,岩⼿県花巻市⼆枚橋３−１２０
2024-04-18
 
ア,127719,旭エンジニアリング株式会社
〒180-0006,東京都武蔵野市中町１−４−１ ⾹⽉ビル４Ｆ
2025-02-01
http://www.asahi-eng.co.jp
 
ア,504724,旭エンジニアリング株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜３−１８−１４ 住⽣新横浜第⼆ビル３Ｆ
2023-06-28
http://www.asahi-eg.co.jp
 
ア,101196,旭化学⼯業株式会社
〒447-0824,愛知県碧南市港南町２−８−１４
2024-03-19
http://www.asahikagakukogyo.co.jp
 
ア,111819,株式会社旭加⼯
〒670-0982,兵庫県姫路市岡⽥字城ノ元４９９−６
2024-06-20
http://www.asahi-kakou.jp/
 
ア,125285,朝⽇化⼯株式会社
〒236-0042,神奈川県横浜市⾦沢区釜利⾕東８−１４−３２
2026-03-03
 
ア,121271,旭化成株式会社
〒379-2104,群⾺県前橋市⻄⼤室町１２５７−３



2025-12-03
http://www.asahikasei-kk.co.jp/
 
ア,500309,旭化成株式会社
〒100-0006,東京都千代⽥区有楽町１−１−２ ⽇⽐⾕三井タワー
2024-07-02
http://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/jp/
 
ア,501080,旭化成株式会社
〒100-0006,東京都千代⽥区有楽町１丁⽬１番２号 ⽇⽐⾕三井タワー
2026-01-05
http://www.asahi-kasei.co.jp/
 
ア,501012,旭化成アドバンス株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋６−１７−２１
2026-05-28
http://www.asahi-kasei.co.jp/advance/jp/
 
ア,503104,旭化成アドバンス株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋６−１７−２１
2025-03-28
http://www.asahi-kasei.co.jp/advance/jp/
 
ア,111140,旭化成エレクトロニクス株式会社
〒100-0006,東京都千代⽥区有楽町１−１−２
2026-06-07
https://www.akm.com/jp/ja/
 
ア,217282,旭化成建材株式会社
〒101-8101,東京都千代⽥区神⽥神保町１ー１０５
2025-11-05
https://www.asahikasei-kenzai.com/
 
ア,111092,旭化成テクノプラス株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川２−２６−３ 住友不動産茅場町ビル２号館
2023-11-05
http://www.asahi-kasei.co.jp/aktp/
 
ア,504520,旭化成ファーマ株式会社
〒100-0006,東京都千代⽥区有楽町⼀丁⽬１番２号
2025-02-24
http://www.asahikasei-pharma.co.jp/
 
ア,219453,旭川計量機株式会社
〒079-8442,北海道旭川市流通団地⼆条４丁⽬
2024-03-23
http://www.asahikawa-scale.co.jp/
 
ア,211904,朝⽇管⼯株式会社
〒701-0145,岡⼭県岡⼭市北区今保６１番地
2023-11-11
http://www.asakan.com/
 
ア,225380,朝⽇機器株式会社
〒460-0003,愛知県名古屋市中区錦⼆丁⽬９番２９号



2025-06-01
http://www.asahi-kiki.co.jp/
 
ア,230174,株式会社朝⽇機器エンジニアリング
〒462-0018,愛知県名古屋市北区⽞⾺町１４９番地
2025-06-07
http://www.akefron.co.jp/
 
ア,103179,朝⽇企業株式会社
〒530-0043,⼤阪市北区天満２−７−３０
2026-05-12
http://asahikigyo.co.jp/
 
ア,105251,朝⽇機⼯株式会社
〒963-7837,福島県⽯川郡⽯川町⼤字中野字吹上５７
2024-09-26
https://www.asahikiko.jp/
 
ア,224209,朝⽇機材株式会社
〒130-0012,東京都墨⽥区太平４丁⽬１番３号
2025-02-01
http://www.asahikizai.com/
 
ア,230481,旭機材株式会社
〒424-0023,静岡県静岡市清⽔区⼋坂北⼆丁⽬９番１１号
2025-07-19
 
ア,102968,旭⾦属⼯業株式会社
〒602-8176,京都市上京区下⽴売通智恵光院⻄⼊下丸屋町５０３
2026-01-20
http://www.akg.co.jp/
 
ア,124441,朝⽇⾦属⼯業株式会社
〒993-0042,⼭形県⻑井市平⼭６４７−３
2025-08-25
http://www.asakin.co.jp
 
ア,221301,旭⾦属⼯業株式会社
〒963-0726,福島県郡⼭市⽥村町下⾏合字⽥ノ保下１番地１８
2025-04-01
http://www.asahi-mi.co.jp/
 
ア,219500,アサヒ⾦属中部株式会社
〒452-0812,愛知県名古屋市⻄区⽟池町３３６番地
2024-03-30
http://asahi-metal.jp/
 
ア,127278,株式会社旭技研
〒601-8394,京都市南区吉祥院中河原⾥北町１７
2024-07-24
https://www.asahi-giken.com/
 
ア,505405,旭技販株式会社
〒381-0101,⻑野県⻑野市若穂綿内８１１４−２
2023-06-16



 
ア,213477,株式会社アサヒクリエート
〒134-0085,東京都江⼾川区南葛⻄６丁⽬２６番１１号
2023-10-21
 
ア,228043,株式会社朝⽇組
〒605-0924,京都府京都市東⼭区今熊野阿弥陀ケ峰町５番地２
2024-05-17
 
ア,112859,旭計器株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦２−３−３１ 第⼆⾼取ビル３Ｆ
2024-10-20
http://www.asahikeiki.co.jp/
 
ア,129425,旭計器⼯業株式会社
〒530-0047,⼤阪府⼤阪市北区⻄天満３−１３−１０
2024-04-20
http://www.asahigauge.co.jp/
 
ア,121270,旭計装株式会社
〒870-0904,⼤分市向原東１−６−７
2025-08-27
http://www.asahi-k.biz/
 
ア,216383,有限会社旭計装
〒813-0001,福岡県福岡市東区唐原３丁⽬８番２７号
2025-05-14
 
ア,111069,株式会社旭ケミカルス
〒550-0003,⼤阪市⻄区京町堀２−１０−２３
2024-03-04
http://www.asachemi.co.jp
 
ア,217412,株式会社朝⽇建⼯
〒790-0067,愛媛県松⼭市⼤⼿町１丁⽬８−８
2025-12-24
https://www.kikuno.jp/group/company/asahi_kenkou/
 
ア,225312,旭建⼯株式会社
〒419-0205,静岡県富⼠市天間字⽔神２２２番地の３
2025-06-01
http://www.siz-sba.or.jp/asaken/
 
ア,226239,旭建材株式会社
〒802-0044,福岡県北九州市⼩倉北区熊本⼆丁⽬７番１５号
2025-12-01
 
ア,223925,株式会社朝⽇建設
〒538-0035,⼤阪府⼤阪市鶴⾒区浜５丁⽬６ー３１
2024-12-01
 
ア,229405,アサヒ建設株式会社
〒036-8114,⻘森県弘前市⼤字川合字浅⽥２６ー１
2025-11-28
https://www.ashk.co.jp/



 
ア,213192,朝⽇建装株式会社
〒553-0006,⼤阪府⼤阪市福島区吉野４丁⽬２７番２４号
2026-04-08
https://www.asahikensou-osaka.com/
 
ア,228256,旭建鉄⼯業株式会社
〒538-0051,⼤阪府⼤阪市鶴⾒区諸⼝１丁⽬６番３号
2024-07-10
 
ア,111405,旭研鍍⼯業株式会社
〒236-0002,横浜市⾦沢区⿃浜町１２−２
2024-02-23
http://www.asahikento.sakura.ne.jp/
 
ア,218419,アサヒ建販株式会社
〒120-0003,東京都⾜⽴区東和四丁⽬３番８−７０４号
2023-09-23
http://www.asahik.server-shared.com/
 
ア,218585,株式会社旭コーポレーション
〒370-0015,群⾺県⾼崎市島野町１０１２−１
2023-11-04
 
ア,224460,株式会社あさひコーポレーション
〒168-0062,東京都杉並区⽅南１ー１４ー１
2025-04-01
 
ア,121278,旭鋼管⼯業株式会社
〒340-8511,埼⽟県草加市⾕塚上町５６５
2026-02-07
http://www.asahi-kokan.co.jp
 
ア,215095,旭⼯機株式会社
〒750-0313,⼭⼝県下関市菊川町⼤字⽥部６６番地
2023-11-21
 
ア,111332,アサヒ⼯業株式会社
〒457-0016,名古屋市南区汐⽥町８−３４
2023-10-08
http://www.asahikougyo.co.jp
 
ア,121344,朝⽇興業株式会社
〒503-0997,岐⾩県⼤垣市⻑松町８４８−１
2026-04-26
http://www.asahikogyo.co.jp
 
ア,210900,旭⽇⼯業株式会社
〒983-0826,宮城県仙台市宮城野区鶴ケ⾕東２丁⽬３４番２０号
2025-02-09
 
ア,213693,朝⽇⼯業株式会社
〒981-3111,宮城県仙台市泉区松森字⼋沢７ー１
2024-04-28
 



ア,214606,旭興業株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀２ー２３ー１
2026-02-28
 
ア,215118,株式会社旭興業
〒306-0222,茨城県古河市釈迦１２８６
2023-12-05
 
ア,216514,旭⼯業株式会社
〒890-0054,⿅児島県⿅児島市荒⽥１丁⽬５５番１７号
2025-05-28
https://asahi-i.co.jp/
 
ア,219764,旭興業株式会社
〒431-3105,静岡県浜松市東区笠井新⽥町９１ー１
2024-05-25
 
ア,227307,株式会社旭⼯業
〒143-0024,東京都⼤⽥区中央６ー２８ー５
2024-01-13
 
ア,227782,朝陽⼯業株式会社
〒059-1277,北海道苫⼩牧市北星町２丁⽬２８番２７号
2024-03-29
 
ア,111159,株式会社朝⽇⼯業社
〒105-8543,東京都港区浜松町１−２５−７
2025-06-22
http://www.asahikogyosha.co.jp
 
ア,121217,株式会社旭⼯業所
〒316-0004,茨城県⽇⽴市東多賀町１−３−３
2025-10-02
http://www.asahikougyousho.com
 
ア,122726,株式会社旭⼯業所
〒571-0056,⼤阪府⾨真市松葉町６−３１
2024-11-04
http://www.asahi-industry.co.jp
 
ア,150041,朝⽇⼯業株式会社
〒170-0013,東京都豊島区東池袋３−２３−５ Ｄａｉｗａ東池袋ビル
2024-07-24
 
ア,126890,旭⼯芸株式会社
〒121-0011,東京都⾜⽴区中央本町５−１１−１３
2024-05-31
http://www.asahi-kog.co.jp/
 
ア,501019,株式会社朝⽇広告社
〒104-8313,東京都中央区銀座７−１６−１２ Ｇ−７ビル
2026-05-10
https://www.asakonet.co.jp/
 
ア,106537,株式会社アサヒ⼯作所



〒566-0052,⼤阪府摂津市⿃飼本町３−１０−９
2025-01-21
 
ア,121173,旭⽇興産株式会社
〒102-0083,東京都千代⽥区麹町３−１
2025-07-06
https://www.asahi-kohsan.com/
 
ア,223594,株式会社朝⽇興産
〒541-0041,⼤阪府⼤阪市中央区北浜２ー６ー２６
2024-10-01
 
ア,111195,旭⼯精株式会社
〒577-0835,東⼤阪市柏⽥⻄２−１７−３５
2024-12-05
http://www.asahikosei.jp/
 
ア,223767,株式会社朝⽇⼯務店
〒862-0924,熊本県熊本市中央区帯⼭７丁⽬９番１５号
2024-11-01
 
ア,230036,朝⽇航洋株式会社
〒136-0082,東京都江東区新⽊場四丁⽬７番４１号
2025-04-19
https://www.aeroasahi.co.jp/
 
ア,126585,旭国際テクネイオン株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿１−１−１４ ⼭⽥ビル
2024-02-13
http://www.asahi-kokusai-techneion.co.jp/
 
ア,220913,旭コンクリート⼯業株式会社
〒104-0045,東京都中央区築地⼀丁⽬８番２号
2025-03-29
https://www.asahi-concrete.co.jp/
 
ア,222224,旭コンステック株式会社
〒490-1296,愛知県あま市⼄之⼦⼋反⽥１２
2023-07-01
http://www.asachunet.co.jp
 
ア,121143,旭ゴム化⼯株式会社
〒464-0858,名古屋市千種区千種１−８−１０
2025-07-02
http://www.asahi-online.com/
 
ア,106831,株式会社朝⽇サイエンス
〒880-0925,宮崎県宮崎市⼤字本郷北⽅２４８８−１８
2025-12-21
http://asahi-science.co.jp/
 
ア,129200,旭サナック株式会社
〒488-8688,愛知県尾張旭市旭前町５０５０
2023-12-17
http://www.sunac.co.jp



 
ア,111299,旭産業株式会社
〒486-0906,愛知県春⽇井市下屋敷町字下屋敷１４５
2026-06-22
https://www.asahi-sangyo.co.jp
 
ア,111323,旭⽇産業株式会社
〒103-0021,東京都中央区⽇本橋本⽯町１−１−６
2024-01-04
http://www.asahi-san.co.jp
 
ア,121152,旭産業株式会社
〒220-0041,横浜市⻄区⼾部本町２５−１０
2025-03-26
http://www.asahisangyo.net
 
ア,128696,アサヒ産業株式会社
〒116-0012,東京都荒川区東尾久１−２３−１０
2026-01-15
http://www.asahisan.co.jp/
 
ア,214776,旭産業株式会社
〒951-8141,新潟県新潟市中央区関新１ー１ー１５
2026-06-13
 
ア,219256,旭産業株式会社
〒875-0052,⼤分県⾅杵市⼤字市浜１１３７番地の１
2024-03-09
http://asahi-ic.co.jp/
 
ア,225929,旭産業株式会社
〒420-0812,静岡県静岡市葵区古庄１丁⽬３番９号
2025-09-01
http://www.asahi-ids.co.jp/
 
ア,229824,旭⽇産業株式会社
〒460-0007,愛知県名古屋市中区新栄１ー４０ー８
2023-07-02
 
ア,230577,株式会社旭産業社
〒574-0044,⼤阪府⼤東市諸福四丁⽬１番３号
2025-08-02
 
ア,104721,旭紙業株式会社
〒108-0074,東京都港区⾼輪４−１１−３２
2026-04-11
http://www.asahishigyo.co.jp
 
ア,122404,旭紙業株式会社
〒299-4114,千葉県茂原市本納３２１０−１２
2024-09-05
 
ア,129785,株式会社旭商会
〒229-1111,神奈川県相模原市中央区宮下本町３−２８−１４
2025-02-01



http://www.asahi-shoukai.co.jp
 
ア,212613,株式会社旭商会仙台店
〒980-0011,宮城県仙台市⻘葉区上杉１丁⽬９番３８号
2025-05-08
http://www.asahi-syokai.co.jp
 
ア,122422,旭商⼯株式会社
〒702-8022,岡⼭県岡⼭市南区福成２−１９−１５
2024-09-08
http://www.asahisyoukou.jp
 
ア,111276,株式会社旭商⼯社
〒220-0023,神奈川県横浜市⻄区平沼１−７−１０
2023-07-29
http://www.kkamic.co.jp/
 
ア,111298,旭商事株式会社
〒564-0063,⼤阪府吹⽥市江坂町１−２３−２６ ニッセイ江坂セントラルビル８階
2023-09-10
http://www.asahishoji.co.jp
 
ア,223133,朝⽇商事株式会社
〒530-0016,⼤阪府⼤阪市北区中崎３ー１ー１９
2024-06-01
 
ア,101122,旭シルク印刷株式会社
〒538-0041,⼤阪市鶴⾒区今津北１−４−４
2024-03-07
http://www.asahi-silk.co.jp
 
ア,225342,旭シンクロテック株式会社
〒108-0075,東京都港区港南２丁⽬１３番３４号
2025-06-01
https://www.synchrotech.co.jp/
 
ア,501017,株式会社 朝⽇新聞社
〒530-8211,⼤阪市北区中之島⼆丁⽬３番１８号
2024-03-07
https://www.asahi.com
 
ア,213697,朝⽇重機建設株式会社
〒165-0021,東京都中野区丸⼭２ー１ー１１
2024-05-12
http://www.asahijyuki.co.jp
 
ア,502755,旭情報サービス株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内１−７−１２ サピアタワー１１Ｆ
2024-10-26
http://www.aiskk.co.jp/
 
ア,111044,株式会社旭精機
〒836-0835,福岡県⼤牟⽥市⻄宮浦町１１−１６
2024-01-31
http://www.asahiseiki.co.jp



 
ア,122309,旭精器株式会社
〒320-0833,栃⽊県宇都宮市不動前２−２−２
2024-08-12
 
ア,121224,旭精機⼯業株式会社
〒488-8655,愛知県尾張旭市旭前町新⽥洞５０５０−１
2025-10-18
http://www.asahiseiki-mfg.co.jp/
 
ア,101461,株式会社朝⽇精機製作所
〒316-0001,茨城県⽇⽴市諏訪町１−１９−１５
2024-07-10
http://www.asahiseiki-works.co.jp/
 
ア,127428,旭精⼯株式会社
〒107-0062,東京都港区南⻘⼭２−２４−１５ ⻘⼭タワービル２Ｆ
2024-09-28
http://www.asahiseiko.com/
 
ア,111014,株式会社旭製作所
〒864-0025,熊本県荒尾市⾼浜１９７８
2024-01-16
http://www.theglassplant.com/
 
ア,120166,株式会社朝⽇製作所
〒613-0022,京都府久世郡久御⼭町市⽥新珠城９４
2023-07-29
http://www.asahi-works.com
 
ア,123473,有限会社アサヒ製作所
〒306-0400,茨城県猿島郡境町１９８−１５
2025-02-06
 
ア,127806,株式会社旭製作所
〒317-0063,茨城県⽇⽴市若葉町３−３−２７
2025-03-12
http://www.asahi-works.co.jp
 
ア,230012,株式会社朝⽇積算
〒810-0012,福岡県福岡市中央区⽩⾦⼀丁⽬６番１４号
2025-04-12
 
ア,216024,アサヒ設備⼯業株式会社
〒134-0091,東京都江⼾川区船堀５丁⽬４番１０号
2025-02-12
https://asahi-setsubikogyo.co.jp/
 
ア,216134,朝⽇設備⼯業株式会社
〒502-0847,岐⾩県岐⾩市早⽥栄町４丁⽬２８番地
2025-03-12
http://asahisetsubi.co.jp/
 
ア,214332,株式会社旭創建
〒400-1502,⼭梨県甲府市⽩井町１３９９



2025-08-23
 
ア,224042,アサヒ創建株式会社
〒734-0013,広島県広島市南区出島１丁⽬１１番１４号
2025-01-01
https://www.asahi-souken.com/
 
ア,219004,株式会社旭総合サービス
〒371-0816,群⾺県前橋市上佐⿃町２６５−１
2024-01-26
 
ア,221360,アサヒ装飾株式会社
〒721-0952,広島県福⼭市曙町６丁⽬７番１５号
2025-04-01
 
ア,101455,株式会社旭測電気
〒651-2117,神⼾市⻄区北別府３−６−１
2022-05-17
http://www.asahisoku.com
 
ア,228909,有限会社アサヒ測量
〒134-0084,東京都江⼾川区東葛⻄７丁⽬２番１号第７⽩⼦ビル３Ｆ
2025-03-02
_
 
ア,229055,朝⽇造園株式会社
〒150-0001,東京都渋⾕区神宮前６丁⽬３２番５号
2025-05-31
_
 
ア,111272,旭ダイヤモンド⼯業株式会社
〒102-0094,東京都千代⽥区紀尾井町４−１ ニューオータニガーデンコート１１Ｆ
2026-04-08
https://www.asahidia.co.jp/
 
ア,223928,株式会社旭⼤理⽯⼯作所
〒535-0003,⼤阪府⼤阪市旭区中宮１丁⽬９番２４号
2024-12-01
 
ア,230671,有限会社アサヒダクト
〒481-0001,愛知県北名古屋市六ツ師１０１０番地の５２
2025-08-09
 
ア,229076,株式会社旭ダンケ
〒071-8103,北海道旭川市東鷹栖東三条４丁⽬２１６３番地
2025-05-31
https://www.asahidanke.co.jp/
 
ア,501098,株式会社朝⽇段ボール
〒769-0102,⾹川県⾼松市国分寺町国分１５６―２
2024-11-07
 
ア,121857,旭彫刻⼯業株式会社
〒350-0416,埼⽟県⼊間郡越⽣町越⽣１０４０−１
2024-06-19



 
ア,129096,旭千代⽥⼯業株式会社
〒488-0011,愛知県尾張旭市東栄町４−８−１
2023-09-17
http://www.a-chiyoda.co.jp
 
ア,225855,株式会社アサヒ通⼀商アッソー
〒130-0002,東京都墨⽥区業平４ー１ー４
2025-08-01
 
ア,101350,アサヒ通信株式会社
〒960-8031,福島市栄町１２−２１
2023-10-24
http://www.asahi-gp.co.jp
 
ア,230113,株式会社アサヒテクノ
〒024-0322,岩⼿県北上市和賀町岩崎新⽥５地割１６番地８１
2025-05-24
http://www.asahitechno.jp/
 
ア,100324,株式会社アサヒテクノリサーチ
〒739-0622,広島県⼤⽵市晴海２−１０−２２
2025-09-21
http://www.asahigrp.co.jp/
 
ア,215569,旭鉄筋株式会社
〒939-3542,富⼭県富⼭市⽔橋開発２７７ー１１
2024-09-11
https://www.asahi-tekkin.com/
 
ア,217945,有限会社アサヒ鉄筋⼯業
〒036-8114,⻘森県弘前市⼤字川合字浅⽥２３１
2023-07-14
 
ア,104192,株式会社アサヒテック
〒950-2072,新潟県新潟市⻄区松美台５−１
2024-11-30
http://asahi-gr.jp
 
ア,111804,旭テック株式会社
〒535-0002,⼤阪市旭区⼤宮４−２２−２２
2024-06-16
http://www.asahi-tech.co.jp/
 
ア,216880,株式会社旭テック
〒371-0104,群⾺県前橋市富⼠⾒町時沢１２１２−１
2025-07-16
http://asahi-tech.sakura.ne.jp/
 
ア,111251,有限会社朝⽇鉄⼯所
〒510-8101,三重県三重郡朝⽇町縄⽣⼤島川原３０９
2026-07-08
http://asahi-iw.ecnet.jp/
 
ア,226632,アサヒ鐵鋼販売株式会社



〒808-0026,福岡県北九州市若松区桜町１５番１号
2023-04-01
 
ア,111906,旭電気株式会社
〒512-1201,三重県四⽇市市上海⽼町字東⼤沢１６４８−９０
2024-08-28
http://www.asahi-mie.co.jp
 
ア,231792,朝⽇電機株式会社
〒461-0002,愛知県名古屋市東区代官町１９番２１号
2026-03-20
https://www.asahi-elect.co.jp/
 
ア,101377,旭電機化成株式会社
〒537-0003,⼤阪市東成区神路４−３−１８
2024-05-29
http://www.smile-asahi.co.jp/
 
ア,124826,旭電器⼯業株式会社
〒514-0101,三重県津市⽩塚町２８５６
2026-01-11
 
ア,216809,朝⽇電気⼯事有限会社
〒401-0021,⼭梨県⼤⽉市初狩町下初狩３０５
2025-07-02
 
ア,105025,旭電気製鋼株式会社
〒445-0031,愛知県⻄尾市家武町⻑台８
2024-01-31
http://www.asahi-dnk.co.jp
 
ア,128927,有限会社旭電機製作所
〒310-0026,茨城県⽔⼾市泉町１−３−３
2026-04-18
http://www.asahiew-ltd.com
 
ア,111387,朝⽇電業株式会社
〒557-0045,⼤阪市⻄成区⽟出⻄２−１−４
2023-10-29
http://www.asahidengyo.co.jp
 
ア,213229,旭電業株式会社
〒154-0011,東京都世⽥⾕区上⾺２丁⽬２７番２３号
2026-05-13
https://www.asahi-dengyo.co.jp/
 
ア,231169,有限会社旭電業
〒239-0833,神奈川県横須賀市ハイランド四丁⽬１２番１３号
2025-10-25
http://www.asahi-elec.com/
 
ア,106027,朝⽇電材株式会社
〒531-0076,⼤阪府⼤阪市北区⼤淀中３−１２−１５
2023-09-11
http://www.asahi-denzai.co.jp/



 
ア,111261,アサヒ電⼦株式会社
〒960-0426,福島県伊達市坂ノ下１５
2023-07-12
http://www.asahi-gp.co.jp
 
ア,230348,株式会社旭電設
〒893-1601,⿅児島県⿅屋市串良町細⼭⽥５６１９番地４
2025-07-05
https://www.asahidensetu.jp
 
ア,111208,朝⽇電装株式会社
〒434-0046,静岡県浜松市浜北区染地台６−２−１
2023-08-20
http://www.ad-asahidenso.co.jp
 
ア,111231,株式会社旭電通
〒105-0004,東京都港区新橋５−９−２
2026-07-02
https://www.asahidentsu.co.jp
 
ア,124721,株式会社アサヒ塗料店
〒430-0928,浜松市板屋町２８７−１
2025-12-15
 
ア,215211,朝⽇⼟⽊株式会社
〒510-0033,三重県四⽇市市川原町３２ー１
2024-02-06
 
ア,101705,株式会社旭ネームプレート製作所
〒152-0022,東京都⽬黒区柿の⽊坂１−２２−２０
2025-09-14
http://www.asahiname.co.jp
 
ア,211469,アサヒハウジング株式会社
〒601-8457,京都府京都市南区唐橋琵琶町２９番３
2025-12-13
 
ア,217473,アサヒビジネスサポート株式会社
〒220-0003,神奈川県横浜市⻄区楠町９ー８
2026-01-14
https://ash-bs.com/
 
ア,219278,有限会社朝⽇美装
〒125-0041,東京都葛飾区東⾦町８−９−３
2024-03-09
 
ア,229672,有限会社朝⽇美装
〒440-0812,愛知県豊橋市東新町９５番地
2026-04-23
 
ア,222877,旭ビルウォール株式会社
〒111-0036,東京都台東区松が⾕１ー３ー５
2024-03-01
http://www.agb.co.jp/



 
ア,223339,旭ビルト⼯業株式会社
〒144-0052,東京都⼤⽥区蒲⽥４丁⽬３２番８号
2024-07-01
https://www.a-blt.co.jp/
 
ア,224060,株式会社朝⽇ビルド
〒541-0041,⼤阪府⼤阪市中央区北浜２丁⽬６番２６号
2025-01-01
https://www.a-build.co.jp/
 
ア,217220,アサヒフード株式会社
〒321-0951,栃⽊県宇都宮市越⼾四丁⽬３番３３号
2025-10-15
 
ア,106038,旭ファイバーグラス株式会社
〒101-0045,東京都千代⽥区神⽥鍛冶町３−６−３ 神⽥三菱ビル
2023-09-25
 
ア,229053,株式会社アサヒファシリティズ
〒136-0076,東京都江東区南砂２丁⽬５番１４号
2025-05-31
https://asahifm.com/
 
ア,222798,旭物産株式会社
〒939-8185,富⼭県富⼭市⼆俣５１２番地
2024-03-01
 
ア,121165,朝⽇分光株式会社
〒114-0034,東京都北区上⼗条２−１３−１
2025-03-15
http://www.asahi-spectra.co.jp
 
ア,124525,旭プラスチック⼯業株式会社
〒876-0823,⼤分県佐伯市⼥島１０３５６−２
2025-09-30
http://asapla.co.jp
 
ア,220305,株式会社アサヒプランニング
〒720-0825,広島県福⼭市沖野上町２丁⽬１３−３
2024-09-28
 
ア,231558,アサヒ防災⼯事株式会社
〒709-3401,岡⼭県久⽶郡美咲町北７６０番地
2026-01-17
http://a-bousai.co.jp/wp/company/
 
ア,227038,有限会社朝⽇防⽔
〒533-0033,⼤阪府⼤阪市東淀川区東中島１丁⽬１７番１８号
2023-09-01
 
ア,223444,朝⽇マテックス株式会社
〒564-0042,⼤阪府吹⽥市穂波町１９ー２４
2024-08-01
 



ア,220141,株式会社旭メタル⼯業
〒901-1104,沖縄県島尻郡南⾵原町字宮平９０８−１
2024-08-10
 
ア,226149,朝⽇メタルワーク株式会社
〒178-0061,東京都練⾺区⼤泉学園町２−１０−１４
2025-11-01
 
ア,101254,株式会社アサヒメッキ
〒689-1121,⿃取県⿃取市南栄町１
2024-04-02
http://www.asahimekki.jp/
 
ア,125710,旭鍍⾦株式会社
〒514-0303,三重県津市雲出⻑常町１２０１−８
2023-08-08
http://www.asahimekki.co.jp/
 
ア,111908,旭鍍⾦⼯業株式会社
〒535-0022,⼤阪府⼤阪市旭区新森４−５−１６
2024-09-13
http://www.asahi-plating.co.jp/
 
ア,106464,アサヒメディア株式会社
〒104-0031,東京都中央区京橋３−３−１４
2024-12-21
 
ア,222852,朝⽇⽊材⼯業株式会社
〒601-8457,京都府京都市南区唐橋琵琶町２９番３
2024-03-01
 
ア,126907,旭有機材株式会社
〒110-0005,東京都台東区上野３−２４−６ 上野フロンティアタワー２１階
2024-06-05
http://www.asahi-yukizai.co.jp/
 
ア,212341,朝⽇輸送機株式会社
〒230-0073,神奈川県横浜市鶴⾒区獅⼦ケ⾕２丁⽬３９番２７号
2024-10-10
http://www.ayc.co.jp/
 
ア,124168,アサヒライズ株式会社
〒379-2131,群⾺県前橋市⻄善町２００４
2025-06-28
http://www.asahirise.co.jp
 
ア,101813,株式会社朝⽇ラバー
〒334-0801,埼⽟県さいたま市⼤宮区⼟⼿町２−７−２
2023-09-03
http://www.asahi-rubber.co.jp
 
ア,100271,株式会社アサヒ理化製作所
〒262-0043,千葉県千葉市花⾒川区天⼾町９７３−３
2025-09-06
http://www.asahi-rika.co.jp



 
ア,230501,アサヒ冷暖株式会社
〒551-0001,⼤阪府⼤阪市⼤正区三軒家⻄三丁⽬１０番１３号
2025-07-19
http://www.asahi-raydan.co.jp
 
ア,215555,アサヒ冷熱株式会社
〒410-0007,静岡県沼津市⻄沢⽥字⻄荒３０９番地の２
2024-09-04
 
ア,128365,旭レヂン株式会社
〒515-2601,三重県津市⽩⼭町三ヶ野３１４−４
2025-10-31
 
ア,126929,浅間エンジニアリング株式会社
〒384-0083,⻑野県⼩諸市⼤字市９１６
2024-06-14
http://www.asama-eng.com/
 
ア,103837,浅間化学企業組合
〒384-0701,⻑野県南佐久郡佐久穂町⼤字畑６９−３
2024-05-14
http://www.alps.or.jp/asama-ce/
 
ア,230889,アサマ⼯業株式会社
〒151-0051,東京都渋⾕区千駄ヶ⾕五丁⽬１２番地８号
2025-09-27
http://www.asamakougyou.co.jp/
 
ア,101599,浅間清掃有限会社
〒385-0041,⻑野県佐久市鍛冶屋３３１−１
2024-08-16
 
ア,231372,浅間設備株式会社
〒386-0005,⻑野県上⽥市古⾥１９８９番地１３
2025-11-29
 
ア,106303,アサミ情報システム株式会社
〒542-0012,⼤阪府⼤阪市中央区⾕町７−５−１
2024-08-04
http://www.asamisun.com/
 
ア,221260,浅⾒鉄⼯建設株式会社
〒957-0101,新潟県北蒲原郡聖籠町東港３丁⽬８７２番地１２
2025-03-01
https://www.asami-t.co.jp/
 
ア,211045,浅海電気株式会社
〒530-0047,⼤阪府⼤阪市北区⻄天満３ー７ー４
2025-04-01
https://www.asamidenki.co.jp/
 
ア,111226,株式会社アサヤマ
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥１−７−６
2023-07-23



http://www.kk-asayama.jp/
 
ア,216342,有限会社朝⼭⼯業
〒299-0111,千葉県市原市姉崎１００８番地
2025-04-23
https://asayama-kogyo.com/
 
ア,106669,アザエンジニアリング株式会社
〒252-0233,神奈川県相模原市中央区⿅沼台１−９−１５ プロミティふちのべビル３階
2025-06-01
https://www.aza-eng.co.jp/
 
ア,121257,有限会社⾜⽊商店
〒441-8074,愛知県豊橋市明海町２−６９
2025-10-04
 
ア,217904,アシザワ⼯業株式会社
〒403-0002,⼭梨県富⼠吉⽥市⼩明⾒２ー１８ー７
2026-07-07
 
ア,226372,芦沢商事株式会社
〒154-0017,東京都世⽥⾕区世⽥⾕１ー１ー１
2026-02-01
http://www.ashizawa-shoji.co.jp/
 
ア,210848,株式会社アシスト
〒245-0022,神奈川県横浜市泉区和泉が丘⼆丁⽬１３番７号
2025-01-25
http://www.assist-yokohama.com
 
ア,214380,アシスト株式会社
〒960-1108,福島県福島市成川字仲ノ内１０−１
2022-09-20
 
ア,215541,株式会社アシスト
〒443-0013,愛知県豊川市御津町御幸浜⼀号地２番２６
2024-08-28
http://www.s-assist-r.com/
 
ア,216527,株式会社アシスト
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿８ー２ー３４
2025-05-28
 
ア,219117,株式会社アシスト
〒309-1703,茨城県笠間市鯉淵６３２０−２
2024-02-16
https://www.assist-ksm.co.jp/
 
ア,501076,株式会社アシスト
〒102-8109,東京都千代⽥区九段北４−２−１ 市ヶ⾕スクエアビル
2024-05-22
http://www.ashisuto.co.jp/
 
ア,230993,アシストアーバン⼯業株式会社
〒999-2172,⼭形県東置賜郡⾼畠町⼤字夏茂１７２３番地



2025-10-04
 
ア,104582,株式会社アシストエンジニアリング
〒409-3841,⼭梨県中央市布施２１０６−１
2025-10-26
https://www.assisteng.co.jp/
 
ア,216607,有限会社アシストダイト
〒930-0177,富⼭県富⼭市⻄⼆俣２５３−１
2025-06-11
 
ア,126674,アシストＶ株式会社
〒252-0822,神奈川県藤沢市葛原３００１−３
2024-02-28
https://assistv.jp/
 
ア,230417,株式会社アシストムーブ
〒105-0013,東京都港区浜松町⼀丁⽬２７番４号神丸ビル３Ｆ
2025-07-12
https://amove.co.jp
 
ア,230803,アシストワークス株式会社
〒503-0104,岐⾩県⼤垣市墨俣町下宿８３２−１
2025-08-30
 
ア,504551,株式会社アシタバ
〒065-0014,北海道札幌市東区北１４条東１５丁⽬３−５ ＳＴビル４Ｆ
2025-05-02
https://ashitaba-ltd.co.jp/
 
ア,101070,アシダ⾳響株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎３−４−９
2025-06-02
http://www.ashida.co.jp
 
ア,212699,あしだ冷熱株式会社
〒242-0016,神奈川県⼤和市⼤和南２ー３ー１２
2025-06-20
 
ア,122572,芦野⼯業株式会社
〒994-0057,⼭形県天童市⽯⿃居３−１
2024-10-09
http://ashinokogyo.co.jp/
 
ア,226585,アシュフォードジャパン株式会社
〒550-0013,⼤阪府⼤阪市⻄区新町１丁⽬４番２６号
2026-04-01
https://www.ashford.co.jp/
 
ア,211597,株式会社アシレ
〒241-0802,神奈川県横浜市旭区上川井町３５９番地１
2026-04-07
http://www.asire.co.jp/
 
ア,501147,アジアエレクトロニクス株式会社



〒198-8666,東京都⻘梅市新町９−２１５７
2025-11-13
https://www.asiaele.co.jp/
 
ア,211986,アジア海洋株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀３ー２５ー９
2024-01-20
http://www.owa.co.jp
 
ア,121197,株式会社アジア化成⼯業所
〒614-8123,京都府⼋幡市下奈良名越１８
2025-04-06
http://www.ajia-kasei.jp
 
ア,505065,アジアクエスト株式会社
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋３−１１−１３
2024-05-02
http://www.asia-quest.jp/
 
ア,105962,株式会社亜細亜情報システム
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥７−１−９ 五反⽥ＨＳビル７階
2026-07-06
http://www.ais-info.co.jp
 
ア,111402,アジア電⼦⼯業株式会社
〒395-0156,⻑野県飯⽥市中村８０−１
2024-02-28
http://www.asia-ele.jp/
 
ア,505221,株式会社ＡＳＩＡＮＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ
〒103-0004,東京都中央区東⽇本橋２−２５−６
2022-05-13
https://asianconsulting.co.jp/index.html
 
ア,212789,株式会社アジカタ
〒950-2031,新潟県新潟市⻄区流通センター１丁⽬２番地３
2025-08-12
http://www.ajikata.co.jp
 
ア,229640,安治川鉄⼯株式会社
〒555-0011,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区⽵島４丁⽬１１番８８号
2026-04-08
https://www.ag-ajikawa.co.jp/
 
ア,226340,株式会社アジケン
〒466-0829,愛知県名古屋市昭和区向⼭町２丁⽬５８番地の２
2026-01-01
http://www.ajiken.co.jp
 
ア,229179,株式会社あじま左官⼯芸
〒125-0062,東京都葛飾区⻘⼾８丁⽬１９ー１１
2025-07-18
https://ajimaart.co.jp/
 
ア,104449,株式会社安嶋精機



〒276-0015,千葉県⼋千代市⽶本２２２３−１６ １−２３６
2022-07-11
http://www.ajima-seiki.co.jp
 
ア,504708,株式会社あじょ
〒541-0052,⼤阪府⼤阪市中央区安⼟町３−２−１４
2026-06-22
https://www.ajo.co.jp/
 
ア,103507,アジレント・テクノロジー株式会社
〒192-8510,東京都⼋王⼦市⾼倉町９−１
2023-11-13
http://www.agilent.co.jp/
 
ア,121323,アスカ株式会社
〒448-0002,愛知県刈⾕市⼀⾥⼭町東吹⼾１１
2024-03-28
http://www.aska.co.jp
 
ア,125317,株式会社アスカ
〒771-1345,徳島県板野郡上板町上六條字南開４１０−５
2026-03-15
http://www.asukaco.co.jp/
 
ア,210647,株式会社アスカ
〒259-1117,神奈川県伊勢原市東成瀬１８ー２０
2024-10-28
 
ア,105191,株式会社アスカインデックス
〒101-0044,東京都千代⽥区鍛冶町１−４−７ 彦⽥ビル３Ｆ
2024-07-23
http://www.askindex.co.jp
 
ア,219737,株式会社アスカエンジニアリング
〒252-0311,神奈川県相模原市南区東林間６丁⽬１番２６号
2024-05-18
 
ア,226881,株式会社⾶⿃エンタープライズ
〒426-0213,静岡県藤枝市中ノ合２１０ー１
2023-07-01
 
ア,129504,アスカコーポレーション株式会社
〒822-0007,福岡県直⽅市⼤字下境字⿉⽥４２７−８
2024-07-13
http://www.aska-plating.co.jp/
 
ア,217120,有限会社⾶⿃⼯業
〒634-0034,奈良県橿原市⾶騨町２５番地の２
2025-09-17
http://www1.kcn.ne.jp/~ask-hase/
 
ア,218989,アスカ⼯業株式会社
〒135-0004,東京都江東区森下４−１３−１０
2024-01-26
http://www.asuka-kougyo.co.jp/



 
ア,229347,株式会社明⽇産業
〒371-0845,群⾺県前橋市⿃⽻町８０６ー２０
2025-10-25
http://www.asuka-sangyo.jp
 
ア,219405,あすか創建株式会社
〒140-0002,東京都品川区東品川四丁⽬１番８号
2024-03-23
https://asksoken.co.jp/
 
ア,215401,アスカ通信⼯事株式会社
〒530-0041,⼤阪府⼤阪市北区天神橋１丁⽬１４ー５丸宮ビル４階
2024-05-22
 
ア,106011,アスカ電⼦株式会社
〒984-0003,宮城県仙台市若林区六丁の⽬北町１３−８
2023-08-28
 
ア,218933,株式会社アスキュー
〒175-0083,東京都板橋区徳丸１ー４４ー４ー３０５
2024-01-19
 
ア,111189,株式会社アスキング
〒169-0073,東京都新宿区百⼈町２−８−１５
2025-07-17
http://www.asking.co.jp
 
ア,501187,株式会社アスク
〒102-0074,東京都千代⽥区九段南４−８−２１⼭脇ビル１１階
2025-12-14
http://www.ask-corp.jp/
 
ア,226635,アスク・サンシンエンジニアリング株式会社
〒230-0051,神奈川県横浜市鶴⾒区鶴⾒中央⼆丁⽬５番５号
2026-04-01
http://www.askcorp.co.jp/
 
ア,111292,アスクホールディングス株式会社
〒381-0023,⻑野市⾵間２０３４−２５
2026-04-19
http://www.ask.gr.jp/
 
ア,111130,アスコット株式会社
〒530-0035,⼤阪市北区同⼼２−４−８
2026-06-06
http://www.ascotkk.co.jp/
 
ア,504276,株式会社アスコム
〒542-0081,⼤阪府⼤阪市中央区南船場２−４−２３ 東泉ビル９Ｆ
2025-08-12
https://www.ascoms.com/
 
ア,501068,アスザック株式会社
〒382-8508,⻑野県上⾼井郡⾼⼭村⼤字中⼭９８１



2024-09-26
http://www.asuzac-ceramics.jp/
 
ア,111385,アスター⼯業株式会社
〒963-8306,福島県⽯川郡古殿町⼤字⽥⼝字寺前１３０−１
2023-10-06
http://www.asterkk.co.jp
 
ア,111150,ＡＳＴＩ株式会社
〒432-8056,静岡県浜松市南区⽶津町２８０４
2026-06-13
http://www.asti.co.jp
 
ア,101870,株式会社アスティック フクシマ
〒578-0984,⼤阪府東⼤阪市菱江２−１−２
2024-09-27
http://www.e-astic.co.jp/
 
ア,121843,アステック株式会社
〒104-0045,東京都中央区築地１−４−１２
2024-06-17
http://www.astec-inc.co.jp/
 
ア,126453,株式会社アステック
〒675-0066,兵庫県加古川市寺家町５４−２ 森ビル３Ｆ
2024-01-11
http://www.astec-asmo.co.jp
 
ア,217461,有限会社アステック
〒252-1105,神奈川県綾瀬市蓼川三丁⽬１番３１号
2026-01-14
 
ア,217996,株式会社アステック
〒108-0072,東京都港区⽩⾦⼀丁⽬２７番６号
2026-07-21
https://www.ustech-jp.com
 
ア,221034,株式会社アステック
〒950-0141,新潟県新潟市江南区⻲⽥⼯業団地１丁⽬１番１１号
2025-01-01
http://www.astec1992.co.jp/
 
ア,226071,株式会社アステック
〒417-0841,静岡県富⼠市富⼠岡３２８
2025-10-01
 
ア,230183,株式会社アステック
〒338-0835,埼⽟県さいたま市桜区道場字拾⽯⽥７０９番地１
2025-06-07
https://www.astec-s.com/
 
ア,123952,株式会社アステックアソシエイツ
〒105-0021,東京都港区東新橋２−６−２
2025-06-11
https://www.astecg.com/



 
ア,100219,アステックス株式会社
〒111-0043,東京都台東区駒形１−４−１８ 緑川ビル
2025-08-23
http://www.astaix.co.jp/
 
ア,104540,株式会社アステックス
〒359-0003,埼⽟県所沢市中富南１−５−２５
2025-09-15
 
ア,216633,株式会社アステックス
〒421-0102,静岡県静岡市駿河区⼿越２５６番地１
2025-06-18
 
ア,231984,アステックデザイン株式会社
〒363-0027,埼⽟県桶川市川⽥⾕２４８２番地
2026-05-09
 
ア,121140,アステナホールディングス株式会社
〒103-8403,東京都中央区⽇本橋本町４−８−２
2025-02-27
https://www.astena-hd.com/
 
ア,217456,アステム株式会社
〒154-0016,東京都世⽥⾕区弦巻３丁⽬１９番１１号
2026-01-14
http://www.e-astem.net
 
ア,220709,株式会社アステム
〒945-0812,新潟県柏崎市半⽥⼀丁⽬４番１０号
2025-02-15
http://astem-g.com/
 
ア,220533,株式会社アステル塗建
〒510-0832,三重県四⽇市市伊倉⼆丁⽬７番１５号
2024-12-14
https://www.asteltoken.com/
 
ア,216725,株式会社アスト
〒262-0011,千葉県千葉市花⾒川区三⾓町６４０番地１
2025-06-25
http://ast-chiba.co.jp/
 
ア,229567,株式会社アスト
〒819-0032,福岡県福岡市⻄区⼾切３丁⽬３５番７号
2026-03-12
https://fukuoka-ast.com/
 
ア,219491,株式会社アストエンジ
〒536-0022,⼤阪府⼤阪市城東区永⽥三丁⽬９番１０号
2024-03-23
https://www.ast-eng.co.jp/
 
ア,212798,株式会社アスト⾦属
〒331-0814,埼⽟県さいたま市北区東⼤成町１ー４００ー１



2025-08-21
 
ア,101453,株式会社アストム
〒617-0824,京都府⻑岡京市天神２−５−１３
2025-12-25
http://www.e-astom.co.jp/
 
ア,230415,アストリー 杉⼭貴志（その他）
〒421-1215,静岡県静岡市葵区⽻⿃５丁⽬２０番８号
2025-07-12
 
ア,121226,アストロデザイン株式会社
〒145-0066,東京都⼤⽥区南雪⾕１−５−２
2025-12-11
https://www.astrodesign.co.jp/
 
ア,125932,アストロニクス株式会社
〒254-0014,神奈川県平塚市四之宮２−２０−２５
2023-10-24
http://www.astronix.jp/
 
ア,217472,ＡＳＴＲＯ ＢＬＡＤＥ株式会社
〒262-0023,千葉県千葉市花⾒川区検⾒川町１−５９１−２
2026-01-14
https://astro-blade.co.jp/
 
ア,103261,株式会社アストロン
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿４−３２−１２
2023-07-02
http://www.astron.co.jp/
 
ア,505436,有限会社アストロン
〒311-2211,茨城県⿅嶋市⼤字⻘塚１５９６番地２
2023-07-03
http://www.astron-co.jp/
 
ア,217125,翌桧空調⼯業株式会社
〒567-0036,⼤阪府茨⽊市上穂積３−３−２７−１４−１０２
2025-09-17
 
ア,129006,アスニクス株式会社
〒222-0033,横浜市港北区新横浜１−３−１ 新横浜アーバンスクエア５Ｆ
2023-06-26
http://www.asnics.com/
 
ア,228422,株式会社アスノ
〒672-8567,兵庫県姫路市飾磨区上野⽥２丁⽬１０番地
2024-08-25
http://www.asuno-co.com/
 
ア,106239,株式会社アスパーク
〒530-0014,⼤阪市北区鶴野町１−９ 梅⽥ゲートタワー１０Ｆ
2024-06-18
https://www.aspark.co.jp
 



ア,125942,株式会社アスパックス
〒376-0136,桐⽣市新⾥町板橋９７９−２１８
2023-10-25
http://www.aspax.jp
 
ア,227316,アスビック株式会社
〒400-0053,⼭梨県甲府市⼤⾥町７００
2024-01-19
 
ア,102440,株式会社Ａｓｕｅ
〒541-0046,⼤阪府⼤阪市中央区平野町４−２−３ オービック御堂筋ビル６階
2025-03-08
https://asue-group.com/jp/
 
ア,215812,アスベックス株式会社
〒194-0023,東京都町⽥市旭町２ー７ー８
2024-12-04
 
ア,505564,株式会社アスペイワーク
〒160-0022,東京都新宿区新宿三丁⽬３番９号
2024-03-17
https://www.aspaywork.jp/
 
ア,226024,アスミオ．株式会社
〒819-0038,福岡県福岡市⻄区⼤字⽻根⼾１５９ー４
2025-09-01
http://www.asumio.jp
 
ア,229607,株式会社アスライブ
〒329-0201,栃⽊県⼩⼭市粟宮１丁⽬９番９号
2026-03-27
http://www.athrive.co.jp
 
ア,505496,アスラテック株式会社
〒101-0042,東京都千代⽥区神⽥東松下町４５番地
2023-12-10
https://www.asratec.co.jp/
 
ア,101480,アスリート⼯業株式会社
〒334-0013,埼⽟県川⼝市南鳩ヶ⾕６−９−１６
2024-01-22
http://athlete-kogyo.jimdo.com
 
ア,101213,アスレ電器株式会社
〒222-0033,横浜市港北区新横浜３−１７−２
2025-04-15
http://www.asle.co.jp
 
ア,103085,アスワ物産株式会社
〒910-0855,福井県福井市⻄⽅２−３−７
2026-03-12
http://www.asuwa-bussan.co.jp
 
ア,100792,株式会社アスワ村⽥製作所
〒918-8025,福井県福井市江守中２−１３２１



2023-06-27
 
ア,213078,株式会社アスワン
〒165-0027,東京都中野区野⽅１丁⽬２１番８号
2026-02-26
 
ア,225525,アスワン株式会社
〒550-0015,⼤阪府⼤阪市⻄区南堀江１丁⽬１１番１号
2025-06-01
https://www.aswan.co.jp/
 
ア,218101,株式会社アスワンテック
〒819-0032,福岡県福岡市⻄区⼾切３−３５−７
2023-08-04
 
ア,212850,株式会社アズ
〒173-0004,東京都板橋区板橋４ー４ー３⽚岡ビル３Ｆ
2025-10-09
https://www.as-corp.co.jp
 
ア,231179,有限会社アズ
〒579-8003,⼤阪府東⼤阪市⽇下町⼆丁⽬１１番３５号
2025-10-25
https://as1984.jp/
 
ア,505029,株式会社アズールドットネット
〒140-0001,東京都品川区北品川１−８−１１Ｄａｉｗａ品川Ｎｏｒｔｈビル５階
2024-01-24
https://www.adsur.jp/
 
ア,225646,有限会社⼩⾖澤⼯務所
〒699-0402,島根県松江市宍道町⽩⽯２２５番地１
2025-07-01
 
ア,214207,アズ⼯業株式会社
〒612-8485,京都府京都市伏⾒区⽻束師志⽔町１５３番地１３
2025-05-24
https://az-kogyo.business.site/
 
ア,231994,株式会社梓
〒651-2321,兵庫県神⼾市⻄区神出町宝勢２２１２−６
2026-05-09
 
ア,115620,アズサイエンス株式会社
〒399-8754,⻑野県松本市村井町⻄２−３−３５
2023-12-24
http://azscience.jp/
 
ア,215724,株式会社アズサ総建
〒412-0043,静岡県御殿場市新橋６８０番地の６
2024-11-06
 
ア,503317,株式会社アズジェント
〒104-0044,東京都中央区明⽯町６番４号
2024-12-09



https://www.asgent.co.jp/
 
ア,505074,アズテック株式会社
〒103-0012,東京都中央区⽇本橋堀留町⼀丁⽬７番７号
2024-05-29
http://aztec.co.jp/
 
ア,108760,アズビル株式会社
〒100-6419,東京都千代⽥区丸の内２−７−３
2024-02-20
http://www.azbil.com
 
ア,225838,アズビル株式会社
〒100-6419,東京都千代⽥区丸の内２丁⽬７番３号
2025-08-01
https://www.azbil.com/jp/
 
ア,216872,アズビル⾦⾨エンジニアリング株式会社
〒211-0041,神奈川県川崎市中原区下⼩⽥中⼆丁⽬１８番１号
2025-07-16
https://ake.azbil.com/
 
ア,104720,アズビル太信株式会社
〒383-0013,⻑野県中野市中野２００−７
2024-02-20
http://ats.azbil.com/
 
ア,128595,アズビルトレーディング株式会社
〒170-8462,東京都豊島区北⼤塚１−１４−３ ⼤塚浅⾒ビル
2025-08-28
https://at.azbil.com/
 
ア,100426,株式会社アズマ
〒143-0003,東京都⼤⽥区京浜島２−２−１０
2025-11-12
http://www.kk-azuma.com/
 
ア,126541,株式会社アズマ
〒174-0041,東京都板橋区⾈渡３−５−８
2024-02-02
http://www.azuma-a.co.jp/
 
ア,217918,株式会社アズマ
〒116-0014,東京都荒川区東⽇暮⾥６丁⽬４１番１４号
2023-07-14
 
ア,211028,株式会社東インテリア
〒260-0027,千葉県千葉市中央区新⽥町１ー１３
2025-04-06
 
ア,504776,東海運株式会社
〒771-0138,徳島県徳島市川内町平⽯流通団地６３番地
2023-08-04
http://www.azumakaiun.co.jp
 



ア,129174,東化⼯株式会社
〒519-0102,三重県⻲⼭市和⽥町９５７
2023-11-26
 
ア,101723,株式会社東機⼯
〒984-8550,宮城県仙台市若林区六丁の⽬元町８−６
2023-08-05
http://www.azumakikou.co.jp/
 
ア,501949,東⾦属産業株式会社
〒410-0022,静岡県沼津市⼤岡１２８１−３
2022-11-15
http://azuma-ks.co.jp/
 
ア,214902,有限会社アズマ研⼯
〒981-3111,宮城県仙台市泉区松森字⼋沢１７番地の１１
2023-07-25
 
ア,217681,株式会社東建商
〒310-0853,茨城県⽔⼾市平須町１８２８−１０４６
2023-03-31
 
ア,129779,東鋼管⼯業株式会社
〒179-0076,東京都練⾺区⼟⽀⽥３−３７−４
2025-01-28
http://www.azumasp.co.jp/
 
ア,211348,東⼯業株式会社
〒410-0022,静岡県沼津市⼤岡２２８６ー３
2025-08-26
https://www.azumakougyo.co.jp/
 
ア,210735,東重機株式会社
〒340-0824,埼⽟県⼋潮市垳４４３番地
2024-12-02
https://www.azumajyuki.com/
 
ア,111212,株式会社東製作所
〒578-0973,⼤阪府東⼤阪市東鴻池町２−３−２９
2026-03-19
 
ア,210219,株式会社東製作所
〒534-0023,⼤阪府⼤阪市都島区都島南通１丁⽬１４番４号
2024-03-19
 
ア,229687,有限会社東製作所
〒134-0081,東京都江⼾川区北葛⻄２ー２０ー１６
2026-04-28
 
ア,111264,合資会社東鉄⼯所
〒652-0885,神⼾市兵庫区御所通１−３−１１
2026-06-10
 
ア,230891,株式会社東野電気⼯事
〒210-0805,神奈川県川崎市川崎区伊勢町６番１１号



2025-09-27
 
ア,218232,有限会社安曇圧送
〒398-0004,⻑野県⼤町市常盤６９０６番地１０６
2023-08-18
 
ア,100791,株式会社アズミ村⽥製作所
〒399-8204,⻑野県安曇野市豊科⾼家１０２０
2023-06-27
 
ア,101994,株式会社アズワン
〒982-0003,宮城県仙台市太⽩区郡⼭１−１９−１−１０７
2024-12-03
http://www.as-one.co.jp/
 
ア,216014,株式会社アセス
〒215-0021,神奈川県川崎市⿇⽣区上⿇⽣３丁⽬１２番９号
2025-02-05
https://www.aces21.co.jp/
 
ア,100848,アセットコア・テクノロジー株式会社
〒222-0033,横浜市港北区新横浜３−６−１２ ⽇総第１２ビル５Ｆ
2023-08-26
http://www.assetcore.co.jp
 
ア,227416,株式会社アセット宮本
〒053-0031,北海道苫⼩牧市春⽇町１丁⽬５番１５号
2024-02-22
 
ア,231105,株式会社アセント
〒108-0023,東京都港区芝浦四丁⽬１６番２３号
2025-10-18
https://ascent-jp.com/
 
ア,224685,畔上硝⼦⼯業株式会社
〒245-0003,神奈川県横浜市泉区岡津町２０６９番地７みやこガーデン．キャメリア館１０５号
2022-04-01
 
ア,101291,株式会社アソー
〒174-0041,東京都板橋区⾈渡３−５−８−３０１ 板橋区⽴第⼀⼯場ビル
2024-04-19
http://www.kk-aso.jp/
 
ア,505657,アソート株式会社
〒530-0001,⼤阪府⼤阪市北区梅⽥⼀丁⽬２番２号 ⼤阪駅前第２ビル ４階
2025-01-14
 
ア,227354,アソー熱⼯業株式会社
〒250-0866,神奈川県⼩⽥原市中曽根３１ー１２
2024-02-01
 
ア,211912,⿇⽣建設有限会社
〒168-0071,東京都杉並区⾼井⼾⻄２ー１７ー４ー２１８号パークハウス杉並⾼井⼾
2023-11-17
 



ア,222505,⿇⽣商事株式会社
〒814-0001,福岡県福岡市早良区百道浜２ー４ー２７
2023-12-01
http://www.asoshoji.co.jp/
 
ア,224247,株式会社⿇⽣島⼯務店
〒803-0815,福岡県北九州市⼩倉北区原町１丁⽬８−１
2025-03-01
 
ア,223721,株式会社⿇⽣塗装
〒870-1114,⼤分県⼤分市星和台１丁⽬８番１号
2024-11-01
 
ア,230142,⿇⽣⼟⽊株式会社
〒123-0863,東京都⾜⽴区⾕在家⼀丁⽬８番３号
2025-05-31
https://www.aso-doboku.net/
 
ア,225050,⿇⽣フオームクリート株式会社
〒211-0022,神奈川県川崎市中原区苅宿３６番１号
2025-04-01
https://www.asofoam.co.jp/
 
ア,229167,株式会社阿曽⼯務店
〒168-0065,東京都杉並区浜⽥⼭４ー１２ー３
2025-07-04
https://www.aso-k.com
 
ア,212953,安蘇産業株式会社
〒327-0103,栃⽊県佐野市⽯塚町２１１１
2025-12-11
 
ア,229524,アタカシーエス株式会社
〒063-0861,北海道札幌市⻄区⼋軒⼀条東五丁⽬３番１６号
2026-03-01
 
ア,230683,株式会社熱川電気
〒413-0302,静岡県賀茂郡東伊⾖町奈良本２４２番地の４
2025-08-09
 
ア,230888,有限会社愛宕⼯業
〒114-0015,東京都北区中⾥⼆丁⽬１６番１０号
2025-09-27
 
ア,125879,愛宕精⼯株式会社
〒254-0013,神奈川県平塚市⽥村４−２１−１８
2023-10-11
http://www.atago-seiko.co.jp
 
ア,121188,株式会社アタゴ製作所
〒379-2311,群⾺県みどり市笠懸町阿左美５９０−６
2025-08-06
http://www.atago-mfg.co.jp/
 
ア,225072,有限会社新⼯房



〒990-0034,⼭形県⼭形市東原町２丁⽬２０番２２号
2025-04-01
 
ア,111395,安達株式会社
〒850-0853,⻑崎市浜町１−７
2023-10-07
http://www.adachi-kk.co.jp
 
ア,226138,株式会社アダチ
〒259-0312,神奈川県⾜柄下郡湯河原町吉浜９５
2025-11-01
 
ア,223129,株式会社アダチインテリア
〒260-0001,千葉県千葉市中央区都町３ー１２ー９
2024-06-01
 
ア,213179,株式会社アダチエンジニアリング
〒120-0044,東京都⾜⽴区千住緑町３丁⽬１番１０号
2026-04-01
 
ア,100075,株式会社⾜⽴技研
〒121-0061,東京都⾜⽴区花畑１−３５−２６
2025-07-26
 
ア,218339,株式会社安達組
〒314-0144,茨城県神栖市⼤野原３−１１−１５
2023-09-08
 
ア,226866,株式会社⾜⽴組
〒803-0837,福岡県北九州市⼩倉北区中井⼝９番１３ー４０２
2023-07-01
 
ア,211877,有限会社⾜⽴兄弟タイル
〒692-0003,島根県安来市⻄⾚江町３２１
2023-10-14
 
ア,221152,⾜⽴建設株式会社
〒310-0846,茨城県⽔⼾市東野町１６７番地の２
2025-03-01
http://www.adachikensetsu.co.jp
 
ア,229918,⾜⽴建設株式会社
〒466-0832,愛知県名古屋市昭和区駒⽅町４丁⽬２４番地
2023-08-25
 
ア,104481,安達光機株式会社
〒173-0004,東京都板橋区板橋４−４８−１０
2025-07-22
http://www.adachikouki.co.jp
 
ア,213942,有限会社安達⼯業
〒140-0014,東京都品川区⼤井２ー２４ー１
2024-12-22
 
ア,214286,⾜⽴⼯業株式会社



〒214-0032,神奈川県川崎市多摩区枡形５ー１６ー７
2025-07-12
 
ア,223490,⾜⽴⼯業株式会社
〒450-0003,愛知県名古屋市中村区名駅南３−７−７
2024-08-01
http://www.kak-adachi.co.jp/
 
ア,226582,株式会社安達コンクリート⼯業
〒940-2146,新潟県⻑岡市⼤積町１丁⽬字砂坂４１１
2023-04-01
http://www.adachi-con.co.jp
 
ア,120839,安達紙器⼯業株式会社
〒940-0029,新潟県⻑岡市東蔵王２−７−３０
2024-02-07
http://www.adachishiki.co.jp/
 
ア,111883,安達新産業株式会社
〒550-0012,⼤阪市⻄区⽴売堀１−１４−２０ アニックスビル１０Ｆ
2024-07-13
https://www.adachi-new.com
 
ア,217780,アダチ重機⼯業株式会社
〒758-0011,⼭⼝県萩市⼤字椿東字中⼭４６９８番地の３
2023-06-09
 
ア,111022,株式会社安達製作所
〒308-0007,茨城県筑⻄市折本７９９−１
2023-10-18
http://www.adachi-ss.co.jp
 
ア,111944,有限会社安達製作所
〒212-0004,川崎市幸区⼩向⻄町１−１８
2024-08-08
http://www.adachifc.co.jp
 
ア,217137,株式会社⾜⽴タイル
〒273-0001,千葉県船橋市市場４丁⽬１２番８号
2025-09-24
 
ア,111480,株式会社アダチョー
〒460-0017,名古屋市中区松原１−６−７
2024-02-23
http://adacho.co.jp
 
ア,101887,株式会社アダマス
〒959-2477,新潟県新発⽥市下⼩中⼭１１１７−３８４
2024-11-08
http://www.adamas-japan.co.jp
 
ア,218627,株式会社アダマック
〒003-0029,北海道札幌市⽩⽯区平和通７丁⽬北１４−２２
2023-11-10
https://www.adamac.jp/



 
ア,216850,株式会社阿地組
〒701-0151,岡⼭県岡⼭市北区平野５３５ー１
2025-07-09
http://achigumi.co.jp/
 
ア,217342,アチハ株式会社
〒559-0033,⼤阪府⼤阪市住之江区南港中１−１−６７
2025-11-26
http://www.achiha.co.jp/
 
ア,111434,株式会社アック
〒455-0831,名古屋市港区⼗⼀屋２−１２
2024-03-14
http://www.a-c-c.co.jp/
 
ア,103614,ＡＸｓｏｌｕｔｉｏｎｓ株式会社
〒231-0062,神奈川県横浜市中区桜⽊町１−１−８ ⽇⽯横浜ビル１６階
2024-02-06
https://www.axsl.co.jp/
 
ア,217757,株式会社アックスプラニング
〒557-0012,⼤阪府⼤阪市⻄成区聖天下２丁⽬１０番３号
2023-05-26
 
ア,216078,株式会社アッシュクリーン
〒544-0001,⼤阪府⼤阪市⽣野区新今⾥６丁⽬２番１６号
2025-02-26
http://www.ashclean.com/
 
ア,504767,アッシュワールド株式会社
〒542-0081,⼤阪市中央区南船場３−７−２７ ＮＬＣ⼼斎橋ビル５−Ｄ
2023-07-27
ashworld.jp
 
ア,217177,有限会社圧送沖縄
〒901-0223,沖縄県豊⾒城市字翁⻑６４５ー４
2025-10-01
 
ア,220998,株式会社アットリンク
〒214-0036,神奈川県川崎市多摩区南⽣⽥⼆丁⽬２７番２８号
2025-04-12
 
ア,215464,株式会社アットワーク
〒151-0051,東京都渋⾕区千駄ヶ⾕４−３−３ＴｈｅＦｏｒｕｍ北参道２階
2024-06-26
 
ア,218759,株式会社アップ総合企画
〒210-0021,神奈川県川崎市川崎区元⽊２ー５ー１６
2023-12-15
https://up1.co.jp
 
ア,100447,アップデータ株式会社
〒101-0045,東京都千代⽥区神⽥鍛冶町３−５−８ ＫＤＸ神⽥北⼝ビル７Ｆ
2025-12-08



https://www.updata.co.jp/
 
ア,211682,株式会社ＵＰＷＡＲＤ
〒245-0067,神奈川県横浜市⼾塚区深⾕町９７ー５
2026-06-09
 
ア,212731,株式会社厚⽊植⽊
〒243-0211,神奈川県厚⽊市三⽥１７４番地の４
2025-07-03
http://www.atsugiueki.co.jp/
 
ア,219916,有限会社阿津⼯業所
〒702-8022,岡⼭県岡⼭市南区福成１−１７８−２１
2024-06-22
 
ア,231650,株式会社渥美
〒437-1103,静岡県袋井市豊住８５１番地
2026-02-07
https://www.atsumism.co.jp
 
ア,226946,渥美建設株式会社
〒550-0012,⼤阪府⼤阪市⻄区⽴売堀５丁⽬６番５号
2023-08-01
 
ア,215770,株式会社渥美建設興業
〒551-0001,⼤阪府⼤阪市⼤正区三軒家⻄三丁⽬４番３０号
2024-11-20
 
ア,221560,渥美⼯業株式会社
〒064-0806,北海道札幌市中央区南６条⻄１７丁⽬１番１号
2025-04-01
_
 
ア,221730,有限会社渥美⼯務店
〒020-0638,岩⼿県滝沢市⼟沢３１０番地３３
2025-06-01
 
ア,503871,株式会社アツミテック
〒433-8118,静岡県浜松市中区⾼丘⻄四丁⽬６番１号
2023-12-21
https://www.atsumitec.co.jp/
 
ア,122921,厚⾒鉄⼯株式会社
〒410-0872,静岡県沼津市⼩諏訪５６１−１８
2024-12-24
http://atsumitekko.co.jp/
 
ア,214395,株式会社渥美鐵⼯所
〒432-8058,静岡県浜松市南区新橋町２８３
2025-10-04
 
ア,105826,アツミ電氣株式会社
〒431-2103,静岡県浜松市北区新都⽥４−２−２
2026-01-21
 



ア,102044,株式会社アヅマ
〒389-0505,⻑野県東御市和８６５５
2024-12-18
http://www.azuma-japan.co.jp
 
ア,212344,アヅマ建設株式会社
〒252-0325,神奈川県相模原市南区新磯野１ー５０ー３
2024-10-10
http://azuma-const.com/wordpress/
 
ア,501658,株式会社 我妻⼯業
〒116-0011,東京都荒川区⻄尾久６丁⽬２９番１０号
2025-03-15
https://azuma-kougyo.co.jp/
 
ア,112807,吾妻商事株式会社
〒243-0014,神奈川県厚⽊市旭町５−１８−１０
2024-10-10
 
ア,220968,吾妻商事有限会社
〒681-0003,⿃取県岩美郡岩美町⼤字浦富３０８１番地２１
2025-04-05
https://azuma-sj.com
 
ア,111214,有限会社吾妻製作所
〒157-0061,東京都世⽥⾕区北烏⼭６−２６−１９
2026-06-01
 
ア,120962,株式会社アヅマテクノス
〒950-0912,新潟市中央区南笹⼝１−９−１０
2024-03-07
http://www.azumatec.co.jp
 
ア,225780,アヅマ電機株式会社
〒460-0007,愛知県名古屋市中区新栄２丁⽬４９ー１３
2025-07-01
_
 
ア,121883,有限会社吾妻プレス⼯業
〒969-1511,福島県⼆本松市下川崎字篠根坂⼭２０
2024-07-01
http://azumap.sakura.ne.jp
 
ア,106136,株式会社アヅミテック
〒333-0801,埼⽟県川⼝市東川⼝５−１０−３３
2024-01-25
 
ア,121219,安曇野本多通信⼯業株式会社
〒399-8102,⻑野県安曇野市三郷温４６０４
2025-10-29
http://www.htk-jp.com
 
ア,111391,安積濾紙株式会社
〒533-0004,⼤阪市東淀川区⼩松４−２−１５
2023-12-06



http://www.azumi-filter.co.jp
 
ア,230220,アティ産業株式会社
〒540-0013,⼤阪府⼤阪市中央区内久宝寺町三丁⽬３番１号Ｂ−スクエアＩＩ６０１号室
2025-06-14
 
ア,104839,アテック京都株式会社
〒611-0041,京都府宇治市槙島町⼗⼋５２−２
2026-06-28
https://www.ateckyoto.com/
 
ア,121141,株式会社アテックス
〒578-0901,⼤阪府東⼤阪市加納３−１３−１５
2025-05-18
http://www.atecs.jp/
 
ア,218602,合同会社アテナ（その他）
〒530-0041,⼤阪府⼤阪市北区天神橋１−１８−２７
2023-11-04
 
ア,504632,株式会社アテナ
〒542-0086,⼤阪府⼤阪市中央区⻄⼼斎橋⼆丁⽬２番７号 御堂筋ジュンアシダビル６Ｆ
2026-03-13
http://win-athena.com/
 
ア,504696,株式会社アテナシステムズ
〒450-0003,愛知県名古屋市中村区名駅南⼀丁⽬１７番１０号 ＳＵＺＵ１ ０５ビル
2026-06-20
https://www.athena-systems.co.jp/
 
ア,105111,アテネ株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座１−１４−４
2024-04-25
 
ア,121092,アテネ電機株式会社
〒370-2206,群⾺県⽢楽郡⽢楽町善慶寺１０７９−２
2024-11-29
http://www.atenecorp.com
 
ア,216189,アディア株式会社
〒174-0041,東京都板橋区⾈渡３丁⽬７番６号
2025-03-26
https://www.adia.co.jp/
 
ア,120584,アディダスジャパン株式会社
〒106-0032,東京都港区六本⽊１−９−１０ アークヒルズ仙⽯⼭森タワー
2023-11-05
http://adidas-group.jp/
 
ア,218556,株式会社アディック
〒155-0032,東京都世⽥⾕区代沢４−２８−３
2023-10-20
 
ア,101242,株式会社ＡＤＥＫＡ
〒116-8554,東京都荒川区東尾久７−２−３５



2024-03-28
http://www.adeka.co.jp
 
ア,101714,ＡＤＥＫＡケミカルサプライ株式会社
〒113-0033,東京都⽂京区本郷１−４−５ 陽光ビル６階
2024-10-02
https://adeka-acs.co.jp
 
ア,126396,ＡＤＥＫＡケミカルサプライ株式会社
〒101-0062,東京都千代⽥区神⽥駿河台２−５−１２ ＮＭＦ駿河台ビル５階
2023-12-19
 
ア,211872,ＡＤＥＫＡ総合設備株式会社
〒116-0014,東京都荒川区東⽇暮⾥５丁⽬４８番５号
2023-10-13
http://adkeng.co.jp/
 
ア,501119,アデコ株式会社
〒100-0013,東京都千代⽥区霞が関３−７−１ 霞が関東急ビル
2026-05-17
https://www.adecco.co.jp
 
ア,111107,アデス株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀２−２０−９ ⼋丁堀ＦＲＯＮＴ９Ｆ
2025-02-23
 
ア,216404,アトヱ産業株式会社
〒239-0836,神奈川県横須賀市内川２丁⽬１番２１号
2025-05-14
https://www.atoe.co.jp
 
ア,229750,株式会社アトコ
〒466-0058,愛知県名古屋市昭和区⽩⾦３丁⽬１８番２６号
2026-06-03
https://at-atoko.jp/
 
ア,111891,株式会社アトック
〒303-0022,茨城県常総市⽔海道渕頭町２９５２
2024-07-05
https://www.atock.com
 
ア,227544,株式会社アトックス
〒108-0014,東京都港区芝四丁⽬１１番３号
2024-03-09
http://www.atox.co.jp/
 
ア,100339,アトテックジャパン株式会社
〒226-0006,神奈川県横浜市緑区⽩⼭１−１８−２
2025-09-24
https://www.atotech.com/japan/
 
ア,106952,アトナープ株式会社
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨１−１０−１８ ＰＭＯ芝⼤⾨９Ｆ
2026-04-26
https://www.atonarp.com/



 
ア,105489,株式会社アトマックス
〒416-0945,静岡県富⼠市宮島８３３−１
2025-03-20
https://www.atomax.co.jp
 
ア,211035,株式会社アトマックス
〒980-0801,宮城県仙台市⻘葉区⽊町通１ー２ー４
2024-04-01
http://www.atmax.co.jp
 
ア,106375,アトム株式会社
〒729-2317,広島県⽵原市忠海東町４−２−１
2024-10-20
https://www.atom-glove.co.jp
 
ア,504310,株式会社アトム
〒969-3304,福島県耶⿇郡磐梯町⼤字⼤⾕字新橋⼭４６４６−２
2026-01-23
http://atom-aizu.com
 
ア,123895,株式会社アトムス
〒870-0003,⼤分県⼤分市⼤字⽣⽯４４−１１
2025-05-27
http://www.atoms.co.jp
 
ア,105987,株式会社アトム精密
〒193-0822,東京都⼋王⼦市弐分⽅町５７１−１
2023-07-31
http://www.atom-group.co.jp
 
ア,211692,有限会社アトムラ⼯業
〒238-0014,神奈川県横須賀市三春町４−１−９
2023-06-15
http://www.atomura.co.jp
 
ア,111979,アトムリビンテック株式会社
〒110-8680,東京都台東区⼊⾕１−２７−４
2024-08-14
http://www.atomlt.com/
 
ア,216021,ＡＴＯＭ Ｗｏｒｋｓ株式会社
〒039-3213,⻘森県上北郡六ヶ所村鷹架字発茶沢１３３番地７０
2025-02-12
http://www.atom-works.jp
 
ア,108253,株式会社アトライズヨドガワ
〒530-0001,⼤阪市北区梅⽥２−１−３ 桜橋御幸ビル１３階
2024-08-21
http://www.atryz.co.jp
 
ア,121878,株式会社アトラス
〒252-0245,神奈川県相模原市中央区⽥名塩⽥１−１３−１０
2024-06-26
http://www.atrus.co.jp/



 
ア,212340,株式会社アトラス
〒625-0062,京都府舞鶴市⼤字森⼩字⼤⾕１６０番地
2024-10-03
http://www.mizushima-cg.com/atlas/
 
ア,104137,株式会社アトラス・コンピューター・システム
〒104-0031,東京都中央区京橋１−６−１４ ＹＫビル２Ｆ
2024-10-28
http://www.atlas-cs.com/
 
ア,211322,アトラスａｒｋ株式会社
〒343-0826,埼⽟県越⾕市東町５ー３３２ー６
2025-08-02
http://www.atlas-ark.com/
 
ア,505266,アトラスコプコ株式会社
〒105-0011,東京都港区芝公園１−１−１ 住友不動産御成⾨タワー８階
2022-08-06
https://www.atlascopco.com/ja-jp
 
ア,503686,株式会社あとらす⼆⼗⼀
〒163-0428,東京都新宿区⻄新宿⼆丁⽬１番１号
2025-09-15
https://at21.jp/
 
ア,228424,株式会社アトリエ・ジーアンドビー
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥７丁⽬２５ー５⻄五反⽥七丁⽬ビル６階
2024-08-25
https://www.g-b.jp/
 
ア,231862,株式会社アトレコミュニケーションズ
〒194-0046,東京都町⽥市⻄成瀬⼀丁⽬８番１７号
2026-04-11
 
ア,501117,アド・コープ関⻄株式会社
〒590-0504,⼤阪府泉南市信達市場２７３８−１８
2025-11-02
http://www.adcoop.co.jp
 
ア,105792,株式会社アド・サイエンス
〒273-0005,千葉県船橋市本町２−２−７ 船橋本町プラザビル４Ｆ
2025-12-11
https://www.ads-img.co.jp/
 
ア,106521,株式会社アドービジネスコンサルタント
〒103-0007,東京都中央区⽇本橋浜町２−３１−１ 浜町センタービル１８Ｆ
2025-01-17
https://www.addo.co.jp
 
ア,112882,株式会社アドウェル
〒515-0041,三重県松阪市上川町⼤⻄⼭２５００
2024-10-10
 
ア,215902,株式会社アドクリック



〒454-0921,愛知県名古屋市中川区中郷⼆丁⽬１７０番地
2025-01-15
 
ア,226855,株式会社アド⼯芸
〒166-0001,東京都杉並区阿佐⾕北６ー１４ー６
2026-07-01
 
ア,226059,株式会社アド・サイン
〒870-1153,⼤分県⼤分市⼤字⼩野鶴字⼤⼿ヶ迫１９１６番地の１
2025-10-01
http://www.adsign-jpn.com/
 
ア,100298,アドソル⽇進株式会社
〒108-0075,東京都港区港南４−１−８ リバージュ品川
2025-09-13
https://www.adniss.jp/
 
ア,216295,株式会社アドックス岡⼭
〒704-8116,岡⼭県岡⼭市東区⻄⼤寺中２丁⽬１８番１３号
2025-04-16
 
ア,505527,株式会社アドテック
〒310-0836,茨城県⽔⼾市元吉⽥町８４９ー１
2024-02-15
https://www.adtec-jp.com
 
ア,121098,株式会社アドテックス
〒460-0008,名古屋市中区栄２−６−１
2025-02-16
http://www.addtechs.co.jp
 
ア,104412,株式会社アドテック富⼠
〒444-0947,愛知県岡崎市⻄本郷町字社⼝７４−１
2025-06-13
http://www.adtek-fuji.co.jp
 
ア,100514,株式会社アドテックプラズマテクノロジー
〒721-0942,広島県福⼭市引野町５−６−１０
2025-12-20
https://www.adtec-rf.co.jp
 
ア,106707,株式会社アドデザイン
〒214-0004,川崎市多摩区菅⾺場１−１８−８−２１０
2025-06-30
http://www.ad-design.co.jp
 
ア,123560,株式会社アドニス本澤
〒344-0057,埼⽟県春⽇部市南栄町５−６
2025-02-16
http://www.adonis-h.co.jp
 
ア,102600,株式会社アドバネクス
〒114-8581,東京都北区⽥端６−１−１
2024-04-15
http://www.advanex.co.jp



 
ア,121058,株式会社アドバネット
〒700-0951,岡⼭市北区⽥中６１６−４
2025-02-15
http://www.advanet.co.jp
 
ア,103582,アドバン⼯業株式会社
〒640-8441,和歌⼭県和歌⼭市栄⾕８８２
2024-01-26
http://www.advan-industry.co.jp
 
ア,101102,有限会社アドバンス
〒680-0844,⿃取市興南町１２７−２
2024-03-05
 
ア,111862,株式会社アドバンス
〒352-0004,埼⽟県新座市⼤和⽥２−１−３９
2024-06-08
https://www.ab-advance.co.jp/
 
ア,216405,株式会社アドバンス
〒179-0072,東京都練⾺区光が丘３丁⽬９番１ー２００７号
2025-05-14
 
ア,216702,アドバンス株式会社
〒272-0034,千葉県市川市市川１ー９ー１１サン市川ハイツ４０２号
2025-06-25
 
ア,223299,株式会社アドバンス
〒577-0065,⼤阪府東⼤阪市⾼井⽥中１丁⽬１番２１号
2024-07-01
 
ア,227525,有限会社アドバンス
〒031-0071,⻘森県⼋⼾市沼館⼆丁⽬２９番２４号
2024-02-28
 
ア,125799,アドバンスＭＴ株式会社
〒214-0014,神奈川県川崎市多摩区登⼾６３９−５
2023-09-16
 
ア,104544,アドバンスエレクトリックジャパン株式会社
〒861-8001,熊本県熊本市北区武蔵ヶ丘１−８−１５ ＥＸＣＥＬハイム２−Ａ号室
2025-09-15
 
ア,217682,株式会社アドバンスエンジ
〒710-0261,岡⼭県倉敷市北畝５−２２−３４
2026-03-31
 
ア,504749,アドバンスシステム株式会社
〒720-0076,広島県福⼭市本庄町中１丁⽬３４−６
2023-07-12
www.asd-ltd.co.jp
 
ア,105298,アドバンステクノロジー株式会社
〒400-0031,⼭梨県甲府市丸の内２−２−１ ＣＲＯＳＳ５００ ５Ｆ



2024-10-18
http://www.advance-te.com
 
ア,504481,株式会社アドバンスト・メディア
〒170-6042,東京都豊島区東池袋３−１−１ サンシャイン６０ ４２階
2024-10-16
https://www.advanced-media.co.jp/
 
ア,502680,株式会社アドバンストインテリジェントサービス
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町⼀丁⽬３番９号
2024-07-24
https://www.ais.co.jp/
 
ア,123789,アドバンストマテリアルジャパン株式会社
〒100-6121,東京都千代⽥区永⽥町２−１１−１ ⼭王パークタワー２１階
2025-04-09
 
ア,103129,アドバンスドエナジージャパン株式会社
〒102-0073,東京都千代⽥区九段北３−２−５ 九段北３２５ビル７階
2023-04-08
http://www.advanced-energy.co.jp/
 
ア,105715,株式会社アドバンスドデータコントロールズ
〒101-0045,東京都千代⽥区神⽥鍛冶町３−４ ｏａｋ神⽥鍛冶町
2025-10-11
http://www.adac.co.jp/
 
ア,104054,株式会社アドバンスベース
〒244-0805,神奈川県横浜市⼾塚区川上町８７−４ Ｎ＆Ｆビル１ ４階
2024-10-13
https://www.advancebase.co.jp/
 
ア,100285,アドバンスマテリアルズテクノロジー株式会社
〒811-3114,福岡県古賀市舞の⾥５−３９−６
2025-09-09
http://www.amti.co.jp/
 
ア,504332,アドバンス理⼯株式会社
〒224-0053,神奈川県横浜市都筑区池辺町４３８８ 港北住倉ビル
2023-04-15
https://advance-riko.com/
 
ア,125662,株式会社アドバンセル
〒105-0014,東京都港区芝２−５−７
2023-07-19
http://www.advansel.com
 
ア,101360,株式会社アドバンテスト
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内１−６−２ 新丸の内センタービルディング
2023-10-29
http://www.advantest.co.jp
 
ア,129905,株式会社アドバンテック
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内１−８−３
2025-04-08



http://www.advantec-japan.co.jp/
 
ア,503870,アドバンテック株式会社
〒111-0032,東京都台東区浅草６−１６−３
2023-12-20
http://www.advantech.co.jp/
 
ア,121262,アドバンテック東洋株式会社
〒100-0011,東京都千代⽥区内幸町２−２−３ ⽇⽐⾕国際ビル５Ｆ
2025-09-27
https://www.ADVANTEC.co.jp/
 
ア,123790,株式会社アドパック
〒252-0303,神奈川県相模原市南区相模⼤野３−１８−１−９０１
2025-04-13
 
ア,102001,株式会社アドフォース
〒317-0073,茨城県⽇⽴市幸町１−５−１２
2024-12-03
http://www.adforce.co.jp
 
ア,127634,アドフォレスト株式会社
〒115-0051,東京都北区浮間２−１５−８−１０４
2024-12-21
http://www.adforest.co.jp
 
ア,211850,有限会社アドプランニング
〒453-0836,愛知県名古屋市中村区五反城町１丁⽬２９番地
2023-09-15
 
ア,106898,アドマックス株式会社
〒162-0067,東京都新宿区富久町１６−５ 新宿⾼砂ビル１０Ｆ
2026-02-27
https://www.ad-max.co.jp
 
ア,105635,株式会社アドマテック
〒143-0021,東京都⼤⽥区北⾺込２−２６−３ アイセコビル３Ｂ
2025-07-19
 
ア,224212,株式会社アドライズ
〒460-0007,愛知県名古屋市中区新栄１丁⽬４９番８号
2025-02-01
 
ア,224469,有限会社アド・ループ
〒509-7201,岐⾩県恵那市⼤井町２６９５番地の３７
2025-04-01
 
ア,211631,株式会社アドヴァン
〒150-0001,東京都渋⾕区神宮前４−３２−１４
2023-05-10
http://www.advan.co.jp/
 
ア,128674,株式会社アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン
〒390-1701,⻑野県松本市梓川倭３８２０−１
2026-01-10



https://www.a-i-d.co.jp/
 
ア,111152,株式会社アドヴァンスト・ソフト・エンジニアリング
〒004-0015,札幌市厚別区下野幌テクノパーク１−２−１６
2025-01-23
http://www.ase.co.jp
 
ア,230103,アドヴァンテクニカ株式会社
〒264-0032,千葉県千葉市若葉区みつわ台⼆丁⽬４番３号
2025-05-17
 
ア,230112,株式会社アドヴァンテック
〒306-0625,茨城県坂東市莚打１４１番１
2025-05-24
https://www.advan.co.jp
 
ア,129753,株式会社アドヴィックス
〒448-8688,愛知県刈⾕市昭和町２−１
2025-01-14
http://www.advics.co.jp
 
ア,105889,⽳織カーボン株式会社
〒567-0028,⼤阪府茨⽊市畑⽥町６−２０
2026-03-27
http://www.anaori.co.jp
 
ア,101463,株式会社アナハイム・エレクトロニクス
〒243-0418,神奈川県海⽼名市⼤⾕南３−１２−３
2024-07-11
http://anaheim-enics.com/
 
ア,505196,株式会社あなぶき建設⼯業
〒760-0026,⾹川県⾼松市磨屋町２番地８ あなぶきセントラルビル９Ｆ
2025-03-25
https://www.anabuki-k.jp/
 
ア,211012,株式会社⽳吹⼯務店
〒760-8520,⾹川県⾼松市藤塚町１ー１１ー２２
2025-07-01
https://www.anabuki.co.jp/
 
ア,222658,株式会社⽳吹⼯務店
〒760-8520,⾹川県⾼松市藤塚町１−１１−２２
2021-02-01
https://www.anabuki.co.jp/
 
ア,120620,⽳⽔株式会社
〒210-0025,神奈川県川崎市川崎区下並⽊３
2023-11-14
http://www.anamizu-kw.co.jp/
 
ア,100793,株式会社⽳⽔村⽥製作所
〒927-0026,⽯川県鳳珠郡⽳⽔町字⼤町チの５３
2023-06-27
http://www.murata.co.jp



 
ア,101205,アナログ・テック株式会社
〒135-0064,東京都江東区⻘海１−１−２０ ダイバーシティ東京オフィスタワー１２Ｆ
2024-07-26
https://www.analogtech.co.jp
 
ア,101660,アナログ・デバイセズ株式会社
〒105-6891,東京都港区海岸１−１６−１
2024-04-25
http://www.analog.com
 
ア,103005,有限会社アナログリンク
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−１４−８ オフィス新横浜７０１号室
2026-02-06
http://www.analoglink.jp/
 
ア,231911,アニー⼯業株式会社
〒985-0835,宮城県多賀城市下⾺三丁⽬１０番３２号
2026-04-18
 
ア,220407,株式会社アニマ
〒340-0822,埼⽟県⼋潮市⼤瀬⼀丁⽬１０番地２
2024-11-01
 
ア,226316,株式会社アニマート
〒530-0012,⼤阪府⼤阪市北区芝⽥２ー８ー３１第三東洋ビル５Ｆ
2026-01-01
 
ア,504159,ＡＮＥＯＳ株式会社
〒152-0001,東京都⽬黒区中央町⼀丁⽬５番１２号
2024-12-07
https://www.aneos.co.jp/
 
ア,229748,株式会社アネシス
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀３丁⽬２６番９号
2026-06-03
https://anesis-inc.jp/
 
ア,228880,アネス株式会社
〒114-0005,東京都北区栄町１番３号
2025-02-07
http://www.anes-corp.jp/
 
ア,104091,株式会社アネステック
〒210-0007,神奈川県川崎市川崎区駅前本町１１−２
2024-10-19
http://www.anestec.co.jp/
 
ア,222410,株式会社阿野組
〒102-0082,東京都千代⽥区⼀番町９ー１０
2023-11-01
 
ア,106173,アバ株式会社
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚３−５０−８
2024-03-10



http://www.aba-japan.co.jp
 
ア,101895,株式会社アバールデータ
〒194-0023,東京都町⽥市旭町１−２５−１０
2025-12-26
https://www.avaldata.co.jp
 
ア,222216,アバンギャルドフジコウ株式会社
〒454-0839,愛知県名古屋市中川区篠原橋通三丁⽬４８番地
2026-06-01
http://fujikoh.com/
 
ア,213566,株式会社アバント
〒146-0091,東京都⼤⽥区鵜の⽊２ー４１ー１０
2024-01-27
 
ア,121038,アヒコファインテック株式会社
〒996-0091,⼭形県新庄市⼗⽇町１５０１−３
2025-02-15
http://AHIKO.jp/
 
ア,212966,有限会社安孫⼦組
〒251-0032,神奈川県藤沢市⽚瀬３９０−７２
2025-12-18
 
ア,126371,有限会社安孫⼦製作所
〒369-1214,埼⽟県⼤⾥郡寄居町⼤字今市８１４−１１
2023-12-14
http://www.abikoss.co.jp/
 
ア,126765,有限会社アビコネジ
〒125-0051,東京都葛飾区新宿１−１５−５
2024-03-22
 
ア,126873,アビサービス株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−１３−６ 第⼀Ｋ・Ｓビル１０Ｆ
2024-05-26
http://www.avi.co.jp/
 
ア,105791,株式会社アビヅ
〒455-0026,愛知県名古屋市港区昭和町１４−２４
2025-12-11
http://www.arbiz.co.jp
 
ア,105402,アビトップ株式会社
〒110-0005,東京都台東区上野６−１６−２０ 松村ビル４Ｆ
2024-12-26
https://www.avitop.co.jp/
 
ア,225319,阿⽐野建設株式会社
〒671-1116,兵庫県姫路市広畑区正⾨通４丁⽬３番地３
2025-06-01
http://www.abino.co.jp/
 
ア,124599,株式会社アビリカ



〒101-0038,東京都千代⽥区神⽥美倉町１２−２
2025-11-12
https://www.abilica.co.jp/
 
ア,103987,株式会社アビリティ
〒570-0015,⼤阪府守⼝市梶町１−４−１３
2024-09-29
http://www.ablty.jp/
 
ア,120820,株式会社アビリティ
〒581-0813,⼤阪府⼋尾市泉町１−１０９
2024-02-03
http://www.web-ability.co.jp
 
ア,503912,アビリティーセンター株式会社
〒792-0812,愛媛県新居浜市坂井町２−３−１７ 新居浜テレコムプラザ７Ｆ
2024-02-08
https://www.abi.co.jp/
 
ア,103782,株式会社アビリティ・インタービジネス・ソリューションズ
〒730-0025,広島市中区東平塚町１−１４ ⼤興平塚ビル３Ｆ
2024-04-09
https://www.a-ibs.com/
 
ア,128987,株式会社アピール
〒036-0162,⻘森県平川市館⼭上⻲岡２６
2026-06-12
https://www.appeal-net.co.jp
 
ア,125282,株式会社アピステ
〒530-0004,⼤阪市北区堂島浜１−４−１６
2026-03-03
http://www.apiste.co.jp/
 
ア,101395,アピックヤマダ株式会社
〒389-0898,⻑野県千曲市⼤字上徳間９０
2025-04-03
https://www.yamaha-robotics.com
 
ア,212406,株式会社ア・ファクトリー
〒151-0051,東京都渋⾕区千駄ヶ⾕５丁⽬２７番１１号アグリスクエア新宿
2024-12-05
https://www.a-factory.com/
 
ア,210785,株式会社アフェクションウォーク
〒530-0052,⼤阪府⼤阪市北区南扇町１番５号
2024-12-22
https://affectionwalk.jp/
 
ア,106129,株式会社ａｆｔｅｒＦＩＴ
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨２−４−６ 豊国ビル１・２Ｆ
2024-01-15
https://afterfit.co.jp/
 
ア,120694,株式会社ＡＦＲＥＸ



〒599-8254,⼤阪府堺市中区伏尾７２２
2023-12-05
http://afrex.jp
 
ア,223529,株式会社油久
〒464-8530,愛知県名古屋市千種区萱場１ー６ー１９
2024-09-01
https://www.abq.co.jp
 
ア,216344,阿武隈開発株式会社
〒963-0115,福島県郡⼭市南⼆丁⽬１３９番地
2022-04-23
 
ア,217836,阿武隈建設株式会社
〒963-0117,福島県郡⼭市安積荒井⼀丁⽬７３番地
2023-06-30
 
ア,129901,株式会社アプコ
〒192-0906,東京都⼋王⼦市北野町５２２−１０
2025-04-08
http://www.apco-jp.com/
 
ア,231613,株式会社アプト
〒210-0843,神奈川県川崎市川崎区⼩⽥栄⼀丁⽬１２番１１号
2026-01-31
 
ア,226221,株式会社アプトサイン
〒980-0802,宮城県仙台市⻘葉区⼆⽇町７番３２号
2025-12-01
http://www21.ocn.ne.jp~aptsign/
 
ア,111110,株式会社アプトデイト
〒120-0026,東京都⾜⽴区千住旭町３９−７
2024-10-20
http://www.uptodate.co.jp/
 
ア,504126,株式会社アプメス
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨５−１−５ メトロシティ神⾕町６Ｆ
2024-10-22
https://www.apms-japan.net/
 
ア,111059,アプライドマテリアルズジャパン株式会社
〒108-8444,東京都港区海岸３−２０−２０ ヨコソーレインボータワー
2024-02-25
http://www.appliedmaterials.com
 
ア,503294,株式会社アプリクラフト
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊１丁⽬１８番１３号 ⼭野代々⽊ビル
2024-11-20
https://www.applicraft.com/
 
ア,224780,有限会社アプリコット
〒203-0053,東京都東久留⽶市本町１ー８ー２０
2025-04-01
 



ア,504420,株式会社 アプリコット
〒210-0007,神奈川県川崎市川崎区駅前本町１１−２ 川崎フロンティアビル８Ｆ
2024-03-20
http://www.apricotinc.co.jp
 
ア,100551,株式会社アプレット
〒732-0056,広島県広島市東区上⼤須賀町１４−４ 笠井ビル３階
2026-01-17
https://www.appletinc.co.jp
 
ア,212651,株式会社アプローズ
〒235-0021,神奈川県横浜市磯⼦区岡村７丁⽬２９番２０号
2025-05-29
_
 
ア,230038,アプロ通信株式会社
〒500-8268,岐⾩県岐⾩市茜部菱野四丁⽬１３４番地
2025-04-19
https://www.appro.ne.jp/
 
ア,103382,株式会社アプロリンク
〒273-0025,千葉県船橋市印内町５６８−１−２
2023-09-01
http://www.aprolink.jp
 
ア,221794,株式会社アベ
〒080-0010,北海道帯広市⼤通南３丁⽬１７番地１
2025-07-01
 
ア,505123,株式会社アベールジャパン
〒060-0042,北海道札幌市中央区⼤通⻄４丁⽬６番地１ 札幌⼤通⻄４ビル１０Ｆ
2024-09-10
https://www.avail-japan.co.jp/
 
ア,101173,アベイズム株式会社
〒153-8571,東京都⽬黒区上⽬黒４−３０−１２
2025-03-12
http://www.abeism.co.jp
 
ア,111142,株式会社アベイルテック
〒350-0158,埼⽟県⽐企郡川島町伊草４１
2025-01-22
http://www.availtec.co.jp
 
ア,226727,アベ・インテリア株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿１ー７ー１０
2023-05-01
 
ア,223263,株式会社阿部和⼯務店
〒980-0011,宮城県仙台市⻘葉区上杉１丁⽬１７番１８号銅⾕ビル
2024-06-01
 
ア,214804,有限会社安部建業
〒964-0203,福島県⼆本松市⽊幡字川⾯５１
2023-06-20



 
ア,212277,株式会社阿部建設
〒959-2135,新潟県阿賀野市下⾥１２１４番地
2024-07-18
 
ア,215245,安部建設株式会社
〒840-0201,佐賀県佐賀市⼤和町⼤字尼寺７８８−１
2024-02-20
 
ア,227091,株式会社アベコー
〒158-0094,東京都世⽥⾕区⽟川２−１４−１１
2023-10-01
 
ア,212881,阿部⼯業株式会社
〒950-0861,新潟県新潟市東区中⼭６丁⽬２０番１号
2025-10-23
http://pavc.ne.jp/~abekogyo
 
ア,215618,株式会社阿部⼯業
〒174-0074,東京都板橋区東新町１ー６ー１
2024-10-02
 
ア,227015,株式会社阿部鋼業
〒230-0074,神奈川県横浜市鶴⾒区北寺尾６ー３１ー５
2023-09-01
 
ア,227172,阿部興業株式会社
〒160-8404,東京都新宿区新宿⼀丁⽬７番１０号
2023-11-01
http://www.abekogyo.co.jp
 
ア,218702,株式会社阿部コンクリート⼯業
〒981-3311,宮城県富⾕市富⾕新町５番地
2023-12-08
 
ア,214633,株式会社阿部産業
〒166-0013,東京都杉並区堀ノ内３丁⽬５２番３号
2023-03-21
http://www.abesangyo.co.jp/
 
ア,102239,株式会社阿部紙⼯
〒960-2195,福島県福島市庄野字柿場１−１１
2025-01-28
http://www.abeshikoh.co.jp/
 
ア,128984,株式会社阿部製作
〒370-0303,群⾺県太⽥市新⽥⼩⾦井町３２０−２２
2026-06-09
https://abeseisaku.co.jp
 
ア,125351,株式会社阿部製作所
〒024-0002,岩⼿県北上市北⼯業団地１−９
2026-03-25
http://www.abe-jp.com
 



ア,220939,阿部善産業株式会社
〒982-0805,宮城県仙台市太⽩区鈎取本町⼀丁⽬１番６号
2025-03-29
http://www.abezen.jp/
 
ア,121074,アベテクノシステム株式会社
〒146-0083,東京都⼤⽥区千⿃１−１１−２
2024-12-18
http://www.abetechno.com/
 
ア,106943,株式会社アベデン
〒969-1403,福島県⼆本松市渋川字上払川８９−１
2026-04-11
http://www.abeden.biz/
 
ア,230086,阿部電気⼯事株式会社
〒053-0811,北海道苫⼩牧市光洋町⼆丁⽬１番１１号
2025-05-17
https://www.abedenki.com/
 
ア,227683,株式会社阿部電業社
〒112-0011,東京都⽂京区千⽯４ー２９ー７
2024-03-23
 
ア,220906,株式会社阿部電⼯
〒981-0102,宮城県宮城郡利府町春⽇字勝負沢５９番地
2025-03-22
http://www.abedenkou.com/
 
ア,221587,株式会社阿部内装興業
〒983-0014,宮城県仙台市宮城野区⾼砂１丁⽬２８番地の１
2025-04-01
http://www.abe-naisoh.com/
 
ア,214303,株式会社安部⽇鋼⼯業
〒500-8638,岐⾩県岐⾩市六条⼤溝３丁⽬１３番３号
2025-07-26
http://www.abe-nikko.co.jp
 
ア,227597,株式会社あべのマテリアルズ
〒986-2223,宮城県牡⿅郡⼥川町野々浜字⼤道１３２−１
2024-03-09
 
ア,111281,阿部ハトメ株式会社
〒111-0043,東京都台東区駒形２−４−５
2023-07-13
http://www.abe-hatome.co.jp/
 
ア,215439,有限会社阿部板⾦
〒957-0082,新潟県新発⽥市佐々⽊２５６
2024-06-05
 
ア,121292,株式会社アベプレーティング
〒680-0911,⿃取市千代⽔３−７７−１
2025-09-28



http://abe-plt.o.oo7.jp/
 
ア,111203,安部巻線株式会社
〒807-0874,北九州市⼋幡⻄区⼤浦１−１２−１０
2023-08-02
 
ア,121079,株式会社アベヤス
〒024-0094,岩⼿県北上市本通り３−３−９
2025-01-11
http://www.abeyasu.co.jp
 
ア,122782,株式会社アベルゥフ
〒142-0064,東京都品川区旗の台５−１３−１
2024-11-17
http://www.aberuf.com
 
ア,211062,株式会社アベルコ
〒123-8509,東京都⾜⽴区⿅浜３ー３ー３
2026-04-01
 
ア,219467,株式会社ＡＢＥ冷熱
〒814-0153,福岡県福岡市城南区樋井川７−１２−２
2024-03-23
 
ア,210363,株式会社アペック
〒334-0055,埼⽟県川⼝市⼤字安⾏⼩⼭４４３番地１
2024-06-12
 
ア,210988,株式会社アペックエンジニアリング
〒330-0854,埼⽟県さいたま市⼤宮区桜⽊町１丁⽬１１番地７
2025-03-18
http://www.apeceng.co.jp
 
ア,121321,アペックス株式会社
〒106-0031,東京都港区⻄⿇布３−２１−２０−３１０
2026-06-12
https://www.appex.co.jp/
 
ア,121852,株式会社アペックス
〒192-0024,東京都⼋王⼦市宇津⽊町５２３−１
2024-06-18
http://www.apex-tokyo.co.jp
 
ア,213497,株式会社アペックス
〒163-1305,東京都新宿区⻄新宿６ー５ー１
2023-11-11
 
ア,216319,株式会社アペックス
〒174-0076,東京都板橋区上板橋２丁⽬１９番６号
2025-04-23
_
 
ア,220395,有限会社アペックス
〒736-0041,広島県安芸郡海⽥町⼤正町５番７号
2024-10-26



 
ア,226198,株式会社アペックス
〒300-1246,茨城県つくば市菅間４３０番地
2025-11-01
 
ア,104047,株式会社アペックスシステム
〒060-0002,北海道札幌市中央区北２条⻄３−１−１３ 太陽⽣命ひまわり札幌ビル
2024-10-13
 
ア,210952,株式会社アペルト
〒538-0035,⼤阪府⼤阪市鶴⾒区浜４丁⽬２０番２５号
2022-03-04
 
ア,212985,株式会社アペルト
〒232-0066,神奈川県横浜市南区六ツ川１丁⽬６４５番１号
2026-01-08
 
ア,111217,網⼲産業株式会社
〒671-1133,兵庫県姫路市⼤津区吉美６６１
2026-05-06
http://www.aboshi-sangyo.co.jp/
 
ア,121243,網⼲塗料株式会社
〒671-1125,兵庫県姫路市広畑区⻑町１−４９−２
2025-12-20
 
ア,129827,アポロアイシーティー株式会社
〒312-0052,茨城県ひたちなか市東⽯川２６１１−４９ サンスカイタワー２０２
2025-03-18
http://www.ijk-inc.com/
 
ア,106711,株式会社アポロウエーブ
〒532-0011,⼤阪市淀川区⻄中島６−７−８ ⼤昭ビル４Ｆ
2025-07-01
 
ア,102839,株式会社アポロエンジニアリング
〒400-0212,⼭梨県南アルプス市下今諏訪６１０
2022-10-21
http://www.apollo-electronics.jp
 
ア,126449,アポロ技研株式会社
〒224-0037,神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南２−６−２５
2024-01-10
http://www.apollo-g.co.jp/
 
ア,105066,アポロ⼯業株式会社
〒342-0027,埼⽟県吉川市三輪野江２４０５
2024-03-19
http://www.apollo-kk.co.jp/
 
ア,224798,アポロ⼯芸株式会社
〒491-0831,愛知県⼀宮市森本１丁⽬２９番５号
2025-04-01
http://www.apollo-kougei.co.jp
 



ア,214924,株式会社アポロ⼯芸社
〒131-0033,東京都墨⽥区向島４ー２４ー４
2023-08-08
 
ア,504831,アポロ情報システム株式会社
〒961-0923,福島県⽩河市⽩井掛下２１番地の１２２
2023-08-22
http://apollo-infosystem.co.jp
 
ア,504668,アポロ通信システム株式会社
〒353-0006,埼⽟県志⽊市館２−５−２
2023-06-14
 
ア,105589,アポロテック株式会社
〒224-0053,神奈川県横浜市都筑区池辺町３８３４
2025-06-17
http//www.apolotec.net/
 
ア,121497,アポロプレシジョン株式会社
〒239-0836,神奈川県横須賀市内川１−２−１９
2024-05-12
http://www.apco-eng.com
 
ア,121315,有限会社天池製作所
〒154-0001,東京都世⽥⾕区池尻４−３５−２６
2026-03-08
 
ア,216316,天井陶⼯株式会社
〒578-0966,⼤阪府東⼤阪市三島３丁⽬４番２２号
2025-04-23
https://amaitoko.jimdofree.com/
 
ア,101683,海内⼯業株式会社
〒226-0012,横浜市緑区上⼭１−５−１５
2023-06-14
http://amauchi-industry.com/
 
ア,213255,天尾建設株式会社
〒260-0006,千葉県千葉市中央区道場北１ー１７ー３２
2023-06-03
 
ア,120867,尼崎製罐株式会社
〒660-0076,兵庫県尼崎市⼤島１−４１−１
2024-02-14
http://www.amakan.co.jp
 
ア,122889,天⽅産業株式会社
〒432-8531,静岡県浜松市中区神⽥町１３６６
2024-12-15
https://www.amagata.com/
 
ア,104676,株式会社アマダ
〒259-1196,神奈川県伊勢原市⽯⽥２００
2026-03-10
http://www.amada.co.jp



 
ア,103408,株式会社アマダプレスシステム
〒259-1196,神奈川県伊勢原市⽯⽥２００
2023-09-16
http://www.amp.amada.co.jp
 
ア,102911,株式会社アマダマシナリー
〒259-1196,神奈川県伊勢原市⽯⽥２００
2025-12-06
https://www.amc.amada.co.jp
 
ア,120539,株式会社天辻鋼球製作所
〒571-0070,⼤阪府⾨真市上野⼝町１−１
2023-10-23
http://www.aksball.co.jp/
 
ア,224896,株式会社天内鋼業
〒241-0802,神奈川県横浜市旭区上川井町３１６７ー１
2025-04-01
https://amanaikougyou.wixsite.com/toppage
 
ア,216813,天沼建設⼯業株式会社
〒196-0013,東京都昭島市⼤神町１丁⽬１８番３４号
2025-07-02
https://www.ama-ken.biz/
 
ア,101160,アマノ株式会社
〒222-8558,横浜市港北区⼤⾖⼾町２７５
2026-02-23
http://www.amano.com
 
ア,222283,株式会社アマノ
〒722-0051,広島県尾道市東尾道４ー１
2023-10-01
 
ア,226811,有限会社アマノ
〒216-0004,神奈川県川崎市宮前区鷺沼４ー３ー２４
2026-06-01
 
ア,101856,天野アルミニウム株式会社
〒110-0005,東京都台東区上野３−７−５
2024-11-01
http://www.amano-alumi.com/
 
ア,120535,天野エンザイム株式会社
〒460-8630,愛知県名古屋市中区錦１−２−７
2023-10-21
https://www.amano-enzyme.co.jp/
 
ア,220098,株式会社天野組
〒216-0003,神奈川県川崎市宮前区有⾺６−１０−６
2024-07-20
 
ア,211013,株式会社天野建設
〒505-0114,岐⾩県可児郡御嵩町中切９６０ー１



2025-03-29
_
 
ア,211911,天野建設株式会社
〒559-0013,⼤阪府⼤阪市住之江区御崎６丁⽬５番１０号
2023-11-17
 
ア,213840,天野⼯業株式会社
〒145-0071,東京都⼤⽥区⽥園調布１ー２１ー１７
2024-09-15
 
ア,215208,アマノ⼯業株式会社
〒194-0045,東京都町⽥市南成瀬１ー２ー６
2024-02-06
 
ア,222108,株式会社天野左官
〒999-3706,⼭形県東根市三⽇町⼀丁⽬２番地１
2026-03-01
 
ア,102538,天野商事株式会社
〒950-0868,新潟県新潟市東区紫⽵卸新町１８０８−２９
2025-04-19
 
ア,105328,株式会社アマノ樹⼯
〒401-0023,⼭梨県⼤⽉市笹⼦町⽩野９２５−１
2024-10-29
 
ア,121077,株式会社天野精機⼯業
〒222-0001,横浜市港北区樽町４−１８−１６
2024-12-08
 
ア,503096,天野通信株式会社
〒004-0003,北海道札幌市厚別区厚別東３条３丁⽬１３番３号
2024-02-03
 
ア,229957,天野・⽇清株式会社
〒761-0301,⾹川県⾼松市林町１９９１ー４
2023-09-18
 
ア,229430,有限会社天野鈑⾦⼯作所
〒690-0026,島根県松江市富⼠⾒町３番地２６
2025-12-13
http://www2.ocn.ne.jp/~amanbk/
 
ア,105278,天野屋化⼯株式会社
〒601-8213,京都府京都市南区久世中久世町３−６７
2024-10-15
 
ア,105836,アマプレ株式会社
〒520-3114,滋賀県湖南市⽯部⼝１−１４−１３
2026-02-05
 
ア,122823,株式会社⾬宮製作所
〒145-0063,東京都⼤⽥区南千束１−３４−４
2024-11-26



http://www.amamiya-ss.co.jp/
 
ア,210301,株式会社天本緑地造園
〒841-0072,佐賀県⿃栖市村⽥町五反三歩１４９３番地１
2024-04-28
http://www.amamoto.co.jp/index.html
 
ア,226816,株式会社アミック
〒153-0051,東京都⽬黒区上⽬黒２丁⽬１５番１４号
2026-06-01
http://www.amic1.co.jp/
 
ア,111161,アミノ化学⼯業株式会社
〒340-0004,埼⽟県草加市弁天４−１０−１２
2025-08-26
 
ア,123731,アミノマレッツ株式会社
〒101-0025,東京都千代⽥区神⽥佐久間町２−２０ 翔和秋葉原ビル４階
2025-03-19
http://www.amino-mrts.co.jp/
 
ア,216283,有限会社アミューズプロジェクト
〒870-0315,⼤分県⼤分市⼤字佐野４２４９番地の２
2025-04-09
 
ア,501081,株式会社アム・ネット
〒104-0043,東京都中央区湊三丁⽬６番１号
2024-03-21
http://www.am-net.co.jp
 
ア,105615,ＡＭＫＯＲ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＨＯＬＤＩＮＧ ＰＴＥ． ＬＴＤ．
〒000-0000,４９１Ｂ Ｒｉｖｅｒ Ｖａｌｌｅｙ Ｒｏａｄ，＃１５−０２∕０４ Ｖａｌｌｅｙ Ｐｏｉｎｔ，Ｓｉｎｇ
ａｐｏｒｅ
2022-06-28
https://amkor.com/
 
ア,211123,アムズ株式会社
〒921-8043,⽯川県⾦沢市⻄泉三丁⽬９２番地
2025-05-10
http://www.e-ams.co.jp/
 
ア,505030,株式会社アムテックス
〒156-0052,東京都世⽥⾕区経堂５−２０−１６
2024-01-24
https://www.amtechs.co.jp
 
ア,224968,株式会社アムロン
〒760-0060,⾹川県⾼松市末広町７番地２１
2025-04-01
https://www.amron.co.jp
 
ア,504956,アメテック株式会社
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨１−１−３０ 芝ＮＢＦタワー３階
2023-09-20
http://www.ametek.co.jp



 
ア,213147,株式会社アメニテック
〒920-0018,⽯川県⾦沢市三⼝町⽕３１８番地
2026-03-25
 
ア,105946,株式会社アメフレック
〒661-0026,兵庫県尼崎市⽔堂町２−４０−１０
2026-06-18
http://www.amefrec.co.jp/
 
ア,224377,株式会社アメミヤ建装
〒221-0865,神奈川県横浜市神奈川区⽚倉２丁⽬３７番５号
2025-04-01
 
ア,111983,⾬宮光学機械株式会社
〒405-0025,⼭梨県⼭梨市⼀町⽥中９９９
2024-09-11
https://amemiyak.com
 
ア,218328,⾬宮⼯業株式会社
〒400-0061,⼭梨県甲府市荒川２−６−４２
2023-09-01
 
ア,129037,アメリカ・ツウ・ジャパン・エルエルシー
〒220-6220,横浜市⻄区みなとみらい２−３−５ クイーンズタワーＣ棟２０階
2023-07-23
https://a2globalelectronics.com/ja/
 
ア,220405,株式会社アメリカ屋
〒963-1165,福島県郡⼭市⽥村町徳定字下河原５８
2024-11-01
 
ア,227961,株式会社あめりか屋
〒914-0046,福井県敦賀市⻑沢１３ー１３ー１
2021-04-20
http://www.amerikaya-arc.com
 
ア,231449,アメリカンエンジニアコーポレイション（その他）
〒901-2223,沖縄県宜野湾市⼤⼭七丁⽬８番１３号
2025-12-13
https://www.aec-japan.co.jp/
 
ア,106806,株式会社アメロイド
〒231-0028,神奈川県横浜市中区翁町１−６−１２
2025-12-07
https://www.ameroid.co.jp
 
ア,129724,有限会社綾瀬商会
〒252-1108,神奈川県綾瀬市深⾕上５−２５−８
2024-12-21
 
ア,220927,株式会社鮎活
〒395-0152,⻑野県飯⽥市育良町⼀丁⽬１２番５
2025-03-29
https://ayukatsu.jp/



 
ア,230936,株式会社アユサワ
〒321-0944,栃⽊県宇都宮市東峰町３０２９番地
2025-09-27
https://www.ayusawa.co.jp
 
ア,218133,有限会社鮎澤総業
〒125-0054,東京都葛飾区⾼砂１−１８−１５プレミエールヒルズ⻘砥橋２０１
2023-08-04
 
ア,219268,歩計装株式会社
〒660-0861,兵庫県尼崎市御園町３５番地
2024-03-09
 
ア,214559,株式会社歩建設
〒356-0034,埼⽟県ふじみ野市駒林８９５ー１
2023-02-07
 
ア,125353,アユミ⼯業株式会社
〒671-0225,兵庫県姫路市別所町家具町６０
2026-03-25
http://www.ayumi-ind.co.jp/
 
ア,223163,有限会社アラアケ
〒331-0054,埼⽟県さいたま市⻄区⼤字島根６７９ー３
2024-06-01
 
ア,106895,株式会社アライ
〒102-0093,東京都千代⽥区平河町２−４−７
2026-02-16
https://www.arai-stamp.co.jp
 
ア,121025,株式会社アライ
〒520-2112,滋賀県⼤津市牧３−１４−１
2024-11-16
http://www.arai-gr.com/company/
 
ア,121317,株式会社アライ
〒214-0014,神奈川県川崎市多摩区登⼾６６１
2026-04-08
 
ア,224226,株式会社アライ
〒494-0004,愛知県⼀宮市北今字定納２７番１号
2025-03-01
 
ア,212913,有限会社荒井圧送
〒216-0041,神奈川県川崎市宮前区野川本町三丁⽬２９番１３号
2025-11-13
http://www.arai-asso.com
 
ア,105026,株式会社アライアンス
〒102-0074,東京都千代⽥区九段南３−３−４ ニューライフビル５Ｆ
2024-02-01
https://www.allit.co.jp/
 



ア,217477,株式会社新井管⼯事
〒363-0027,埼⽟県桶川市川⽥⾕６６５４ー１
2026-01-14
https://araikankouji.com/
 
ア,221156,株式会社新井組
〒120-0045,東京都⾜⽴区千住桜⽊１丁⽬９番９号
2025-03-01
http://arai-gumi.co.jp/
 
ア,213445,荒井⼯業株式会社
〒319-1222,茨城県⽇⽴市久慈町７ー８ー２２
2023-09-30
 
ア,223604,新井⼯業株式会社
〒345-0036,埼⽟県北葛飾郡杉⼾町杉⼾三丁⽬８番９号
2024-10-01
http://www.araikougyou.co.jp
 
ア,105956,株式会社新井⼯具
〒312-0045,茨城県ひたちなか市勝⽥中央１２−１７
2026-07-01
http://araikougu.co.jp
 
ア,221786,株式会社新井⼯務店
〒331-0812,埼⽟県さいたま市北区宮原町４ー１１ー１
2025-07-01
 
ア,222481,株式会社荒井⼯務店
〒120-0004,東京都⾜⽴区東綾瀬１−１７−３
2020-12-01
http://araikoumuten.com
 
ア,223306,株式会社新井⼯務店
〒240-0002,神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区宮⽥町２ー１５８ー７
2024-07-01
 
ア,102144,有限会社新井樹脂⼯業所
〒379-2212,群⾺県伊勢崎市堀下町３４３−１
2025-01-17
 
ア,111926,株式会社荒井製作所
〒103-0004,東京都中央区東⽇本橋２−２７−６ 昭和ビル７Ｆ
2024-08-30
http://www.arai-net.com
 
ア,120106,株式会社新井製作所
〒144-0033,東京都⼤⽥区東糀⾕１−５−１７
2023-07-22
 
ア,213159,株式会社荒井鉄筋⼯業所
〒363-0006,埼⽟県桶川市⼤字倉⽥２９４
2026-03-25
https://www.arai-tk.co.jp/
 



ア,214866,株式会社荒井鉄⼯
〒210-0833,神奈川県川崎市川崎区桜本２ー３８ー１７
2026-07-11
 
ア,220931,有限会社荒井電気⼯事
〒252-0003,神奈川県座間市ひばりが丘⼀丁⽬２番７号
2025-03-29
http://www.arai-denkikouji.com
 
ア,230961,株式会社荒井電業社
〒198-0023,東京都⻘梅市今井三丁⽬３１番地２６
2025-10-04
 
ア,212139,株式会社荒井電設
〒323-1106,栃⽊県栃⽊市藤岡町都賀８８３
2021-04-18
 
ア,230409,有限会社新井電設
〒322-0527,栃⽊県⿅沼市塩⼭町１５９９番地５
2025-07-12
https://www.araidensetsu.com
 
ア,501082,アライドテレシス株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥７−２１−１１
2023-11-01
https://www.allied-telesis.co.jp/index.html
 
ア,114886,株式会社アライドマテリアル
〒105-0014,東京都港区芝１−１１−１１ 住友不動産芝ビル１４Ｆ
2024-03-24
https://www.allied-material.co.jp/
 
ア,120066,株式会社アライパーツ
〒340-0813,埼⽟県⼋潮市⽊曽根７３４
2023-07-12
http://www.arai-parts.com/
 
ア,121726,アラインテック株式会社
〒740-0045,⼭⼝県岩国市⻑野１８１５−７
2024-05-23
https://alinetech.co.jp/
 
ア,502733,株式会社アライヴ
〒105-0014,東京都港区芝三丁⽬１５番５号 ジョイヴィレッジ芝公園５階
2024-10-17
https://www.alive-inc.jp/
 
ア,210595,株式会社アライヴァル
〒460-0008,愛知県名古屋市中区栄５ー１２ー２４
2024-10-06
 
ア,111131,株式会社アラオ
〒861-4144,熊本県熊本市南区富合町釈迦堂３８８
2025-07-29
http://www.araotech.co.jp/



 
ア,127627,株式会社荒尾製作所
〒498-0051,愛知県弥富市狐地１−１０１−１
2024-12-19
 
ア,215385,合資会社新垣材⽊店
〒902-0076,沖縄県那覇市与儀２丁⽬１−１９
2024-05-08
 
ア,105361,株式会社アラカワ
〒522-0053,滋賀県彦根市⼤薮町２０３４−１３
2024-11-28
http://www.arakawa-net.com
 
ア,106612,株式会社荒川印刷
〒460-0012,愛知県名古屋市中区千代⽥２−１６−３８
2025-03-18
http://www.arkw.co.jp
 
ア,102741,荒川化学⼯業株式会社
〒541-0046,⼤阪府⼤阪市中央区平野町１−３−７
2025-08-12
https://www.arakawachem.co.jp/jp/
 
ア,122333,株式会社荒川商会
〒451-0045,愛知県名古屋市⻄区名駅２−２５−２２−１
2024-08-13
 
ア,103537,有限会社荒川製作所
〒236-0004,神奈川県横浜市⾦沢区福浦２−１５−２０
2023-12-10
http://www.arakawa-mw.co.jp
 
ア,227814,株式会社荒川設備
〒059-0033,北海道登別市栄町３ー１８ー５
2024-04-10
http://www.kankyou-tantei.com
 
ア,210637,株式会社荒川測量設計
〒486-0817,愛知県春⽇井市東野町９丁⽬１番２３
2024-10-21
http://www.a-s-planning.com/
 
ア,210610,荒川鉄⼯株式会社
〒454-0056,愛知県名古屋市中川区⼗⼀番町６丁⽬５番地の５
2024-10-13
http://www.arakawa-tekkou.co.jp/
 
ア,230436,株式会社荒川鉄⼯所
〒625-0007,京都府舞鶴市字⼤波下島⽥１００５番地
2025-07-12
 
ア,223191,荒川陶業株式会社
〒113-0034,東京都⽂京区湯島１−１−２
2024-06-01



http://www.arakawa-togyo.com/
 
ア,106082,荒川プレス⼯業株式会社
〒192-0041,東京都⼋王⼦市中野上町２−１０−２３
2023-11-11
 
ア,231365,荒川⽊⼯株式会社
〒613-0044,京都府久世郡久御⼭町藤和⽥⾺場崎野３４番１
2025-11-29
 
ア,121252,荒⾦商事株式会社
〒210-0818,川崎市川崎区中瀬３−２３−３
2025-09-26
 
ア,222157,荒⽊圧接有限会社
〒132-0035,東京都江⼾川区平井７ー１５ー７
2023-05-01
http://www.araki-weld.co.jp/
 
ア,214146,株式会社荒⽊⼯務店
〒820-0062,福岡県飯塚市⽬尾５１５番地の７５
2025-04-19
 
ア,214099,荒⽊重機株式会社
〒478-0001,愛知県知多市⼋幡字荒古前１３の３
2025-03-29
_
 
ア,111360,株式会社荒⽊製作所
〒573-1132,⼤阪府枚⽅市招提⽥近２−２−３
2023-07-25
http://www.araki-mfg.com
 
ア,219865,株式会社荒⽊製作所
〒343-0106,埼⽟県北葛飾郡松伏町⼤川⼾３２６４−１
2024-06-15
 
ア,120589,株式会社荒⽊⽯油店
〒440-0086,愛知県豊橋市下地町字橋⼝１６０−１
2023-11-06
https://www.araki-g.jp
 
ア,216248,株式会社アラキ総産
〒264-0026,千葉県千葉市若葉区⻄都賀３丁⽬２１番２号
2025-04-02
http://www.sosan.jp/
 
ア,218077,有限会社アラキビル商會
〒890-0056,⿅児島県⿅児島市下荒⽥３−９−１０
2023-08-04
 
ア,125751,アラクサラネットワークス株式会社
〒212-0058,神奈川県川崎市幸区⿅島⽥１−１−２
2023-08-30
https://www.alaxala.com



 
ア,211609,株式会社荒組
〒230-0071,神奈川県横浜市鶴⾒区駒岡３ー３９ー１
2020-04-14
 
ア,231921,有限会社新崎重機
〒901-0152,沖縄県那覇市字⼩禄８６１番地アラサキアパート３０２号
2026-04-18
 
ア,212576,有限会社嵐⽥⼯務所
〒371-0037,群⾺県前橋市上⼩出町１ー２６ー１３
2025-04-10
 
ア,217068,嵐電気⼯事株式会社
〒974-8261,福島県いわき市植⽥町番所下４ー２
2025-09-10
http://arashidenki.co.jp/
 
ア,505014,アラスジャパン合同会社
〒100-0006,東京都千代⽥区有楽町１−１−２ ⽇⽐⾕三井タワー
2023-12-19
https://www.aras.com/ja-jp
 
ア,221120,株式会社アラゼン
〒062-0911,北海道札幌市豊平区旭町３丁⽬１番７号
2025-03-01
http://www.arazen.co.jp
 
ア,129230,株式会社安良⽥⼯業所
〒679-4021,兵庫県たつの市揖⻄町⼩⽝丸１９２２−２１
2024-01-20
http://www.aratakogyo.com
 
ア,505411,株式会社 新製作所
〒385-0051,⻑野県佐久市中込３６７１
2023-06-17
http://www.arata-ss.co.jp/
 
ア,228685,有限会社アラタニ
〒651-2412,兵庫県神⼾市⻄区⻯が岡３丁⽬１０−３
2024-11-20
 
ア,227213,株式会社荒⾕⼯務店
〒739-0042,広島県東広島市⻄条町⻄条東１２４３番地
2020-12-01
 
ア,218626,株式会社アラビアン
〒939-0284,富⼭県射⽔市新開発５６３
2023-11-10
 
ア,105101,株式会社アラミック
〒562-8555,⼤阪府箕⾯市船場東１−１２−５
2024-04-20
http://www.arromic.co.jp/
 



ア,102886,アラム株式会社
〒530-0044,⼤阪府⼤阪市北区東天満２−４−１２
2025-11-13
http://www.aram.co.jp
 
ア,215650,株式会社アラム
〒812-0051,福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁⽬４番１６号
2024-10-16
http://www.alam.co.jp/
 
ア,231261,株式会社アラム・テック
〒162-0065,東京都新宿区住吉町１番６号
2025-11-08
http://www.arm-tec.co.jp
 
ア,230491,有限会社荒⾕電設
〒252-0334,神奈川県相模原市南区若松三丁⽬４７番２８号
2025-07-19
 
ア,230146,株式会社アリア
〒984-0835,宮城県仙台市若林区今泉⼀丁⽬１１番１−１０１号
2025-05-31
 
ア,215533,株式会社アリアケ
〒242-0005,神奈川県⼤和市⻄鶴間２ー１９ー１０
2024-08-21
 
ア,105184,有明機電⼯業株式会社
〒836-0062,福岡県⼤牟⽥市⻄港町１−２０−１
2024-07-17
http://www.ariake-em.jp
 
ア,102289,有明技研株式会社
〒832-0081,福岡県柳川市⻄浜武５００−１
2025-02-18
http://www.ariakegiken.com
 
ア,220028,有明興業株式会社
〒136-0083,東京都江東区若洲２丁⽬８番２５号
2024-07-13
 
ア,218257,有明興業都市開発株式会社
〒135-0063,東京都江東区有明１−２−２７
2023-08-18
 
ア,100255,アリオス株式会社
〒196-0021,東京都昭島市武蔵野３−２−２０
2025-09-02
https://www.arios.co.jp/
 
ア,121205,アリオテクノ株式会社
〒660-0833,兵庫県尼崎市南初島町１０−１４５
2025-08-29
http://www.ario.co.jp
 



ア,104183,アリオン株式会社
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥３−２０−１４ 住友不動産⾼輪パークタワー１Ｆ
2024-11-26
http://www.allion.co.jp/
 
ア,128015,アリオンテック株式会社
〒990-2317,⼭形県⼭形市みはらしの丘２−３７−１
2025-08-10
http://www.aliontek.co.jp/
 
ア,217578,有川⼯業株式会社
〒169-0074,東京都新宿区北新宿四丁⽬２１番９号
2026-02-10
https://www.arikawa-net.co.jp/
 
ア,223377,有賀⼯業株式会社
〒236-0017,神奈川県横浜市⾦沢区⻄柴１丁⽬８番２７号
2024-07-01
http://www.ariga-ind.co.jp
 
ア,230291,株式会社アリキ
〒733-0803,広島県広島市⻄区⻯王町２番１１号
2025-06-28
 
ア,105438,株式会社アリギス
〒379-2154,群⾺県前橋市天川⼤島町１２１４
2025-01-31
http://www.arigis.co.jp/
 
ア,111396,有坂弁栓⼯業株式会社
〒144-0056,東京都⼤⽥区⻄六郷４−７−７
2023-12-21
http://www.arisaka.co.jp
 
ア,127699,有沢樹脂⼯業株式会社
〒943-8610,新潟県上越市南本町１−５−５
2025-01-25
http://www.arisawa.co.jp
 
ア,111371,株式会社有沢製作所
〒943-8610,新潟県上越市南本町１−５−５
2023-12-03
http://www.arisawa.co.jp/
 
ア,502719,株式会社アリス
〒163-0510,東京都新宿区⻄新宿１−２６−２ 新宿野村ビル１０階
2024-08-30
http://www.aris-kk.co.jp
 
ア,211827,有限会社アリタ
〒601-1355,京都府京都市伏⾒区醍醐多近⽥町８番地２５
2023-09-01
 
ア,221561,株式会社アリタ
〒933-8537,富⼭県⾼岡市問屋町１９２



2025-04-01
https://www.arita3.co.jp/
 
ア,231476,株式会社在⽥商店
〒460-0007,愛知県名古屋市中区新栄⼆丁⽬１５番５号
2025-12-19
http://www.aritashoten.co.jp
 
ア,111197,株式会社有⽥製作所
〒205-0023,東京都⽻村市神明台４−１０−５
2025-03-05
http://www.arita-ss.co.jp
 
ア,229243,株式会社有⽥重機運輸
〒640-8404,和歌⼭県和歌⼭市湊２丁⽬１２番９号
2025-08-22
 
ア,102639,有富設計株式会社
〒247-0056,神奈川県鎌倉市⼤船２−２４−７
2025-06-28
http://aritomi.co.jp/
 
ア,220985,株式会社有⾺電設
〒895-0042,⿅児島県薩摩川内市中福良町２１１５番地３
2025-04-05
https://www.arimadensetsu.co.jp
 
ア,123934,有⾺ベルト⼯業株式会社
〒114-0002,東京都北区王⼦５−２７−２１
2025-06-07
http://www.arimabelt.com/
 
ア,215958,株式会社アリミ
〒085-0057,北海道釧路市愛国⻄４ー１６ー１１
2025-01-29
 
ア,226554,株式会社有村組
〒272-0033,千葉県市川市市川南３ー２ー６
2026-04-01
 
ア,214147,株式会社有村⼯務店
〒182-0034,東京都調布市下⽯原１丁⽬７番地２５
2025-04-19
http://www.arimurakoumuten.jp/
 
ア,129004,株式会社有本電器製作所
〒959-1384,新潟県加茂市寿町５−２５
2023-06-23
http://userweb.www.fsinet.or.jp/arimoto/
 
ア,216023,有元プラント⼯業株式会社
〒591-8037,⼤阪府堺市北区百⾆⿃⾚畑町１丁１２番地１
2025-02-12
https://arimoto-plant.co.jp/
 



ア,210284,アルード株式会社
〒496-0016,愛知県津島市⽩浜町字平堤７７番１号
2024-04-22
http://www.alood.co.jp/
 
ア,101081,アルインコ株式会社
〒541-0043,⼤阪府⼤阪市中央区⾼麗橋４−４−９ 淀屋橋ダイビル１１Ｆ
2024-02-22
 
ア,102322,株式会社アルカットワン
〒577-0016,⼤阪府東⼤阪市⻑⽥⻄６−１−３２
2025-02-20
http://www.alcut-1.co.jp
 
ア,504913,アルカディア・システムズ株式会社
〒532-0011,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島６丁⽬１番１号
2023-08-29
https://arc-mec.com/
 
ア,104001,株式会社アルカディアソフト開発
〒101-0044,東京都千代⽥区鍛冶町１−９−９ ⽯川ＬＫビル５Ｆ
2024-10-01
http://www.arcadia-soft.co.jp/
 
ア,213089,株式会社あるが商店
〒970-8026,福島県いわき市平字作町三丁⽬５番地の２
2026-03-05
 
ア,213469,合同会社アルク（その他）
〒130-0013,東京都墨⽥区錦⽷３丁⽬５番１０号⽯川ビル３０２
2023-10-14
 
ア,214161,株式会社アルク
〒310-0846,茨城県⽔⼾市東野町５４２番地５
2025-04-26
http://www.a-rc.co.jp
 
ア,215453,株式会社アルク
〒564-0082,⼤阪府吹⽥市⽚⼭町１−５−２６
2021-06-12
 
ア,219069,株式会社アルク
〒604-0825,京都府京都市中京区御池通⾼倉東⼊御所⼋幡町２２１番地
2024-02-09
https://www.arc-kyoto.co.jp/
 
ア,230675,株式会社アルク
〒665-0876,兵庫県宝塚市中⼭台⼆丁⽬１５番１２号
2025-08-09
https://alk225.jp/
 
ア,210630,アルグラヴィティー株式会社
〒503-0831,岐⾩県⼤垣市新⻑沢町１丁⽬２３番地
2024-10-16
 



ア,126350,アルケマ吉富株式会社
〒100-8251,東京都千代⽥区丸の内１−１−１ パレスビル
2023-12-09
http://www.a-yoshitomi.co.jp/
 
ア,224509,アルケン⼯業株式会社
〒421-0301,静岡県榛原郡吉⽥町住吉２８６３
2025-04-01
https://alkenkg.jimdofree.com/
 
ア,224514,アルコ⼯業株式会社
〒506-0031,岐⾩県⾼⼭市⻄之⼀⾊町１丁⽬５８番地１
2025-04-01
 
ア,103397,アルコ情報システム株式会社
〒310-0836,茨城県⽔⼾市元吉⽥町３２０−１０
2023-09-08
http://www.arcot.jp/
 
ア,126171,アルコニックス株式会社
〒100-6112,東京都千代⽥区永⽥町２−１１−１ ⼭王パークタワー１２階
2026-02-06
http://www.alconix.com
 
ア,106051,アルコム株式会社
〒612-8236,京都府京都市伏⾒区横⼤路下三栖⾥ノ内１３−３
2023-10-05
 
ア,128324,株式会社アルコム
〒981-3629,宮城県黒川郡⼤和町テクノヒルズ２９
2025-09-28
https://www.alcom-inc.co.jp/
 
ア,128724,株式会社アルゴ
〒183-0034,東京都府中市住吉町２−２７−１１ 第⼀マルイビル３階
2026-01-24
 
ア,128923,株式会社アルゴグラフィックス
〒103-0015,東京都中央区⽇本橋箱崎町５−１４
2026-04-14
http://www.argo-graph.co.jp
 
ア,128915,株式会社アルゴシステム
〒587-0021,⼤阪府堺市美原区⼩平尾６５６
2026-04-09
http://www.algosystem.co.jp
 
ア,504926,株式会社アルゴスシステム
〒158-0097,東京都世⽥⾕区⽤賀４−１３−７グランメールビル２階
2023-08-30
https://argus0804.com/
 
ア,213371,アルゴスペースデザイン株式会社
〒101-0065,東京都千代⽥区⻄神⽥３ー８ー１
2023-08-05



 
ア,212891,株式会社アルサス
〒236-0043,神奈川県横浜市⾦沢区⼤川７番４−８１０号
2025-10-23
 
ア,230035,株式会社アルサス
〒340-0054,埼⽟県草加市新善町２７番地９
2025-04-19
 
ア,225699,株式会社アルシェ
〒103-0014,東京都中央区⽇本橋蛎殻町１ー２７ー５
2025-07-01
 
ア,111028,アルス株式会社
〒969-1175,福島県安達郡本宮町字名郷７
2024-09-12
http://www.arusu.co.jp
 
ア,214213,株式会社アルス
〒112-0002,東京都⽂京区⼩⽯川２丁⽬２１番５号
2025-05-31
https://arusunet.co.jp/
 
ア,218119,アルス株式会社
〒992-1128,⼭形県⽶沢市⼋幡原２−４４４−７
2023-08-04
 
ア,229671,株式会社アルステット建材
〒661-0026,兵庫県尼崎市⽔堂町三丁⽬１番２１号−４Ｆ
2026-04-23
 
ア,218682,株式会社アルス・プログレス
〒963-0107,福島県郡⼭市安積三丁⽬１３６番地
2023-12-01
http://www.e-ars.co.jp/index.html
 
ア,503400,ＡＬＳＯＫ昇⽇セキュリティサービス株式会社
〒101-0022,東京都千代⽥区神⽥練塀町３番地 ＡＫＳビル
2025-04-13
http://www.shojitsu.alsok.co.jp/
 
ア,225122,株式会社アルタム
〒140-0013,東京都品川区南⼤井２丁⽬１２番５−１１１０号
2025-05-01
 
ア,111958,株式会社アルダイヤ⼯業
〒460-0022,愛知県名古屋市中区⾦⼭５−１２−３６
2024-09-20
http://www.aldia.jp
 
ア,111346,株式会社アルダック
〒535-0021,⼤阪市旭区清⽔５−１３−１６
2023-12-16
http://www.arduc.co.jp/
 



ア,120614,アルテア技研株式会社
〒222-0033,横浜市港北区新横浜３−２３−３
2023-11-13
http://www.altair.co.jp
 
ア,504197,株式会社アルティア
〒134-0088,東京都江⼾川区⻄葛⻄７丁⽬２０番地１０号
2025-01-25
http://altia.co.jp/
 
ア,123842,アルティメイト テクノロジィズ株式会社
〒380-0823,⻑野市南千歳１−１５−３ ＴＳビル１階
2025-04-30
http://www.uti2k.com/
 
ア,213260,株式会社アルテエンジニアリング
〒176-0021,東京都練⾺区貫井５−１−８
2023-06-03
 
ア,101349,株式会社アルテクス
〒814-0001,福岡県福岡市早良区百道浜２−１−２２ 福岡ＳＲＰセンタービル７Ｆ
2024-05-16
http://www.altecs.com
 
ア,213478,有限会社アルテ⼯業
〒701-0151,岡⼭県岡⼭市北区平野７６５ー１８
2023-10-21
 
ア,224787,株式会社アルテス
〒107-8502,東京都港区⾚坂６丁⽬５番３０号
2025-04-01
https://www.artes.jp/
 
ア,216995,株式会社アルテック
〒278-0027,千葉県野⽥市みずき３ー８ー１８
2025-08-27
 
ア,224819,株式会社アルテック
〒231-0801,神奈川県横浜市中区新⼭下２−１２−４３
2025-04-01
https://alteche.co.jp/
 
ア,229674,株式会社アルテック
〒260-0808,千葉県千葉市中央区星久喜町２２４ー１
2026-04-23
 
ア,122873,株式会社アルテックス
〒201-0012,東京都狛江市中和泉２−１０−１
2024-12-08
http://www.altexcorp.co.jp
 
ア,128788,株式会社アルテックス
〒190-0034,東京都⽴川市⻄砂町１−６９−７
2026-02-14
http://www.artex-corporation.co.jp



 
ア,219135,アルテックス株式会社
〒570-0054,⼤阪府守⼝市⼤枝⻄町２番９号
2024-02-22
 
ア,212467,株式会社アルトセンター
〒120-0026,東京都⾜⽴区千住旭町３９番９号グランコリーナ１２２号室
2025-02-13
http://a-r-t-center.co.jp/
 
ア,106663,株式会社アルトポンテ
〒174-0046,東京都板橋区蓮根３−１４−２５−８０６ 蓮根サンパワー
2025-05-24
 
ア,121247,アルナ輸送機⽤品株式会社
〒503-1241,岐⾩県養⽼郡養⽼町沢⽥６６５−２
2025-10-03
http://www.alna.co.jp/
 
ア,504709,株式会社アルネッツ
〒231-0005,神奈川県横浜市中区本町１−３ 綜通横浜ビル１０Ｆ
2023-06-22
https://alnetz.co.jp/
 
ア,103993,株式会社ＡＬＵＨＡ
〒921-8043,⽯川県⾦沢市⻄泉６−１６３ ＡＬＵＨＡＷＥＳＴ１０１
2024-09-30
https://www.aluha.co.jp
 
ア,103976,株式会社アルバック
〒253-8543,神奈川県茅ヶ崎市萩園２５００
2024-09-28
http://www.ulvac.co.jp
 
ア,122381,アルバック機⼯株式会社
〒881-0037,宮崎県⻄都市⼤字茶⾅原２９１−７
2024-09-02
http://www.ulvac-kiko.com/
 
ア,106498,アルバック成膜株式会社
〒368-0056,埼⽟県秩⽗市寺尾２８０４
2025-01-12
http://www.ulcoat.co.jp/
 
ア,111099,アルバックテクノ株式会社
〒253-8555,神奈川県茅ヶ崎市萩園２６０９−５
2024-04-16
https://www.ulvac-techno.co.jp/
 
ア,113024,アルバック販売株式会社
〒108-0075,東京都港区港南２−３−１３
2023-11-07
http://www.ulvac-es.co.jp
 
ア,104589,アルビクス株式会社



〒959-0214,新潟県燕市吉⽥法花堂１９７４−１
2025-11-07
http://www.alvix.jp/
 
ア,123724,株式会社アルファ
〒702-0002,岡⼭県岡⼭市中区桑野７０９−６
2025-03-19
http://www.popalpha.co.jp
 
ア,129970,株式会社アルファ
〒410-0316,静岡県沼津市植⽥２５６−１
2025-05-12
http://www.micforg.co.jp/
 
ア,231301,株式会社アルファ
〒335-0004,埼⽟県蕨市中央⼆丁⽬４番１７号−２０６号
2025-11-21
 
ア,126784,アルファ・エレクトロニクス株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１−２−１０ ⽻⾐ビル２階
2024-03-29
http://www.alpha-elec.co.jp/
 
ア,121066,アルファー株式会社
〒948-0022,新潟県⼗⽇町市学校町１−８１９−１
2025-02-02
https://www.big-advance.site/s/131/1257/company
 
ア,215031,株式会社アルファー企画
〒332-0034,埼⽟県川⼝市並⽊２丁⽬３４番８号
2023-10-10
http://www.alpha-kikaku.co.jp
 
ア,121056,株式会社アルファーシステム
〒395-0244,⻑野県飯⽥市⼭本５３６０−１
2025-02-01
http://www.alpsys.jp
 
ア,219045,株式会社アルファージャパン
〒164-0014,東京都中野区南台３丁⽬６番１６号
2024-02-09
 
ア,231064,株式会社アルファー電通
〒814-0123,福岡県福岡市城南区⻑尾五丁⽬２０番１５号
2025-10-18
http://www.alpha-dentsu.co.jp/
 
ア,128327,アルファーラベル株式会社
〒464-0084,愛知県名古屋市千種区松軒１−１−５
2025-09-28
http://www.alpha-label.co.jp
 
ア,123823,株式会社アルファウェーブ
〒861-8038,熊本県熊本市東区⻑嶺東２−４−７０
2026-04-23



https://www.alpha-w.jp
 
ア,216628,株式会社アルファエンジニアリング
〒007-0849,北海道札幌市東区北４９条東５丁⽬２番１４号
2025-06-18
https://www.alphaeng-co.jp/
 
ア,101927,アルファ技研株式会社
〒123-0842,東京都⾜⽴区栗原３−１６−４
2024-11-21
http://www.alphaeng.co.jp/
 
ア,105654,株式会社アルファクト
〒542-0081,⼤阪府⼤阪市中央区南船場４−１１−９ コムズビル８階
2025-08-07
http://www.alfact.com/
 
ア,219641,アルファ⼯業株式会社
〒503-1335,岐⾩県養⽼郡養⽼町宇⽥２９０−１
2024-04-20
 
ア,101905,株式会社アルファシステムズ
〒211-0053,神奈川県川崎市中原区上⼩⽥中６−６−１
2025-12-28
https://www.alpha.co.jp/
 
ア,225738,株式会社アルファシビルエンジニアリング
〒812-0015,福岡県福岡市博多区⼭王⼀丁⽬１番１８号
2025-07-01
 
ア,106468,株式会社アルファテクニクス
〒252-0822,神奈川県藤沢市葛原２３５３
2024-12-23
 
ア,229220,株式会社アルファテクノ
〒734-0001,広島県広島市南区出汐１丁⽬１４−１０
2025-08-06
 
ア,100269,アルファテック株式会社
〒270-2214,千葉県松⼾市松⾶台２３９−２
2025-09-06
http://www.e-alphatech.co.jp/
 
ア,106534,アルファテック株式会社
〒525-0004,滋賀県草津市上寺町２７６
2025-01-21
 
ア,213508,株式会社アルファテック
〒532-0011,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島５ー１２ー８
2023-11-25
http://alpha109.co.jp
 
ア,220852,アルファテック株式会社
〒252-0202,神奈川県相模原市中央区淵野辺本町四丁⽬２６番６号
2025-03-15



https://www.alphatec-sagamihara.co.jp
 
ア,225090,アルファテック株式会社
〒890-0011,⿅児島県⿅児島市⽟⾥団地１ー３５ー２
2025-04-01
https://alphatec.co.jp
 
ア,111177,株式会社アルファ電⼦
〒417-0061,静岡県富⼠市伝法５５５−１
2025-03-04
http://www.alpha-ltd.co.jp
 
ア,124519,有限会社アルファ電⼦
〒669-3832,兵庫県氷上郡⻘垣町遠阪６５８
2025-09-24
 
ア,106803,株式会社アルファトランス
〒541-0059,⼤阪府⼤阪市中央区博労町４−４−１１ 船場⻄ＫＩＤビル７Ｆ
2025-11-30
http://www.alphatrans.jp
 
ア,504296,株式会社アルファネット
〒112-0004,東京都⽂京区後楽１−５−３
2025-11-12
http://www.anet.co.jp
 
ア,106868,株式会社アルファビット東北
〒020-0125,岩⼿県盛岡市上堂４−１−５８
2026-01-30
 
ア,210718,有限会社アルファプランネット
〒210-0821,神奈川県川崎市川崎区殿町１ー１３ー１０
2024-11-25
 
ア,100071,アルファ・ラバル株式会社
〒108-0075,東京都港区港南２−１２−２３ 明産⾼浜ビル１０階
2025-07-26
http://www.alfalaval.co.jp
 
ア,215203,株式会社アルフォース
〒125-0062,東京都葛飾区⻘⼾５−２５−１０
2024-02-06
 
ア,505158,株式会社 Ａｌｆｒｅｄ
〒262-0033,千葉県千葉市花⾒川区幕張本郷２−８−１９ Ｃａｍｐｅｏｎｅｓ ２０３
2024-12-12
http://alfred-al.com
 
ア,101010,アルプスアルパイン株式会社
〒145-8501,東京都⼤⽥区雪⾕⼤塚町１−７
2024-09-20
 
ア,124627,アルプス化成株式会社
〒933-0974,富⼭県⾼岡市岩坪２３−３ 岩坪⼯業団地 
2025-11-22



http://www.alpskasei.co.jp/
 
ア,105419,株式会社アルプス技研
〒220-6218,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい２−３−５ クイーンズタワーＣ１８階
2025-01-18
http://www.alpsgiken.co.jp/
 
ア,120630,アルプスシステムインテグレーション株式会社
〒145-0067,東京都⼤⽥区雪⾕⼤塚町１−７
2023-11-15
http://www.alsi.co.jp
 
ア,121032,アルプス精⼯株式会社
〒395-0817,⻑野県飯⽥市⿍東⿍４１
2024-11-24
http://www.alpsseiko.co.jp/
 
ア,229533,株式会社アルプス電業
〒116-0002,東京都荒川区荒川７丁⽬２３番１号
2026-03-01
 
ア,101383,株式会社アルプス物流
〒223-0057,横浜市港北区新⽻町１７５６
2025-11-30
https://www.alps-logistics.com/
 
ア,502408,株式会社アルボレックス
〒774-0008,徳島県阿南市原ケ崎町居屋敷７１番地
2023-07-29
https://www.arborex.co.jp/
 
ア,211371,アルマーレ・モトムラテクノ株式会社
〒343-0826,埼⽟県越⾕市東町５丁⽬５８番地
2025-09-30
https://www.almare-motomuratechno.com/
 
ア,215070,株式会社アルミック
〒500-8384,岐⾩県岐⾩市薮⽥南４ー１ー１５
2023-10-31
http://www.almic.co.jp
 
ア,230016,株式会社アルミックイマイ
〒509-0249,岐⾩県可児市姫ケ丘⼀丁⽬１６番地
2025-04-12
https://www.r-imai.co.jp/
 
ア,229973,株式会社アルメック
〒197-0012,東京都福⽣市加美平１丁⽬１６番地６
2023-09-29
 
ア,111250,アルメックスＰＥ株式会社
〒322-0014,栃⽊県⿅沼市さつき町１２−８
2023-07-03
http://www.alxpe.com
 



ア,213984,株式会社アルモ
〒769-0101,⾹川県⾼松市国分寺町新居１３４４ー２
2025-02-02
 
ア,106203,株式会社アルモウルド
〒759-0207,⼭⼝県宇部市際波１７７０−１
2024-04-12
 
ア,226435,株式会社アルモ設計
〒107-8502,東京都港区⾚坂六丁⽬５番３０号
2026-03-01
http://www.armo.co.jp
 
ア,121291,アルモテック株式会社
〒604-8277,京都市中京区三坊⻄洞院町５７２ ＯＩＫＥ ＭＡＳＵＧＩ ＡＮＮＥＸ ＢＬＤＧ
2025-12-04
http://www.arumotech.co.jp/
 
ア,106964,アルユーアイ株式会社
〒164-0012,東京都中野区本町２−４６−４ 中野坂上サンブライトアネックスビル５０５
2026-05-17
 
ア,220525,株式会社アルレクス
〒328-0061,栃⽊県栃⽊市新井町２５１番地２
2024-12-07
http://www.allex.jp/
 
ア,105798,株式会社アレクソン
〒541-0052,⼤阪府⼤阪市中央区安⼟町１−８−６ ⼤永ビル４Ｆ
2025-12-16
https://www.alexon.co.jp/
 
ア,218655,株式会社アレンジコンクリート
〒362-0805,埼⽟県北⾜⽴郡伊奈町栄２−１１３
2023-11-24
 
ア,118447,アロー・エレクトロニクス・ジャパン株式会社
〒105-6235,東京都港区愛宕２−５−１ 愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー３５階
2024-08-13
http://www.arrowjapan.com/
 
ア,219288,株式会社アローエム
〒486-0801,愛知県春⽇井市上⽥楽町字天王地２３８９−１
2024-03-09
http://arrow-m.co.jp/
 
ア,126348,アロー産業株式会社
〒689-1123,⿃取市久末８６−１
2023-12-08
 
ア,123944,株式会社アローシステム開発
〒121-8521,東京都⾜⽴区梅島３−３２−６
2025-06-10
http://www.arrowsystem.co.jp
 



ア,104868,株式会社アローズ
〒212-0022,神奈川県川崎市幸区神明町１−１４−３
2023-07-18
http://www.arrozcorp.com
 
ア,503531,株式会社アローズ・システムズ
〒220-6007,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい⼆丁⽬３番１号
2025-08-25
http://www.arrows-systems.co.jp/
 
ア,505246,アローズエンジニアリング株式会社
〒264-0025,千葉県千葉市若葉区都賀１−４−２
2025-07-04
http://www.arrows.co.jp
 
ア,101725,株式会社アローテックス
〒652-0046,兵庫県神⼾市兵庫区上沢通６−９−１２
2025-10-07
https://allowtex.co.jp
 
ア,121080,アロー電⼦機器株式会社
〒155-0033,東京都世⽥⾕区代⽥３−４１−８
2024-11-14
http://www.arrow-1.co.jp/
 
ア,504622,株式会社アロートラストシステムズ
〒550-0002,⼤阪府⼤阪市⻄区江⼾堀⼆丁⽬１番１号
2026-01-10
https://www.arrow-trust.co.jp/
 
ア,120174,株式会社アロイ
〒105-0011,東京都港区芝公園１−３−１２ クローバー芝公園３階
2023-07-30
http://www.alloy.co.jp
 
ア,121987,株式会社アロテック
〒920-0805,⽯川県⾦沢市⼩⾦町４−２３
2024-07-29
http://www.arotec-kk.com
 
ア,101955,アロマン株式会社
〒214-0014,川崎市多摩区登⼾３５０８
2026-01-17
http://www.aloman.co.jp
 
ア,123694,株式会社アロン社
〒105-0014,東京都港区芝２−５−２２
2025-03-12
http://www.alone.co.jp
 
ア,101538,アロン電機株式会社
〒895-2203,⿅児島県薩摩郡さつま町永野９５０
2024-07-27
http://www.aron.co.jp
 



ア,103818,株式会社アワードシステム
〒231-0027,神奈川県横浜市中区扇町２−４−２ 横浜関内京浜ビル３０３
2024-04-30
http://www.awardsystem.co.jp/
 
ア,217404,粟井機鋼株式会社
〒550-0025,⼤阪府⼤阪市⻄区九条南２丁⽬２９番１２号
2025-12-17
http://www.awai.co.jp/
 
ア,216730,有限会社阿波組
〒662-0856,兵庫県⻄宮市城ケ堀町７番２号
2025-06-25
 
ア,230396,アワケンコンサルタント株式会社
〒669-2542,兵庫県丹波篠⼭市細⼯所２６８番地１
2025-07-12
https://www.awaken-c.com
 
ア,218689,安房⼯業株式会社
〒158-0094,東京都世⽥⾕区⽟川２丁⽬２４番地１１号
2023-12-08
 
ア,221091,阿波近藤建設株式会社
〒771-1624,徳島県阿波市市場町⼭野上字中⼭２２８−３
2025-02-01
 
ア,111930,有限会社淡路
〒656-0478,兵庫県南あわじ市市福永３６２−７
2024-07-19
https://yu-awaji.com
 
ア,213316,淡路技建株式会社
〒300-1233,茨城県⽜久市栄町６ー３６５ー４
2020-07-08
 
ア,111960,淡路紙⼯株式会社
〒656-0143,兵庫県南あわじ市中条中筋１０２０
2024-07-21
 
ア,217287,淡路鉄⼯株式会社
〒651-2124,兵庫県神⼾市⻄区伊川⾕町潤和字⼀ノ坪７３０番地の１０
2025-11-05
http://www.awt.co.jp
 
ア,505497,アンカー・ジャパン株式会社
〒101-0063,東京都千代⽥区神⽥淡路町２−１０１ ワテラスタワー９階
2023-12-10
https://www.ankerjapan.com/about.html
 
ア,213782,株式会社アンカー・サービス
〒532-0004,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄宮原⼆丁⽬７番３８号新⼤阪⻄浦ビル
2024-07-28
http://www.anchor-s.co.jp/
 



ア,215287,株式会社アンカー・サービス和歌⼭
〒649-6271,和歌⼭県和歌⼭市満屋２７番地６
2024-03-13
 
ア,226282,株式会社アンカー商事
〒174-0043,東京都板橋区坂下３ー２９ー１
2025-12-01
http://www.anchor-corp.co.jp/
 
ア,101524,アンカーテクノ株式会社
〒630-8114,奈良市芝辻町４−２−２ 新⼤宮伝宝ビル３０３
2024-07-26
http://www.anchor-t.co.jp/
 
ア,212271,アンカーマルコウ株式会社
〒251-0052,神奈川県藤沢市藤沢６６４
2024-07-11
 
ア,222080,安⾏園芸株式会社
〒334-0058,埼⽟県川⼝市⼤字安⾏領家３０７
2026-02-01
 
ア,104032,株式会社アングル
〒812-0016,福岡県福岡市博多区博多駅南１−１２−１３
2024-10-08
http://www.ang-f.co.jp/
 
ア,214948,株式会社アンサー
〒143-0023,東京都⼤⽥区⼭王２−１−８
2023-08-29
 
ア,500267,アンザイ株式会社
〒733-0002,広島県広島市⻄区楠⽊町３−１０−１５
2024-04-14
https://www.anzaijimuki.co.jp
 
ア,214733,有限会社安斎建⼯社
〒969-1403,福島県⼆本松市渋川字⼤壇１０６ー１１
2026-05-23
 
ア,231409,アンザワ住建株式会社
〒362-0807,埼⽟県北⾜⽴郡伊奈町寿⼀丁⽬２１６番地
2025-12-06
 
ア,126937,アンシス・ジャパン株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿６−１０−１ ⽇⼟地⻄新宿ビル１８Ｆ
2024-06-15
http://ansys.jp/
 
ア,229747,アン・シティ株式会社
〒460-0014,愛知県名古屋市中区富⼠⾒町１番５号
2026-06-03
http://www.ancity.co.jp
 
ア,111027,株式会社安秀⼯業



〒308-0003,茨城県筑⻄市蒔⽥２−２
2023-11-05
http://www.ansyu.co.jp
 
ア,226984,株式会社安信
〒182-0025,東京都調布市多摩川３ー３４ー７
2023-08-01
 
ア,217074,株式会社アンジャパン
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿六丁⽬１５番１号
2025-09-10
http://www.anjapan.co.jp/
 
ア,121399,株式会社アンスコ
〒489-0003,愛知県瀬⼾市⽳⽥町９８４ 県企業団地内
2026-06-07
http://www.ansco.co.jp
 
ア,231339,安成⼯業株式会社
〒446-0073,愛知県安城市篠⽬町肥⽥６０番地１
2025-11-29
http://www.ansei.biz/
 
ア,226656,安全機具株式会社
〒103-0016,東京都中央区⽇本橋⼩網町１番５ー９０１号
2026-04-01
https://anzenkigu.co.jp/
 
ア,223592,株式会社安全サービスセンター
〒980-0011,宮城県仙台市⻘葉区上杉３−３−２１
2021-10-01
 
ア,219947,株式会社安全商会
〒981-0922,宮城県仙台市⻘葉区鷺ケ森１−３−８
2024-06-29
 
ア,224504,安全防⽔⼯事株式会社
〒506-0058,岐⾩県⾼⼭市⼭⽥町２５４ー１
2025-04-01
_
 
ア,106093,アンダーデザイン株式会社
〒577-0015,⼤阪府東⼤阪市⻑⽥３−５−１１
2023-11-18
https://underdesign.co.jp/
 
ア,121249,アンテナ技研株式会社
〒337-0011,埼⽟県さいたま市⾒沼区宮ケ⾕塔４−７２
2025-11-12
https://www.antenna-giken.co.jp/
 
ア,106337,アンテナテクノロジー株式会社
〒350-1138,埼⽟県川越市中台元町１−５−７
2024-08-31
http://www.ant-inc.co.jp



 
ア,502862,アンテナハウス株式会社
〒103-0004,東京都中央区東⽇本橋２丁⽬１番６号
2025-09-21
https://www.antenna.co.jp/
 
ア,111123,アンデス電気株式会社
〒039-2292,⻘森県⼋⼾市桔梗野⼯業団地１−３−１
2025-12-04
http://www.andes.co.jp
 
ア,216163,株式会社アント
〒135-0033,東京都江東区深川２丁⽬２番９号
2025-03-19
http://ant-co.jp/
 
ア,103534,アンドールシステムサポート株式会社
〒140-0004,東京都品川区南品川２−１５−８
2023-12-08
https://www.andor.jp/
 
ア,121825,安東機械⼯具株式会社
〒702-8002,岡⼭市中区桑野５０５−６
2024-06-12
http://www.ando1939.co.jp/
 
ア,215602,株式会社安藤グラウト⼯業
〒870-0147,⼤分県⼤分市⼤字⼩池原５９７番地の６
2021-09-25
 
ア,224204,株式会社安藤建商
〒455-0804,愛知県名古屋市港区当知３丁⽬２１１１番地
2025-02-01
http://andokensho.com/company.html
 
ア,219966,安藤建設株式会社
〒706-0225,岡⼭県⽟野市南七区１３７番地
2024-06-29
 
ア,217764,株式会社安東鋼業
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥２丁⽬１７番８号
2026-06-02
https://www.andou-co.net/
 
ア,221740,安藤⼯事株式会社
〒815-0031,福岡県福岡市南区清⽔２丁⽬９ー６
2025-07-01
http://www.andoukouji.jp/
 
ア,214996,株式会社安東⼯務店
〒350-1305,埼⽟県狭⼭市⼊間川２ー３０ー１７
2023-09-12
http://andou-koumuten.jp
 
ア,219646,安藤産業株式会社



〒700-0913,岡⼭県岡⼭市北区⼤供⼆丁⽬５番１号
2024-04-20
 
ア,213322,株式会社安藤商店
〒107-0061,東京都港区北⻘⼭３ー３ー７ー１０１号
2026-07-08
 
ア,121275,有限会社安藤製作所
〒213-0002,神奈川県川崎市⾼津区⼆⼦５−１４−５３
2025-09-10
 
ア,231511,株式会社安藤製作所
〒963-0724,福島県郡⼭市⽥村町上⾏合字⻄川原６７番地
2025-12-27
https://ando-seisaku.jimdofree.com
 
ア,210794,安藤造園⼟⽊株式会社
〒814-0002,福岡県福岡市早良区⻄新２丁⽬１番５４号
2024-12-28
https://azd-g.com/
 
ア,223179,株式会社安藤⼤理⽯
〒140-0013,東京都品川区南⼤井６ー２４ー１０カドヤビル４Ｆ
2024-06-01
http://www.ando-m-t.co.jp
 
ア,211025,株式会社安藤⼤理⽯名古屋
〒450-0003,愛知県名古屋市中村区名駅南５丁⽬２番３号
2025-04-01
_
 
ア,211040,株式会社安藤・間
〒105-7360,東京都港区東新橋⼀丁⽬９番１号
2026-04-01
https://www.ad-hzm.co.jp/
 
ア,212773,安藤ハザマ興業株式会社
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾１丁⽬３８番４号
2025-07-31
http://www.ad-hzmkg.co.jp
 
ア,221973,安藤物産株式会社
〒192-0053,東京都⼋王⼦市⼋幡町８番４号
2025-09-01
http://www.andobussan.co.jp
 
ア,216630,安藤プラント株式会社
〒491-0826,愛知県⼀宮市丹陽町三ツ井字下平２０番地
2025-06-18
http://www.ando-purant.co.jp/
 
ア,106622,アンド化⼯株式会社
〒223-0057,神奈川県横浜市港北区新⽻町７５９
2025-04-04
http://www.andkakou.co.jp



 
ア,217711,株式会社Ａｎｄ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ
〒150-0036,東京都渋⾕区南平台町１６番２９号
2026-04-14
https://and-security.co.jp/
 
ア,214184,株式会社アンビション
〒261-0025,千葉県千葉市美浜区浜⽥２丁⽬７番２号
2025-05-10
http://www.amb1.co.jp/
 
ア,220133,株式会社ａｍｂｉｔｉｏｎ
〒950-0823,新潟県新潟市東区東中島３−５−１０
2024-08-03
 
ア,127696,アンビック株式会社
〒670-0841,兵庫県姫路市城東町１８０
2025-01-25
http://www.ambic.jp
 
ア,215621,アンフィニ株式会社
〒556-0017,⼤阪府堺市堺区熊野町東１丁１番２号
2021-10-02
https://infinigroup.co.jp/
 
ア,106370,アンフェノール ジャパン株式会社
〒222-0033,横浜市港北区新横浜２−２−８
2023-12-03
http://www.amphenol.co.jp
 
ア,503450,ＡＭＢＬ株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１丁⽬２番２号
2025-08-13
https://www.ambl.co.jp/
 
ア,231503,株式会社アンプル
〒489-0876,愛知県瀬⼾市⽩⼭町⼆丁⽬１１９番地の３
2025-12-27
 
ア,503358,株式会社アンペール
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿七丁⽬５番３号
2025-02-03
http://www.ampere.co.jp
 
ア,101730,アンリツ株式会社
〒243-8555,神奈川県厚⽊市恩名５−１−１
2024-05-22
http://www.anritsu.co.jp
 
ア,230937,安⽴防災株式会社
〒670-0835,兵庫県姫路市幸町３１番地
2025-09-27
https://anritsubousai.jp/
 
ア,104858,株式会社アンリミテッド



〒103-0012,東京都中央区⽇本橋堀留町１−１０−１１ 井⾨堀留ビル
2023-07-11
http://www.unltd.co.jp/
 
ア,103985,株式会社アンヴィックス
〒810-0023,福岡市中央区警固１−１５−６ ＫＨ２２ビル
2024-09-28
http://www.anvics.co.jp
 
ア,105939,アヴァイア・グローバル・プライベイト・リミテッド
〒104-0031,東京都中央区京橋３−９−７ 京橋鈴⽊ビル
2023-06-10
https://www.avire-global.com/ja/
 
ア,505302,株式会社ＡＶＡＬＯＮ
〒503-0807,岐⾩県⼤垣市今宿２丁⽬１５７番地１
2025-11-22
https://www.avalon.co.jp
 
ア,105455,株式会社アヴァンティ
〒561-0841,⼤阪府豊中市名神⼝３−１−２６
2025-02-14
http://www.avanti94.com
 
ア,503950,株式会社アヴァンティスタッフ
〒103-0026,東京都中央区⽇本橋兜町６−７ 兜町第７平和ビル
2024-03-14
https://www.avantistaff.com/
 
ア,505479,Ａｖｉｎｔｏｎジャパン株式会社
〒220-0022,神奈川県横浜市⻄区花咲町７−１５０ウエインズ＆イッセイ横浜ビル４階
2023-10-27
https://avinton.com/
 
ア,101890,アヴネット株式会社
〒150-6023,東京都渋⾕区恵⽐寿４−２０−３ 恵⽐寿ガーデンプレイスタワー２３階
2024-10-04
http://www.avnet.co.jp/
 
ア,102790,アヴネット株式会社
〒150-6023,東京都渋⾕区恵⽐寿４−２０−３ 恵⽐寿ガーデンプレイスタワー２３階
2024-10-08
http://www.avnet.co.jp/
 
ア,111618,アヴネット株式会社
〒150-6023,東京都渋⾕区恵⽐寿４−２０−３ 恵⽐寿ガーデンプレイスタワー２３階
2023-07-06
http://www.avnet.co.jp/
 
イ,104209,Ｅ−グラフィックスコミュニケーションズ株式会社
〒181-0002,東京都三鷹市牟礼６−２５−２８
2024-12-17
http://e-gra.co.jp/
 
イ,126900,イー・エス・アイ・ジャパン株式会社



〒135-0005,東京都江東区⾼橋１４−３ 盛市ビル２Ｆ
2024-06-02
http://www.esi.com/
 
イ,100089,有限会社イー・エム・アイ
〒375-0001,群⾺県藤岡市中島２９１−１１
2025-07-28
 
イ,106326,有限会社イー・エム・テクノス
〒799-2651,愛媛県松⼭市堀江町甲２０２３−１３
2024-08-16
 
イ,115251,株式会社イーアールディー
〒701-1133,岡⼭市北区富吉２９１４−１
2024-07-26
http://www.erd.co.jp/
 
イ,121828,Ｅ＆Ｅ Ｊａｐａｎ株式会社
〒162-0843,東京都新宿区市⾕⽥町２−７−１５ 市ヶ⾕クロスプレイス２階
2024-06-12
http://www.eejp.co.jp/
 
イ,219177,株式会社Ｅ＆Ｃマクロム
〒950-2012,新潟県新潟市⻄区⼩針台９番２１号
2024-03-02
http://www.e-macrom.com
 
イ,106192,イーイーグリーン株式会社
〒230-0051,神奈川県横浜市鶴⾒区鶴⾒中央４−３４−２６ ニックハイム鶴⾒千代⽥ビル６０８号
2024-03-30
http://www.eegreen.co.jp/
 
イ,230623,有限会社ＥＥＣ
〒410-0053,静岡県沼津市寿町１６番１０号
2025-08-02
 
イ,125448,株式会社イーエーオー・ジャパン
〒108-0073,東京都港区三⽥３−１−４ Ｎｅｔ．１三⽥ビル３Ｆ
2026-05-18
https://eao.com/
 
イ,216862,ＥＳＭシステム株式会社
〒538-0044,⼤阪府⼤阪市鶴⾒区放出東１丁⽬３０番２３号
2025-07-09
http://esm-s.co.jp/
 
イ,230890,ＥＳＫ株式会社
〒211-0006,神奈川県川崎市中原区丸⼦通⼀丁⽬６３４番地１２
2025-09-27
 
イ,103839,株式会社イーエス精機
〒333-0848,埼⽟県川⼝市芝下２−２５−９
2024-05-15
http://www.es-seiki.co.jp
 



イ,213919,株式会社ＥＦＡラボラトリーズ
〒101-0051,東京都千代⽥区神⽥神保町２丁⽬２番３１号
2024-12-08
https://efa.co.jp
 
イ,105379,株式会社ＥＭＥ
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥１−２−２５
2024-12-12
http://www.eme.co.jp
 
イ,105880,株式会社イーエムキューブ
〒349-0205,埼⽟県⽩岡市⻄１０−２−１６
2026-03-16
 
イ,106704,イーエム技研有限会社
〒133-0054,東京都江⼾川区上篠崎４−２６−１５
2025-06-29
 
イ,220181,ＥＭＣ株式会社
〒174-0064,東京都板橋区中台２−３８−２１
2024-08-24
http://emc-e-m-c.co.jp/index.html
 
イ,230231,有限会社Ｅ．Ｍ．Ｃ．
〒463-0002,愛知県名古屋市守⼭区⼤字中志段味字⻄荒古２４１１番地の１
2025-06-21
 
イ,104574,株式会社イーエム設備
〒849-0902,佐賀県佐賀市久保泉町上和泉３００−２
2025-10-14
 
イ,104699,ＥＭデバイス株式会社
〒989-0223,宮城県⽩⽯市旭町７−１−１
2026-03-30
https://www.em-devices.com/
 
イ,106246,株式会社ＥＣＡＤソリューションズ
〒330-0081,埼⽟県さいたま市中央区新都⼼４−３ ウェルクビル６Ｆ
2024-06-23
https://www.ecad-sol.com/
 
イ,121288,イーグル⼯業株式会社
〒105-8587,東京都港区芝⼤⾨１−１２−１５ 正和ビル７階
2026-02-12
http://www.ekkeagle.com
 
イ,222006,イーグル⼯業株式会社
〒359-0024,埼⽟県所沢市下安松１１５６
2025-10-01
 
イ,220194,株式会社イーグル社
〒010-1420,秋⽥県秋⽥市⼤住南３丁⽬２０番１４号
2024-08-31
 
イ,106114,株式会社イーグルソフト



〒227-0062,神奈川県横浜市⻘葉区⻘葉台１−５−４−５０３
2023-12-24
http://eagle-soft.co.jp
 
イ,224990,株式会社イーグルメタル
〒422-8017,静岡県静岡市⼤⾕３６４１−１
2022-04-01
 
イ,104647,株式会社イーグルライズジャパン
〒110-0005,東京都台東区上野３−２−１
2026-02-13
http://www.eaglerise.co.jp/
 
イ,502676,イーグローバレッジ株式会社
〒153-0051,東京都⽬黒区上⽬黒２−１−１中⽬黒ＧＴタワー７Ｆ
2024-07-24
http://www.e-globaledge.com
 
イ,214503,イーケーエレベータ株式会社
〒370-3104,群⾺県⾼崎市箕郷町上芝６８８
2025-12-13
https://www.ekelevator.jp
 
イ,218906,ＥＫ通信株式会社
〒591-8012,⼤阪府堺市北区中村町２３７−９
2024-01-12
 
イ,111844,イーコット株式会社
〒537-0002,⼤阪市東成区深江南２−２０−１６ トミヤビル３Ｆ
2024-06-19
http://www.ecott.co.jp
 
イ,220295,株式会社ｅ−ｃｏｎ
〒550-0003,⼤阪府⼤阪市⻄区京町堀２−２−１
2024-09-28
 
イ,104864,イーサービス株式会社
〒226-0014,神奈川県横浜市緑区台村町６１６−１ マイキャッスル中⼭３０１号
2023-07-13
http://www.eservice-inc.co.jp
 
イ,216181,株式会社イーシーセルビス
〒739-1733,広島県広島市安佐北区⼝⽥南２−１６−２６
2025-03-19
 
イ,213259,株式会社イーシーセンター
〒416-0946,静岡県富⼠市五貫島９１９
2026-06-03
 
イ,106059,株式会社Ｅ．Ｃ．Ｔ．サービス
〒824-0068,福岡県⾏橋市延永８１−１
2023-10-16
http://www.ect.jp/
 
イ,216326,ＥＣテクノス株式会社



〒063-0032,北海道札幌市⻄区⻄野２条９丁⽬３番１号
2025-04-23
http://ec-t.jp/
 
イ,219203,イーシープランニング株式会社
〒650-0017,兵庫県神⼾市中央区楠町８丁⽬１１番１号
2024-03-02
https://touketsu.com/
 
イ,215261,株式会社ＥーＳＹＳＴＥＭ
〒812-0020,福岡県福岡市博多区対⾺⼩路１番２１号
2024-02-27
http://www.esys1996.com
 
イ,504823,ｅ−ＪＥＣ東⽇本株式会社
〒984-0031,宮城県仙台市若林区六丁⽬字南９７番３
2023-08-22
http://www.e-jec.jp
 
イ,231186,イースタンリース株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥⼆丁⽬８番１３号東計ビル
2025-10-25
http://www.easternlease.jp/
 
イ,105444,株式会社イーステック
〒065-0017,札幌市東区北１７条東１７−２−１１ ＭＥＣビル
2025-02-06
 
イ,210245,株式会社イーステック
〒567-0865,⼤阪府茨⽊市横江⼆丁⽬２番１号
2024-03-30
http://www.eastec.co.jp/
 
イ,213039,株式会社ｅステップ
〒781-0112,⾼知県⾼知市仁井⽥４５９１番地３
2026-02-05
https://www.estep.co.jp/
 
イ,212987,株式会社イースト
〒244-0812,神奈川県横浜市⼾塚区柏尾町８２５ー１１
2026-01-08
http://www.ew-east.co.jp
 
イ,501397,イースト株式会社
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊⼆丁⽬２２番８号
2024-10-03
https://www.est.co.jp/
 
イ,219456,株式会社イーストアジア・コーポレーション
〒640-8314,和歌⼭県和歌⼭市神前１９０番地１
2024-03-23
 
イ,219731,株式会社イースト・ウエスト
〒176-0023,東京都練⾺区中村北２−１８−８
2024-05-11



 
イ,220143,株式会社イースト・エンジ
〒273-0125,千葉県鎌ケ⾕市初富本町１−２−２２
2024-08-10
 
イ,211997,有限会社イースト・コーポレーション
〒210-0015,神奈川県川崎市川崎区南町２１番２号グランドステージ川﨑５０２号室
2024-01-27
http://www.east-corp.co.jp/
 
イ,214123,株式会社イーストコア
〒980-0811,宮城県仙台市⻘葉区⼀番町１丁⽬５番１６号
2025-04-05
http://www.east-core.co.jp/
 
イ,213536,有限会社イースト商事
〒252-0822,神奈川県藤沢市葛原１７０４
2023-12-22
 
イ,105116,株式会社Ｅ３
〒163-0532,東京都新宿区⻄新宿１−２６−２ 新宿野村ビル３２Ｆ
2024-05-01
https://e3e.jp/
 
イ,231069,株式会社イーズプラス
〒171-0044,東京都豊島区千早⼀丁⽬１４番１８号
2025-10-18
https://www.ease-plus.website/
 
イ,218053,株式会社イーテーシー
〒371-0805,群⾺県前橋市南町２丁⽬４５番地１
2023-07-28
 
イ,212379,有限会社イーティー
〒231-0033,神奈川県横浜市中区⻑者町２ー５ー１１
2024-11-14
http://bayside-et.com/campany.html
 
イ,219572,株式会社イーテック
〒203-0043,東京都東久留⽶市下⾥１−１１−３２
2024-04-13
 
イ,505012,イーテック情報システムズ株式会社
〒102-0073,東京都千代⽥区九段北１−６−５ 第１フクハラビル４０２号
2023-12-15
http://www.e-techs.co.jp
 
イ,106695,株式会社イーデーエス
〒175-0083,東京都板橋区徳丸５−１０−２０
2025-06-22
 
イ,215417,株式会社Ｅ−ＴＨＯＳ２１
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町１−１４−１２
2024-05-29
 



イ,219651,株式会社イートラスト
〒940-0871,新潟県⻑岡市北陽１丁⽬５３番地５４
2024-04-27
 
イ,128211,イートン・エレクトリック・ジャパン株式会社
〒530-0001,⼤阪府⼤阪市北区梅⽥３−４−５ 毎⽇インテシオ１２階
2025-12-12
http://www.jpn-moeller.co.jp/
 
イ,217702,株式会社イーハウス・アーキ・コラボレーション
〒320-0072,栃⽊県宇都宮市若草４ー１４ー１０
2026-04-14
 
イ,105975,株式会社イーパック
〒561-8550,⼤阪府豊中市⽇出町１−６−２２
2023-07-22
 
イ,129161,ｅｂｍ−ｐａｐｓｔ Ｊａｐａｎ株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−８−１２ Ａｔｔｅｎｄ ｏｎ Ｔｏｗｅｒ１３Ｆ
2023-11-14
http://www.ebmpapst.jp
 
イ,120328,イー・ビー・ソリューションズ株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦４−９−２５
2023-08-27
http://www.ebss.co.jp
 
イ,100653,株式会社ｅビジネスソリューション
〒135-0043,東京都江東区塩浜２−１３−１１
2026-03-09
http://www.ebskk.com
 
イ,217535,ＥＰＳ株式会社
〒989-0731,宮城県⽩⽯市福岡深⾕字佐久来２２１ー１
2026-01-28
 
イ,129841,株式会社イーピーテック
〒317-0056,茨城県⽇⽴市⽩銀町２−１４−１
2025-03-25
http://eptec.jp
 
イ,106174,株式会社Ｅ−フィールド
〒105-0014,東京都港区芝２−１０−４
2024-03-10
https://e-fields.co.jp
 
イ,231156,株式会社イーフラッグ
〒101-0044,東京都千代⽥区鍛冶町⼆丁⽬２番９号
2025-10-25
http://www.e-flag.co.jp
 
イ,504486,株式会社イー・ブレイン
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨４丁⽬１番１０号
2024-10-23
http://www.ebrain-dos.com



 
イ,230528,株式会社イー・プランニング
〒532-0004,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄宮原⼀丁⽬６−３０−２０７号
2025-07-26
https://www.eplanning.co.jp
 
イ,104549,ｅＢＡＳＥ−ＰＬＵＳ株式会社
〒531-0072,⼤阪市北区豊崎５−４−９ 商業第⼆ビル９Ｆ
2025-09-21
http://www.ebase-plus.co.jp/
 
イ,224872,イーペック株式会社
〒607-8218,京都府京都市⼭科区勧修寺御所内町１２０番地
2025-04-01
http://www.epec.co.jp/
 
イ,105065,イームル⼯業株式会社
〒739-0151,広島県東広島市⼋本松町原１０８５２−１
2024-03-16
http://www.eaml.co.jp
 
イ,210313,Ｅ・メタルシステム株式会社
〒023-1101,岩⼿県奥州市江刺岩⾕堂字御所橋２２２ー３
2024-05-14
http://www.e-metal.co.jp
 
イ,503627,株式会社 ｅ−ｍｏｒｅ ｗｏｒｌｄ
〒107-0062,東京都港区南⻘⼭２丁⽬２番１５号ウィン⻘⼭９４２
2025-09-02
http://www.e-moreworld.com/
 
イ,111221,株式会社イーモリ
〒103-0007,東京都中央区⽇本橋浜町２−６１−１１
2026-06-24
http://www.i-mori.co.jp/
 
イ,101608,株式会社イアス
〒191-0011,東京都⽇野市⽇野本町２−２−１
2024-08-21
http://iasinc.jp
 
イ,219877,株式会社飯尾⼯業所
〒230-0051,神奈川県横浜市鶴⾒区鶴⾒中央３丁⽬３番３４号鈴幸ビル１０４
2024-06-22
https://www.iio-kogyosho.co.jp
 
イ,211900,株式会社飯島
〒014-1115,秋⽥県仙北市⽥沢湖⼩松字本町２０３ー３
2023-11-11
 
イ,124141,飯島・東洋株式会社
〒285-0802,千葉県佐倉市⼤作１−３−２
2025-06-28
http://www.it-core.co.jp
 



イ,104536,飯島鋼管株式会社
〒136-0072,東京都江東区⼤島１−８−２１
2025-09-13
http://www.iijima-kk.com/
 
イ,123860,株式会社飯島製作所
〒230-0047,横浜市鶴⾒区下野⾕町４−１３５
2025-05-12
http://www.iijima-ss.com/
 
イ,103888,飯島製材所
〒405-0042,⼭梨県⼭梨市南３０５
2024-06-23
https://www.iijima-seizaisho.jp/company/
 
イ,220640,飯島鉄筋⼯業株式会社
〒468-0014,愛知県名古屋市天⽩区中平⼀丁⽬７０７番地
2025-01-25
http://www.iijimatekkin.com/
 
イ,225441,飯島物産株式会社
〒441-8016,愛知県豊橋市新栄町字東⼩向７０の１
2025-06-01
http://iijima-n.co.jp/
 
イ,104875,飯島プレス有限会社
〒310-0844,茨城県⽔⼾市住吉町２９７−１
2023-07-26
http://www.mito-iijima.co.jp
 
イ,101687,飯島マシナリー株式会社
〒306-0206,茨城県古河市丘⾥３−５
2024-09-25
http://www.iijima-machinery.co.jp
 
イ,101910,株式会社イイダ
〒146-0082,東京都⼤⽥区池上４−３０−１０
2024-10-23
http://www.iida-net.co.jp
 
イ,124545,飯⽥化成株式会社
〒395-0821,⻑野県飯⽥市松尾新井７２３４
2025-10-13
 
イ,126470,飯⽥⾦商株式会社
〒105-0014,東京都港区芝３−１２−１７
2024-01-17
 
イ,101343,飯⽥⾦属⼯業株式会社
〒581-0061,⼤阪府⼋尾市春⽇町１−９−１２
2025-09-25
http://www.iida-kinzoku.com
 
イ,220153,株式会社飯⽥組鉄⼯
〒300-0817,茨城県⼟浦市永国２４４−８



2024-08-10
 
イ,211714,株式会社飯⽥建設⼯業
〒221-0021,神奈川県横浜市神奈川区⼦安通３−３４６
2023-06-20
 
イ,111181,株式会社飯⽥⼯業
〒410-2401,静岡県伊⾖市牧之郷５５２−２
2022-09-02
 
イ,210615,有限会社飯⽥⼯業
〒192-0001,東京都⼋王⼦市⼾吹町１１０ー３
2024-10-13
 
イ,226214,有限会社飯⽥⼯業
〒890-0005,⿅児島県⿅児島市下伊敷１丁⽬５０ー１３
2025-11-01
https://www.iida-kougyou.com/
 
イ,126370,有限会社飯⽥スプリング
〒158-0091,東京都世⽥⾕区中町５−４０−４
2023-12-13
https://www.iidasp.co.jp
 
イ,503380,飯⽥精機株式会社
〒395-1107,⻑野県下伊那郡喬⽊村７６０７−１
2025-03-15
http://www.iidaseiki.co.jp/
 
イ,214009,株式会社飯⽥製作所
〒136-0074,東京都江東区東砂３−２−１１
2022-02-16
http://www.iida-seisakusyo.co.jp
 
イ,111839,飯⽥精密株式会社
〒399-3103,⻑野県下伊那郡⾼森町下市⽥３１１１−１
2024-06-22
http://www.iida-seimitsu.jp/
 
イ,228247,有限会社イイダック
〒470-1127,愛知県豊明市三崎町ゆたか台１５ー１０
2024-07-04
 
イ,101925,飯⽥通商株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥３−９−３
2025-12-28
https://www.iida-tusho.co.jp
 
イ,224093,飯⽥電機⼯業株式会社
〒150-0001,東京都渋⾕区神宮前５ー８ー７
2025-02-01
http://www.iidea.co.jp/
 
イ,224279,株式会社飯⽥⽊⼯
〒410-2114,静岡県伊⾖の国市南條５７２−４



2025-03-01
 
イ,101221,株式会社飯塚製作所
〒635-0051,奈良県⼤和⾼⽥市根成柿４９３
2024-03-23
http://www.iidzka.co.jp
 
イ,231024,飯塚設備⼯業株式会社
〒327-0306,栃⽊県佐野市⼾室町１１１３番地
2025-10-11
https://iizukasetsubi.com
 
イ,129349,株式会社飯塚鐵鋼
〒671-0223,兵庫県姫路市別所町北宿１０２９−４
2024-03-02
http://www.s-iizuka.co.jp/
 
イ,103641,株式会社飯塚鉄⼯所
〒945-0812,新潟県柏崎市半⽥３−１５−１６
2024-02-18
http://www.e-iizuka.co.jp
 
イ,111443,株式会社飯塚鉄⼯所
〒333-0842,埼⽟県川⼝市前川２−３７−５
2024-05-15
 
イ,212983,飯塚電機⼯業株式会社
〒860-0824,熊本県熊本市中央区⼗禅寺⼀丁⽬４番１２号
2026-01-08
https://www.iizuka-denki.co.jp/
 
イ,217219,飯沼建築所 飯沼広⾏（その他）
〒422-8067,静岡県静岡市駿河区宮⽵２丁⽬２１番１号 １Ｆ
2025-10-15
 
イ,121931,株式会社飯沼ゲージ製作所
〒391-8550,⻑野県茅野市⽟川字原⼭１１４００−１０７８
2024-07-10
http://www.iinuma-gauge.co.jp/
 
イ,230484,有限会社飯野組
〒179-0083,東京都練⾺区平和台⼀丁⽬２９番２号１０１
2025-07-19
 
イ,220483,株式会社ＩＩＨＡＲＡ
〒574-0077,⼤阪府⼤東市三箇４丁⽬１１番１１号
2024-11-30
https://iihara.co.jp/
 
イ,225183,株式会社飯味塗装⼯業所
〒455-0056,愛知県名古屋市港区砂美町７８番地
2025-05-01
http://iimi.jp/
 
イ,224769,飯村機電⼯業株式会社



〒317-0063,茨城県⽇⽴市若葉町２ー６ー６
2025-04-01
http://www.iimurakiden.co.jp
 
イ,218578,飯森⽊材株式会社
〒755-0084,⼭⼝県宇部市⼤字川上２１１番地の５
2023-10-27
 
イ,111255,株式会社飯⼭⼯作所
〒807-0831,北九州市⼋幡⻄区則松５−１２−７
2026-03-01
https://iiyama-k.com
 
イ,111024,飯⼭精器株式会社
〒383-0053,⻑野県中野市⼤字草間１１６２−１５
2024-01-16
http://www.iiyamaseiki.co.jp
 
イ,123552,株式会社飯⼭特殊硝⼦
〒146-0095,東京都⼤⽥区多摩川２−１２−２５
2025-02-13
https://iiyamapgc.co.jp
 
イ,220674,株式会社イエス
〒241-0022,神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰⼆丁⽬６１番地の８
2025-02-01
 
イ,114244,家⽥化学薬品株式会社
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町４−３−４
2026-04-08
https://www.ieda.co.jp
 
イ,125292,家⽥化学薬品株式会社 横浜⽀店
〒230-0051,横浜市鶴⾒区鶴⾒中央４−３１−１３
2026-03-07
http://www.ieda.co.jp/
 
イ,227049,株式会社イエムラ
〒981-1225,宮城県名取市飯野坂字南沖６７ー１
2023-09-01
 
イ,216938,株式会社ＹＥＬＬＯＷ
〒101-0035,東京都千代⽥区神⽥紺屋町２８
2025-07-23
 
イ,101674,株式会社イエンダブルインターナショナル
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町２−２−２−２０２
2024-09-18
http://www.enwkorea.com
 
イ,103531,株式会社イオ
〒191-0065,東京都⽇野市旭が丘４−７−１０７ アクア２１ビル
2023-12-08
http://www.io-ea.co.jp
 



イ,124650,イオカ電⼦株式会社
〒959-2003,新潟県阿賀野市安野町１２−１２
2025-12-03
http://www.ioka-kk.jp/
 
イ,228670,株式会社井尾⼯務店
〒331-0811,埼⽟県さいたま市北区吉野町２ー２８５ー４
2024-11-16
 
イ,111971,イオス株式会社
〒334-0012,埼⽟県川⼝市⼋幡⽊１−１０−２６
2024-08-25
http://www.ios-hato.co.jp
 
イ,215838,有限会社イオス
〒331-0811,埼⽟県さいたま市北区吉野町１町⽬３６３番地１３
2021-12-18
 
イ,106801,イオスエンジニアリング＆サービス株式会社
〒100-6015,東京都千代⽥区霞が関３−２−５ 霞が関ビルディング１５階
2025-11-24
https://eos-es.co.jp/
 
イ,216781,株式会社ＪＯＴＡ
〒322-0026,栃⽊県⿅沼市茂呂２４４番地１０
2025-06-25
http://www.jotank.com/
 
イ,218342,有限会社イオタ
〒175-0083,東京都板橋区徳丸１−６１−１９
2023-09-08
 
イ,219636,株式会社イオタオーエーシステム
〒790-0922,愛媛県松⼭市星岡⼀丁⽬２８番１号
2024-04-20
http://iotaoa.com/
 
イ,503473,株式会社イオン・エンタープライズ
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥２−３２−６ ⾦⼦ビル２階
2025-08-18
http://www.ion-ep.com
 
イ,106293,株式会社イオンテクノセンター
〒573-0128,⼤阪府枚⽅市津⽥⼭⼿２−８−１
2024-08-02
https://iontc.co.jp
 
イ,120914,井加⽥産業株式会社
〒930-0037,富⼭市⾳⽻町２−１−６
2024-02-25
 
イ,214909,株式会社伊勝
〒230-0052,神奈川県横浜市鶴⾒区⽣⻨１ー５ー３
2023-08-01
http://www.ikatsu.co.jp



 
イ,214741,五⼗嵐建設株式会社
〒950-2002,新潟県新潟市⻄区⻘⼭⼀丁⽬１２番８号
2026-05-23
https://ikarashi-ccl.co.jp/
 
イ,129343,株式会社五⼗嵐コンピュータープレス
〒953-0053,新潟県新潟市⻄蒲区巻東町６０９−１
2024-02-27
http://www.ikacom.co.jp/
 
イ,229588,株式会社碇
〒604-0973,京都府京都市中京区柳⾺場通⽵屋町下る５丁⽬２２８番地
2026-03-17
 
イ,211566,有限会社碇⼯務店
〒224-0025,神奈川県横浜市都筑区早渕１ー４０ー１０
2023-03-03
 
イ,111915,井狩産業株式会社
〒579-8036,⼤阪府東⼤阪市鷹殿町１−２３
2024-07-21
http://www.ikari-sg.com/
 
イ,228351,イカリ消毒株式会社
〒151-0051,東京都渋⾕区千駄ケ⾕５ー２７ー１１
2024-08-10
http://www.ikari.co.jp/
 
イ,121936,株式会社井雅
〒141-0021,東京都品川区上⼤崎３−１４−１２
2024-07-14
http://www.iga.co.jp/
 
イ,111847,伊賀産業株式会社
〒670-0063,兵庫県姫路市下⼿野１−８−１０
2024-06-13
http://www.igasangyo.co.jp/
 
イ,222447,有限会社伊賀タイル⼯業
〒760-0080,⾹川県⾼松市⽊太町２６５９ー１４
2023-12-01
 
イ,213201,株式会社五⼗嵐
〒311-3123,茨城県東茨城郡茨城町若宮９３２
2026-04-22
 
イ,216586,株式会社五⼗嵐建設
〒270-2251,千葉県松⼾市⾦ケ作２１６−３７
2025-06-04
 
イ,229432,株式会社五⼗嵐建設
〒310-0012,茨城県⽔⼾市城東３−１−７８
2025-12-13
https://igamo.co.jp/



 
イ,111089,株式会社イガラシコーカ
〒153-0064,東京都⽬黒区下⽬黒１−５−１１
2024-03-31
http://www.igarashikoka.co.jp
 
イ,212786,株式会社イガラシ⼯業
〒980-0802,宮城県仙台市⻘葉区⼆⽇町８番６号
2022-08-12
 
イ,230206,イガラシ綜業株式会社
〒317-0073,茨城県⽇⽴市幸町⼆丁⽬８番６号
2025-06-14
https://www.igarashisogyo.com
 
イ,231357,五⼗嵐電機株式会社
〒556-0022,⼤阪府⼤阪市浪速区桜川⼆丁⽬１２番２１号
2025-11-29
 
イ,112850,株式会社五⼗嵐電機製作所
〒212-0006,川崎市幸区遠藤町４９−１
2024-09-29
http://www.jp-igarashi.com
 
イ,215735,有限会社五⼗嵐陶器店
〒997-0028,⼭形県鶴岡市⼭王町１５ー５０
2024-11-06
 
イ,223940,株式会社五⼗嵐塗装店
〒581-0088,⼤阪府⼋尾市松⼭町２丁⽬２番２４号
2024-12-01
 
イ,220504,株式会社五⼗嵐⼟建
〒335-0021,埼⽟県⼾⽥市新曽１番地３
2024-12-07
 
イ,231970,イガリ建設株式会社
〒090-0070,北海道北⾒市美⼭町⻄⼆丁⽬５９番地２１
2026-05-09
https://www.igarikensetu.com/
 
イ,121096,いがり産業株式会社
〒309-1737,茨城県笠間市中央１−７−２５
2024-03-20
http://www.igari-inc.co.jp
 
イ,120409,井河原産業株式会社
〒671-1621,兵庫県たつの市揖保川町正條２１３
2023-09-17
http://www.igawara.co.jp/
 
イ,211167,株式会社⽣⽬設備
〒880-2104,宮崎県宮崎市⼤字浮⽥３２番地
2025-05-31
https://ikimesetsubi.com/



 
イ,220132,株式会社イクシス
〒212-0032,神奈川県川崎市幸区新川崎７−７
2024-08-03
 
イ,220756,株式会社イクシズ
〒003-0025,北海道札幌市⽩⽯区本郷通⼋丁⽬北７番１号
2025-03-01
http://www.ixiz.jp/
 
イ,105794,株式会社⽣島⼯業
〒254-0012,神奈川県平塚市⼤神３２３３−６
2025-12-12
 
イ,213024,株式会社イクス
〒444-2131,愛知県岡崎市⻘⽊町９番地６
2026-02-05
http://www.eco-ex.co.jp/
 
イ,218902,⽣⽥⾦属 ⽣⽥健⼀（その他）
〒573-0113,⼤阪府枚⽅市宗⾕１−１０−１５
2024-01-12
 
イ,215921,⽣⽥建設株式会社
〒215-0017,神奈川県川崎市⿇⽣区王禅寺⻄１丁⽬３０ー２６
2025-01-22
http://www.ikuta-k.com/
 
イ,129415,株式会社⽣⽥合⾦鋳造所
〒737-0134,広島県呉市広多賀⾕１−４−２
2024-04-09
http://www.ikutagokin.co.jp/
 
イ,220905,株式会社⽣⽥電機設備商会
〒132-0023,東京都江⼾川区⻄⼀之江三丁⽬２番５号
2025-03-22
https://www.ikuta-denki.co.jp/
 
イ,222104,株式会社⽣野⼯務店
〒310-0063,茨城県⽔⼾市五軒町２丁⽬２番２３号
2026-03-01
 
イ,212040,株式会社井熊
〒665-0836,兵庫県宝塚市清荒神１丁⽬１２番２３号
2024-02-23
 
イ,502607,株式会社 イグアス
〒212-0013,神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地ソリッドスクエア⻄館２１Ｆ
2024-03-20
https://www.i-guazu.co.jp
 
イ,121307,イグス株式会社
〒130-0013,東京都墨⽥区錦⽷１−２−１ アルカセントラル
2026-04-08
http://www.igus.co.jp



 
イ,106838,株式会社井⼝⼀世
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋４−１０−１
2025-12-22
http://www.iguchi.ne.jp
 
イ,505099,イグニション・ポイント株式会社
〒150-0011,東京都渋⾕区東１−３２−１２ 渋⾕プロパティータワー８Ｆ
2024-07-25
http://ignitionpoint-inc.com/
 
イ,223538,イグロ電気株式会社
〒541-0052,⼤阪府⼤阪市中央区安⼟町１ー６ー１４朝⽇⽣命⾠野ビル９階
2024-09-01
http://iguro.co.jp/
 
イ,111145,株式会社いけうち
〒550-0011,⼤阪府⼤阪市⻄区阿波座１−１５−１５ 第⼀協業ビル
2024-11-06
https://www.kirinoikeuchi.co.jp
 
イ,210626,有限会社イケウチ
〒427-0012,静岡県島⽥市細島２０１８
2024-10-16
 
イ,212126,株式会社イケウチ
〒532-0035,⼤阪府⼤阪市淀川区三津屋南３ー５ー８
2024-04-12
 
イ,228627,株式会社池内環境開発
〒060-0061,北海道札幌市中央区南⼀条⻄２丁⽬１８番地
2024-11-07
https://www.ikeuchigroup.com/
 
イ,216196,株式会社池内⼯業
〒560-0002,⼤阪府豊中市緑丘４ー４ー１６
2025-03-26
 
イ,225581,株式会社池内⼯業
〒606-8161,京都府京都市左京区⼀乗寺⽊ノ本町４番地の２
2025-06-01
_
 
イ,504253,有限会社池内⼯業所
〒270-1407,千葉県⽩井市名内３７１−１７
2025-05-20
 
イ,211581,株式会社池内⼯務店
〒673-0041,兵庫県明⽯市⻄明⽯南町１丁⽬５ー１１
2026-03-15
https://www.ikeuchi-koumuten.co.jp/
 
イ,223998,株式会社池内商店
〒670-0972,兵庫県姫路市⼿柄１丁⽬２５番地
2025-01-01



http://www.ike-gaia.co.jp
 
イ,228139,有限会社池内鉄建
〒601-8174,京都府京都市南区上⿃⽻清井町４７番地４
2024-06-07
 
イ,504664,株式会社池⾙
〒311-3501,茨城県⾏⽅市芹沢字上⼭９２０番地５２
2026-06-09
http://www.ikegai.co.jp/index.html
 
イ,154041,池垣冷鋼株式会社
〒104-0043,東京都中央区湊１−１２−１１ ⼋重洲第七⻑岡ビル６階
2023-10-14
 
イ,230814,株式会社イケガミ
〒154-0012,東京都世⽥⾕区駒沢⼆丁⽬６１番１号
2025-08-30
https://aqasoil.co.jp
 
イ,125430,池上通信機株式会社
〒146-8567,東京都⼤⽥区池上５−６−１６
2026-05-09
http://www.ikegami.co.jp/
 
イ,217293,有限会社池北組
〒769-0210,⾹川県綾歌郡宇多津町２５９８番地８
2025-11-12
 
イ,231512,株式会社池⼯業
〒981-0131,宮城県宮城郡利府町⻘⼭⼆丁⽬４番地４
2025-12-27
 
イ,211327,株式会社池下設計
〒164-0012,東京都中野区本町⼀丁⽬３２番２号ハーモニータワー１１階
2025-08-06
http://www.ikeshita-sekkei.com
 
イ,224785,池新⽥クレーン株式会社
〒437-1612,静岡県御前崎市池新⽥７８０９ー１
2025-04-01
http://www.ikc.jp/
 
イ,210074,株式会社池嶋
〒277-0872,千葉県柏市⼗余⼆２３０ー８
2023-11-28
 
イ,121350,株式会社イケタニ
〒399-6101,⻑野県⽊曽郡⽊曽町⽇義２１９６
2026-02-20
 
イ,219656,有限会社池⾕電業
〒332-0017,埼⽟県川⼝市栄町２ー１ー２６
2024-04-27
 



イ,211573,株式会社ＩＫＥＤＡ
〒168-0081,東京都杉並区宮前３丁⽬５番２１号
2026-03-09
http://ikmail.jp/
 
イ,121128,イケダガラス株式会社
〒101-0036,東京都千代⽥区神⽥北乗物町１
2025-07-13
http://www.ikedaglass.co.jp/
 
イ,104475,株式会社池⽥機⼯
〒954-0111,新潟県⾒附市新幸町１０−９
2025-07-20
 
イ,127721,池⽥⾦属⼯業株式会社
〒550-0013,⼤阪市⻄区新町４−７−１１
2025-02-02
http://www.ikekin.co.jp/
 
イ,223030,株式会社池⽥組
〒664-0887,兵庫県伊丹市南野北１丁⽬３番１号
2024-04-01
 
イ,226644,株式会社池⽥組
〒939-1912,富⼭県南砺市⼤島６５２番地
2026-04-01
 
イ,210235,有限会社イケダケンキ
〒135-0051,東京都江東区枝川２−２８−１０−１０１号
2024-03-23
 
イ,215315,株式会社池⽥建設
〒840-0214,佐賀県佐賀市⼤和町⼤字川上１７４３ー１
2024-03-20
 
イ,215552,株式会社池⽥建設⼯業
〒981-3133,宮城県仙台市泉区泉中央１丁⽬３４番地の８
2024-09-04
 
イ,215717,池⽥建設⼯業株式会社
〒261-0011,千葉県千葉市美浜区真砂５丁⽬１９ー３
2024-11-06
http://www.ikeda-k.co.jp
 
イ,222391,株式会社池⽥建築塗装⼯業
〒320-0074,栃⽊県宇都宮市細⾕町５７９番地２７
2023-11-01
 
イ,224412,株式会社イケダコーポレーション
〒760-0005,⾹川県⾼松市宮脇町１ー２ー３１
2022-04-01
http://ikedaco.co.jp
 
イ,229815,株式会社イケダコーポレーション
〒556-0005,⼤阪府⼤阪市浪速区⽇本橋４ー１４ー１



2020-07-02
http://ikedacorp.biz
 
イ,224977,株式会社池⽥⼯業
〒362-0054,埼⽟県上尾市⼤字堤崎４４８ー７
2025-04-01
http://www.ikeda-kougyou.com/
 
イ,225804,株式会社池⽥⼯業
〒857-0852,⻑崎県佐世保市⼲尽町６番１６号
2025-08-01
http://www.kk-ikeda.co.jp
 
イ,226654,池⽥興業株式会社
〒800-8510,福岡県北九州市⾨司区⼤⾥本町⼆丁⽬２番５号
2026-04-01
https://www.ikeda-kogyo.co.jp
 
イ,226817,株式会社池⽥⼯業
〒292-0834,千葉県⽊更津市潮⾒６丁⽬１１番地２
2026-06-01
 
イ,227010,池⽥⼯業株式会社
〒492-8057,愛知県稲沢市下津⻑⽥町５６ー１
2023-09-01
 
イ,111842,株式会社池⽥⼯業所
〒236-0004,横浜市⾦沢区福浦１−８−１０
2024-06-07
http://www.ikd-corp.co.jp/
 
イ,213833,株式会社池⽥興商
〒244-0815,神奈川県横浜市⼾塚区下倉⽥町５２１番地５
2024-09-08
 
イ,222567,株式会社池⽥⼯務店
〒488-0825,愛知県尾張旭市東⼭町２丁⽬１５番地の１１
2024-01-01
http://www.kk-ikedakoumuten.com/
 
イ,101225,池⽥産業株式会社
〒578-0965,⼤阪府東⼤阪市本庄⻄２−２−３１
2024-08-08
http://www.ikedasangyo.com
 
イ,224853,イケダ産業株式会社
〒791-8016,愛媛県松⼭市久万ノ台１８９番地１
2025-04-01
https://i-gp.co.jp
 
イ,220026,株式会社池⽥実業
〒522-0047,滋賀県彦根市⽇夏町８４２番地
2024-07-13
 
イ,121998,有限会社イケダ精器



〒457-0016,愛知県名古屋市南区汐⽥町１２−３１
2024-07-29
 
イ,121139,株式会社池⽥製機⼯業所
〒570-0037,⼤阪府守⼝市⼤枝北町１２−１５
2025-05-01
http://www.ikedaseiki.co.jp/
 
イ,129763,株式会社池⽥製作所
〒373-0847,群⾺県太⽥市⻄新町１３５−３
2025-01-21
http://www.ikeike.co.jp/
 
イ,223329,池⽥煖房⼯業株式会社
〒001-0012,北海道札幌市北区北１２条⻄３丁⽬１番１０号
2024-07-01
http://www.ikedan.co.jp
 
イ,213135,池⽥鉄⼯株式会社
〒168-0063,東京都杉並区和泉４丁⽬４２番２号
2023-03-19
http://www.ikeda-fab.co.jp/
 
イ,104318,池⽥糖化⼯業株式会社
〒720-8638,広島県福⼭市桜⾺場町２−２８
2025-03-10
https://www.ikedatohka.co.jp/
 
イ,502249,株式会社池⽥ネジ商会
〒416-0906,静岡県富⼠市本市場４２０番地の１３
2026-03-15
https://www.ikedaneji.jp/
 
イ,210193,株式会社池⽥⽊材
〒292-0014,千葉県⽊更津市⾼柳４９５７
2024-02-24
 
イ,103188,株式会社池⽥理化
〒101-0044,東京都千代⽥区鍛冶町１−８−６
2026-05-16
http://www.ikedarika.co.jp/
 
イ,219310,株式会社池⽥冷熱⼯業
〒808-0109,福岡県北九州市若松区南⼆島２丁⽬７ー１２
2024-03-16
 
イ,231460,株式会社池⼾⽊⼯製作所
〒455-0072,愛知県名古屋市港区須成町三丁⽬６１番地
2025-12-19
http://ikedo-mo.com/
 
イ,231787,株式会社池永⼯業所
〒221-0841,神奈川県横浜市神奈川区松本町四丁⽬３４番地
2026-03-14
 



イ,120110,株式会社イケハタ
〒587-0011,⼤阪府堺市美原区丹上３４７−１
2023-07-22
 
イ,227000,株式会社イケハタ
〒133-0044,東京都江⼾川区本⼀⾊３丁⽬３５番１１号
2023-09-01
http://www.ikehata.jp
 
イ,218727,池原電設株式会社
〒351-0012,埼⽟県朝霞市栄町２丁⽬３番２５号
2023-12-15
 
イ,227200,株式会社イケバタ
〒914-0051,福井県敦賀市本町２丁⽬１番２６号
2023-12-01
 
イ,223688,株式会社池袋松屋
〒104-0031,東京都中央区京橋１−１４−７
2024-11-01
 
イ,213142,株式会社池間
〒900-0003,沖縄県那覇市安謝２−２４−１
2026-03-19
 
イ,229477,株式会社池間組
〒808-0076,福岡県北九州市若松区童⼦丸⼀丁⽬１番４３号
2026-02-05
 
イ,102176,株式会社池松機⼯
〒869-1233,熊本県菊池郡⼤津町⼤津２５０２−３
2025-01-21
https://ikematsukikou.jp
 
イ,211767,有限会社池間鉄筋⼯業
〒901-1202,沖縄県南城市⼤⾥字平良２３４２ー１
2023-07-21
 
イ,211917,池⽔⼯業株式会社
〒220-0023,神奈川県横浜市⻄区平沼２丁⽬１−１６ライオンズマンション横浜リバーサイド２０１
2023-11-24
 
イ,217734,株式会社イケモト
〒611-0002,京都府宇治市⽊幡南⼭９−１８９
2026-05-19
http://www.ikemoto-kyoto.com
 
イ,229976,株式会社池本
〒676-0004,兵庫県⾼砂市荒井町千⿃２丁⽬６−２３
2023-10-02
 
イ,226792,池本⼯業株式会社
〒175-0092,東京都板橋区⾚塚６丁⽬４０番２号
2026-06-01
 



イ,212851,有限会社池元鉄筋
〒713-8115,岡⼭県倉敷市⽟島道⼝５０６２
2025-10-09
 
イ,124674,イケヤ株式会社
〒431-3112,浜松市東区⼤島町７４７−１
2025-12-07
http://ikeya-corp.jp/
 
イ,129191,株式会社イケヤ製作所
〒431-3113,静岡県浜松市東区⼤瀬町１０４３−１
2023-12-12
http://www.ikeya-ss.co.jp
 
イ,219784,池和重機株式会社
〒515-2106,三重県松阪市⻄肥留町字神⼦柱１９１番地の２
2024-05-25
 
イ,220000,医建エンジニアリング株式会社
〒130-0026,東京都墨⽥区両国４−３１−１１
2024-07-06
https://iken-eng.co.jp/
 
イ,231662,伊芸レツカー株式会社
〒538-0043,⼤阪府⼤阪市鶴⾒区今津南四丁⽬１番２号
2026-02-14
https://igei.co.jp/
 
イ,129603,イゲタサンライズパイプ株式会社
〒541-0044,⼤阪府⼤阪市中央区伏⾒町４−２−１４ ＷＡＫＩＴＡ藤村御堂筋ビル８Ｆ
2024-11-24
http://www.ispkk.co.jp
 
イ,221216,イゲタ晴株式会社森組（その他）
〒080-0022,北海道帯広市⻄⼗⼆条１４丁⽬２−１０
2025-03-01
 
イ,217697,株式会社イゲタプロテック
〒761-2102,⾹川県綾歌郡綾川町千⽦４１９７番地７
2026-04-14
 
イ,215973,株式会社伊興
〒246-0004,神奈川県横浜市瀬⾕区中屋敷１丁⽬１０番地の２
2025-01-29
 
イ,224686,株式会社イコクヤ
〒506-0807,岐⾩県⾼⼭市三福寺町２０４８番地１
2025-04-01
 
イ,128669,株式会社イコマ・メカニカル
〒920-0377,⽯川県⾦沢市打⽊町東２００２
2026-01-07
http://www.ikoma-mec.co.jp
 
イ,225443,⽣駒植⽊株式会社



〒244-0004,神奈川県横浜市⼾塚区⼩雀町１８０５番地
2025-06-01
https://www.ikoma-ueki.co.jp/
 
イ,213481,有限会社⽣駒組
〒444-0874,愛知県岡崎市⻯美南１−９−５
2023-10-21
 
イ,217300,⽣駒造園⼟⽊株式会社
〒244-0004,神奈川県横浜市⼾塚区⼩雀町１９５６ー１
2025-11-12
 
イ,121177,株式会社イサアサ製鋲所
〒284-0012,千葉県四街道市物井１３４９−１０
2024-03-24
 
イ,215603,株式会社イサオサイン
〒010-0802,秋⽥県秋⽥市外旭川字梶ノ⽬３５１番地
2024-09-25
 
イ,111053,イサオ電機株式会社
〒556-0016,⼤阪市浪速区元町２−５−１６
2024-08-01
http://isaodenki.co.jp
 
イ,218508,株式会社伊佐⼯務店
〒815-0083,福岡県福岡市南区⾼宮２丁⽬２１番２号
2023-10-13
https://isakoumuten.com/
 
イ,211479,株式会社伊佐商店
〒652-0852,兵庫県神⼾市兵庫区御崎本町１丁⽬１ー４
2025-12-24
 
イ,111033,株式会社伊佐野製作所
〒140-0011,東京都品川区東⼤井２−２０−７
2024-07-18
http://www.isano-ss.co.jp/
 
イ,111321,イサハヤ電⼦株式会社
〒854-0065,⻑崎県諫早市津久葉町６−４１
2023-11-25
http://www.idc-com.co.jp
 
イ,100083,有限会社いさむ⼯業
〒259-0112,神奈川県中郡⼤磯町国府新宿５３５
2025-07-27
http://www.scn-net.ne.jp/~isamu/
 
イ,101938,株式会社諌⼭⼯務所
〒877-0025,⼤分県⽇⽥市⽥島１−１０−２１
2024-11-21
https://isakou.com
 
イ,227101,有限会社⽯和⼯業



〒240-0045,神奈川県横浜市保⼟ケ⾕区川島町６４８
2023-10-01
 
イ,126517,株式会社イザキ
〒577-0063,東⼤阪市川俣１−１１−１２
2024-01-26
http://www.izaki.co.jp
 
イ,111083,井澤⾦属株式会社
〒542-0081,⼤阪市中央区南船場１−１３−１０
2024-08-22
http://www.izawa-metal.co.jp
 
イ,210130,株式会社井澤興業
〒085-0062,北海道釧路市愛国１９１番３３１５
2024-01-09
 
イ,211869,株式会社伊澤舎
〒290-0023,千葉県市原市惣社２１０ー６
2023-10-06
 
イ,220417,株式会社⽯合塗装店
〒170-0001,東京都豊島区⻄巣鴨３丁⽬１５番５号
2024-11-01
 
イ,100311,⽯井化学産業株式会社
〒193-0932,東京都⼋王⼦市緑町４２９−１
2025-09-16
http://www.is-chemi.co.jp
 
イ,217875,⽯井化成⼯業株式会社
〒332-0004,埼⽟県川⼝市領家１丁⽬１０番８号
2026-06-30
https://www.ishiikasei.co.jp/
 
イ,103749,⽯井化成品株式会社
〒303-0031,茨城県常総市⽔海道⼭⽥町１１４１−４
2024-03-27
http://www.icits.co.jp
 
イ,212604,株式会社イシイ⾦物
〒538-0054,⼤阪府⼤阪市鶴⾒区緑３丁⽬５ー４
2025-05-01
 
イ,221399,⽯井硝⼦株式会社
〒984-0015,宮城県仙台市若林区卸町３丁⽬４番１３号
2025-04-01
http://www.ishiiglass.co.jp
 
イ,102985,株式会社⽯井機械製作所
〒326-0332,栃⽊県⾜利市福富新町７２６
2026-01-29
http://www.iks-web.co.jp/
 
イ,220074,株式会社⽯井組



〒150-0046,東京都渋⾕区松濤１ー２５ー９
2025-02-01
https://www.ishii-co.jp/
 
イ,217744,⽯井建材株式会社
〒667-1311,兵庫県美⽅郡⾹美町村岡区村岡２９５２番地
2026-05-26
https://www.isiken.co.jp/
 
イ,213679,⽯井建硝株式会社
〒984-0032,宮城県仙台市若林区荒井五丁⽬２１番地の３
2024-04-14
 
イ,111498,有限会社⽯井⼯機
〒144-0045,東京都⼤⽥区南六郷３−２０−２０
2024-06-07
 
イ,120051,⽯井⼯機株式会社
〒108-0074,東京都港区⾼輪１−１−１２
2026-07-10
http://www.d2.dion.ne.jp/~ishii_kk/
 
イ,102119,⽯井⼯業株式会社
〒373-0022,群⾺県太⽥市東⾦井町１３０８
2025-01-15
 
イ,111483,⽯井⼯業株式会社
〒111-0051,東京都台東区蔵前４−３１−１２
2024-05-18
http://www.ishiik.co.jp/
 
イ,214505,株式会社⽯井興業
〒289-1603,千葉県⼭武郡芝⼭町⼤⾥９７４
2025-12-13
https://ishiikogyo.co.jp/
 
イ,111413,株式会社⽯井⼯作研究所
〒870-0823,⼤分市東⼤道２−５−６０
2024-05-10
http://www.i-kk.co.jp
 
イ,224811,株式会社⽯井⼯務店
〒413-0027,静岡県熱海市紅葉ガ丘町９番１２号
2025-04-01
https://www.ishiicom.co.jp/
 
イ,111461,⽯井産業株式会社
〒541-0047,⼤阪府⼤阪市中央区淡路町３−２−８
2024-04-03
http://www.isix.co.jp
 
イ,121933,⽯射樹脂⼯業株式会社
〒243-0034,神奈川県厚⽊市船⼦１２６２−１
2024-07-11
 



イ,123307,有限会社⽯井製作所
〒411-0853,静岡県三島市⼤社町１６−２６
2025-01-28
 
イ,216719,株式会社⽯井電気⼯事
〒311-3513,茨城県⾏⽅市⼿賀１０６４番地１
2025-06-25
https://www.ishii-dk.co.jp
 
イ,230541,株式会社⽯井電気⼯事
〒730-0806,広島県広島市中区⻄⼗⽇市町３番３３号
2025-07-26
 
イ,218021,株式会社⽯井電⼯
〒174-0072,東京都板橋区南常盤台１−１１−９
2023-07-28
 
イ,214442,株式会社⽯井塗装
〒939-8064,富⼭県富⼭市⾚⽥６２３番地３
2025-10-24
 
イ,111917,⽯井塗料株式会社
〒308-0847,茨城県筑⻄市⽟⼾１００３−２１
2024-07-28
http://www.ishii-paint.co.jp/
 
イ,214623,株式会社⽯井⼟⽊
〒980-0812,宮城県仙台市⻘葉区⽚平１丁⽬２ー２２ロイヤーパークビル３階Ｂ
2023-03-14
 
イ,223948,⽯井美研株式会社
〒571-0030,⼤阪府⾨真市末広町４０番６号
2024-12-01
https://www.ishiibiken.com/
 
イ,220879,株式会社⽯井マーク
〒530-0053,⼤阪府⼤阪市北区末広町２番３８号
2025-03-22
http://www.ishiimark.com/
 
イ,227178,株式会社⽯岡
〒329-1413,栃⽊県さくら市葛城１９４４
2023-12-01
 
イ,227281,⽯岡⾦属板⼯業株式会社
〒062-0021,北海道札幌市豊平区⽉寒⻄⼀条１０丁⽬５番７２−３０２号
2024-01-10
 
イ,121367,有限会社⽯岡プラスチック
〒435-0053,静岡県浜松市東区上新屋町２７−３
2026-04-11
http://iplastic.co.jp/
 
イ,127955,有限会社⽯岡⽊⼯品製作所
〒315-0014,茨城県⽯岡市国府１−５−１５



2025-07-06
 
イ,228284,株式会社⽯勝エクステリア
〒158-0094,東京都世⽥⾕区⽟川２ー２ー１
2024-07-24
http://www.ishikatsu.co.jp/
 
イ,211431,⽯狩機材株式会社
〒061-3243,北海道⽯狩市新港東２丁⽬３番地４
2025-11-04
 
イ,213569,株式会社いしかわ
〒259-1132,神奈川県伊勢原市桜台２ー２０ー１９
2024-01-27
http://interior-ishikawa.jp/
 
イ,224097,⽯川営板株式会社
〒981-1222,宮城県名取市上余⽥字千刈⽥７３１番地
2025-02-01
 
イ,215304,有限会社⽯川架設
〒182-0023,東京都調布市染地３−１−１２７４
2024-03-20
 
イ,105559,⽯川可鍛製鉄株式会社
〒929-1121,⽯川県かほく市宇気い９
2025-05-16
http://www.ishikawakatan.co.jp
 
イ,121212,⽯川⾦網株式会社
〒116-0002,東京都荒川区荒川５−２−６
2025-09-19
http://www.ishikawa-kanaami.com/
 
イ,127837,⽯川⾦属株式会社
〒592-8352,⼤阪府堺市⻄区築港浜寺⻄町７−２１
2025-03-26
http://www.ishikawa-metal.com
 
イ,127381,⽯川⾦属機⼯株式会社
〒334-0075,埼⽟県川⼝市江⼾袋２−２−１８
2024-09-08
http://www.isikin.com/
 
イ,221438,有限会社⽯川組
〒320-0843,栃⽊県宇都宮市花園町３番１号
2022-04-01
 
イ,230731,株式会社⽯川組
〒939-1381,富⼭県砺波市中村６９９番地４
2025-08-16
https://www.ishikawagumi.info/
 
イ,210961,⽯川グローブシップ株式会社
〒920-0855,⽯川県⾦沢市武蔵町５番３６号



2025-03-04
http://www.ishikawa-gs.jp/
 
イ,211559,株式会社⽯川検査
〒921-8133,⽯川県⾦沢市四⼗万町北ル１４番
2026-03-03
http://www.ishikawakensa.co.jp/
 
イ,223197,⽯川建材⼯業株式会社
〒410-0805,静岡県沼津市本⽩銀町４８０−２０
2024-06-01
 
イ,500138,有限会社⽯川⼯機
〒036-8326,⻘森県弘前市⼤字藤野⼆丁⽬１０番地２
2023-11-01
 
イ,105735,株式会社⽯川⼯業
〒259-1303,神奈川県秦野市三屋４２−９
2025-11-11
https://www.ishikawa-ind.com/
 
イ,102307,株式会社⽯川⼯業所
〒316-0003,茨城県⽇⽴市多賀町４−１−１４
2025-02-19
http://www.ishikawa-np.co.jp/
 
イ,104725,⽯川興産株式会社
〒326-0055,栃⽊県⾜利市永楽町２−１
2026-04-12
 
イ,121110,⽯川産業株式会社
〒670-0996,兵庫県姫路市⼟⼭７−６−２２
2025-02-19
http://www.iishikawa.com
 
イ,100391,⽯川商事株式会社
〒745-0814,⼭⼝県周南市⿎海２−１１８−５８
2025-10-12
http://www.ishikawashoji.co.jp/
 
イ,214124,株式会社⽯川商事
〒292-0054,千葉県⽊更津市⻑須賀９２６ー２
2025-04-05
http://ishikawa-shouji.jp/
 
イ,101393,株式会社イシカワ製作所
〒237-0062,神奈川県横須賀市浦郷町５−２９３１
2025-11-30
http://www.ishikawa-s.co.jp/
 
イ,105336,株式会社⽯川製作所
〒522-0201,滋賀県彦根市⾼宮町２６３０−１
2024-11-01
 
イ,121232,株式会社⽯川製作所



〒969-0402,福島県岩瀬郡鏡⽯町諏訪町５７１−５
2025-09-25
http://www.isikawass.co.jp
 
イ,230301,有限会社⽯川測建
〒233-0006,神奈川県横浜市港南区芹が⾕五丁⽬２９番１９号
2025-06-28
http://ishikawa-sokken.jp
 
イ,122767,⽯川テレビ放送株式会社
〒920-0388,⽯川県⾦沢市観⾳堂町チ１８
2024-11-13
http://www.ishikawa-tv.com
 
イ,230845,株式会社⽯川電気⼯事
〒416-0945,静岡県富⼠市宮島６２０番地の１
2025-09-20
 
イ,120869,⽯川電機製作所
〒321-3235,栃⽊県宇都宮市鐺⼭町２３７１
2024-02-17
 
イ,102645,イシカワ電⼦株式会社
〒441-1115,愛知県豊橋市⽯巻本町字⾼嶋７１
2025-07-01
 
イ,230918,⽯川徳建設株式会社
〒135-0016,東京都江東区東陽五丁⽬３０番１３号
2025-09-27
https://www.ishikawatokuken.co.jp/
 
イ,123533,株式会社⽯川トランク製作所
〒140-0013,東京都品川区南⼤井１−１５−１０
2025-02-13
http://www.ishikawatrunk.co.jp
 
イ,211325,⽯川ピーシー⼯業株式会社
〒340-0054,埼⽟県草加市新善町４６９−６
2025-08-06
 
イ,101245,⽯川メッキ⼯業株式会社
〒920-0337,⽯川県⾦沢市⾦⽯⻄１−４−４５
2024-09-20
https://i-mekki.co.jp
 
イ,502216,⽯垣エンジニアリング株式会社
〒409-0124,⼭梨県上野原市⽝⽬１００３
2026-03-01
http://www.ishigaki-eng.jp/
 
イ,111377,⽯垣ゴム⼯業株式会社
〒547-0031,⼤阪市平野区平野南１−６−９
2023-10-29
http://www.ishigakigomu.co.jp
 



イ,120506,株式会社⽯垣商店
〒463-0068,名古屋市守⼭区瀬古１−６２９
2023-10-15
http://ishigaki-st.com/
 
イ,229978,⽯垣鐵⼯株式会社
〒018-5751,秋⽥県⼤館市⼆井⽥字前⽥野５番地２
2023-10-02
http://www.kaidan.co.jp
 
イ,227615,⽯垣電材株式会社
〒060-0006,北海道札幌市中央区北六条⻄⼗三丁⽬１番地
2024-03-09
https://www.ishigakidenzai.co.jp/
 
イ,223349,株式会社⽯上苅⽥建設
〒031-0013,⻘森県⼋⼾市⼤字⽯⼿洗字⼀本⽊２６番地１
2024-07-01
 
イ,121796,株式会社⽯神製作所
〒025-0036,岩⼿県花巻市中根⼦堂前３８
2024-06-04
http://www.e-isg.co.jp
 
イ,210865,株式会社⽯上タイル商店
〒422-8063,静岡県静岡市駿河区⾺渕⼆丁⽬４番２９号
2025-01-29
_
 
イ,225529,株式会社⽯吉組
〒517-0501,三重県志摩市阿児町鵜⽅１２３３
2025-06-01
http://www.ishikichi.com
 
イ,111941,有限会社⽯切精密
〒578-0921,⼤阪府東⼤阪市⽔⾛１−７−８
2024-08-24
 
イ,226023,株式会社⽯邦建設
〒252-0025,神奈川県座間市四ツ⾕７８１−１
2025-09-01
https://isikuni.co.jp/
 
イ,219696,有限会社⽯栗電設⼯業
〒283-0005,千葉県東⾦市⽥間２−２２−２
2024-04-27
 
イ,216827,イシグロ株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀４ー５ー８
2025-07-02
https://www.ishiguro-gr.co.jp
 
イ,101134,⽯黒⼯業所株式会社
〒482-0041,愛知県岩倉市東町東市場屋敷４５−１
2024-03-08



http://www.ishiguro-ind.co.jp
 
イ,211537,⽯黒体育施設株式会社
〒464-0848,愛知県名古屋市千種区春岡⼆丁⽬２７番１８号
2026-02-03
http://www.isiguro.co.jp
 
イ,222534,株式会社⽯建
〒235-0044,神奈川県横浜市磯⼦区峰町４１２
2024-01-01
 
イ,230992,有限会社⽯⽑電設
〒288-0837,千葉県銚⼦市⻑塚町三丁⽬１７３番地
2025-10-04
 
イ,121189,⽯幸電機株式会社
〒483-8335,愛知県江南市前⾶保町寺前２０７
2022-05-07
 
イ,218279,株式会社⽯﨑建材社
〒937-0044,富⼭県⿂津市横枕６４７番地の１
2023-09-01
https://www.iskn.co.jp/
 
イ,106271,⽯坂電器株式会社
〒372-0001,群⾺県伊勢崎市波志江町１７７７
2024-07-13
https://iszk-gr.jp/
 
イ,210399,株式会社⽯﨑硝⼦店
〒730-0052,広島県広島市中区千⽥町３丁⽬１４ー１３
2024-06-30
http://www.ishizaki-garasuten.co.jp
 
イ,121295,⽯崎⼯業株式会社
〒316-0003,茨城県⽇⽴市多賀町４−８−２
2025-09-17
 
イ,220559,株式会社⽯﨑⼯業
〒333-0854,埼⽟県川⼝市芝富⼠⼆丁⽬２番１７号
2024-12-21
https://iszk.jp/
 
イ,230480,⽯﨑電設 ⽯﨑善光（その他）
〒936-0877,富⼭県滑川市稲泉１１２８−３
2025-07-19
 
イ,215940,有限会社⽯崎⼟⽊
〒152-0004,東京都⽬黒区鷹番⼆丁⽬１０番１２号
2022-01-22
 
イ,101193,⽯崎プレス⼯業株式会社
〒664-0842,兵庫県伊丹市森本１−９８−２
2025-03-30
http://www.ispress.co.jp



 
イ,221437,株式会社⽯﨑本店
〒736-0084,広島県広島市安芸区⽮野新町１丁⽬２番１５号
2025-04-01
https://www.ishizaki.co.jp/
 
イ,231835,⽯崎防災電設株式会社
〒940-0044,新潟県⻑岡市住吉三丁⽬５番１０号
2026-03-28
http://ishizakibousai.com/
 
イ,211055,⽯澤⼯業株式会社
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾９丁⽬２８番１号
2025-02-01
http://www.isizawa.co.jp/
 
イ,226864,株式会社⽯沢⼯業
〒036-8061,⻘森県弘前市⼤字神⽥⼆丁⽬４番地２０
2023-07-01
http://www.sign1430.co.jp/
 
イ,121263,株式会社⽯澤製作所
〒990-0301,⼭形県東村⼭郡⼭辺町⼭辺２９４１
2025-12-25
http://www.ishizawa-ss.co.jp
 
イ,224879,株式会社⽯島建設
〒307-0052,茨城県結城市中央町⼀丁⽬１７番地１
2025-04-01
 
イ,215594,株式会社礎コラム
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨３ー１ー１０
2024-09-25
 
イ,230011,礎総合計画株式会社
〒930-0085,富⼭県富⼭市丸の内⼀丁⽬６番１７号
2025-04-12
https://ishizue-toyama.co.jp/
 
イ,103389,⽯塚硝⼦株式会社
〒482-8510,愛知県岩倉市川井町１８８０
2023-09-02
http://www.ishizuka.co.jp/houseware/
 
イ,214928,株式会社⽯⽥
〒380-0913,⻑野県⻑野市⼤字川合新⽥１３９５番地
2023-08-08
 
イ,103126,⽯⽥インダストリ有限会社
〒330-0061,埼⽟県さいたま市浦和区常盤４−２−１４
2026-04-08
 
イ,219479,株式会社イシダエンジニア
〒452-0901,愛知県清須市阿原⼋幡２１番地
2024-03-23



 
イ,125472,⽯⽥エンジニアリング株式会社
〒553-0007,⼤阪市福島区⼤開２−１０−４０
2026-05-27
http://www.ieg.jp/
 
イ,231427,株式会社⽯⽥組
〒475-0023,愛知県半⽥市⻲崎町⼆丁⽬１９１番地
2025-12-13
 
イ,224225,⽯⽥建材⼯業株式会社
〒370-0851,群⾺県⾼崎市上中居町６８４番地
2025-03-01
http://www.ishidakenzai.com/
 
イ,218200,⽯⽥建設株式会社
〒399-4102,⻑野県駒ヶ根市飯坂⼆丁⽬９−１４
2023-08-11
 
イ,220725,⽯⽥建設⼯業株式会社
〒910-0003,福井県福井市松本三丁⽬２−６
2025-02-21
http://www.ishida-kensetu-kogyo.jp/
 
イ,212668,有限会社ＩＳＨＩＤＡ建装
〒612-8464,京都府京都市伏⾒区中島前⼭町２２番３
2022-06-05
 
イ,224408,株式会社⽯⽥興業
〒661-0012,兵庫県尼崎市南塚⼝町５ー１７ー２２
2025-04-01
 
イ,230661,株式会社⽯⽥⼯業
〒615-8301,京都府京都市⻄京区桂徳⼤寺北町１５５番地
2025-08-02
http://diamond-service.co.jp
 
イ,220337,株式会社⽯⽥⼯務店
〒258-0021,神奈川県⾜柄上郡開成町吉⽥島３３１１−１
2024-10-12
http://ishidakoumu10.com/
 
イ,221712,株式会社⽯⽥⼯務店
〒553-0006,⼤阪府⼤阪市福島区吉野３ー６ー１４
2025-06-01
 
イ,102687,⽯⽥産業株式会社
〒812-0013,福岡市博多区博多駅東１−１０−３５ ＣＬＵＢ博多駅東オフィスビル２Ｆ
2025-07-16
http://ishidasangyo.co.jp/company/index.html
 
イ,217690,⽯⽥産業株式会社
〒039-2804,⻘森県上北郡七⼾町字野崎狐久保１０６ー２２６
2026-04-07
https://sumaikobo-ai.jimdo.com/



 
イ,229089,⽯⽥重機株式会社
〒264-0017,千葉県千葉市若葉区加曽利町１６０３番３１
2025-05-31
 
イ,230696,株式会社⽯⽥重機興業
〒929-1176,⽯川県かほく市外⽇⾓イ５番地３
2025-08-09
 
イ,105614,株式会社⽯⽥製作所
〒376-0013,群⾺県桐⽣市広沢町１−２５８８
2025-06-28
http://www.ishida-seisakusyo.co.jp
 
イ,111269,有限会社⽯⽥製作所
〒955-0033,新潟県三条市⻄⼤崎３−１８−３７
2026-06-22
http://www.ginzado.ne.jp/~ishinc
 
イ,231070,⽯⽥設備株式会社
〒444-0072,愛知県岡崎市六供町字甲⻄３４番地
2025-10-18
https://ishida-setsubi.com/
 
イ,224194,⽯⽥鉄⼯株式会社
〒498-0822,三重県桑名郡⽊曽岬町⼤字⾒⼊流作９５
2022-02-01
http://www.ishida-taihei.co.jp
 
イ,222626,株式会社⽯⽥塗装店
〒371-0013,群⾺県前橋市⻄⽚⾙町２ー２２５
2024-01-01
 
イ,221439,⽯⽥⼟⽊株式会社
〒876-0814,⼤分県佐伯市東町１１番１９号
2025-04-01
http://www.ishidadoboku.co.jp/
 
イ,217483,有限会社⽯地⼯業
〒470-2102,愛知県知多郡東浦町⼤字緒川字下家左川１２ー２
2026-01-21
http://ishiji-kogyo.co.jp
 
イ,212936,⽯塚重機株式会社
〒306-0641,茨城県坂東市鵠⼾５３６番地の２
2025-11-27
https://ishi-j.com/
 
イ,102156,⽯塚⼯業株式会社
〒326-0333,栃⽊県⾜利市問屋町１１７７−５
2025-01-18
 
イ,221198,⽯塚鋼業株式会社
〒321-0953,栃⽊県宇都宮市東宿郷３丁⽬２番１８号
2025-03-01



 
イ,226629,⽯津建材株式会社
〒314-0134,茨城県神栖市賀１６６６番地
2026-04-01
http://isizu.co.jp
 
イ,220575,株式会社⽯と庭
〒157-0071,東京都世⽥⾕区千歳台五丁⽬２２番７号ビラ千歳台
2024-12-21
 
イ,228716,⽯豊造園⼟⽊株式会社
〒613-0041,京都府久世郡久御⼭町中島沖ノ内２０番地
2024-11-29
http://www.ishitoyo.co.jp
 
イ,222007,株式会社⽯⼾塗装
〒852-8111,⻑崎県⻑崎市⾼尾町１４番２３号
2025-10-01
 
イ,129856,株式会社イシナガ
〒743-0061,⼭⼝県光市⼤字⼩周防１１００−４５
2025-03-25
http://www.ishinaga-co.com/
 
イ,126921,株式会社⽯鍋
〒124-0014,東京都葛飾区東四つ⽊４−４６−９
2024-06-09
http://www.pan-stone.co.jp/
 
イ,229996,⽯野⽡⼯業株式会社
〒632-0054,奈良県天理市檜垣町４２１番地の１
2023-10-14
http://www.ishino.jp
 
イ,224952,⽯野建設株式会社
〒989-2433,宮城県岩沼市桜⼆丁⽬１番１２号
2025-04-01
http://ishino-k.co.jp/
 
イ,226998,⽯野⽔⼯株式会社
〒432-8002,静岡県浜松市中区富塚町２０２ー２０６
2023-09-01
 
イ,505135,株式会社⽯野製作所
〒224-0024,神奈川県横浜市都筑区東⼭⽥町１２４
2024-09-28
http://www.ishino-mfg.co.jp/index.htm
 
イ,224699,株式会社⽯野内装
〒321-0153,栃⽊県宇都宮市北若松原１丁⽬６番１２号
2025-04-01
http://www.ishino-naisou.jp
 
イ,111347,⽯原⾦属化⼯株式会社
〒132-0035,東京都江⼾川区平井７−６−１０



2023-10-25
http://www.ikk-cable.co.jp/
 
イ,221436,株式会社⽯原組
〒410-0007,静岡県沼津市⻄沢⽥９５１
2025-04-01
 
イ,111428,⽯原ケミカル株式会社
〒652-0806,神⼾市兵庫区⻄柳原町５−２６
2024-05-24
http://www.unicon.co.jp
 
イ,221933,⽯原建設株式会社
〒050-0073,北海道室蘭市宮の森町４丁⽬２２番２５号
2025-08-01
https://ishihara-kensetu.co.jp/
 
イ,230290,⽯原産業株式会社
〒360-0001,埼⽟県熊⾕市上中条２４８２番地
2025-06-28
 
イ,505677,株式会社⽯原産業
〒386-0407,⻑野県上⽥市⻑瀬１０５３番地７
2025-03-10
http://www.ishi-hara.co.jp/
 
イ,111102,株式会社⽯原商店
〒101-0044,東京都千代⽥区鍛冶町２−５−１５
2025-01-16
 
イ,105736,⽯原テクノ株式会社
〒550-0002,⼤阪府⼤阪市⻄区江⼾堀１−４−３３
2025-11-13
 
イ,229698,株式会社⽯原鉄⼯所
〒675-1112,兵庫県加古郡稲美町六分⼀字蕩ケ⾕１１８３番地の４１
2026-04-28
https://www.ishihara-iw.co.jp/
 
イ,120504,株式会社⽯原パッキング⼯業
〒709-0625,岡⼭市東区上道北⽅３２５−１
2023-10-15
http://www.ishihara-j.co.jp
 
イ,504988,株式会社イシバシ機⼯
〒518-0835,三重県伊賀市緑ヶ丘南町３８７８番地の２
2023-10-17
http://ibkk.co.jp
 
イ,215027,⽯橋建設興業株式会社
〒447-0869,愛知県碧南市⼭神町２丁⽬７２番地
2023-10-03
 
イ,101573,⽯橋⼯業株式会社
〒963-0112,福島県郡⼭市安積町成⽥字三渡１



2026-03-30
https://ishibashi-ind.com/
 
イ,219109,有限会社⽯橋⼯務店
〒211-0016,神奈川県川崎市中原区市ノ坪５８１番地１市ノ坪住宅３１６
2024-02-16
 
イ,215065,⽯橋産業株式会社
〒830-0037,福岡県久留⽶市諏訪野町２３７８
2023-10-24
 
イ,218083,株式会社⽯橋産業
〒065-0011,北海道札幌市東区北⼗⼀条東１１丁⽬６番地１
2023-08-04
 
イ,218381,⽯橋産業株式会社
〒152-0003,東京都⽬黒区碑⽂⾕４丁⽬２４番１５号
2023-09-08
 
イ,123433,有限会社⽯橋製作所
〒419-0123,静岡県⽥⽅郡函南町間宮５６４−５
2025-02-04
 
イ,123995,有限会社⽯橋設計
〒031-0802,⻘森県⼋⼾市⼩中野５−１−２２
2025-06-22
 
イ,220426,⽯橋設備⼯業株式会社
〒734-0053,広島県広島市南区⻘崎２−１５−１２
2024-11-09
 
イ,213339,有限会社⽯橋塗装
〒031-0812,⻘森県⼋⼾市⼤字湊町字柳町２９−１
2020-07-15
 
イ,121234,⽯福⾦属興業株式会社
〒101-8654,東京都千代⽥区内神⽥３−２０−７
2025-10-18
http://www.ishifuku.co.jp
 
イ,214595,株式会社⽯松
〒979-1308,福島県双葉郡⼤熊町⼤字下野上字清⽔１６８番１
2026-02-28
http://www.ishimatu.com/index.html
 
イ,127665,株式会社イシマル
〒851-0134,⻑崎市⽥中町５８７−１
2025-01-05
http://www.ishimaru.ne.jp/
 
イ,210422,有限会社⽯丸⼯業
〒840-2223,佐賀県佐賀市東与賀町⼤字飯盛２３３１−１
2024-07-15
 
イ,222743,⽯村硝⼦株式会社



〒612-0029,京都府京都市伏⾒区深草⻄浦町８ー１４２
2024-03-01
 
イ,101835,イシモトインターナショナル株式会社
〒165-0027,東京都中野区野⽅６−５２−１
2025-10-31
 
イ,221689,⽯本⾦属株式会社
〒951-8053,新潟県新潟市中央区川端町２丁⽬１２番地
2025-06-01
_
 
イ,218518,株式会社⽯本建設
〒671-1154,兵庫県姫路市広畑区吾妻町２丁⽬２２−４
2023-10-13
http://www.ishimoto-kensetsu.com/index.html
 
イ,222431,株式会社⽯本⼯務店
〒751-0823,⼭⼝県下関市貴船町３ー１ー３３
2023-12-01
 
イ,103657,⽯元商事株式会社
〒534-0027,⼤阪市都島区中野町１−７−２０
2024-02-24
http://www.ishimotosyouji.co.jp
 
イ,213451,株式会社⽯森製作所
〒210-0807,神奈川県川崎市川崎区港町２番１８号
2023-09-30
 
イ,221261,株式会社⽯森⽊⼯
〒921-8025,⽯川県⾦沢市増泉５−７−５
2025-03-01
http://ishimorimokko.co.jp/
 
イ,218618,有限会社イシヤマ産業
〒981-3625,宮城県黒川郡⼤和町吉⽥字新要害２８−１
2023-11-10
 
イ,127493,⽯⼭造園株式会社
〒241-0823,神奈川県横浜市旭区善部町３２−１２
2024-11-09
 
イ,215308,⽯⼭テクノ建設株式会社
〒601-8468,京都府京都市南区唐橋⻄平垣町３８番地１
2024-03-20
http://ishiyama-techno.co.jp
 
イ,225364,株式会社⽯⼭鉄筋
〒242-0029,神奈川県⼤和市上草柳８ー２８ー２２
2025-06-01
https://www.ishiyamatekkin.com
 
イ,100504,⽯⼭ネジ株式会社
〒152-0002,東京都⽬黒区⽬黒本町２−６−９



2025-12-17
http://www.ishiyama-nezi.co.jp/
 
イ,226248,株式会社⽯和総建
〒811-1111,福岡県福岡市早良区⼤字脇⼭２６９３番地
2022-12-01
 
イ,222419,⽯渡産業株式会社
〒410-0042,静岡県沼津市神⽥町６ー２９
2023-11-01
http://www.siz-sba.or.jp/ishiwata
 
イ,230064,株式会社⽯渡電気⼯事
〒244-0812,神奈川県横浜市⼾塚区柏尾町１２０９番地の１
2025-04-26
https://ishiwatadenki.com
 
イ,229001,株式会社⽯渡⼯業
〒182-0035,東京都調布市上⽯原３丁⽬４８番地４
2025-04-25
http://isiwatari.com/
 
イ,223120,株式会社⽯渡康三郎塗装店
〒545-0022,⼤阪府⼤阪市阿倍野区播磨町２丁⽬６番１号
2024-05-01
https://ipc-k.com/
 
イ,231890,株式会社⽯渡⼯務店
〒111-0031,東京都台東区千束⼀丁⽬１７番５号
2026-04-11
 
イ,224451,株式会社⽯渡装研
〒210-0014,神奈川県川崎市川崎区⾙塚２ー３ー３
2025-04-01
 
イ,215134,株式会社伊集鉄筋⼯業
〒223-0061,神奈川県横浜市港北区⽇吉６−６−２９
2023-12-12
 
イ,121855,株式会社イスズ
〒193-0831,東京都⼋王⼦市並⽊町３−１１
2024-06-19
 
イ,154042,五⼗鈴株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内２−２−１ 岸本ビル１０階
2025-04-23
 
イ,121057,イスズシステム株式会社
〒612-8292,京都市伏⾒区横⼤路朱雀２３
2024-12-04
http://www.isuzu-denki.co.jp/
 
イ,210653,株式会社五⼗鈴商会
〒462-0024,愛知県名古屋市北区鳩岡⼆丁⽬７番５号
2024-10-28



 
イ,111335,株式会社五鈴精⼯硝⼦
〒598-0048,⼤阪府泉佐野市りんくう往来北１−５３
2023-09-20
https://www.isuzuglass.com
 
イ,111229,有限会社伊鈴製作所
〒959-0215,新潟県燕市吉⽥下中野１５６７−１５
2023-06-18
http://homepage2.nifty.com/f-isuzu/
 
イ,121149,五⼗鈴電機株式会社
〒612-8292,京都市伏⾒区横⼤路朱雀２４
2025-05-01
http://www.isuzu-denki.co.jp/
 
イ,212163,株式会社五⼗鈴電気
〒950-0915,新潟県新潟市中央区鐙⻄１丁⽬２番１７号
2024-05-09
 
イ,127384,有限会社いすず電機⼯業所
〒316-0014,茨城県⽇⽴市東⾦沢町４−１２−７
2024-09-11
http://www.isuzudenki.com/
 
イ,111894,いすゞ塗料株式会社
〒545-0014,⼤阪市阿倍野区⻄⽥辺町２−１０−２３
2024-06-20
http://www.isuzutoryou.co.jp/
 
イ,505222,株式会社ＩＳＴＡ
〒177-0033,東京都練⾺区⾼野台１−３−８−８０５
2025-05-14
http://ista-ltd.co.jp/index_ja.html
 
イ,211274,いすみ硝⼦建材株式会社
〒298-0004,千葉県いすみ市⼤原１０４０
2025-07-07
 
イ,221011,株式会社イスルギ
〒921-8027,⽯川県⾦沢市神⽥１丁⽬３１番１号
2025-01-01
http://k-isurugi.co.jp
 
イ,228541,⽯動コーキング株式会社
〒939-8211,富⼭県富⼭市⼆⼝町五丁⽬５丁⽬６番１０
2024-09-28
 
イ,211741,有限会社泉尾⼯業
〒557-0061,⼤阪府⼤阪市⻄成区北津守３ー９ー２
2023-07-08
 
イ,213690,株式会社泉尾商会
〒587-0021,⼤阪府堺市美原区⼩平尾２４７−１
2024-04-28



 
イ,223208,株式会社イズコン
〒693-0011,島根県出雲市⼤津町１７７８ー１
2024-06-01
http://www.izcon.co.jp
 
イ,217893,伊⾖商事株式会社
〒130-0023,東京都墨⽥区⽴川３丁⽬４−６
2023-07-07
 
イ,230389,泉⾕電気⼯事株式会社
〒550-0014,⼤阪府⼤阪市⻄区北堀江⼀丁⽬１番２１号
2025-07-12
http://www.izutani-e.co.jp
 
イ,218681,株式会社ＩＺＵＤＡ
〒690-0026,島根県松江市富⼠⾒町３−２８
2023-12-01
 
イ,220870,株式会社伊⾖電設
〒356-0050,埼⽟県ふじみ野市ふじみ野⼆丁⽬２番１０号
2025-03-15
https://izudensetu.co.jp
 
イ,101983,株式会社イズミ
〒392-0015,⻑野県諏訪市中洲４６００
2023-12-13
http://www.izumi-dc.com
 
イ,111193,泉株式会社
〒530-0005,⼤阪市北区中之島３−３−３ 中之島三井ビルディング１３Ｆ
2026-01-21
https://izumi-cosmo.co.jp
 
イ,121269,株式会社イズミ
〒494-0012,愛知県⼀宮市明地字南古城５０
2025-11-15
http://www.izumi-ltd.co.jp
 
イ,224614,株式会社和泉
〒561-0856,⼤阪府豊中市穂積１丁⽬７番３号
2025-04-01
http://www.izumi-kk.com
 
イ,121296,株式会社イズミエレクトロニクス
〒590-0063,⼤阪府堺市堺区中安井町３−４−１０
2025-12-17
 
イ,216240,株式会社いずみエンジニアリング
〒981-3124,宮城県仙台市泉区野村字鐙坂１５番地
2025-03-26
https://izumi-eng.jp/
 
イ,111892,泉化成産業株式会社
〒532-0012,⼤阪市淀川区⽊川東４−４−１６



2024-06-09
http://www.izumikasei.co.jp/
 
イ,218345,有限会社泉型枠⼯業
〒343-0111,埼⽟県北葛飾郡松伏町⼤字松伏２１７３−８
2023-09-08
 
イ,218988,有限会社泉川製作所
〒762-0022,⾹川県坂出市加茂町甲６９０番地２
2024-01-26
 
イ,230536,和泉機械株式会社
〒101-0031,東京都千代⽥区東神⽥三丁⽬１番１０号
2025-07-26
http://www.izumikikai.co.jp
 
イ,211493,有限会社泉企画
〒486-0917,愛知県春⽇井市美濃町３丁⽬１２２番地
2026-01-12
 
イ,102180,株式会社イズミ技研
〒360-0203,埼⽟県熊⾕市弥藤吾４５６−５
2025-01-21
http://izumi-giken.co.jp
 
イ,214788,株式会社和泉建設
〒921-8065,⽯川県⾦沢市上荒屋三丁⽬２５番地８
2026-06-20
http://kk-izumi-hp.com
 
イ,230387,株式会社いずみ建設⼯業
〒489-0951,愛知県瀬⼾市⽯⽥町１５６番地
2025-07-12
https://izumi-const.com
 
イ,210827,有限会社泉⼯業
〒192-0914,東京都⼋王⼦市⽚倉町１７８１番地の１４
2025-01-13
https://kg-izum.co.jp/
 
イ,224405,有限会社泉⼯業
〒020-0826,岩⼿県盛岡市神⼦⽥町９ー２６
2022-04-01
 
イ,225007,株式会社泉⼯業所
〒464-0850,愛知県名古屋市千種区今池三丁⽬１番６号
2025-04-01
_
 
イ,231526,有限会社イズミ興産
〒981-3109,宮城県仙台市泉区鶴が丘四丁⽬２３番地の１４
2025-12-27
 
イ,219914,株式会社泉⼯務店
〒663-8126,兵庫県⻄宮市⼩松北町１丁⽬７−４



2024-06-22
 
イ,213487,いずみ産業株式会社
〒321-0905,栃⽊県宇都宮市平出⼯業団地４３ー１８
2023-10-28
 
イ,224867,和泉産業株式会社
〒400-0047,⼭梨県甲府市徳⾏２ー３ー２０
2025-04-01
 
イ,104886,株式会社泉システム
〒401-0006,⼭梨県⼤⽉市賑岡町奥⼭３３５
2023-08-07
 
イ,223036,イズミシポレックス株式会社
〒242-0018,神奈川県⼤和市深⾒⻄２ー３ー２２
2024-04-01
 
イ,225168,泉商会興業株式会社
〒591-8034,⼤阪府堺市北区百⾆⿃陵南町１丁８番地
2025-05-01
http://www.izumi-shoukai.co.jp/
 
イ,100971,泉商事株式会社
〒150-0031,東京都渋⾕区桜丘町２２−１４ Ｎ．Ｅ．ＳビルＮ棟１Ａ
2024-01-04
http://www.sakai-group.com/
 
イ,224829,株式会社泉商店
〒028-0541,岩⼿県遠野市松崎町⽩岩１５地割１３番地５
2025-04-01
https://izumi-gr.co.jp/
 
イ,111146,和泉精機株式会社
〒178-0063,東京都練⾺区東⼤泉５−４０−３５ 学園シティハイム１０２号
2025-10-23
http://www.izumiseiki.co.jp
 
イ,129170,有限会社イズミ精⼯
〒193-0821,東京都⼋王⼦市川町８２４−１
2023-11-20
 
イ,500016,株式会社イズミ精⼯
〒981-0134,宮城県宮城郡利府町しらかし台６−５−１６
2026-07-12
 
イ,216912,泉⽔設備株式会社
〒902-0078,沖縄県那覇市識名３−２２−１２
2025-07-23
 
イ,231060,株式会社泉設備
〒290-0243,千葉県市原市上⾼根１２９２番地の５０
2025-10-11
 
イ,220479,株式会社イズミ通信



〒502-0914,岐⾩県岐⾩市菅⽣６丁⽬９番１７号
2024-11-22
https://www.izumi-t.com
 
イ,106356,株式会社イズミテクノ
〒394-0043,⻑野県岡⾕市御倉町３−２０
2024-09-27
http://www.izumitechno.co.jp
 
イ,100167,泉電機株式会社
〒257-0015,神奈川県秦野市平沢１８３−３
2025-08-09
 
イ,215889,泉電気⼯業株式会社
〒130-0002,東京都墨⽥区業平４丁⽬８番１号
2024-12-25
http://izumidenki.com/
 
イ,226267,泉電設株式会社
〒971-8185,福島県いわき市泉町５丁⽬１０番地の６
2025-12-01
http://www.izumidensetsu.co.jp/
 
イ,121294,泉電熱株式会社
〒564-0052,⼤阪府吹⽥市広芝町６−９
2025-10-25
https://www.izd.co.jp
 
イ,221083,株式会社泉ポンプ製作所
〒120-0012,東京都⾜⽴区⻘井２ー１５ー２８
2025-02-01
 
イ,114075,泉メタル株式会社
〒130-0026,東京都墨⽥区両国２−１０−８
2023-08-30
http://www.izumi-metal.co.jp/
 
イ,212144,合資会社和泉屋
〒130-0022,東京都墨⽥区江東橋３ー１３ー１０
2024-04-18
 
イ,223000,株式会社和泉屋⽯材店
〒761-0121,⾹川県⾼松市牟礼町牟礼３７１７番地
2024-04-01
 
イ,121013,株式会社出雲
〒571-0017,⼤阪府⾨真市四宮３−９−１８
2025-02-06
http://www.izumo-web.co.jp/
 
イ,214234,株式会社出雲技研
〒693-0056,島根県出雲市江⽥町２６７番地１
2025-06-14
http://www.itkr.jp
 



イ,227996,株式会社出雲建設
〒656-2163,兵庫県淡路市中⽥４０２番地
2024-04-27
 
イ,211954,出雲建設⼯業株式会社
〒194-0013,東京都町⽥市原町⽥２−２−１
2023-12-15
 
イ,223498,株式会社出雲テック
〒530-0012,⼤阪府⼤阪市北区芝⽥２丁⽬２ー１７
2024-08-01
 
イ,101120,株式会社出雲村⽥製作所
〒699-0696,島根県出雲市斐川町⼤字上直江２３０８
2025-10-25
https://corporate.murata.com/ja-jp/group/izumomurata
 
イ,121034,伊勢オフィスクリエート株式会社
〒510-0886,三重県四⽇市市⽇永東３−２−４９
2024-12-13
 
イ,219432,株式会社イセキ開発⼯機
〒107-0051,東京都港区元⾚坂１−１−８
2024-03-23
http://www.iseki-polytech.com/index.html
 
イ,225931,有限会社井セキ建⼯
〒733-0852,広島県広島市⻄区鈴が峰町１７ー７ー２０２
2025-09-01
 
イ,216545,井関鉄⼯株式会社
〒899-4322,⿅児島県霧島市国分福島１丁⽬９番２６号
2022-05-28
 
イ,102389,伊勢久株式会社
〒460-8558,愛知県名古屋市中区丸の内３−４−１５
2025-03-01
http://www.isekyu-jp.com/
 
イ,225835,株式会社伊勢興
〒272-0132,千葉県市川市湊新⽥１ー９ー１５
2025-08-01
http://www.isekoh.jp
 
イ,230848,株式会社伊勢壽
〒451-0024,愛知県名古屋市⻄区秩⽗通り⼀丁⽬６６番地
2025-09-20
 
イ,210642,伊勢崎コーキング⼯業株式会社
〒372-0812,群⾺県伊勢崎市連取町１２６０番地
2024-10-28
 
イ,231284,株式会社伊勢津
〒161-0033,東京都新宿区下落合四丁⽬２７番６号
2025-11-15



http://isetsu-web.co.jp/
 
イ,105362,株式会社伊勢村⽥製作所
〒514-0131,三重県津市あのつ台２−１−４
2024-11-30
https://corporate.murata.com/ja-jp/group/isemurata
 
イ,216088,伊勢屋⾦網⼯業株式会社
〒464-0858,愛知県名古屋市千種区千種⼆丁⽬１０番１２号
2025-02-26
 
イ,229692,株式会社イセヤス建材
〒441-8011,愛知県豊橋市菰⼝町⼆丁⽬６６番地
2026-04-28
http://www.iseyasu.jp
 
イ,111898,株式会社イソガイ
〒385-0016,⻑野県佐久市鳴瀬１４５４
2024-07-17
 
イ,120889,イソガイ株式会社
〒440-0842,愛知県豊橋市岩屋町字岩屋下８５
2024-02-20
 
イ,111939,有限会社磯⾙製作所
〒510-8121,三重県三重郡川越町⾼松字川下１３３３−１
2024-08-11
 
イ,129929,株式会社磯⾙製作所
〒166-0004,東京都杉並区阿佐⾕南３−３７−１３−９０５
2025-04-15
http://www.isogai-ss.co.jp/
 
イ,128681,磯⾙鋲螺⼯業株式会社
〒125-0062,東京都葛飾区⻘⼾４−１１−１３
2026-01-11
http://www.isogaifastener.co.jp
 
イ,505635,磯上⻭⾞⼯業株式会社
〒210-0826,東京都⼤⽥区⼭王４丁⽬１番５号
2024-10-26
htttp://www.igma.co.jp
 
イ,212800,五⼗川鋼業株式会社
〒503-0643,岐⾩県海津市海津町札野７１７番地１０
2025-08-21
 
イ,222787,株式会社磯⼯事
〒110-0016,東京都台東区台東１−１９−３
2024-03-01
 
イ,217061,株式会社イソザキ
〒567-0852,⼤阪府茨⽊市⼩柳町１１ー１３
2025-09-03
http://k-isozaki.co.jp



 
イ,217868,有限会社磯崎
〒762-0046,⾹川県坂出市富⼠⾒町２丁⽬３番４３号
2026-06-30
 
イ,105071,礒崎電機
〒312-0032,茨城県ひたちなか市津⽥２３８３−２
2024-03-26
 
イ,216669,株式会社磯嶋
〒701-0136,岡⼭県岡⼭市北区⻄花尻７４０
2025-06-18
https://www.isoshima.co.jp/
 
イ,121158,いその株式会社
〒461-8630,名古屋市東区相⽣町５５
2025-07-23
http://www.isono21.co.jp
 
イ,125679,有限会社礒野製作所
〒192-0061,東京都⼋王⼦市平岡町６−１７
2023-07-21
 
イ,212558,株式会社礒部
〒804-0076,福岡県北九州市⼾畑区銀座２丁⽬３番３号
2025-04-03
http://www.isobe-tm.co.jp/
 
イ,227348,株式会社磯部⼯業
〒455-0026,愛知県名古屋市港区昭和町２５
2024-02-01
 
イ,216146,磯部聚楽⼯業所 磯部猛（その他）
〒152-0002,東京都⽬黒区⽬黒本町４丁⽬２３番１４号
2025-03-19
 
イ,222064,磯部鉄建株式会社
〒080-2463,北海道帯広市⻄⼆⼗三条北１丁⽬１番１７号
2025-12-01
https://www.isotetu.com/
 
イ,211176,磯部塗装株式会社
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾７丁⽬２４番５号
2025-05-31
https://isobe-painting.co.jp/
 
イ,218155,有限会社磯村⼯務店
〒507-0037,岐⾩県多治⾒市⾳⽻町４−３４−１
2023-08-11
 
イ,120934,株式会社五⼗⽮
〒374-0042,群⾺県館林市近藤町６１９
2024-02-28
http://www.isoya.jp/
 



イ,230328,有限会社磯⼭電業
〒307-0027,茨城県結城市⼤字粕礼１３８番地の２
2025-07-05
http://www.isoyamadengyou.jp
 
イ,211759,株式会社磯脇⼯務店
〒183-0034,東京都府中市住吉町４ー３４ー１３
2023-07-21
 
イ,129270,有限会社板岡⼯作所
〒651-2114,兵庫県神⼾市⻄区今寺３６−１１
2024-02-13
 
イ,111302,株式会社板尾鉄⼯所
〒923-0994,⽯川県⼩松市⼯業団地１−６５
2023-10-07
http://www.itaotk.jp/
 
イ,222878,株式会社イタガキ
〒997-1315,⼭形県東⽥川郡三川町⼤字神花字前外川原４７６−１
2024-03-01
http://www.itagaki-tk.co.jp
 
イ,215784,板垣建設株式会社
〒509-7605,岐⾩県恵那市⼭岡町原７８９−３
2024-11-27
http://www.itagaki-kk.co.jp/
 
イ,221228,板垣建設有限会社
〒080-0018,北海道帯広市⻄８条南２８丁⽬２６番地
2025-03-01
 
イ,219868,株式会社板倉組
〒300-1205,茨城県⽜久市⼤和⽥町２１３番地
2024-06-15
 
イ,219951,板倉建設有限会社
〒790-0051,愛媛県松⼭市⽣⽯町３７５−９
2024-06-29
 
イ,221660,板倉実業株式会社
〒443-0033,愛知県蒲郡市松原町５番２０号
2025-05-01
http://www.itakura-j.co.jp/
 
イ,224675,株式会社板倉重機
〒693-0056,島根県出雲市江⽥町２６８番地２
2025-04-01
http://www.itkr.jp/
 
イ,231129,伊岳商事株式会社
〒105-0023,東京都港区芝浦⼀丁⽬１０番１１号
2025-10-18
https://www.itake.co.jp/
 



イ,220891,株式会社⽴売堀製作所
〒529-0343,滋賀県⻑浜市湖北町⼩倉２８０番地
2025-03-22
http://www.itachibori.co.jp
 
イ,101555,株式会社板通
〒326-0802,⾜利市旭町５５３
2025-07-28
http://www.itatsu.co.jp
 
イ,224331,株式会社井⾕⼯務店
〒514-0001,三重県津市江⼾橋１丁⽬９５
2025-03-01
 
イ,122364,板野機⼯株式会社
〒701-0145,岡⼭県岡⼭市今保１０８−６
2024-08-26
http://itanokikou.co.jp/
 
イ,111416,イタバシ株式会社
〒162-0042,東京都新宿区早稲⽥町８４−４
2024-04-11
http://www.itabashi.co.jp
 
イ,229270,板橋建材⼯業株式会社
〒133-0053,東京都江⼾川区北篠崎２−１−１０
2025-09-04
https://www.itaken.co.jp/
 
イ,101580,板橋精機株式会社
〒170-0011,東京都豊島区池袋本町４−４５−１７
2024-03-07
http://www.itabashi-seiki.co.jp
 
イ,228950,株式会社イタミ
〒774-0021,徳島県阿南市津乃峰町戎⼭１１９
2025-04-04
 
イ,226363,伊丹⽊材株式会社
〒550-0015,⼤阪府⼤阪市⻄区南堀江１丁⽬１２−１２
2026-02-01
http://www.itamilumber.co.jp/
 
イ,220701,有限会社板持塗装店
〒692-0011,島根県安来市安来町１２０７番地１４
2025-02-15
https://itamochi.jp/
 
イ,111064,株式会社井髙
〒460-0013,名古屋市中区上前津１−６−３
2024-02-06
http://www.idaka.co.jp
 
イ,222057,株式会社井⽥組
〒537-0014,⼤阪府⼤阪市東成区⼤今⾥⻄２ー２ー７



2025-12-01
https://idagumi.com/
 
イ,217302,株式会社井⽥⼯業
〒121-0053,東京都⾜⽴区佐野⼀丁⽬７番６号
2025-11-12
http://idakogyo.jp/
 
イ,105461,ＹＩＤＡＴＥＣ⽇本株式会社
〒151-0071,東京都渋⾕区本町４−１２−７
2025-02-19
http://www.yidatec.co.jp
 
イ,230755,株式会社ＩＣＨＩ
〒146-0082,東京都⼤⽥区池上六丁⽬３７番１
2025-08-23
https://ichi-tokyo.co.jp
 
イ,129453,⼀井⼯業株式会社
〒701-0202,岡⼭県岡⼭市南区⼭⽥２１１７−３
2024-05-25
http://www.ichii-ind.com
 
イ,218538,有限会社いちい⼯芸
〒580-0005,⼤阪府松原市別所６ー２ー１９
2023-10-20
 
イ,211057,株式会社壹会
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町１丁⽬７番１号
2025-03-01
http://www.ichie-net.co.jp/
 
イ,217944,有限会社イチエイ技⼯
〒862-0960,熊本県熊本市中央区菅原町１０番９号
2023-07-14
 
イ,224018,⼀圓テクノス株式会社
〒522-0043,滋賀県彦根市⼩泉町７８番地の１０
2025-01-01
https://ichien.co.jp/
 
イ,216372,株式会社イチカ
〒733-0012,広島県広島市⻄区中広町２−４−１
2025-05-08
https://i-chi-ka.com/
 
イ,121198,株式会社イチカワ
〒205-0023,東京都⽻村市神明台４−８−３９
2025-08-08
https://www.ichikawa.co.jp
 
イ,124725,株式会社イチカワ
〒430-0924,静岡県浜松市中区⻯禅寺町３７３
2025-12-15
http://www.kk-ichikawa.jp/



 
イ,221764,株式会社ＩＣＨＩＫＡＷＡ
〒730-0041,広島県広島市中区⼩町３番１７号
2025-07-01
https://ibnet.co.jp/
 
イ,230556,株式会社イチカワ
〒435-0051,静岡県浜松市東区市野町１８２４番地の３
2025-07-26
 
イ,100406,株式会社市川硝⼦製作所
〒110-0005,東京都台東区上野７−１３−１４
2025-10-21
 
イ,220780,株式会社市川建設
〒143-0024,東京都⼤⽥区中央七丁⽬１１番４号
2025-03-01
https://ichikawakensetsu.com/
 
イ,230156,株式会社市川建設
〒963-8822,福島県郡⼭市昭和⼆丁⽬１１番３４号
2025-05-31
 
イ,504494,株式会社市川⼯業所
〒316-0002,茨城県⽇⽴市桜川町３丁⽬１５番１３号
2024-11-20
 
イ,210969,株式会社市川⼯務店
〒500-8518,岐⾩県岐⾩市⿅島町６丁⽬２７番地
2025-03-09
http://www.ic-group.co.jp/
 
イ,214648,有限会社市川鉄⼯
〒942-0141,新潟県上越市頸城区市村１０６２番地
2026-03-28
 
イ,126776,株式会社市川電機製作所
〒671-0253,兵庫県姫路市花⽥町⼀本松字市の坪２３４
2024-03-27
 
イ,231828,有限会社市川メンテナンス⼯業
〒510-1224,三重県三重郡菰野町⼤字川北８８８番地
2026-03-28
 
イ,213560,株式会社市川屋
〒243-0121,神奈川県厚⽊市七沢３０５番地
2024-01-20
http://www.ichikawa-ya.com
 
イ,217584,株式会社⼀管
〒221-0834,神奈川県横浜市神奈川区台町８番地１４
2026-02-18
 
イ,217151,有限会社市来建設
〒561-0805,⼤阪府豊中市原⽥南２ー１ー３２



2025-09-24
 
イ,111273,イチコーエンジニアリング株式会社
〒225-0013,神奈川県横浜市⻘葉区荏⽥町１２３１−１
2023-08-17
http://www.ichiko-e.co.jp
 
イ,216221,株式会社⼀⾼商会
〒552-0003,⼤阪府⼤阪市港区磯路１−４−１２
2022-03-26
http://www.ichikoshokai.jp
 
イ,230307,株式会社⼀⾼設備
〒781-5101,⾼知県⾼知市布師⽥３９７８番地３
2025-06-28
 
イ,106767,株式会社ＩＣＨＩＧＯ
〒812-0016,福岡県福岡市博多区４−９−１−２０１
2025-09-09
 
イ,214548,株式会社⼀剛組
〒653-0052,兵庫県神⼾市⻑⽥区海運町⼋丁⽬２番２８−１号
2026-01-24
 
イ,101392,株式会社⼀志精⼯電機
〒514-1113,三重県津市久居野村町８１１
2024-06-05
http://www.i-seiko.co.jp
 
イ,216311,有限会社⼀城建設
〒761-8032,⾹川県⾼松市鶴市町８１０番地１
2025-04-16
https://www.ichijogumi.com/
 
イ,105222,⼀条電⼦株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿１−９−１
2024-08-23
http://ichijo-el.sakura.ne.jp/db/
 
イ,220806,株式会社⼀善社
〒270-0014,千葉県松⼾市⼩⾦３番地⾼橋ビル５階
2025-03-15
https://ichizensya.com/index.html
 
イ,231594,市⽥化学株式会社
〒176-0022,東京都練⾺区向⼭⼆丁⽬２２番１９号
2026-01-24
https://ichichem.com
 
イ,229159,株式会社市坪建装
〒890-0056,⿅児島県⿅児島市下荒⽥四丁⽬４３番１０号
2025-07-04
 
イ,211812,株式会社いちでん
〒444-0128,愛知県額⽥郡幸⽥町⼤字野場字釜ヶ⽯５８



2023-08-19
 
イ,111313,株式会社⼀徳商会
〒106-8588,東京都港区南⿇布２−１３−１９
2023-12-24
http://www.ittoku.co.jp
 
イ,227169,有限会社市成商会
〒651-0079,兵庫県神⼾市中央区東雲通４丁⽬１番２１号
2023-11-01
 
イ,503376,株式会社イチネン
〒532-8567,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島四丁⽬１０番６号
2025-03-09
http://www.ichinen.co.jp/
 
イ,100686,株式会社イチネンケミカルズ
〒108-0023,東京都港区芝浦４−２−８ 住友不動産三⽥ツインビル東館８階
2026-04-04
http://www.ichinen-chem.co.jp
 
イ,126549,株式会社イチネン製作所
〒468-0064,愛知県名古屋市天⽩区道明町１５
2024-02-06
https://www.ichinen-mfg.co.jp/
 
イ,215107,株式会社⼀ノ関⼯業
〒120-0021,東京都⾜⽴区⽇ノ出町４１−１２
2023-12-05
 
イ,213771,株式会社⼀ノ瀬建創
〒245-0023,神奈川県横浜市泉区和泉中央南１−４２−７
2024-07-21
http://www.ichinosekensou.co.jp
 
イ,219573,株式会社市之瀬⼯務店
〒353-0002,埼⽟県志⽊市中宗岡１−４−１４
2024-04-13
 
イ,213905,株式会社市之瀨電設
〒353-0002,埼⽟県志⽊市中宗岡１ー８ー６７
2024-11-24
http://ichinose.cc/
 
イ,126977,株式会社⼀ノ坪製作所
〒639-0264,奈良県⾹芝市今泉６２５
2024-06-29
http://www.ichinotsubo.co.jp/
 
イ,231004,有限会社⼀⼾⼯業
〒963-0125,福島県郡⼭市三穂⽥町富岡字⼭寺５９番地の１
2025-10-11
 
イ,221018,株式会社⼀の宮建設
〒781-5101,⾼知県⾼知市布師⽥字⽯渕古川３２９１番地



2025-01-01
https://www.ichinomiyakensetu.com/
 
イ,106776,⼀宮精⼯株式会社
〒671-2516,兵庫県宍粟市⼭崎町三津１７７−１
2025-09-29
http://www.ichinomiya-seiko.co.jp/
 
イ,111982,株式会社⼀宮電機
〒671-4137,兵庫県宍粟市⼀宮町閏賀３５８
2024-07-26
http://www.ime-group.co.jp
 
イ,231102,⼀宮電話興業株式会社
〒491-0023,愛知県⼀宮市⾚⾒⼀丁⽬１番２
2025-10-18
http://www.id-ichiden.jp/
 
イ,121115,市原⾦属産業株式会社
〒460-0013,愛知県名古屋市中区上前津２−９−１０
2025-03-12
http://www.ichihara-kinzoku.co.jp/
 
イ,226035,市原建設興業株式会社
〒440-0021,愛知県豊橋市多⽶町字蝉川３３番地の３６１
2025-09-01
 
イ,215423,市原産業株式会社
〒509-0201,岐⾩県可児市川合２７４９−９
2024-05-29
 
イ,229812,株式会社⼀原産業
〒870-0921,⼤分県⼤分市萩原４丁⽬１１番９号
2023-07-02
http://www.ichihara-sangyo.co.jp
 
イ,224476,株式会社市原重機建設
〒354-0046,埼⽟県⼊間郡三芳町⽵間沢東１５番１１
2025-04-01
https://www.ichihara-juki.co.jp/
 
イ,225313,株式会社市場⼯務店
〒570-0034,⼤阪府守⼝市⻄郷通２丁⽬２番１０号
2025-06-01
http://www.ichibakomuten.co.jp/
 
イ,214567,株式会社⼀藤
〒252-0822,神奈川県藤沢市葛原２３５３
2026-02-07
http://www.kk-ichifuji.co.jp/
 
イ,216923,株式会社⼀藤
〒252-0822,神奈川県藤沢市葛原２３５３番地
2025-07-23
http://www.kk-ichifuji.co.jp/



 
イ,230612,イチフジ建設株式会社
〒712-8051,岡⼭県倉敷市中畝六丁⽬７番地１３
2025-08-02
https://www.ichifuji888.co.jp
 
イ,106334,⼀冨⼠フードサービス株式会社
〒530-0001,⼤阪府⼤阪市北区梅⽥３−３−２０ 明治安⽥⽣命⼤阪梅⽥ビル２６Ｆ
2024-08-25
http://www.ifsco-group.com
 
イ,224275,有限会社イチマルカンツー⼯業
〒870-1203,⼤分県⼤分市⼤字野津原９１３番地
2025-03-01
 
イ,220988,株式会社⼀円⼯業
〒534-0011,⼤阪府⼤阪市都島区⾼倉町三丁⽬１１番１１号
2025-04-05
https://1-maru.co.jp/
 
イ,230276,⼀宮建設重量株式会社
〒771-0206,徳島県板野郡北島町⾼房字堤下１６番地
2025-06-28
https://ichimiya-kj.net/
 
イ,129956,⼀夢堂株式会社
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚３−２４−４ ＭＴビル６Ｆ
2025-04-27
 
イ,101690,⼀村産業株式会社
〒920-8633,⾦沢市南町５−２０
2024-05-02
https://www.ichimura.co.jp
 
イ,311040,⼀村産業株式会社
〒920-8633,⽯川県⾦沢市南町５−２０
2024-06-24
https://www.ichimura.co.jp
 
イ,111922,株式会社市村製作所
〒409-0133,⼭梨県上野原市⼋ツ沢１５８−２
2024-07-25
http://www.ichimurass.co.jp
 
イ,231362,有限会社イチムラ内装
〒235-0033,神奈川県横浜市磯⼦区杉⽥三丁⽬１２番Ａ−１０１号
2025-11-29
 
イ,214293,⼀美⽯材株式会社
〒107-0052,東京都港区⾚坂２ー２２ー１９
2025-07-19
 
イ,212236,株式会社⼀⼒興業
〒714-0101,岡⼭県浅⼝市寄島町１２１５５番地１４３
2024-06-27



 
イ,229590,株式会社伊千呂
〒506-0808,岐⾩県⾼⼭市松本町２７１番地
2023-03-19
 
イ,214659,株式会社⼀貫堂
〒460-0003,愛知県名古屋市中区錦２−１６−２６ＳＣ伏⾒ＢＬＤＧ４階
2020-04-04
http://www.office-mart.jp
 
イ,217563,株式会社⼀輝
〒235-0043,神奈川県横浜市磯⼦区氷取沢町３６ー１
2026-02-04
 
イ,218371,株式会社ＩＫＫＩ
〒470-0202,愛知県みよし市三好丘五丁⽬１番地７レインボー三好ケ丘３０４号
2023-09-08
 
イ,217809,株式会社⼀騎⼯業
〒023-1132,岩⼿県奥州市江刺稲瀬字三丁１９８番地
2023-06-23
 
イ,230456,⼀宮⽣コンクリート株式会社
〒781-8130,⾼知県⾼知市⼀宮２６５１番地２
2025-07-19
 
イ,215148,株式会社イッコウ
〒981-3311,宮城県富⾕市富⾕明坂８２ー４
2023-12-19
http://ikkou.co/
 
イ,500378,⼀幸建設株式会社
〒441-8071,愛知県豊橋市⼤⼭町字⻄⼤⼭５２番地
2024-08-04
https://ikko-group.jp/
 
イ,111307,株式会社⼀向社
〒553-0001,⼤阪市福島区海⽼江５−５−７
2023-10-20
https://www.ikkosha.co.jp
 
イ,231029,⼀光電機株式会社
〒761-1402,⾹川県⾼松市⾹南町由佐２０８２番地
2025-10-11
https://www.ikko-e.co.jp/
 
イ,219623,有限会社イッサ⼯芸
〒240-0032,神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区法泉２−１４−７
2024-04-20
 
イ,218264,イッシー企画（その他）
〒517-0603,三重県志摩市⼤王町波切１１３１−２
2023-08-25
 
イ,213313,⼀⼼株式会社



〒053-0001,北海道苫⼩牧市⼀本松町１５番地２
2026-07-01
http://www.issin-corporation.com/
 
イ,124333,⼀新⼯業株式会社
〒651-2404,兵庫県神⼾市⻄区岩岡町古郷福吉⻄１５０８
2025-07-05
http://issin-k.jp/
 
イ,220699,⼀⼼貿易株式会社
〒890-0021,⿅児島県⿅児島市⼩野三丁⽬１２１８番地
2025-02-15
 
イ,217275,株式会社⼀⽔⼯業
〒403-0004,⼭梨県富⼠吉⽥市下吉⽥７−２５−２２
2025-11-05
 
イ,125982,株式会社イッセー技研
〒338-0836,埼⽟県さいたま市桜区町⾕４−１１−１４
2023-11-04
 
イ,211781,株式会社⼀誠
〒732-0802,広島県広島市南区⼤州５丁⽬１番７３号
2023-07-27
 
イ,217314,株式会社⼀成
〒264-0004,千葉県千葉市若葉区千城台⻄１ー４ー２ミズノヤ第⼀ビル
2025-11-19
 
イ,230058,⼀成株式会社
〒169-0051,東京都新宿区⻄早稲⽥⼆丁⽬１８番２０号ＶＯＲＴ⻄早稲⽥
2025-04-26
https://issei-d.com
 
イ,210678,株式会社⼀成⼯務店
〒411-0934,静岡県駿東郡⻑泉町下⻑窪１０７７−２
2024-11-05
 
イ,102935,株式会社イットーソフトウェア
〒110-0005,東京都台東区上野２−１２−２０ ＮＤＫロータスビル４Ｆ
2022-12-26
http://www.itto.co.jp/
 
イ,121255,五浦⼯業株式会社
〒319-1702,茨城県北茨城市⼤津町７２２
2025-09-06
http://ituurakougyou.jimdo.com/
 
イ,213488,有限会社五⽇市測量
〒279-0022,千葉県浦安市今川１−１−３５−２０１
2023-11-04
 
イ,217678,株式会社樹
〒933-0983,富⼭県⾼岡市守護町２丁⽬９番５３号
2026-03-31



 
イ,227195,有限会社五基建設
〒671-0221,兵庫県姫路市別所町別所１丁⽬３１番地
2023-12-01
 
イ,217512,株式会社樹電設
〒352-0025,埼⽟県新座市⽚⼭３ー２ー３
2026-01-21
 
イ,231028,株式会社五海商会
〒553-0006,⼤阪府⼤阪市福島区吉野三丁⽬７番１号
2025-10-11
http://www.itsumi-s.com
 
イ,111117,イツワ商事株式会社
〒542-0062,⼤阪市中央区上本町⻄１−１−８
2025-02-23
http://www.itsuwa.co.jp
 
イ,224912,五和通商株式会社
〒130-0012,東京都墨⽥区太平２丁⽬４番１０号
2025-04-01
_
 
イ,124316,有限会社五和鉄⼯所
〒866-0014,熊本県⼋代市⾼島町４３７７−１
2023-07-01
 
イ,230432,株式会社イツワ電設
〒653-0884,兵庫県神⼾市⻑⽥区明泉寺町⼀丁⽬６番７号
2025-07-12
 
イ,111448,株式会社井筒製作所
〒673-0013,兵庫県明⽯市和坂稲荷町４３−１
2024-05-29
http://www.izutsu-ltd.com
 
イ,111166,イヅミ商事株式会社
〒460-0008,名古屋市中区栄３−１８−１ ナディアパークビジネスセンタービル１３階
2025-11-18
http://www.izmsj.co.jp/
 
イ,213468,株式会社いづみ塗⼯
〒171-0033,東京都豊島区⾼⽥１ー２８ー１５
2023-10-14
 
イ,228436,株式会社いづみ・ＯＮＥ
〒201-0005,東京都狛江市岩⼾南４−３１−１３
2024-08-30
 
イ,223838,株式会社イデア
〒170-0002,東京都豊島区巣鴨２丁⽬１１番４号
2024-11-01
 
イ,105077,株式会社イデア・インスティテュート



〒150-0013,東京都渋⾕区恵⽐寿３−１−３
2024-03-29
http://www.ideainstitute.co.jp
 
イ,214081,株式会社イデアコンストラクション
〒101-0052,東京都千代⽥区神⽥⼩川町２丁⽬１０番地第⼆⽊津ビル３０１
2025-03-22
 
イ,126831,イデアシステム株式会社
〒394-0004,⻑野県岡⾕市神明町４−１−２１
2024-04-28
http://www.idea-gr.co.jp/
 
イ,218744,株式会社イデアテクノロジー
〒105-0013,東京都港区浜松町１丁⽬９番１１号
2023-12-15
http://www.idea-t.jp/
 
イ,226709,イデアルリビング株式会社
〒113-0034,東京都⽂京区湯島２丁⽬１８番１２号湯島ＫＣビル６階
2026-05-01
https://www.systemkitchen.co.jp/
 
イ,215467,有限会社イデウラ建装
〒368-0005,埼⽟県秩⽗市⼤野原１４０３ー５
2024-06-26
http://www.ideken.com
 
イ,214509,出岡重量運輸株式会社
〒699-0109,島根県松江市東出雲町錦浜５８３番地８
2025-12-20
http://www.ideoka.com
 
イ,216794,有限会社井⼿⼝⼯業
〒802-0053,福岡県北九州市⼩倉北区⾼坊２丁⽬８−８
2025-06-25
_
 
イ,213786,株式会社井⼿⼝鉄筋
〒843-0002,佐賀県武雄市朝⽇町⼤字中野６５２９ー１
2024-08-04
 
イ,106749,株式会社井出⼯具
〒794-0021,愛媛県今治市⽶屋町４−１−２７
2025-08-03
https://idekougu.com
 
イ,122458,株式会社井出商会
〒078-8220,北海道旭川市１０条通２０−３−２３
2024-09-22
 
イ,226481,出⽥実業株式会社
〒860-8691,熊本県熊本市中央区河原町１１番地
2026-03-01
http://www.ideta.co.jp/



 
イ,225612,出⽥電業設備株式会社
〒860-0023,熊本県熊本市中央区河原町２５番地
2025-07-01
http://www.ideta.co.jp/
 
イ,230733,出⽥電設株式会社
〒590-0013,⼤阪府堺市堺区東雲⻄町三丁２番２号
2025-08-16
 
イ,210221,井⼿塗装株式会社
〒830-0003,福岡県久留⽶市東櫛原町４４５ー２
2024-03-19
 
イ,216647,有限会社出原組
〒710-0003,岡⼭県倉敷市平⽥７１９番地
2025-06-18
 
イ,123287,出光エナジーソリューションズ株式会社
〒101-0022,東京都千代⽥区神⽥練塀町３
2025-09-28
https://www.idemitsuenergysolutions.com
 
イ,121091,出光⼯業株式会社
〒678-0256,兵庫県⾚穂市鷆和字藤原新⽥１２８８−４
2025-01-22
 
イ,102497,出光興産株式会社
〒100-8321,東京都千代⽥区⼤⼿町１−２−１
2025-03-28
 
イ,103082,出光ユニテック株式会社
〒108-0014,東京都港区芝４−２−３ ＮＭＦ芝ビル６階
2026-03-11
https://www.idss.co.jp/iut/index.html
 
イ,502059,出光ライオンコンポジット株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野４−８−１ ＴＩＸＴＯＷＥＲＵＥＮＯ ５Ｆ
2023-06-10
http://www.ilccalp.com/index.html
 
イ,102504,出光リテール販売株式会社 九州カンパニー
〒816-0872,福岡県春⽇市桜ケ丘４−４０
2025-04-05
 
イ,105909,出光リテール販売株式会社 ファインオイル⻄⽇本カンパニー
〒550-0014,⼤阪府⼤阪市⻄区北堀江２−２−２５ 久我ビル南館２階
2026-04-23
 
イ,106881,出光リテール販売株式会社ファインオイル東⽇本カンパニー
〒135-0033,東京都江東区深川２−８−１９
2026-02-03
 
イ,222170,イデム・ホリエ株式会社
〒811-2302,福岡県糟屋郡粕屋町⼤字⼤隈１０４２ー１



2026-05-01
http://idemhorie.co.jp/
 
イ,218068,株式会社イデリハ
〒874-0840,⼤分県別府市⼤字鶴⾒１５００番地の２５８
2023-08-04
 
イ,121190,株式会社イトー
〒103-0002,東京都中央区⽇本橋⾺喰町１−６−３ 吉野第⼀ビル８階
2025-03-05
http://www.ito-group.com
 
イ,101963,株式会社イトーキ
〒541-0047,⼤阪府⼤阪市中央区淡路町１−６−１１
2023-12-04
https://www.itoki.jp/
 
イ,505039,株式会社イトーキエンジニアリングサービス
〒104-0042,東京都中央区⼊船３−６−１４ オーク⼊船ビル３階
2024-02-14
http://www.itoki-es.co.jp/
 
イ,231618,株式会社イトーキ東光製作所
〒306-0641,茨城県坂東市鵠⼾４２３番地の１
2026-01-31
 
イ,216795,株式会社イトー技建
〒812-0007,福岡県福岡市博多区東⽐恵１丁⽬３番１１ー１階
2025-06-25
https://ito-giken.jp/
 
イ,500031,株式会社イトーヨーカ堂
〒102-8450,東京都千代⽥区⼆番町８番地８
2023-07-24
https://www.itoyokado.co.jp/
 
イ,107490,ＹＩＴＯＡマイクロテクノロジー株式会社
〒400-0053,⼭梨県甲府市⼤⾥町４６５
2023-12-19
https://www.micro-technology.co.jp
 
イ,222888,⽷井商事株式会社
〒370-0031,群⾺県⾼崎市上⼤類町３９９−２
2024-03-01
 
イ,121210,株式会社イトウ
〒341-0035,埼⽟県三郷市鷹野２−１６０
2025-08-16
http://www.ito-drum.co.jp/
 
イ,123809,株式会社イトウ
〒311-4393,茨城県東茨城郡城⾥町那珂⻄２２７０−１
2025-04-19
http://www.ito-net.co.jp
 



イ,215679,イトウ株式会社
〒850-0954,⻑崎県⻑崎市新⼾町２ー１２ー１３
2024-10-23
 
イ,225361,株式会社伊藤⽻州建設
〒017-0888,秋⽥県⼤館市字⽔⾨前７５番地４
2025-06-01
https://www.om346.co.jp/company/itousyu-kensetsu/
 
イ,121382,伊藤硝⼦株式会社
〒456-0043,名古屋市熱⽥区神⼾町３０３
2026-04-02
http://itoglass.co.jp/
 
イ,222608,株式会社伊藤ガラス
〒101-0061,東京都千代⽥区神⽥三崎町２ー１６ー９
2024-01-01
http://ito-glass.co.jp/
 
イ,222721,伊藤硝⼦産業株式会社
〒652-0803,兵庫県神⼾市兵庫区⼤開通１０ー１ー８
2024-03-01
http://www.itoh-glass.co.jp
 
イ,228186,伊藤喜商事株式会社
〒650-0011,兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通３丁⽬１３ー２
2024-06-21
http://www.itoki-syoji.co.jp
 
イ,111924,伊藤機電株式会社
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町２−７−５
2024-08-07
http://www.itohkiden.co.jp/
 
イ,111379,株式会社伊藤⾦属製作所
〒546-0035,⼤阪市東住吉区⼭坂１−７−２
2023-11-18
http://www.itoh-kinzoku.co.jp
 
イ,100182,有限会社イトウ技研
〒394-0024,⻑野県岡⾕市堀ノ内１−６−１３
2022-08-10
 
イ,219342,伊東空調設備 伊藤義⼀（その他）
〒837-0924,福岡県⼤牟⽥市歴⽊１５１９−４
2024-03-16
 
イ,222347,株式会社伊藤組
〒490-1111,愛知県あま市甚⽬寺⾶殿８８番地の３
2023-11-01
http://www.ito-gumi.co.jp
 
イ,231889,株式会社伊藤組
〒790-0952,愛媛県松⼭市朝⽣⽥町⼆丁⽬１３番１７号
2026-04-11



https://www.itoh-gumi.jp/
 
イ,217630,有限会社伊藤組⼟建
〒963-0533,福島県郡⼭市⽇和⽥町⼋丁⽬字⾺番坦３ー３６
2026-03-03
 
イ,120882,株式会社伊藤継
〒321-2345,栃⽊県⽇光市⽊和⽥島１５６４−１７８
2024-02-19
 
イ,122347,有限会社伊藤計測
〒498-0001,愛知県弥富市⻄中地町中島５−１
2024-08-20
 
イ,220398,伊藤建材⼯業株式会社
〒463-0097,愛知県名古屋市守⼭区川村町２４０番地
2024-10-26
 
イ,220442,株式会社いとう建匠
〒464-0848,愛知県名古屋市千種区春岡２丁⽬２３番４号
2024-11-16
http://www.sumai-nagomi.com/
 
イ,218437,有限会社いとう建設
〒468-0007,愛知県名古屋市天⽩区植⽥本町⼆丁⽬１１２番地
2023-09-29
 
イ,225277,伊藤建設株式会社
〒731-5102,広島県広島市佐伯区五⽇市町⽯内５７６１番地３
2025-06-01
_
 
イ,229320,伊藤建設株式会社
〒665-0051,兵庫県宝塚市⾼司２丁⽬１６番１０
2025-10-17
http://www.itokensetsu.co.jp
 
イ,215657,伊藤建設⼯業株式会社
〒013-0021,秋⽥県横⼿市⼤町５番１９号
2024-10-16
https://ito-ken.co.jp/
 
イ,101892,株式会社伊藤コーデン
〒399-4511,⻑野県上伊那郡南箕輪村５６９１−１
2024-11-09
 
イ,121164,伊東公業株式会社
〒600-8834,京都市下京区和気町１５
2025-04-16
 
イ,123137,株式会社伊藤⼯業
〒417-0001,静岡県富⼠市今泉５１１−２
2025-01-26
http://www.ito-kg.com/
 



イ,213034,伊藤⼯業株式会社
〒362-0001,埼⽟県上尾市⼤字上１１２４ー３
2026-02-05
 
イ,215800,伊東⼯業株式会社
〒771-0206,徳島県板野郡北島町⾼房字居内５４ー２
2024-12-04
 
イ,218720,有限会社伊藤興業
〒987-0511,宮城県登⽶市迫町佐沼字中江５丁⽬１１ー１４
2023-12-08
 
イ,218792,株式会社伊藤⼯業
〒496-0011,愛知県津島市莪原町字菱⽑８１−２
2023-12-15
 
イ,224038,株式会社伊藤⼯業
〒455-0015,愛知県名古屋市港区港栄３丁⽬６番１３号
2025-01-01
 
イ,228847,株式会社伊藤⼯業
〒050-0063,北海道室蘭市港北町３ー３ー１５
2025-01-23
 
イ,231746,株式会社伊藤興業
〒512-1305,三重県四⽇市市⻄村町３８５０番地
2026-03-07
 
イ,213688,株式会社伊東⼯業所
〒135-0012,東京都江東区海辺２０ー１
2024-04-21
 
イ,217965,有限会社伊藤鋼建
〒431-0423,静岡県湖⻄市新所岡崎梅⽥⼊会地６−１２７
2023-07-21
 
イ,210834,株式会社伊藤⼯務店
〒490-1107,愛知県あま市森七丁⽬１７−３
2025-01-13
http://e-itokoumuten.net/
 
イ,217344,株式会社伊藤⼯務店
〒532-0025,⼤阪府⼤阪市淀川区新北野３−１６−２４
2025-11-26
 
イ,222218,株式会社伊藤⼯務店
〒573-1167,⼤阪府枚⽅市甲斐⽥町１４番２４号
2026-06-01
 
イ,230792,株式会社伊藤⼯務店
〒454-0856,愛知県名古屋市中川区⼩碓通⼆丁⽬２５番地
2025-08-30
https://www.ito-koumuten.co.jp/
 
イ,505528,伊東国際特許事務所



〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内２−１−１ 丸の内ＭＹ ＰＬＡＺＡ１６階
2024-02-15
http://www.itohpat.co.jp/
 
イ,210993,株式会社伊藤定⼯務店
〒274-0061,千葉県船橋市古和釜町８６４番地８
2025-03-18
_
 
イ,221706,伊藤貞電気株式会社
〒453-0855,愛知県名古屋市中村区烏森町６ー２０３
2025-06-01
 
イ,211023,伊藤産業株式会社
〒745-0863,⼭⼝県周南市御⼭町１ー２６
2025-04-06
 
イ,503941,伊東産業株式会社
〒679-2123,兵庫県姫路市豊富町豊富３０７２−１
2024-03-05
http://www.itosangyo.com
 
イ,111239,株式会社伊東商会
〒104-0031,東京都中央区京橋３−１−１ 東京スクエアガーデン
2026-06-21
http://www.itnet.co.jp/
 
イ,214674,株式会社伊藤商会
〒222-0004,神奈川県横浜市港北区⼤曽根台６番１号
2023-04-18
 
イ,217733,イトウ重機⼯業株式会社
〒934-0055,富⼭県射⽔市沖塚原１番地の２
2026-05-19
https://www.ito-juki.co.jp/
 
イ,121390,有限会社伊藤製罐⼯業
〒496-0801,愛知県津島市藤浪町１−６０−２
2023-03-04
 
イ,216472,伊藤製⽸⼯業株式会社
〒063-0834,北海道札幌市⻄区発寒１４条１３丁⽬２−１
2025-05-21
https://www.ito-seikankogyo.co.jp/
 
イ,126394,伊藤精機株式会社
〒513-1123,鈴⿅市下⼤久保町東の⼝２０５３−１
2023-12-19
 
イ,128722,有限会社伊藤精機
〒222-0001,横浜市港北区樽町３−６−４８
2026-01-23
 
イ,111433,イトウ精⼯株式会社
〒551-0031,⼤阪市⼤正区泉尾７−３−１０



2024-05-15
http://www.itoseiko.co.jp/
 
イ,129410,有限会社伊藤精⼯
〒018-0311,秋⽥県にかほ市⾦浦字南⾦浦３７
2024-04-09
http://itoseiko.com/
 
イ,120312,株式会社伊藤製作所
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町４−６−７
2023-08-23
http://www.itoh-mill.com
 
イ,124533,株式会社伊藤製作所
〒417-0801,静岡県富⼠市⼤渕字⻄下原３５１６−２
2025-10-04
http://www.ito-ex.co.jp
 
イ,229306,株式会社伊藤製作所
〒251-0016,神奈川県藤沢市弥勒寺１０８番地
2025-09-26
 
イ,150107,株式会社伊藤製鐵所
〒101-0052,東京都千代⽥区神⽥⼩川町１−３−１ ＮＢＦ⼩川町ビルディング５Ｆ
2024-08-28
 
イ,101466,伊藤精密株式会社
〒332-0002,埼⽟県川⼝市弥平３−１０−２
2024-07-12
 
イ,214520,伊藤測量技建 伊藤敏夫（その他）
〒410-0033,静岡県沼津市杉崎町１３ー３２奈良橋ビル２Ｆ東１
2025-12-20
 
イ,126859,伊藤耐酸化⼯株式会社
〒010-1612,秋⽥県秋⽥市新屋豊町６１１−１
2024-05-23
 
イ,111456,伊藤忠紙パルプ株式会社
〒103-8415,東京都中央区⽇本橋本町２−７−１
2024-04-14
http://www.itcpp.co.jp
 
イ,117503,伊藤忠ケーブルシステム株式会社
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥３−２０−１４ ⾼輪パークタワー
2024-03-22
https://www.itochu-cable.co.jp/
 
イ,222328,伊藤忠建材株式会社
〒103-8419,東京都中央区⽇本橋本町２ー７ー１
2023-11-01
 
イ,127937,伊藤忠⼯業ガス株式会社
〒100-6027,東京都千代⽥区霞が関３−２−５ 霞が関ビル２７階
2025-06-25



https://iig.co.jp/
 
イ,501030,伊藤忠商事株式会社
〒107-8077,⼤阪府⼤阪市北区梅⽥３丁⽬１番３号
2025-04-09
http://www.itochu.co.jp/ja/
 
イ,227063,伊藤忠ＴＣ建機株式会社
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町１丁⽬１３番７号
2023-09-01
http://www.icm.co.jp
 
イ,111012,伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
〒105-6950,東京都港区虎ノ⾨４−１−１ 神⾕町トラストタワー
2023-10-11
https://www.ctc-g.co.jp
 
イ,111283,伊藤忠プラスチックス株式会社
〒102-0082,東京都千代⽥区⼀番町２１ ⼀番町東急ビル４・５・６Ｆ
2023-08-19
http://www.itc-ps.co.jp
 
イ,123843,伊藤忠マシンテクノス株式会社
〒100-0014,東京都千代⽥区永⽥町２−１４−２ ⼭王グランドビル
2025-04-30
http://www.itcmt.co.jp
 
イ,121273,伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社
〒100-0004,東京都千代⽥区⼤⼿町１−６−１ ⼤⼿町ビル８Ｆ
2025-12-25
http://www.imsts.co.jp/
 
イ,128347,伊藤忠丸紅特殊鋼株式会社
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町２−１０−５ 住友⽣命茅場町ビル３Ｆ
2025-10-17
http://www.spc.benichu.com
 
イ,111331,伊藤忠メタルズ株式会社
〒107-8573,東京都港区北⻘⼭２−５−１
2023-11-25
http://www.itochu-metals.co.jp
 
イ,154034,伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社
〒100-0004,東京都千代⽥区⼤⼿町１−６−１ ⼤⼿町ビル
2025-01-11
 
イ,154054,伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社
〒103-8247,東京都中央区⽇本橋⼀丁⽬４番１号 ⽇本橋⼀丁⽬ビルディング
2025-10-17
 
イ,227140,有限会社伊藤鉄筋⼯業
〒744-0041,⼭⼝県下松市⼤字⼭⽥７３番地２
2023-11-01
 
イ,211402,株式会社伊藤テック



〒661-0043,兵庫県尼崎市武庫元町１丁⽬２９番３号
2025-10-22
https://ito-tech.com/
 
イ,103284,伊藤鉄⼯株式会社
〒997-0855,⼭形県鶴岡市⽮馳字下⽮馳４４−１
2026-07-10
https://www.itotekko.co.jp
 
イ,101053,伊藤電機株式会社
〒461-0022,名古屋市東区東⼤曽根町１２−１０
2025-01-08
http://ito-elec.jp
 
イ,216598,有限会社伊東電気
〒614-8101,京都府⼋幡市川⼝浜３６−１２
2025-06-11
 
イ,228900,株式会社伊藤電機
〒910-0023,福井県福井市順化２丁⽬２番１号
2025-02-23
https://www.itoh-denki.co.jp
 
イ,230633,有限会社伊藤電機⼯業所
〒438-0083,静岡県磐⽥市富⼠⾒町⼀丁⽬５番地の１４
2025-08-02
 
イ,504591,株式会社伊東電機⼯作所
〒396-0030,⻑野県伊那市平沢１０９６０−１
2025-08-08
http://www.itodk.co.jp
 
イ,210181,有限会社伊藤電気⼯事
〒507-0064,岐⾩県多治⾒市北丘町６ー１８ー１
2024-02-18
 
イ,121335,有限会社伊藤電機製作所
〒331-0052,埼⽟県さいたま市⻄区三橋５−１４８２
2026-03-14
 
イ,124639,有限会社伊東電⼦
〒671-1262,兵庫県姫路市余部区上余部１０７９−２
2025-11-29
 
イ,125144,伊藤電⼦⼯業株式会社
〒991-0061,⼭形県寒河江市中央⼯業団地１５８−１５
2026-01-25
http://www.ito-denshi.co.jp/
 
イ,230665,株式会社伊藤電設
〒370-0076,群⾺県⾼崎市下⼩塙町１５３１番地５
2025-08-09
 
イ,214429,株式会社伊藤塗⼯部
〒065-0010,北海道札幌市東区北⼗条東１２丁⽬３番８号



2025-10-11
https://www.itou-tokoubu.co.jp/
 
イ,210411,株式会社伊東塗装店
〒436-0078,静岡県掛川市肴町２番地の１
2024-07-10
 
イ,227161,株式会社伊藤塗装店
〒448-0022,愛知県刈⾕市⼀⾊町３丁⽬６番地１０
2023-11-01
 
イ,129517,伊東板⾦⼯業株式会社
〒601-8111,京都府京都市南区上⿃⽻苗代町３３
2024-07-27
http://www.ito-bankin.co.jp
 
イ,120925,株式会社伊藤鍍⾦⼯業所
〒370-1201,群⾺県⾼崎市倉賀野町２６６４
2024-02-27
http://www8.wind.ne.jp/ITM/
 
イ,231842,有限会社伊藤好建築
〒245-0003,神奈川県横浜市泉区岡津町２１６５番地の２
2026-04-04
 
イ,121222,株式会社⽷川製作所
〒289-0341,千葉県⾹取市⾍幡１７７２
2025-09-20
http://www.itkw.co.jp
 
イ,217628,有限会社イトケン
〒017-0874,秋⽥県⼤館市美園町１７番７号
2026-03-03
 
イ,224970,イトケンテクノ株式会社
〒811-1314,福岡県福岡市南区的場１丁⽬２４番３号
2025-04-01
http://www.itoken.info/
 
イ,224592,株式会社⽷庄
〒370-0006,群⾺県⾼崎市問屋町３丁⽬１０番地の２
2025-04-01
https://itoshou.co.jp/
 
イ,212994,株式会社イトホリ
〒552-0007,⼤阪府⼤阪市港区弁天１ー２ー１⼤阪ベイタワーオフィス１４０３
2023-01-15
 
イ,231450,株式会社イトホリ東京
〒105-0004,東京都港区新橋五丁⽬８番１１号
2025-12-19
https://www.itohori-tokyo.co.jp/
 
イ,215140,株式会社イトム建設
〒065-0030,北海道札幌市東区北３０条東１２丁⽬４番９号クリーンビル２階



2023-12-19
 
イ,217495,株式会社井⼾川塗装
〒963-0201,福島県郡⼭市⼤槻町字愛宕東４８番地
2026-01-21
http://www.idogawa-paint.com
 
イ,211890,株式会社井⼾太
〒632-0034,奈良県天理市丹波市町４５０
2023-11-04
 
イ,129563,株式会社イナートロン
〒211-0004,神奈川県川崎市中原区新丸⼦東２−９２６ ナンブハイツビル２Ｆ
2024-09-29
http://www.innertron.jp/
 
イ,230717,株式会社稲垣機⼯
〒510-0812,三重県四⽇市市⻄阿倉川２４５番地１
2025-08-16
http://www.igk-m.co.jp
 
イ,218178,株式会社稲垣組
〒341-0008,埼⽟県三郷市駒形８８−１
2023-08-11
 
イ,212043,株式会社イナガキ建装
〒432-8044,静岡県浜松市中区南浅⽥１ー６ー９
2024-02-23
 
イ,211464,株式会社イナガキ建築⼯房
〒420-0937,静岡県静岡市葵区唐瀬１丁⽬１８番２３号
2025-12-02
 
イ,101136,株式会社稲垣商店
〒550-0015,⼤阪市⻄区南堀江４−１４−１９
2024-03-08
http://www.inagaki-shouten.jp
 
イ,210151,有限会社稲垣重機
〒939-0724,富⼭県下新川郡朝⽇町横⽔１０５番地
2024-01-21
 
イ,224289,稲垣設備⼯事株式会社
〒462-0043,愛知県名古屋市北区⼋代町２丁⽬１１１番地の１
2022-03-01
 
イ,229699,有限会社稲垣鉄筋⼯業
〒520-2552,滋賀県蒲⽣郡⻯王町⼤字⼩⼝１２５１−２３９
2026-04-28
 
イ,212667,株式会社稲垣鉄⼯
〒512-8061,三重県四⽇市市広永町７４番地
2025-06-05
https://www.inatetsu.jp/
 



イ,111904,稲垣薬品興業株式会社
〒231-0064,横浜市中区野⽑町１−１７
2024-08-03
http://www.inagaki-yakuhin.co.jp/
 
イ,220907,株式会社稲上電機
〒500-8153,岐⾩県岐⾩市⽯⻑町四丁⽬１６番地
2025-03-22
https://www.inagami-ec.co.jp
 
イ,213550,株式会社稲⽊左官⼯業
〒243-0217,神奈川県厚⽊市三⽥南２丁⽬４番３号
2024-01-13
 
イ,125395,稲熊プレス⼯業株式会社
〒457-0076,愛知県名古屋市南区道全町２−３６
2026-04-11
http://www.inagumapress.ecnet.jp/
 
イ,121180,株式会社稲沢⼯機
〒492-8432,愛知県稲沢市中之庄半⽥町６６−１
2025-03-02
 
イ,120982,稲沢⼯業株式会社
〒492-8405,愛知県稲沢市堀之内町７５６
2024-03-11
http://www.inazawa-k.co.jp/
 
イ,212433,株式会社稲治造園⼯務所
〒530-0047,⼤阪府⼤阪市北区⻄天満３丁⽬４番４号
2025-01-09
http://www.inaji.jp/
 
イ,222053,有限会社稲⽥建設
〒683-0845,⿃取県⽶⼦市旗ヶ崎２３１４
2025-12-01
 
イ,221214,株式会社稲⽥組
〒062-0020,北海道札幌市豊平区⽉寒中央通３丁⽬１番１０号
2025-03-01
https://www.inadagumi.jp/
 
イ,212296,株式会社稲⽥左官⼯業所
〒250-0874,神奈川県⼩⽥原市鴨宮３４７ー１
2024-08-08
 
イ,121076,稲⽥鈑⾦⼯業株式会社
〒640-8323,和歌⼭市太⽥５６５
2025-02-02
 
イ,100356,株式会社稲築サイエンス
〒820-0201,福岡県嘉⿇市漆⽣１１６３−１０
2025-09-29
http://www.inaso.co.jp/
 



イ,219836,株式会社イナヅマ電気⼯事
〒850-0001,⻑崎県⻑崎市⻄⼭２−２−３
2024-06-08
https://inazuma.co.jp
 
イ,217532,株式会社イナデン
〒395-0804,⻑野県飯⽥市⿍名古熊２００７−７
2026-01-28
http://www.inaden.ne.jp/
 
イ,231602,株式会社稲電⼯機
〒417-0801,静岡県富⼠市⼤渕３５１３番地の１１
2026-01-24
 
イ,101019,有限会社イナ電⼦
〒444-0908,愛知県岡崎市橋⽬町東⽔通６
2024-02-01
 
イ,214122,株式会社因幡組
〒680-0000,⿃取県⿃取市河原町⻄円通寺２５−２
2025-04-05
 
イ,210709,株式会社稻葉建設
〒157-0073,東京都世⽥⾕区砧３ー３３ー５
2024-11-19
 
イ,216555,稲葉建設株式会社
〒861-4133,熊本県熊本市南区島町４丁⽬１番３０号
2025-06-04
_
 
イ,111151,イナバゴム株式会社
〒550-0003,⼤阪府⼤阪市⻄区京町堀３−３−１５
2025-08-07
http://www.inaba-rubber.co.jp/
 
イ,221379,株式会社稲葉商店
〒420-0813,静岡県静岡市葵区⻑沼９７１番地の１
2025-04-01
_
 
イ,127873,有限会社稲葉製作所
〒230-0071,神奈川県横浜市鶴⾒区駒岡２−１７−５３
2025-04-23
 
イ,101913,稲畑産業株式会社
〒542-8558,⼤阪市中央区南船場１−１５−１４
2023-10-25
https://www.inabata.co.jp
 
イ,127558,稲畑ファインテック株式会社
〒542-0081,⼤阪府⼤阪市中央区南船場１−１５−１４
2024-11-21
http://www.ik-ft.com
 



イ,106061,株式会社イナバ電機
〒236-0002,神奈川県横浜市⾦沢区⿃浜町１２−１３
2023-10-19
http://www.inabadenki.co.jp/
 
イ,106302,株式会社稲葉電機
〒263-0024,千葉県千葉市稲⽑区⽳川２−９−８
2024-08-04
http://www.inabadenki.com/
 
イ,230948,稲葉電気株式会社
〒307-0007,茨城県結城市⼤字⼩⽥林５１７番地
2025-10-04
 
イ,101425,因幡電機産業株式会社
〒550-0012,⼤阪市⻄区⽴売堀４−１１−１４
2025-05-08
http://www.inaba.co.jp
 
イ,121082,株式会社因幡電機製作所
〒550-0012,⼤阪市⻄区⽴売堀３−１−１ ⼤阪トヨペットビル６Ｆ
2024-11-29
http://www.inaba.com
 
イ,213312,株式会社稲葉塗装店
〒451-0044,愛知県名古屋市⻄区菊井⼆丁⽬２０番２１号
2023-07-01
 
イ,123795,稲葉板⾦株式会社
〒340-0021,埼⽟県草加市⼿代３−５４−１２
2025-04-13
 
イ,211776,株式会社イナミ
〒321-3222,栃⽊県宇都宮市野⾼⾕町４７３ー１
2023-07-27
 
イ,502429,稲美電⼦有限会社
〒675-1115,兵庫県加古郡稲美町国岡１２３２
2023-08-25
 
イ,213779,株式会社稲村組
〒310-0845,茨城県⽔⼾市吉沢町４４２
2024-07-28
 
イ,120462,稲元マーク株式会社
〒135-0012,東京都江東区海辺２３−７
2023-10-01
http://www.inamoto-mark.co.jp
 
イ,220951,株式会社稲盛⼯業
〒895-0065,⿅児島県薩摩川内市宮内町３９１５番地
2025-03-29
http://www.inamori.co.jp/
 
イ,219152,稲森電気株式会社



〒213-0006,神奈川県川崎市⾼津区下野⽑３丁⽬３番３号
2024-02-22
 
イ,230678,イナリ警備情報株式会社
〒720-0076,広島県福⼭市本庄町中⼆丁⽬７番６号
2025-08-09
 
イ,111933,稲菱テクニカ株式会社
〒492-8161,愛知県稲沢市菱町１
2024-09-06
http://www.inaryo.co.jp/
 
イ,213657,株式会社イニティウム
〒440-0873,愛知県豊橋市⼩畷町６０７番地
2024-03-31
 
イ,122788,イヌイ株式会社
〒103-0014,東京都中央区⽇本橋蛎殻町１−１３−５
2024-11-19
http://www.inuicorp.co.jp
 
イ,215145,乾開発⼯業株式会社
〒568-0098,⼤阪府茨⽊市⼤字千提寺２７４
2023-12-19
 
イ,215387,株式会社乾仮設
〒634-0001,奈良県橿原市太⽥市町１０番地の１
2024-05-08
 
イ,223792,株式会社乾建設
〒650-0022,兵庫県神⼾市中央区元町通５丁⽬８番１９号
2024-11-01
 
イ,217272,株式会社乾⼯務店
〒166-0015,東京都杉並区成⽥東五丁⽬１５番２１号−３０７
2025-11-05
 
イ,101313,乾庄貴⾦属化⼯株式会社
〒556-0005,⼤阪市浪速区⽇本橋４−１０−８
2025-08-06
http://www.prcimtl.co.jp
 
イ,101433,株式会社イノアックコーポレーション
〒450-0003,名古屋市中村区名駅南２−１３−４
2025-12-18
http://www.inoac.co.jp
 
イ,214355,株式会社イノアック住環境
〒456-0062,愛知県名古屋市熱⽥区⼤宝四丁⽬９番２７号
2025-09-06
https://www.inoac-juukan.co.jp/
 
イ,100833,株式会社イノウエ
〒101-0044,東京都千代⽥区鍛冶町１−７−１１ ＫＣＡビル８Ｆ
2023-08-03



http://www.kk-inoue.co.jp
 
イ,214035,株式会社井ノ上
〒370-0849,群⾺県⾼崎市⼋島町２６５
2025-03-01
http://www.inoue.co.jp
 
イ,230341,井上株式会社
〒620-0055,京都府福知⼭市篠尾新町三丁⽬３番地
2025-07-05
https://www.inouekabu.com
 
イ,103342,井上化研
〒636-0213,奈良県磯城郡三宅町伴堂１３７−１８
2023-08-11
 
イ,231736,株式会社井上硝⼦店
〒448-0026,愛知県刈⾕市中⼭町⼆丁⽬１７番地
2026-02-28
http://www.inoue-glass.co.jp/
 
イ,223082,井上兄弟建設株式会社
〒252-0203,神奈川県相模原市中央区東淵野辺５丁⽬４番１号
2024-05-01
 
イ,228864,井上兄弟建設株式会社
〒981-1101,宮城県仙台市太⽩区四郎丸字落合５６番地の１
2025-02-01
https://inoue-bros.bsj.jp/
 
イ,120116,井上⾦属株式会社
〒160-0017,東京都新宿区左⾨町２０
2023-07-22
http://www.inokin.jp
 
イ,123879,井上⾦属⼯業株式会社
〒660-0095,尼崎市⼤浜町２−５３
2025-05-20
http://www.laser-x.co.jp
 
イ,124500,株式会社井上⾦属製作所
〒669-2416,兵庫県丹波篠⼭市井ノ上２５
2025-09-22
 
イ,230503,株式会社井上空調システム
〒624-0934,京都府舞鶴市字堀上３番地１
2025-07-19
https://inouekuutyou.bsj.jp/
 
イ,211534,株式会社井上組
〒675-0121,兵庫県加古川市別府町新野辺北町４丁⽬９６番地の３
2026-02-03
 
イ,216612,有限会社井上組
〒299-0261,千葉県袖ケ浦市福王台３ー２９ー２



2025-06-11
 
イ,214631,有限会社井上建設
〒731-5146,広島県広島市佐伯区屋代２丁⽬１８番５号
2026-03-14
 
イ,215649,井上建設⼯業株式会社
〒731-0123,広島県広島市安佐南区古市２丁⽬３３ー３
2024-10-16
 
イ,222574,井上建設⼯業株式会社
〒651-2204,兵庫県神⼾市⻄区押部⾕町⾼和⻄⼭ノ下６１８ー２
2024-01-01
 
イ,121122,井上源太郎商店
〒635-0818,奈良県北葛城郡広陵町南１０６−３
2025-03-23
 
イ,211996,井上興業株式会社
〒400-0105,⼭梨県甲斐市下今井３５１４−１
2024-01-27
http://team6.co.jp
 
イ,214987,井上⼯業株式会社
〒991-0066,⼭形県寒河江市⼤字松川１２０番地
2023-09-12
http://www.inoue-i.com
 
イ,215450,井上⼯業株式会社
〒532-0011,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島１丁⽬１１番１６号
2024-06-05
 
イ,219788,井上⼯業株式会社
〒861-8031,熊本県熊本市東区⼾島町９７４−７
2024-05-25
 
イ,220473,井上⼯業株式会社
〒114-0023,東京都北区滝野川１−９１−１０
2024-11-22
 
イ,214536,株式会社井上コンサルタント
〒463-0032,愛知県名古屋市守⼭区⽩⼭三丁⽬１３０３−６
2026-01-17
 
イ,216535,井上定株式会社
〒550-0012,⼤阪府⼤阪市⻄区⽴売堀三丁⽬８番２号
2025-05-28
https://www.inouesada.co.jp/
 
イ,229099,井上産業株式会社
〒231-0011,神奈川県横浜市中区太⽥町６ー７５
2025-06-06
_
 
イ,222493,井上商事株式会社



〒910-0859,福井県福井市⽇之出２ー１ー６
2023-12-01
http://www.inoue-s.co.jp
 
イ,124376,井上受索⼯業有限会社
〒810-0072,福岡市中央区⻑浜２−５−２１０
2025-07-20
http://www.inouejusaku.co.jp
 
イ,120550,株式会社井上製作所
〒143-0002,東京都⼤⽥区城南島２−１−３
2023-10-25
http://www.inoue-ss.co.jp
 
イ,103496,株式会社井上設備
〒230-0042,神奈川県横浜市鶴⾒区仲通１−５９−２
2023-10-31
 
イ,216547,株式会社井上設備計画
〒104-0033,東京都中央区新川１丁⽬３番２３号
2025-05-28
https://isk-inc.co.jp/
 
イ,216513,株式会社井上設備⼯業
〒570-0048,⼤阪府守⼝市寺⽅本通３丁⽬２番２１号
2025-05-28
http://www.inoue-eng.jp
 
イ,217446,井上設備⼯業株式会社
〒207-0032,東京都東⼤和市蔵敷２ー６４０ー２
2026-01-07
 
イ,210588,株式会社井上タイル⼯業
〒560-0003,⼤阪府豊中市東豊中町６丁⽬１５番１５号
2024-10-06
 
イ,217671,井上鐵⾻⼯業株式会社
〒061-3772,北海道⽯狩郡当別町獅⼦内２５４３ー１
2026-03-31
 
イ,121174,井上電気株式会社
〒141-8658,東京都品川区上⼤崎３−１４−１２
2025-04-17
http://www.inouedenki.co.jp/
 
イ,227632,有限会社井上電気
〒079-8419,北海道旭川市永⼭９条４丁⽬５番９号
2021-03-15
 
イ,216540,株式会社井上電⼯
〒787-0019,⾼知県四万⼗市具同７３６１ー６
2025-05-28
http://inoue-erectric.sakura.ne.jp/
 
イ,111452,井上特殊鋼株式会社



〒550-0013,⼤阪府⼤阪市⻄区新町１−３３−８
2024-03-02
https://www.issgrp.co.jp
 
イ,225259,株式会社井上塗装
〒403-0005,⼭梨県富⼠吉⽥市上吉⽥５３９７
2025-06-01
http://www.inouetoso.jp
 
イ,211666,井上塗装⼯業株式会社
〒080-0050,北海道帯広市⽩樺⼗六条東１３丁⽬４
2023-06-02
 
イ,229850,井上板⾦⼯業株式会社
〒672-8031,兵庫県姫路市飾磨区妻⿅１７２１ー２
2023-07-10
 
イ,219381,株式会社イノウエプラスチック
〒671-0225,兵庫県姫路市別所町家具町１２６ー１０
2024-03-23
 
イ,121221,株式会社井上マーク製作所
〒671-1145,兵庫県姫路市⼤津区平松２２５−１
2025-11-27
https://www.inouemark.com
 
イ,105308,株式会社井上模型製作所
〒531-0073,⼤阪市北区本庄⻄３−７−１
2024-10-22
http://www.inouemokei.co.jp
 
イ,222331,井上瀝⻘⼯業株式会社
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥１ー８ー１
2023-11-01
http://www.inoue-rekisei.co.jp/
 
イ,225420,株式会社猪⽊⼯務店
〒580-0017,⼤阪府松原市柴垣１丁⽬１番３０号
2025-06-01
http://www.inoki.co.jp
 
イ,213489,株式会社イノクリート
〒104-0043,東京都中央区湊１丁⽬六番１１号
2023-11-04
 
イ,105748,ＩｎｎｏＣａｒｅ Ｏｐｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｊａｐａｎ株式会社
〒210-0024,神奈川県川崎市川崎区⽇進町７−１ 川崎⽇進町ビルディング１４Ｆ
2025-11-25
 
イ,215546,株式会社猪正
〒465-0002,愛知県名古屋市名東区引⼭四丁⽬６０１番地
2021-08-28
 
イ,103478,株式会社イノス
〒860-0012,熊本市中央区紺屋今町２−１ コーヨービル



2023-10-20
http://www.inos.co.jp
 
イ,111057,イノテック株式会社
〒222-8580,横浜市港北区新横浜３−１７−６
2023-12-05
http://www.innotech.co.jp
 
イ,121073,株式会社イノテック
〒666-0233,兵庫県川辺郡猪名川町紫合字神⼦ヶ⾕１１−１
2025-02-14
http://www.inot.co.jp
 
イ,230794,イノデン株式会社
〒458-0007,愛知県名古屋市緑区篭⼭⼆丁⽬１０４番地
2025-08-30
https://www.inoden.nagoya
 
イ,216642,猪⿐⼯業株式会社
〒350-0822,埼⽟県川越市⼤字⼭⽥１７１２番地３
2025-06-18
http://inohana-web.co.jp/
 
イ,111486,株式会社猪原商会
〒730-8691,広島市中区⼤⼿町３−６−１
2024-04-27
http://www.inohara.co.jp/
 
イ,230914,株式会社イノベーション
〒601-8025,京都府京都市南区東九条柳下町１６番地
2025-09-27
 
イ,228539,イノベイジア株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町⼀丁⽬３番３号プロスパービル４階
2024-09-28
http://www.innovasia.com
 
イ,231838,有限会社猪股
〒125-0062,東京都葛飾区⻘⼾三丁⽬３７番６−４０２号
2026-03-28
 
イ,213068,株式会社イノマタ建設⼯業
〒242-0022,神奈川県⼤和市柳橋４ー３ー６
2026-02-26
 
イ,210190,株式会社イノモ塗装
〒514-1109,三重県津市久居烏⽊町３７５−１
2024-02-24
 
イ,224661,有限会社イハヤ⼯業
〒611-0041,京都府宇治市槇島町⼗⼀５番地１６
2025-04-01
 
イ,126696,イハラ建成⼯業株式会社
〒424-0065,静岡県静岡市清⽔区⻑崎６９−１



2024-03-03
http://www.ihara-ci.co.jp/
 
イ,111247,株式会社伊原⼯業
〒441-0105,愛知県豊川市伊奈町南⼭新⽥３５０
2026-05-14
http://www.ihara-inc.com/
 
イ,211598,株式会社井原⼯業
〒771-0204,徳島県板野郡北島町鯛浜字原４３番地
2026-04-07
 
イ,111455,イハラサイエンス株式会社
〒108-0074,東京都港区⾼輪３−１１−３
2024-02-28
http://www.ihara-sc.co.jp
 
イ,111454,伊原電⼦株式会社
〒450-0002,名古屋市中村区名駅５−６−１８
2024-03-15
http://www.ihara-group.com/
 
イ,231585,有限会社伊波冷熱⼯業
〒144-0055,東京都⼤⽥区仲六郷⼀丁⽬２８番７号
2026-01-24
 
イ,111116,株式会社イバデン
〒310-0021,茨城県⽔⼾市南町２−６−３９
2025-09-29
http://www.iba-den.co.jp/
 
イ,210051,有限会社伊庭塗装店
〒607-8241,京都府京都市⼭科区勧修寺冷尻１−２４
2023-11-17
 
イ,215531,茨城アクシス株式会社
〒310-0914,茨城県⽔⼾市⼩吹町２８６５ー１
2024-08-21
 
イ,105302,いばらき印刷株式会社
〒319-1112,茨城県那珂郡東海村村松字平原３１１５−３
2024-10-18
https://www.i-printing.co.jp
 
イ,101993,株式会社茨城岡野機電
〒309-1217,茨城県桜川市⽝⽥１３０１−１０
2023-12-14
 
イ,101888,株式会社茨城技研
〒319-1541,茨城県北茨城市磯原町磯原１６１１−３
2024-11-09
http://www.iba-giken.co.jp
 
イ,215880,株式会社茨城ケイテクノ
〒310-0803,茨城県⽔⼾市城南２ー７ー１４



2024-12-25
http://www.i-ktechno.co.jp/
 
イ,218179,茨城警備保障株式会社
〒311-4153,茨城県⽔⼾市河和⽥町４４０５−８４
2023-08-11
 
イ,106372,⼀般財団法⼈茨城県薬剤師会検査センター
〒310-0852,茨城県⽔⼾市笠原町９７８−４７
2024-10-19
https://www.ibaraki-kensa.or.jp
 
イ,216120,有限会社茨城⼯設
〒311-1125,茨城県⽔⼾市⼤場町３８
2025-03-12
http://ibakou.jp/
 
イ,213234,株式会社茨⽊春草園
〒604-0912,京都府京都市中京区⼆篠通河原町東⼊樋の⼝町４６４番地
2026-05-13
https://www.iba-shun.co.jp/
 
イ,503932,茨城スチールセンター株式会社
〒311-0102,茨城県那珂市向⼭１２８１
2024-02-27
http://www.ibarak-sc.co.jp
 
イ,101266,茨城スリーボンド株式会社
〒305-0818,茨城県つくば市学園南１−１１−３ ２Ｆ
2024-04-06
http://www.threebond.co.jp
 
イ,129502,株式会社茨城製作所
〒317-0064,茨城県⽇⽴市神峰町４−７−１０
2024-07-10
http://www.ibasei.jp/
 
イ,216981,茨城⾼野電気⼯事株式会社
〒310-0852,茨城県⽔⼾市笠原町１４６７ー４
2025-08-20
 
イ,105106,茨城電機⼯業株式会社
〒316-0023,茨城県⽇⽴市東⼤沼町１−１４−３３
2024-04-24
 
イ,129398,株式会社茨城電材⼯業
〒316-0023,茨城県⽇⽴市東⼤沼町１−３−２２
2024-03-30
http://www.ibaraki-denzai.jp/
 
イ,501431,茨城電話⼯業株式会社
〒310-0005,茨城県⽔⼾市⽔府町１５４４番地の３
2024-11-11
https://www.bellcom.co.jp
 



イ,215913,株式会社茨城パワーテクノ
〒310-0803,茨城県⽔⼾市城南２丁⽬７番１４号
2025-01-22
http://i-powertechno.co.jp/
 
イ,121245,茨城ビジネス株式会社
〒316-0004,茨城県⽇⽴市東多賀町２−１０−３４
2025-09-05
http://www.ibarakibusiness.co.jp/
 
イ,215846,有限会社井原電気⼯事
〒360-0201,埼⽟県熊⾕市妻沼３７０番地７
2024-12-18
 
イ,212993,揖斐川⼯業株式会社
〒503-8552,岐⾩県⼤垣市万⽯⼆丁⽬３１番地
2026-01-15
https://www.ibiko.co.jp
 
イ,120259,イビケン株式会社
〒503-8561,岐⾩県⼤垣市河間町１−６０
2023-08-09
http://www.ibiken.co.jp
 
イ,126906,イビケン株式会社
〒503-8561,岐⾩県⼤垣市河間町１−６０
2024-06-05
http://www.ibiken.co.jp
 
イ,101793,イビデン株式会社
〒503-8604,岐⾩県⼤垣市神⽥町２−１
2023-08-25
http://www.ibiden.com/
 
イ,127874,イビデンエンジニアリング株式会社
〒503-0917,岐⾩県⼤垣市神⽥町２−１
2025-04-24
http://www.ibieng.co.jp/
 
イ,222507,イビデングリーンテック株式会社
〒503-0021,岐⾩県⼤垣市河間町３丁⽬５５番地
2023-12-01
 
イ,106847,有限会社イフト
〒133-0051,東京都江⼾川区北⼩岩３−２３−８
2026-01-05
 
イ,217947,株式会社⼀颯建設⼯業
〒572-0812,⼤阪府寝屋川市新家⼀丁⽬２番４号
2023-07-14
 
イ,211175,伊吹産業株式会社
〒533-0033,⼤阪府⼤阪市東淀川区東中島１丁⽬１７番５号
2025-05-31
http://www.ibukisangyo.co.jp/



 
イ,230226,株式会社イブキ産業
〒730-0803,広島県広島市中区広瀬北町３番２２号
2025-06-14
http://ibuki-sangyo.com
 
イ,123608,指宿製作所
〒452-0064,愛知県⻄春⽇井郡⻄枇杷島町旭町２−２６−２
2025-02-20
 
イ,228615,有限会社胆振塗装
〒053-0821,北海道苫⼩牧市しらかば町６丁⽬２８番１１号
2024-10-31
 
イ,106003,株式会社井部製作所
〒289-1522,千葉県⼭武市松尾町⾼富１６９３−１
2023-08-17
 
イ,212941,イベンタス株式会社
〒135-0007,東京都江東区新⼤橋２−１３−１１
2025-12-04
http://eventas.co.jp/
 
イ,210223,有限会社イペ
〒124-0006,東京都葛飾区堀切８−１６−２
2021-03-19
 
イ,105912,株式会社イボキン
〒671-1621,兵庫県たつの市揖保川町正條３７９
2023-04-23
https://www.ibokin.co.jp/
 
イ,210786,有限会社今井
〒113-0023,東京都⽂京区向丘２ー３７ー７
2024-12-22
 
イ,215825,今井硝⼦株式会社
〒510-0821,三重県四⽇市市久保⽥２ー９ー２１
2024-12-11
 
イ,219637,有限会社今井硝⼦
〒513-0809,三重県鈴⿅市⻄条６丁⽬１０３番地
2024-04-20
 
イ,221221,今井⾦商株式会社
〒060-0062,北海道札幌市中央区南⼆条⻄２ー１３
2025-03-01
https://www.imaikinshou.co.jp
 
イ,126942,株式会社今井⼯業所
〒950-3102,新潟県新潟市北区島⾒町３３９９−２０
2024-06-16
http://www.imai-kogyosyo.jp/
 
イ,105306,今井航空機器⼯業株式会社



〒504-0957,岐⾩県各務原市⾦属団地１２８
2024-10-22
https://www.imaiaero.co.jp/
 
イ,111172,イマヰゴム株式会社
〒467-0868,名古屋市瑞穂区⼤喜新町１−３
2025-02-12
http://www.imai-gom.co.jp
 
イ,111286,今井ゴム株式会社
〒173-0004,東京都板橋区板橋１−４８−１７
2023-07-30
http://www.imaigomu.co.jp
 
イ,229561,今井産業株式会社
〒699-4298,島根県江津市桜江町川⼾４７２ー１
2026-03-12
https://www.imai-corp.co.jp/
 
イ,111854,有限会社イマイシルク印刷
〒358-0014,埼⽟県⼊間市宮寺２３９６−１１
2024-06-20
 
イ,220964,今井重機建設株式会社
〒939-1517,富⼭県南砺市百町１１４番地
2025-04-05
 
イ,112827,株式会社今泉研磨材商会
〒146-0093,東京都⼤⽥区⽮⼝２−１３−１６
2024-10-10
http://www.imaizumi-kenmazai.jp/
 
イ,121201,今泉⼯業株式会社
〒360-0843,埼⽟県熊⾕市三ヶ尻４２７６
2025-11-20
http://www.i-psm.co.jp/
 
イ,220348,合同会社今泉⼯業（その他）
〒226-0002,神奈川県横浜市緑区東本郷３丁⽬４９番Ｄ−５号
2024-10-12
 
イ,124335,株式会社今泉精機
〒347-0007,埼⽟県加須市下三俣１１０６−１
2025-07-07
http://www.imaizumiseiki.co.jp
 
イ,214765,今泉鉄⼯株式会社
〒379-2201,群⾺県伊勢崎市間野⾕町１１２１
2026-06-06
 
イ,129124,今泉ピーエスエム株式会社
〒019-2111,秋⽥県⼤仙市⼟川字刈布沢２４−２５
2023-10-20
http://psm.co.jp/
 



イ,111394,今井精機株式会社
〒144-0056,東京都⼤⽥区⻄六郷１−１７−２
2023-11-09
 
イ,102135,有限会社今井製作所
〒376-0601,群⾺県桐⽣市梅⽥町１−２２７−２
2025-01-16
 
イ,230033,有限会社今井設備⼯業
〒297-0078,千葉県茂原市⾼師台三丁⽬６番地１６
2025-04-19
http://www.imai-s.co.jp
 
イ,219136,今井設備⼯事有限会社
〒152-0012,東京都⽬黒区洗⾜１丁⽬９番６号ウイングコート洗⾜３０２
2024-02-22
 
イ,111215,有限会社今⼀精⼯
〒358-0006,埼⽟県⼊間市春⽇町１−４−３
2023-02-19
 
イ,230710,今井電気 今井昌（その他）
〒514-0815,三重県津市藤⽅１４９３番地６
2025-08-09
 
イ,224540,今江建設株式会社
〒964-0906,福島県⼆本松市若宮２ー４９
2022-04-01
 
イ,505678,株式会社イマオサービス
〒143-0006,東京都⼤⽥区平和島３−６−１ 
2025-03-10
https://www.imao-service.com
 
イ,211480,今川建材株式会社
〒317-0076,茨城県⽇⽴市会瀬町２ー３３ー２
2025-12-24
 
イ,218659,株式会社イマキヨ
〒981-3626,宮城県黒川郡⼤和町吉岡南３丁⽬１０−４
2023-11-24
 
イ,505295,株式会社イマジカデジタルスケープ
〒150-0043,東京都渋⾕区道⽞坂⼀丁⽬１０番８号
2025-10-29
https://corp.dsp.co.jp/
 
イ,111431,今宿産業株式会社
〒819-0168,福岡市⻄区今宿駅前１−２−１６
2024-04-03
http://www.isk21.co.jp
 
イ,105161,株式会社今仙電機製作所
〒484-8507,愛知県⽝⼭市字柿畑１
2024-06-20



http://www.imasen.co.jp
 
イ,227157,今⽥建設株式会社
〒556-0012,⼤阪府⼤阪市浪速区敷津東２丁⽬６番９号
2023-11-01
https://imadakensetsu.com/
 
イ,216106,今⽥⼯業株式会社
〒607-8142,京都府京都市⼭科区東野中井ノ上町２１番地の１９
2025-03-05
_
 
イ,231324,有限会社イマダハウス⼯業
〒731-1142,広島県広島市安佐北区安佐町⼤字飯室２５２６番地１
2025-11-21
 
イ,223028,株式会社今津
〒746-0034,⼭⼝県周南市⼤字富⽥２８９２
2024-04-01
 
イ,220099,有限会社今出組
〒177-0033,東京都練⾺区⾼野台２−１６−１７
2024-07-20
 
イ,129265,今永電機産業株式会社
〒537-0011,⼤阪市東成区東今⾥３−９−２１
2024-02-12
http://www.imanaga.co.jp/
 
イ,219246,株式会社今⻄⼯作所
〒536-0002,⼤阪府⼤阪市城東区今福東１丁⽬１０番２３号
2024-03-09
https://imanishi-kousakusho.com/
 
イ,221095,株式会社イマハシ
〒879-1504,⼤分県速⾒郡⽇出町⼤字⼤神９５３５番地の２５
2025-02-01
http://imahashi.co.jp/
 
イ,104611,株式会社今橋製作所
〒319-1301,茨城県⽇⽴市⼗王町伊師２０−４２
2022-12-07
http://www.imahashi-ss.jp/
 
イ,154215,今治造船株式会社
〒799-2195,愛媛県今治市⼩浦町１−４−５２
2025-10-27
 
イ,215256,株式会社イマムラ
〒841-0037,佐賀県⿃栖市本町２丁⽬１４４２−３
2024-02-27
http://www.saga-imamura.jp/
 
イ,215199,株式会社イマムラ興業
〒276-0047,千葉県⼋千代市吉橋１１８９−５



2024-02-06
 
イ,224852,株式会社イマムラテクノ
〒880-2112,宮崎県宮崎市⼤字⼩松９６９番地
2025-04-01
https://imamura-techno.com/
 
イ,223615,今本⼯業株式会社
〒807-1262,福岡県北九州市⼋幡⻄区⼤字野⾯２００８番地の４
2024-10-01
 
イ,103646,株式会社イマリコーポレーション
〒101-0051,東京都千代⽥区神⽥神保町２−４６
2024-02-18
http://www.imari.co.jp
 
イ,211305,イムズ株式会社
〒334-0076,埼⽟県川⼝市本蓮１−７−２１
2025-08-02
http://imz.ne.jp
 
イ,227707,有限会社井村組
〒520-3036,滋賀県栗東市⼗⾥３９３−２４
2024-03-23
 
イ,502723,イメージニクス株式会社
〒182-0022,東京都調布市国領町１−３１−５
2024-09-04
http://www.imagenics.co.jp/
 
イ,503407,株式会社 イメージャー
〒333-0811,埼⽟県川⼝市⼾塚２−２１−３４ アルトピアーノ２Ｆ
2025-04-20
http://www.imagers.co.jp
 
イ,504756,有限会社イメックス
〒120-0006,東京都⾜⽴区⾕中１−２４−１０
2026-07-14
 
イ,211302,有限会社イモト・ティー・ディー・エス
〒721-0974,広島県福⼭市東深津町６丁⽬１２番１ー４号
2025-07-27
 
イ,230458,株式会社イヤサカ
〒113-0034,東京都⽂京区湯島三丁⽬２６番９号
2025-07-19
https://www.iyasaka.co.jp/
 
イ,219834,株式会社イヤシロ
〒732-0052,広島県広島市東区光町⼆丁⽬２−１８
2024-06-08
 
イ,129066,伊⼭運送株式会社
〒518-0818,三重県伊賀市荒⽊字広⼾１８５７−１
2023-08-21



 
イ,210570,株式会社伊予建⼯業
〒486-0854,愛知県春⽇井市林島町８３番地ー１
2024-09-25
 
イ,229755,株式会社井吉賀建設⼯業
〒542-0012,⼤阪府⼤阪市中央区農⼈橋⼀丁⽬１番２９ー３００６
2023-06-03
 
イ,231045,伊予電機株式会社
〒577-0067,⼤阪府東⼤阪市⾼井⽥⻄五丁⽬２番３号
2025-10-11
http://www.iyodenki.co.jp/
 
イ,217211,株式会社伊予ブルドーザー建設
〒799-3111,愛媛県伊予市下吾川９４７番地の１
2025-10-15
https://iyobull.com/
 
イ,224948,株式会社イリア
〒107-0052,東京都港区⾚坂６丁⽬５番１６号
2025-04-01
https://www.ilya.co.jp/
 
イ,125318,⼊⼀通信⼯業株式会社
〒393-8555,⻑野県諏訪郡下諏訪町３１４０−１
2026-03-15
http://www.iriichi.co.jp
 
イ,101703,⼊江株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町４−５−１４
2026-07-01
https://www.irie.co.jp/
 
イ,129458,株式会社⼊江
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨２−１０−２
2024-05-26
 
イ,211789,⼊江組（その他）
〒445-0811,愛知県⻄尾市道光寺町寺内下１２ー４
2023-08-03
 
イ,211070,⼊江建築⾦物⼯業株式会社
〒332-0003,埼⽟県川⼝市東領家４ー１３ー２４
2026-04-01
http://www.d4.dion.ne.jp/~irie_kk/
 
イ,221357,⼊栄⼯業株式会社
〒720-2124,広島県福⼭市神辺町⼤字川南１０９５番地の４
2025-04-01
http://irie-kogyo.co.jp/
 
イ,500193,⼊江⼯研株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内３−１−１ 国際ビル８１３
2024-01-20



HTTPS://www.ikc.co.jp/
 
イ,232004,株式会社⼊江内装
〒822-0005,福岡県直⽅市⼤字永満寺２５５８番地１２
2026-05-16
 
イ,213208,株式会社⼊倉⼯務店
〒350-1121,埼⽟県川越市脇⽥新町１６番地３
2026-04-28
https://irikurakoumuten.co.jp/
 
イ,111833,株式会社イリソコンポーネント
〒213-0005,神奈川県川崎市⾼津区北⾒⽅２−３５−８
2024-07-12
http://www.iriso.co.jp/
 
イ,101790,イリソ電⼦⼯業株式会社
〒222-0033,横浜市港北区新横浜２−１３−８
2024-06-15
http://www.iriso.co.jp
 
イ,104862,株式会社⼊⾕製作所
〒584-0022,⼤阪府富⽥林市中野町東２−３−２０
2023-07-12
 
イ,226641,株式会社⼊⽉建設
〒420-0823,静岡県静岡市葵区春⽇３丁⽬７番３号
2026-04-01
http://www.iriken-inc.jp
 
イ,212982,⼊船興業株式会社
〒444-0315,愛知県⻄尾市徳永町⻄側５９番地
2026-01-08
https://www.japan-net.ne.jp/~irifune/
 
イ,154029,⼊船鋼材株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀３−１１−１２ ⼤基ビル６Ｆ
2026-03-25
 
イ,225439,⼊交建設株式会社
〒780-0087,⾼知県⾼知市南久保４番４７号
2025-06-01
http://www.iriken.co.jp/
 
イ,111427,⼊交コーポレーション株式会社
〒781-0112,⾼知市仁井⽥４５６３−１
2024-03-06
http://www.irimajiri-group.com/
 
イ,228346,⼊交住環境株式会社
〒781-0112,⾼知県⾼知市仁井⽥４５６３番地１
2024-08-10
 
イ,222785,株式会社いりやまと
〒950-0912,新潟県新潟市中央区南笹⼝１ー７ー１０



2024-03-01
http://www.iriyamato.co.jp
 
イ,504904,株式会社イルーミネイト
〒220-0044,神奈川県横浜市⻄区紅葉ヶ丘５３番地
2023-08-25
https://www.illumina.co.jp
 
イ,121371,イルメジャパン株式会社
〒650-0047,神⼾市中央区港島南町５−５−２
2024-04-03
http://www.ilme.jp
 
イ,218922,株式会社⾊川電気⼯事
〒349-0202,埼⽟県⽩岡市荒井新⽥８６７ー６
2024-01-19
 
イ,122367,イワイ株式会社
〒920-8205,⽯川県⾦沢市⼤友２−８３
2024-08-29
http://www.iwai-gr.co.jp
 
イ,227612,有限会社岩井植⽊
〒270-1345,千葉県印⻄市船尾６１３番地
2024-03-09
 
イ,106843,岩井化学薬品株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町３−２−１０
2025-12-26
https://www.iwai-chem.co.jp/
 
イ,111493,岩井⼯業株式会社
〒679-5133,兵庫県佐⽤郡佐⽤町三⽇⽉１１５０−２
2024-05-22
 
イ,219675,有限会社岩井⼯業
〒750-1142,⼭⼝県下関市⼩⽉本町２丁⽬１６番１５号
2024-04-27
 
イ,106574,岩井産業株式会社
〒705-0001,岡⼭県備前市伊部２３３０
2025-02-17
 
イ,121384,岩井産業株式会社
〒319-0316,茨城県⽔⼾市三湯町５１８
2026-05-10
 
イ,220387,株式会社イワイ商会
〒276-0004,千葉県⼋千代市島⽥台９８５
2024-10-26
 
イ,111113,岩井精⼯株式会社
〒546-0041,⼤阪市東住吉区桑津１−２０−２３
2025-12-01
 



イ,111154,岩井ビニール⼯業株式会社
〒544-0004,⼤阪市⽣野区巽北３−１５−２５
2025-04-09
 
イ,106602,岩尾磁器⼯業株式会社
〒844-8555,佐賀県⻄松浦郡有⽥町外尾町丙１４３６−２
2025-03-14
https://www.iwao.co.jp/
 
イ,214003,岩上鋼材株式会社
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾六丁⽬４３番９号
2025-02-16
https://www.iwakami.info/
 
イ,230189,株式会社イワカン
〒120-0011,東京都⾜⽴区中央本町⼀丁⽬１３番１６号
2025-06-07
https://iwa-kan.jp/
 
イ,230448,有限会社岩垣ボイラ設備⼯業
〒607-8308,京都府京都市⼭科区⻄野⼭桜ノ⾺場町１５番地の１
2025-07-12
 
イ,106181,株式会社いわき
〒333-0802,埼⽟県川⼝市⼾塚東２−３３−３３
2024-03-15
https://www.rocknroller-jp.com
 
イ,111018,株式会社イワキ
〒101-8558,東京都千代⽥区神⽥須⽥町２−６−６
2024-09-03
http://www.iwakipumps.jp
 
イ,210471,株式会社イワキ
〒861-4172,熊本県熊本市南区御幸笛⽥８丁⽬８番１号
2024-08-03
 
イ,226563,株式会社岩城
〒158-0081,東京都世⽥⾕区深沢８丁⽬７番１３号
2026-04-01
http://www.iwaki2008.co.jp
 
イ,228563,株式会社イワキ
〒632-0015,奈良県天理市三島町３７４ー１
2024-10-16
 
イ,220933,株式会社いわきイーエフ
〒970-8026,福島県いわき市平字五⾊町３番地
2025-03-29
 
イ,106029,有限会社イワキエンジニアリング
〒192-0015,東京都⼋王⼦市中野町２７６３−６
2023-09-11
http://www.iwaki-eng.co.jp/
 



イ,101234,磐城産業株式会社
〒110-0005,東京都台東区上野７−１０−６
2024-03-27
http://www.iwakisg.co.jp/
 
イ,221868,イワキ産業株式会社
〒791-8067,愛媛県松⼭市古三津町１９８１番地
2025-08-01
_
 
イ,111907,岩機ダイカスト⼯業株式会社
〒989-2204,宮城県亘理郡⼭元町鷲⾜字⼭崎５１−２
2024-07-28
http://www.iwakidc.co.jp
 
イ,214406,磐城⼟建⼯業株式会社
〒168-0061,東京都杉並区⼤宮１ー１ー１
2022-10-04
https://www.iwakidoken.com
 
イ,122789,イワキパックス株式会社
〒358-0014,埼⽟県⼊間市宮寺字宮ノ台４０３４−２
2024-11-19
http://www.ip-box.jp
 
イ,215320,いわき防蝕⼯業株式会社
〒979-0142,福島県いわき市勿来町酒井⽵の内６５ー３
2024-03-20
 
イ,101080,株式会社磐城無線研究所
〒213-8566,川崎市⾼津区坂⼾３−２−１ かながわサイエンスパーク⻄棟５０８号
2025-06-02
http://www.iwakimusen.co.jp
 
イ,210462,岩⽊屋⽊⼯合同会社
〒135-0021,東京都江東区⽩河⼀丁⽬２番１号
2024-08-03
 
イ,215244,岩切商事株式会社
〒880-0812,宮崎県宮崎市⾼千穂通１丁⽬７ー２４
2024-02-20
http://iwakiri-shoji.co.jp
 
イ,104887,株式会社岩倉ネーム
〒485-0044,愛知県⼩牧市常普請３−１７０
2023-08-07
 
イ,219721,岩倉緑化産業株式会社
〒309-1634,茨城県笠間市福原１０２８−１
2024-05-11
 
イ,212967,株式会社岩建
〒272-0131,千葉県市川市湊１５番１２号
2025-12-18
 



イ,212147,有限会社岩賢住宅
〒870-0888,⼤分県⼤分市三ケ⽥町三丁⽬３番６号
2024-04-19
http://www.iwaken-net.com/
 
イ,111267,イワサ株式会社
〒578-0965,東⼤阪市本庄⻄２−３−１１
2026-05-19
http://www.iwasacorp.co.jp/
 
イ,222815,株式会社イワサ・アンド・エムズ
〒113-0034,東京都⽂京区湯島２ー２１ー１７
2024-03-01
http://iwasa-m.com
 
イ,100246,株式会社岩崎
〒116-0003,東京都荒川区南千住３−５−３
2025-09-01
http://www.iwskco.jp/
 
イ,215826,株式会社岩崎運送
〒733-0832,広島県広島市⻄区草津港２丁⽬５番８号
2024-12-11
http://iwasakiunsou.com/
 
イ,219462,株式会社岩崎組
〒059-0901,北海道⽩⽼郡⽩⽼町字社台２７１−３
2024-03-23
 
イ,226988,株式会社岩崎建材店
〒800-0257,福岡県北九州市⼩倉南区湯川５ー７ー７
2023-09-01
 
イ,106452,株式会社岩崎⼯業
〒370-0342,群⾺県太⽥市新⽥上江⽥町６８０−３
2024-12-16
 
イ,225043,有限会社岩崎⼯業
〒936-0806,富⼭県滑川市北野２２１番地３
2025-04-01
http://iwasaki-kg.com/
 
イ,226551,岩崎⼯業株式会社
〒349-0111,埼⽟県蓮⽥市東３丁⽬１０番１３号
2026-04-01
http://iwasaki-wing.co.jp
 
イ,210550,有限会社岩崎商会
〒654-0024,兵庫県神⼾市須磨区⼤⽥町２丁⽬２番９号
2024-09-11
 
イ,101220,岩崎通信機株式会社
〒168-8501,東京都杉並区久我⼭１−７−４１
2026-07-19
http://www.iwatsu.co.jp



 
イ,111888,イワサキ通信⼯業株式会社
〒989-5624,宮城県栗原市志波姫南堀⼝５７
2024-07-14
http://www.ici-iwasaki.com
 
イ,222042,有限会社岩﨑鉄筋
〒193-0943,東京都⼋王⼦市寺⽥町１０７４
2025-12-01
 
イ,111306,岩崎電気株式会社
〒103-0004,東京都中央区東⽇本橋１−１−７ 野村不動産東⽇本橋ビル
2023-12-07
http://www.eye.co.jp
 
イ,218181,株式会社岩崎電機⼯事
〒131-0032,東京都墨⽥区東向島５−３１−８
2023-08-11
 
イ,219847,有限会社岩崎電設
〒458-0837,愛知県名古屋市緑区⾚松５１３番地の２
2024-06-15
 
イ,212520,有限会社岩崎塗装店
〒683-0052,⿃取県⽶⼦市博労町１丁⽬８番地
2025-03-13
http://www.iwasakitosou.com
 
イ,218827,岩澤建設株式会社
〒326-0324,栃⽊県⾜利市久保⽥町５６４番地１
2023-12-22
http://www.iwasawa.co.jp/
 
イ,102382,岩下エンジニアリング株式会社
〒108-0074,東京都港区⾼輪３−１１−５ ＩＥＩイマス⾼輪ビル６Ｆ
2025-02-27
http://www.iwashita-eng.co.jp
 
イ,231590,株式会社岩下組
〒814-0165,福岡県福岡市早良区次郎丸⼆丁⽬１２番６号
2026-01-24
http://iwashitagumi.jp/
 
イ,216884,株式会社岩下建装
〒814-0175,福岡県福岡市早良区⽥村４丁⽬１５番４８号
2025-07-16
 
イ,111462,岩代⼯業株式会社
〒146-0093,東京都⼤⽥区⽮⼝１−１３−２７
2024-03-02
http://www.iwashiro.co.jp
 
イ,229452,有限会社岩瀬⼯務店
〒809-0037,福岡県中間市中鶴４丁⽬２１番１０号
2026-01-22



 
イ,112856,岩瀬コスファ株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内２−２−１ 岸本ビルヂング１Ｆ
2024-10-26
https://www.cosfa.co.jp/
 
イ,124390,岩瀬産業株式会社
〒372-8555,群⾺県伊勢崎市下植⽊町３−１０
2025-07-28
http://www.iwase-net.co.jp
 
イ,121720,岩瀬プリンス電機株式会社
〒309-1344,茨城県桜川市南飯⽥８６２
2024-05-22
http://www.i-prince.co.jp
 
イ,121227,株式会社岩瀬屋製作所
〒313-0006,茨城県常陸太⽥市宮本町３９４
2025-10-02
http://iwaseya.co.jp
 
イ,120993,株式会社イワタ
〒451-0072,名古屋市⻄区笠取町４−４０−１
2024-03-13
http://www.iwata-group.co.jp
 
イ,219688,株式会社イワタ
〒424-0065,静岡県静岡市清⽔区⻑崎３００
2024-04-27
 
イ,223234,株式会社イワタ
〒511-0065,三重県桑名市⼤央町３０
2024-06-01
 
イ,102408,株式会社岩⽥兼商店
〒680-0031,⿃取県⿃取市本町２−２２１
2025-03-04
 
イ,103216,イワタキ技研株式会社
〒144-0054,東京都⼤⽥区新蒲⽥３−２４−１６
2026-06-16
http://www.iwataki-group.co.jp
 
イ,229478,岩⽥建設株式会社
〒351-0115,埼⽟県和光市新倉４丁⽬１ー２０
2026-02-05
 
イ,212238,株式会社岩⽥⼯業
〒437-1604,静岡県御前崎市佐倉１７９８番地の１
2024-06-27
 
イ,230009,株式会社岩⽥⼯業所
〒849-5122,佐賀県唐津市浜⽟町横⽥下２８番地１
2025-04-12
https://iwatakogyosho.com



 
イ,106901,有限会社イワタシール
〒463-0081,愛知県名古屋市守⼭区宮町８４
2026-02-28
http://iwataseal.com
 
イ,111889,株式会社岩⽥商会
〒460-0003,名古屋市中区錦１−２−１１
2024-06-27
http://www.iwata-cc.co.jp/
 
イ,111336,有限会社岩⽥製作所
〒173-0026,東京都板橋区中丸町６−１
2023-12-16
 
イ,223531,株式会社岩⽥鉄筋⼯業
〒501-6273,岐⾩県⽻島市⼩熊町４丁⽬３７６−１
2024-09-01
 
イ,121397,株式会社岩⽥鉄⼯所
〒470-1168,愛知県豊明市栄町南舘１９３−５
2026-04-18
 
イ,210354,株式会社岩⽥電気⼯業所
〒162-0041,東京都新宿区早稲⽥鶴巻町５６７
2024-06-05
 
イ,101375,磐⽥電⼯株式会社
〒143-0024,東京都⼤⽥区中央６−２９−２ 橋本ビル２Ｆ
2025-03-29
http://www.iwata.co.jp
 
イ,211117,有限会社イワタ内装
〒812-0854,福岡県福岡市博多区東⽉隈１ー２５ー１３
2025-05-10
 
イ,122916,株式会社岩⾕運送
〒754-0897,⼭⼝県⼭⼝市嘉川３６１１−１
2024-12-19
http://www.iwatani-shinsetsu.jp/
 
イ,501055,岩⾕産業株式会社
〒541-0053,⼤阪府⼤阪市中央区本町３丁⽬６番４号
2023-10-04
http://www.iwatani.co.jp/
 
イ,223006,岩⾕テクノ株式会社
〒564-0053,⼤阪府吹⽥市江の⽊町６ー１８
2024-04-01
http://www.iwatani-techno.jp
 
イ,106768,イワタニファインガス株式会社
〒661-0974,兵庫県尼崎市若王寺３−１９−１２
2025-09-15
http://www.iwatani-fine.co.jp/



 
イ,111843,岩⾕マテリアル株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川１−４−１
2024-07-12
http://www.imcjpn.co.jp
 
イ,101820,イワタボルト株式会社
〒141-8508,東京都品川区⻄五反⽥２−３２−４
2024-07-24
http://www.iwatabolt.co.jp
 
イ,216432,株式会社岩⽥屋商店
〒441-8003,愛知県豊橋市⼩向町字内⽥５番地の１
2025-05-14
 
イ,214464,株式会社イワダテ
〒286-0013,千葉県成⽥市美郷台２ー２６ー２７
2025-11-15
http://www.kagu-apie.com
 
イ,111497,岩通ビジネスサービス株式会社
〒168-8501,東京都杉並区久我⼭１−７−４１
2024-03-10
http://www.iwatsu.co.jp
 
イ,117020,岩通マニュファクチャリング株式会社
〒962-0814,福島県須賀川市前⽥川字宮の前２１６−１
2026-04-02
http://www.iwatsu.co.jp/mfg
 
イ,232027,株式会社岩⽉
〒462-0017,愛知県名古屋市北区落合町１５８番地
2026-05-23
https://www.iwatsuki-corp.com
 
イ,112841,株式会社岩槻⼯業
〒347-0007,埼⽟県加須市⼤字下三俣１０４４
2024-10-25
http://www.iwatsuki-kougyou.co.jp/
 
イ,501122,株式会社岩⼿朝⽇テレビ
〒020-0045,岩⼿県盛岡市盛岡駅⻄通２‐６‐５
2025-09-12
http://www.iat.co.jp
 
イ,226204,株式会社岩⼿科学社
〒020-0015,岩⼿県盛岡市本町通⼀丁⽬５番３０号
2022-11-01
http://www.kagakusya.com
 
イ,226472,有限会社岩⼿架設⼯業
〒020-0124,岩⼿県盛岡市厨川三丁⽬１１番１号
2026-03-01
 
イ,214218,株式会社岩⼿サンロード



〒020-0834,岩⼿県盛岡市永井１９地割１９７番地１
2025-05-31
http://iwatesr.co.jp/
 
イ,103139,株式会社岩⼿製作所勝⽥
〒312-0032,茨城県ひたちなか市津⽥２０３１−１７８
2026-04-10
 
イ,100145,岩⼿製鉄株式会社
〒024-0334,岩⼿県北上市和賀町藤根１８−１４
2025-08-05
http://www.iwateiron.co.jp/
 
イ,129666,岩⼿鋳機⼯業株式会社
〒023-0872,岩⼿県奥州市⽔沢区字桜屋敷⻄９７−１
2024-12-04
http://iwatechuuki.com/
 
イ,210903,株式会社イワテック
〒020-0735,岩⼿県滝沢市篠⽊黒畑１３５番地６
2025-02-09
https://www.iwatec.info/
 
イ,228232,岩⼿電⼯株式会社
〒020-0863,岩⼿県盛岡市南仙北⼀丁⽬２２−６１
2024-06-29
http://www.iwatedenko.com
 
イ,217985,株式会社岩⼿ナブコ
〒020-0832,岩⼿県盛岡市東⾒前４−１３−３
2023-07-21
 
イ,215038,株式会社岩⼿ビルテック
〒027-0025,岩⼿県宮古市実⽥１丁⽬３ー１７
2023-10-10
http://www.iwatebt.com
 
イ,217374,株式会社岩⼿マイタック
〒020-0857,岩⼿県盛岡市北飯岡２ー４ー１
2025-12-10
https://www.i-mitac.com/
 
イ,104263,株式会社岩⼿村⽥製作所
〒020-0854,岩⼿県盛岡市上飯岡１−１５−１０
2025-07-21
 
イ,213305,株式会社岩電
〒020-0891,岩⼿県紫波郡⽮⼱町流通センター南三丁⽬１０−７
2020-07-01
 
イ,217425,有限会社岩電
〒210-0827,神奈川県川崎市川崎区四⾕下町２１ー１５
2026-01-07
 
イ,224667,岩⼾建設株式会社



〒176-0024,東京都練⾺区中村３丁⽬２２番１５号
2025-04-01
 
イ,121242,岩⼾⼯業株式会社
〒509-0147,岐⾩県各務原市鵜沼川崎町２−１０
2025-09-25
https://www.iwado.co.jp
 
イ,219523,株式会社岩永建設
〒880-0925,宮崎県宮崎市⼤字本郷北⽅２５２０番地９
2024-03-30
https://www.iwanaga-kensetsu.jp/
 
イ,223557,岩永⼯業株式会社
〒851-2101,⻑崎県⻄彼杵郡時津町⻄時津郷１０００ー１３７
2024-09-01
 
イ,123631,有限会社磐梨⼯業
〒709-0704,岡⼭県⾚磐市沢原８２２−１
2025-02-23
 
イ,120457,株式会社岩沼精⼯
〒989-2421,宮城県岩沼市下野郷字⼤松原３０５−３
2023-09-30
http://iwanuma-seiko.jp/
 
イ,219980,岩野建設株式会社
〒220-0073,神奈川県横浜市⻄区岡野⼀丁⽬１５番６号
2024-07-06
http://www.iwano-kk.co.jp/
 
イ,221468,株式会社岩野商会
〒381-0025,⻑野県⻑野市⼤字北⻑池２０５１
2025-04-01
https://www.iwano.co.jp/
 
イ,221610,岩野物産株式会社
〒135-8411,東京都江東区東陽４丁⽬１番７号佐藤ダイヤビルディング７階
2025-04-01
http://www.iwanobussan.co.jp
 
イ,210574,岩橋重機株式会社
〒641-0044,和歌⼭県和歌⼭市今福１ー４ー２０
2024-09-25
 
イ,215727,有限会社岩橋設備
〒412-0041,静岡県御殿場市茱萸沢１３２８
2024-11-06
 
イ,102552,株式会社イワハラ
〒880-0835,宮崎県宮崎市阿波岐原町松下３１００−１
2025-04-25
 
イ,226269,岩原⼯業株式会社
〒241-0002,神奈川県横浜市旭区上⽩根３丁⽬４０番１４号



2025-12-01
 
イ,223359,岩原産業株式会社
〒321-0905,栃⽊県宇都宮市平出⼯業団地６番１２
2024-07-01
http://www.iwaharasangyou.co.jp
 
イ,111098,イワブチ株式会社
〒271-0064,千葉県松⼾市上本郷１６７
2024-10-15
http://www.iwabuchi.co.jp
 
イ,219680,株式会社岩渕建設
〒073-0201,北海道空知郡上砂川町字上砂川町１６７番地
2024-04-27
 
イ,101601,岩堀電設株式会社
〒421-0512,静岡県牧之原市⼤江１２６０−４
2024-08-16
 
イ,229058,有限会社イワマ
〒984-0831,宮城県仙台市若林区沖野⼀丁⽬４５番１８号
2025-05-31
 
イ,228089,イワマ⼯業株式会社
〒350-0017,埼⽟県川越市⽜⼦１１２ー１
2021-05-25
 
イ,211221,岩間造園株式会社
〒467-0803,愛知県名古屋市瑞穂区中⼭町６丁⽬３番地の２
2025-06-17
http://www.iwama-z.co.jp
 
イ,111496,株式会社岩間電機製作所
〒454-0965,愛知県名古屋市中川区福島３−１６−５
2024-04-27
 
イ,103779,岩⾒印刷株式会社
〒303-0003,茨城県常総市⽔海道橋本町３５００
2024-04-09
 
イ,222474,⽯⾒組 浜出圭造（その他）
〒640-8254,和歌⼭県和歌⼭市南⽥辺町２３
2023-12-01
 
イ,228345,株式会社⽯⾒鉄筋⼯作所
〒610-0114,京都府城陽市市辺出川原３番地
2024-08-10
 
イ,211721,岩村建設株式会社
〒321-0983,栃⽊県宇都宮市御幸本町４７３６番地２１
2026-06-23
https://www.iwamura-net.com/
 
イ,215629,岩村⼯業株式会社



〒601-8341,京都府京都市南区吉祥院前⽥町２２番地の８
2024-10-02
 
イ,223276,イワモトヱンジニアリング株式会社
〒603-8113,京都府京都市北区⼩⼭⻄元町４７ー２
2024-06-01
 
イ,228792,株式会社岩本ガラス
〒761-0123,⾹川県⾼松市牟礼町原５４１番地７
2024-12-26
 
イ,230719,株式会社岩本組
〒559-0013,⼤阪府⼤阪市住之江区御崎六丁⽬５番３号
2025-08-16
 
イ,106089,岩本鋼業株式会社
〒581-0039,⼤阪府⼋尾市太⽥新町２−４５
2023-11-16
http://www.iwamoto-co.com/
 
イ,213139,株式会社岩本⼯業
〒246-0035,神奈川県横浜市瀬⾕区下瀬⾕３丁⽬１２ー１５
2023-03-19
 
イ,222432,岩本⼯業株式会社
〒742-0021,⼭⼝県柳井市柳井１５５３番地第１
2023-12-01
 
イ,220926,有限会社岩本産業
〒220-0023,神奈川県横浜市⻄区平沼⼀丁⽬１８番７−７０２号
2025-03-29
 
イ,228480,岩本重機⼯業株式会社
〒554-0021,⼤阪府⼤阪市此花区春⽇出北⼆丁⽬３番１７号
2024-09-13
https://iwamoto-jk.co.jp
 
イ,124767,岩本彫⼯有限会社
〒252-0331,神奈川県相模原市南区⼤野台５−１９−８
2025-12-24
http://www.iwamotochoko.com/
 
イ,106642,株式会社岩本電機
〒028-7901,岩⼿県九⼾郡洋野町種市１３−４１−２５
2025-04-27
http://www.iwamotodenki.co.jp/
 
イ,230031,株式会社岩本電設
〒250-0855,神奈川県⼩⽥原市清⽔新⽥１４９番地
2025-04-19
 
イ,103944,岩本⽊⼯有限会社
〒378-0021,群⾺県沼⽥市岩本町４
2024-08-28
 



イ,100668,株式会社岩本モデル製作所
〒572-0846,⼤阪府寝屋川市⾼宮栄町３０−１０
2026-03-17
http://www.i-model.jp
 
イ,213181,岩⼭産業株式会社
〒807-1301,福岡県鞍⼿郡鞍⼿町猪倉３６４
2026-04-01
https://iwayama.co.jp/
 
イ,111109,岩吉産機⼯業株式会社
〒856-0017,⻑崎県⼤村市荒瀬町１１３５−２
2025-04-16
http://www1.ocn.ne.jp/~iwayoshi/
 
イ,106926,インガルス株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥２−１６−１１ 内神⽥渋⾕ビル１０階
2026-03-20
 
イ,217625,株式会社インククラフト
〒503-0532,岐⾩県海津市南濃町太⽥４９７番地３
2023-03-03
 
イ,230080,株式会社インクダム
〒145-0062,東京都⼤⽥区北千束⼀丁⽬２１番４号
2025-05-10
https://inkdom.jp/
 
イ,214390,株式会社イング
〒812-0853,福岡県福岡市博多区東平尾１ー１６ー３９
2025-10-04
 
イ,216266,有限会社イング
〒300-1248,茨城県つくば市若栗１２８０番地１
2025-04-02
_
 
イ,102376,株式会社イングスシナノ
〒393-0042,⻑野県諏訪郡下諏訪町北四王５４１５
2025-02-26
 
イ,505705,株式会社インゲート
〒160-0022,東京都新宿区新宿５丁⽬１７番１７号
2025-05-26
https://ingate.co.jp
 
イ,106818,株式会社インサイト
〒105-0021,東京都港区東新橋２−１２−１ ＰＭＯ東新橋４Ｆ
2025-12-15
 
イ,106906,株式会社インサイドワーク
〒150-0031,東京都渋⾕区桜丘町２３−１７−４０８
2026-03-03
 
イ,129386,株式会社インストーク



〒980-0014,宮城県仙台市⻘葉区本町２−１−８ 第⼀広瀬ビル７階
2024-03-25
http://www.instok.co.jp
 
イ,210589,株式会社インスペクション
〒870-0141,⼤分県⼤分市三川新町１丁⽬２番１号
2024-10-06
https://www.inspection-ndt.com
 
イ,123610,株式会社インターアクション
〒236-0004,横浜市⾦沢区福浦１−１ 横浜⾦沢ハイテクセンタービル１４Ｆ
2025-02-20
http://www.inter-action.co.jp
 
イ,504467,インターウェブ株式会社
〒830-0062,福岡県久留⽶市荒⽊町⽩⼝１８８１番地３ ＱＭ壱番館７０１号
2024-09-25
http://www.e-interweb.com/index.html
 
イ,501698,株式会社インターコム
〒101-0022,東京都千代⽥区神⽥練塀町３ 富⼠ソフトビル１９階
2025-03-29
http://www.intercom.co.jp
 
イ,220820,株式会社インターセントラル
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町３丁⽬７番２号
2025-03-15
https://www.i-central.co.jp/
 
イ,129825,インターソシオシステム株式会社
〒312-0048,茨城県ひたちなか市春⽇町８−４
2025-03-18
http://www.socio.co.jp
 
イ,122832,インターテック株式会社
〒188-0012,東京都⻄東京市南町２−１３−１６
2024-11-26
http://itcjp.com/
 
イ,100441,インターテック ジャパン株式会社
〒108-0022,東京都港区海岸３−１８−１ ピアシティ芝浦ビル４階
2025-12-07
http://ew.intertek-jpn.com/
 
イ,210003,株式会社インターデコム
〒105-0013,東京都港区浜松町１ー２５ー１３
2023-10-22
http://www.interdecom-co.com
 
イ,122354,株式会社インター電⼦部品
〒320-0851,栃⽊県宇都宮市鶴⽥町１６１０−１６
2024-08-21
http://www.inter-denshi.co.jp
 
イ,125768,株式会社インターナショナル・サーボ・データー



〒164-0012,東京都中野区本町４−４６−９ オーチュー第６ビル４階
2023-09-06
https://isdsystems.jp
 
イ,126702,インターナショナルアロイ株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀１−４−２
2024-03-06
http://www.interalloy.co.jp
 
イ,211965,株式会社インターノード
〒125-0042,東京都葛飾区⾦町３−３７−８−１０２号
2023-12-27
https://www.inter-node.co.jp/index.html
 
イ,100558,株式会社インターフェース
〒440-0853,愛知県豊橋市佐藤１−１６−１
2026-01-18
 
イ,103591,インターフェイス株式会社
〒392-0016,⻑野県諏訪市豊⽥１２３４
2024-01-28
http://www.itf.co.jp
 
イ,120371,インタープラン株式会社
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋３−３−１２
2023-09-05
 
イ,216571,インターマシン株式会社
〒763-0084,⾹川県丸⻲市飯野町東⼆１７９８−１
2025-06-04
http://www.intermachine.co.jp
 
イ,111108,インターワイヤード株式会社
〒140-8547,東京都品川区南⼤井５−１９−８
2026-01-25
http://www.interwired.co.jp
 
イ,111188,インタコンポ株式会社
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕１−６−７
2026-02-16
http://www.intercompo.co.jp
 
イ,501132,株式会社インタフェース
〒732-0828,広島県広島市南区京橋町１０−２１
2025-09-19
http://www.interface.co.jp/
 
イ,503551,株式会社インタラクティブ・コミュニケーション・デザイン
〒107-6017,東京都港区⾚坂⼀丁⽬１２番３２号
2025-08-26
https://www.icd.co.jp/
 
イ,111011,インダストリアル・サプライヤーズ株式会社
〒105-0022,東京都港区海岸２−１−２４ ＮＡＣ港ビル２Ｆ
2024-04-18



https://isco.co.jp
 
イ,106414,有限会社インテク
〒370-0042,群⾺県⾼崎市⾙沢町９４０−１
2024-11-17
 
イ,123566,インテグラン株式会社
〒192-0906,東京都⼋王⼦市北野町５６８−９
2026-06-10
https://www.integran.co.jp
 
イ,210282,株式会社インテック
〒573-0023,⼤阪府枚⽅市東⽥宮１丁⽬１６番７号
2024-04-22
http://www.intech.co.jp/
 
イ,213426,株式会社インテック
〒113-0033,東京都⽂京区本郷２ー１０ー５
2023-09-09
 
イ,214024,株式会社インテック
〒242-0017,神奈川県⼤和市⼤和東３丁⽬９番５号ルミエール⼤和東２０６
2025-02-23
 
イ,226289,株式会社インテック
〒104-0054,東京都中央区勝どき３丁⽬５番４号
2025-12-01
https://www.intec.ne.jp
 
イ,231858,株式会社インテック
〒960-0101,福島県福島市瀬上町字桜町三丁⽬３番地の７
2026-04-04
https://www.kk-intec.jp/
 
イ,215633,株式会社インテック・創
〒359-0025,埼⽟県所沢市⼤字上安松２８１−１
2024-10-09
 
イ,111966,株式会社インテックソリューションパワー
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊３−２５−３ あいおいニッセイ同和損保新宿ビル
2024-09-01
https://www.intec-sp.co.jp
 
イ,217358,株式会社インテリアアライ
〒231-0812,神奈川県横浜市中区錦町１６ー１
2025-12-03
 
イ,214336,有限会社インテリアいいじま
〒410-0822,静岡県沼津市下⾹貫前⾓９４２−２２
2025-08-23
 
イ,505600,株式会社インテリアおおつか
〒814-0111,福岡県福岡市城南区茶⼭２−２５−１８
2024-07-07
 



イ,215448,有限会社インテリアクマヤ
〒876-0843,⼤分県佐伯市中の島３丁⽬１３番２号
2024-06-05
 
イ,225688,株式会社インテリアさの
〒400-0856,⼭梨県甲府市伊勢３丁⽬７−８
2025-07-01
 
イ,218217,有限会社インテリアジャパンサービス
〒998-0013,⼭形県酒⽥市東泉町２−１７−２４
2023-08-11
 
イ,217759,株式会社インテリアスペース・ゼロ
〒133-0044,東京都江⼾川区本⼀⾊３丁⽬７番７号
2023-06-02
http://www.interiorspace-zero.co.jp
 
イ,226751,株式会社インテリア・ダン
〒814-0175,福岡県福岡市早良区⽥村４丁⽬１番８号
2026-05-01
 
イ,211556,株式会社インテリア橋本
〒671-2216,兵庫県姫路市飾⻄２６６ー４
2026-02-24
 
イ,216096,有限会社インテリア藤屋
〒362-0805,埼⽟県北⾜⽴郡伊奈町栄２丁⽬９番地４
2025-03-05
_
 
イ,227559,有限会社インテリアほりえ
〒070-0027,北海道旭川市東７条９丁⽬２番１１号
2021-03-09
 
イ,213291,インテリアみちがみ（その他）
〒031-0824,⻘森県⼋⼾市旭ケ丘三丁⽬１ー４５
2023-06-24
 
イ,210398,有限会社インテリア・ミヤジマ
〒619-0245,京都府相楽郡精華町⼤字下狛⼩字⻄川原１７番地３
2024-06-30
 
イ,224729,株式会社インテリアワークス藤
〒792-0886,愛媛県新居浜市郷４ー５ー２８
2025-04-01
 
イ,228833,株式会社インテリアワコー
〒400-0065,⼭梨県甲府市貢川２丁⽬２番１４号
2025-01-18
_
 
イ,123980,株式会社インテリジェントウェイブ
〒104-0033,東京都中央区新川１−２１−２
2025-06-17
https://www.iwi.co.jp/



 
イ,104186,インテリジェントコア株式会社
〒231-0023,神奈川県横浜市中区⼭下町２２４−１ ⼭下町Ｋビル４Ｆ
2024-11-26
http://intelligent-core.co.jp/
 
イ,101950,インテル株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内３−１−１ 国際ビル５Ｆ
2024-11-01
http://www.intel.co.jp
 
イ,231315,株式会社インテルグロー
〒444-0873,愛知県岡崎市⻯美台⼆丁⽬８番地８
2025-11-21
https://www.intelgrow.co.jp/outline.html
 
イ,120540,株式会社インテルノ
〒998-0102,⼭形県酒⽥市京⽥４−２−１
2023-10-23
https://interno.co.jp
 
イ,102718,株式会社インテレクト
〒319-1231,茨城県⽇⽴市留町１２７０−７２
2025-07-29
 
イ,217683,株式会社インテンド
〒454-0826,愛知県名古屋市中川区⼩本本町１丁⽬７３番地
2026-03-31
 
イ,231647,株式会社インデス
〒194-0013,東京都町⽥市原町⽥五丁⽬３番１０号
2026-02-07
https://indess.jp/
 
イ,111838,株式会社インネックス
〒135-0002,東京都江東区住吉１−１３−１７
2024-07-14
 
イ,105536,インバースネット株式会社
〒221-0031,神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１−１−２５ テクノウェイブ１００ビル８階
2025-04-24
https://www.inversenet.co.jp/
 
イ,505336,株式会社インパクト
〒171-0021,東京都豊島区⻄池袋５−１３−１２ ＭＫビル４Ｆ
2023-01-24
https://www.impact-jinzai.com/index.html
 
イ,124687,株式会社インパル
〒224-0001,神奈川県横浜市都筑区中川１−１５−８
2025-12-10
http://www.impal.co.jp/
 
イ,505226,株式会社インビリティー
〒460-0008,愛知県名古屋市中区栄⼆丁⽬１２番１２号



2025-05-24
https://www.inbility.co.jp/
 
イ,100273,インフィコン株式会社
〒213-0012,神奈川県川崎市⾼津区板⼾３−２−１ かながわサイエンスパークＲ＆Ｄ Ｄ棟７Ｆ
2025-09-06
http://www.inficon.com
 
イ,503204,株式会社インフィテック
〒190-0022,東京都⽴川市錦町１−８−１３ シンテイタマビル５階６階
2024-04-30
http://www.infitec.co.jp
 
イ,104672,株式会社インフィナイト・ソリューションズ
〒260-0015,千葉県千葉市中央区富⼠⾒１−１４−１３ 千葉⼤栄ビル８Ｆ
2026-03-09
 
イ,502827,インフィニオンテクノロジーズジャパン株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１−１１−２ ゲートシティ⼤崎イーストタワー２１Ｆ
2025-05-11
https://www.infineon.com/cms/jp/
 
イ,106126,株式会社インフィニコ
〒105-0013,東京都港区浜松町１−２−１２
2024-01-14
URL：http://www.infinico.co.jp/
 
イ,226851,株式会社インフィル
〒101-0051,東京都千代⽥区神⽥神保町２丁⽬３６番地１
2023-07-01
 
イ,102745,株式会社インフォーテック
〒101-0065,東京都千代⽥区⻄神⽥３−１−６ ⽇本弘道会ビル２階
2025-08-13
http://www.infortech.co.jp
 
イ,505557,インフォート国際特許事務所
〒102-0094,東京都千代⽥区紀尾井町３−１２
2024-03-11
https://www.infort-pat.com/
 
イ,106815,株式会社インフォキュービック・ジャパン
〒169-0072,東京都新宿区⼤久保１−１−７ ⾼⽊ビル３Ｆ
2025-12-13
https://www.infocubic.co.jp/
 
イ,504740,インフォサイエンス株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦２−４−１ インフォサイエンスビル
2023-07-10
https://www.infoscience.co.jp/
 
イ,129994,株式会社インフォセック
〒108-0023,東京都港区芝浦３−１−２１ ⽥町ステーションタワーＳ棟１４Ｆ
2025-06-01
https://www.infosec.co.jp



 
イ,503553,株式会社インフォテクト
〒107-0052,東京都港区⾚坂１−４−３ グランジュール⾚坂５階
2022-08-26
https://www.infotect.co.jp
 
イ,104772,株式会社インフォバーン
〒150-0044,東京都渋⾕区円⼭町２３−２ アレトゥーサ渋⾕
2026-05-16
http://www.infobahn.co.jp/
 
イ,229615,株式会社インフォファーム
〒501-6123,岐⾩県岐⾩市柳津町流通センター１丁⽬８番地４
2026-03-31
http://www.infofarm.co.jp/
 
イ,129285,株式会社インフォメーション・ディベロプメント
〒102-0076,東京都千代⽥区五番町１２−１ 番町会館
2024-02-16
https://www.idnet.co.jp/
 
イ,502690,インフォメーションタスクフォース株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座２−１３−１９ 銀座アルカビル６Ｆ
2024-07-26
http://www.iforce.ne.jp/
 
イ,505027,株式会社インフォリンク
〒244-0003,神奈川県横浜市⼾塚区⼾塚町４７１１番地１ オセアン⽮沢ビル４０４
2024-01-24
http://www.inflnk.co.jp/
 
イ,213216,株式会社インフ・コムズ
〒573-0153,⼤阪府枚⽅市藤阪東町４丁⽬１０ー２７
2026-04-28
http://i-n-f.co.jp/
 
イ,216339,インフラテック株式会社
〒890-0062,⿅児島県⿅児島市与次郎２ー７ー２５
2025-04-23
http://www.infratec.co.jp/
 
イ,213776,インプルーヴ株式会社
〒020-0117,岩⼿県盛岡市緑が丘三丁⽬４ー３３ー１０３
2024-07-28
 
イ,121337,インプレックス株式会社
〒889-1701,宮崎県宮崎市⽥野町甲６０３０−２
2023-04-10
http://www.imprex.com
 
イ,100456,株式会社インプレッションズ
〒214-0014,川崎市多摩区登⼾３３９８−１ ⼤樹⽣命登⼾ビル２Ｆ
2025-12-08
http://www.impressions.co.jp
 



ウ,102754,ウージョンジャパン株式会社
〒222-0011,神奈川県横浜市港北区菊名６−１４−９ 美装コーポラス１０３
2025-08-26
 
ウ,111499,ＷＥＥＤＳ有限会社
〒881-0003,宮崎県⻄都市⼤字右松字下鶴１９５３−２
2024-03-27
http://weeds-you.com
 
ウ,504928,株式会社ウィクレソフト・ジャパン
〒163-0445,東京都新宿区⻄新宿２−１−１ 新宿三井ビルディング４５階
2023-08-30
https://www.wicresoft.co.jp/
 
ウ,104373,ウィストロン株式会社
〒275-0024,千葉県習志野市茜浜２−６−２
2025-04-19
http://www.wistron.com
 
ウ,504419,株式会社ウィズ
〒153-0064,東京都⽬黒区下⽬黒１−８−１ アルコタワー４Ｆ
2024-03-16
https://www.kentakun.co.jp/
 
ウ,225526,ウィズガーデン株式会社
〒168-0072,東京都杉並区⾼井⼾東２ー４ー１２
2025-06-01
https://www.withgarden.co.jp
 
ウ,106249,株式会社ウィズソル
〒733-0035,広島県広島市⻄区南観⾳６−２−１３
2024-06-24
https://www.withsol.co.jp/
 
ウ,504354,株式会社ウィズダム（その他）
〒140-0014,東京都品川区⼤井１−１０−３ ＹＫビル６Ｆ
2026-06-05
http://www.wisdom.co.jp/
 
ウ,106834,ウィズワークス株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿１−２６−６
2025-12-21
https://wis-works.jp
 
ウ,104028,株式会社ＷＩＳＨシステムコンサルティング
〒892-0842,⿅児島県⿅児島市東千⽯町１４−１０ 天⽂館ＮＮビル７Ｆ
2024-10-07
https://wish-sc.co.jp
 
ウ,230434,株式会社ウィディオ
〒740-0004,⼭⼝県岩国市昭和町三丁⽬７番１９号
2025-07-12
http://www.widio.co.jp
 
ウ,231508,株式会社ウィライフサポートサービス



〒651-2133,兵庫県神⼾市⻄区枝吉四丁⽬１８８番地
2025-12-27
https://wsskobe2020.jimdofree.com/
 
ウ,503518,株式会社ウィルオブ・ワーク
〒160-0022,東京都新宿区新宿三丁⽬１番２４号 京王新宿三丁⽬ビル３階
2025-08-24
https://willof-work.co.jp/
 
ウ,215080,株式会社ウィルオブ・コンストラクション
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−２−１５
2023-11-07
https://willof-construction.co.jp/
 
ウ,111962,株式会社ウィルパックニシヤマ
〒917-0032,福井県⼩浜市尾崎６２−４５
2024-07-26
http://www.willpack.jp
 
ウ,226383,ウィルビー株式会社
〒920-0061,⽯川県⾦沢市問屋町３丁⽬７番地
2026-02-01
https://will-b.jp/
 
ウ,505700,Ｖｉｎｃｕｌｕｍ株式会社
〒530-0013,⼤阪府⼤阪市北区茶屋町１−２７ ＡＢＣ−ＭＡＲＴ梅⽥ビル７Ｆ
2025-05-17
 
ウ,125781,株式会社ウィング
〒960-8057,福島市笹⽊野字南中⾕地８−１
2023-09-12
http://www.wing-web.co.jp
 
ウ,213542,株式会社ウィング・フォー
〒220-0073,神奈川県横浜市⻄区岡野２丁⽬１５番３２号
2024-01-06
 
ウ,504890,ウイーズ・システムズ株式会社
〒107-0062,東京都港区南⻘⼭１−１−１ 新⻘⼭ビル 東館１０階
2023-08-25
https://www.weeds-japan.co.jp/
 
ウ,501829,株式会社ウイサーブ
〒104-0033,東京都中央区新川２−３−１ セントラルスクエア ９Ｆ
2022-06-07
http://www.weserve.co.jp/
 
ウ,121844,株式会社ウイザップ偕揚社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥４−９−１７
2024-06-17
http://www.withupkys.co.jp/
 
ウ,111858,株式会社宇井精密製作所
〒326-0041,栃⽊県⾜利市助⼾新⼭町１０８０
2024-07-14



http://www.ui-seimitsu.co.jp
 
ウ,121040,株式会社ウイセラ
〒509-6251,岐⾩県瑞浪市⽇吉町南洞５３９１−１
2024-11-08
http://www.wicera.co.jp
 
ウ,125838,ウイトコオブジュピター電通株式会社
〒144-0055,東京都⼤⽥区仲六郷２−３３−３
2023-09-27
http://www.witco.co.jp/
 
ウ,121286,株式会社ウイル
〒561-0885,⼤阪府豊中市岡町３−６ アソルティ豊中岡町ビル５Ｆ
2025-12-14
https://will-galaxy.net/
 
ウ,210376,株式会社ウイル
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町２−１４−６
2024-06-18
https://www.window-will.co.jp/
 
ウ,105024,ウイルコム株式会社
〒236-0004,神奈川県横浜市⾦沢区福浦２−１１−２
2024-01-31
http://www.willcom-co.com
 
ウ,129426,株式会社ウイルテック
〒532-0002,⼤阪府⼤阪市淀川区東三国４−３−１ グロリア２４０ ４Ｆ
2024-04-23
https://www.willtec.jp/
 
ウ,126869,株式会社ウイルビック
〒370-0105,群⾺県伊勢崎市境伊与久１９３５−２
2024-05-26
 
ウ,228829,株式会社ウイン・インターナショナル
〒110-8558,東京都台東区台東四丁⽬２４番８号
2025-01-18
http://www.win-int.co.jp
 
ウ,505234,株式会社ウイン企画
〒530-0041,⼤阪府⼤阪市北区天神橋２丁⽬３−８ ＭＦ南森町ビル ６階
2025-06-13
https://win-kikaku.co.jp
 
ウ,123553,株式会社ＷＩＮＧ
〒024-0104,岩⼿県北上市⼆⼦町秋⼦沢１１８−８
2025-02-16
https://wing-pp.co.jp
 
ウ,218645,株式会社ウイングル
〒845-0004,佐賀県⼩城市⼩城町松尾３９３９−４
2023-11-17
 



ウ,231574,株式会社ウインズ
〒963-8071,福島県郡⼭市富久⼭町久保⽥字前⽥７９番地
2026-01-17
http://winze.co.jp/
 
ウ,229572,株式会社ウインズコトブキ
〒925-0046,⽯川県⽻咋市兵庫町⾣４番地１５
2026-03-17
 
ウ,223583,株式会社ウインテクノ
〒980-0811,宮城県仙台市⻘葉区⼀番町１丁⽬４番２８号
2024-09-01
https://www.win-techno.co.jp/
 
ウ,120273,ウインテック株式会社
〒385-0009,⻑野県佐久市⼩⽥井１０７７
2023-08-12
http://www.wtmkg.co.jp
 
ウ,216260,株式会社ウインテック
〒349-0134,埼⽟県蓮⽥市⼤字駒崎３１８
2025-04-02
 
ウ,105218,株式会社ウイント
〒881-0005,宮崎県⻄都市三宅４０６
2024-08-22
https://www.nichinan-group.com/group/WINT_Corporation.html
 
ウ,219907,ウインドテック株式会社
〒550-0005,⼤阪府⼤阪市⻄区⻄本町⼀丁⽬１３番３６号３Ｆ
2024-06-22
https://windtec.jp/
 
ウ,214921,株式会社ウイン・プランズ
〒814-0121,福岡県福岡市城南区神松寺３丁⽬２０番１７号
2023-08-08
http://www.win-ps.com/
 
ウ,121845,株式会社ウェーブ
〒104-0061,東京都中央区銀座５−１２−５ ⽩鶴ビルディング３階
2024-06-17
https://www.waveco.co.jp/
 
ウ,127088,株式会社Ｗａｖｅ Ｅｎｅｒｇｙ
〒105-0014,東京都港区芝１−５−９ 住友芝ビルⅡ１Ｆ
2025-05-11
https://www.wavee.co.jp
 
ウ,112517,株式会社ウェーブクレスト
〒214-0021,神奈川県川崎市多摩区宿河原６−２２−２４
2024-02-12
http://www.wavecrest.jp/
 
ウ,126257,株式会社ウェーブクレスト
〒027-0037,岩⼿県宮古市松⼭６−４６



2023-11-21
http://www.wavecrest.jp/
 
ウ,102328,ＷＡＹＳ株式会社
〒402-0032,⼭梨県都留市⿅留１３６６
2025-02-21
 
ウ,222981,株式会社ウェイズ
〒657-0846,兵庫県神⼾市灘区岩屋北町４ー３ー１６
2024-04-01
http://www.ways-wp.co.jp
 
ウ,101348,株式会社ウェイベックス
〒174-0076,東京都板橋区上板橋１−１８−１６
2024-05-15
http://www.wavex.co.jp
 
ウ,102008,株式会社ウェイン
〒108-0014,東京都港区芝５−５−１ ラウンドクロス三⽥６階
2024-12-05
http://www.wain.co.jp/
 
ウ,505472,株式会社ウェッブアイ
〒135-8071,東京都江東区有明三丁⽬６番１１号
2023-10-13
https://www.webi.co.jp/
 
ウ,129760,株式会社ウェブスタッフ
〒730-0055,広島県広島市中区南千⽥⻄町４−１３
2025-01-18
http://www.webstaff.co.jp
 
ウ,212346,株式会社ウェルテック
〒573-0047,⼤阪府枚⽅市⼭之上４丁⽬２４番１号
2024-10-10
 
ウ,211939,株式会社Ｗ．Ｅ．Ｌ．Ｔ
〒133-0061,東京都江⼾川区篠崎町１ー２８ー２０ウェルトエクシード２Ｆ
2023-12-08
 
ウ,503516,株式会社ウェルネット
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町３−１１−１５
2022-08-24
http://www.wnet.co.jp
 
ウ,106665,株式会社Ｗａｖｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
〒666-0024,兵庫県川⻄市久代３−１３−２１
2025-05-30
https://www.wti.jp/
 
ウ,216137,有限会社上枝組
〒760-0080,⾹川県⾼松市⽊太町５０７３番地１６
2025-03-12
 
ウ,227247,株式会社ウエオカ⾦属⼯業



〒512-0913,三重県四⽇市市⻄坂部町４７９２番地２
2023-12-07
http://www.ueoka-k.com
 
ウ,129019,ウエカツ⼯業株式会社
〒943-0825,新潟県上越市東本町５−２−２
2023-07-04
http://www.uekatsu.co.jp
 
ウ,230185,上河建設株式会社
〒551-0023,⼤阪府⼤阪市⼤正区鶴町三丁⽬１１番７号
2025-06-07
 
ウ,218742,有限会社ウエキ
〒321-2521,栃⽊県⽇光市藤原１９
2023-12-15
 
ウ,105895,株式会社ウエキガスケミカル
〒146-0085,東京都⼤⽥区久が原５−３３−１０
2026-04-06
 
ウ,217499,有限会社植⽊クレーン
〒861-0136,熊本県熊本市北区植⽊町岩野２３７７−１
2026-01-21
 
ウ,224581,株式会社ウエキグミ
〒915-0071,福井県越前市府中３ー９ー１
2025-04-01
http://www.uekigumi.com
 
ウ,228806,株式会社植⽊組
〒945-0055,新潟県柏崎市駅前⼀丁⽬５番４５号
2025-01-09
https://www.uekigumi.co.jp/
 
ウ,101513,株式会社ウエキコーポレーション
〒146-0085,東京都⼤⽥区久が原５−３３−１０
2026-01-21
http://www.ueki.co.jp
 
ウ,218438,株式会社樹⼯業
〒406-0033,⼭梨県笛吹市⽯和町⼩⽯和３０７番地１
2023-09-29
 
ウ,104966,株式会社植⽊製作所
〒861-0103,熊本県熊本市北区植⽊町清⽔３７５
2023-10-26
http://www.iseki-ueki-nouki.com/
 
ウ,231632,植吉産業株式会社
〒550-0022,⼤阪府⼤阪市⻄区本⽥三丁⽬２番１９号
2026-01-31
http://www.uekichi-s.jp
 
ウ,501430,植⽊プラスチック株式会社



〒373-0847,群⾺県太⽥市⻄新町８番地７
2024-11-11
http://www.uepura.com/
 
ウ,111021,株式会社ウエキン
〒577-0006,⼤阪府東⼤阪市楠根２−５−５
2024-04-23
http://www.uekin.co.jp/
 
ウ,231831,株式会社上建
〒851-3422,⻑崎県⻄海市⻄彼町⼩迎郷２４５４番地６
2026-03-28
 
ウ,103598,株式会社ウエコ
〒370-0615,群⾺県⾢楽郡⾢楽町篠塚３０９０−１
2024-02-02
http://www.ueco.co.jp
 
ウ,230187,株式会社植幸プランティションサービス
〒337-0026,埼⽟県さいたま市⾒沼区染⾕三丁⽬１２２番地
2025-06-07
 
ウ,222776,植芝園株式会社
〒453-0032,愛知県名古屋市中村区塩池町⼀丁⽬５番２１号
2024-03-01
 
ウ,126188,株式会社上島製作所
〒186-0011,東京都国⽴市⾕保６−５−２２
2026-04-22
http://www.ueshima-seisakusho.com
 
ウ,503139,ウエスタンデジタル合同会社
〒108-0075,東京都港区港南１−６−３１ 品川東急ビル３Ｆ
2025-09-28
https://www.westerndigital.com/ja-jp
 
ウ,122892,株式会社ウエスト
〒572-0077,⼤阪府寝屋川市点野３−１８−３
2024-12-15
 
ウ,213411,株式会社ＷＥＳＴ
〒653-0004,兵庫県神⼾市⻑⽥区四番町６ー１ー４
2023-09-04
 
ウ,213766,株式会社ウエスト
〒530-0021,⼤阪府⼤阪市北区浮⽥１丁⽬２番１７号
2024-07-21
http://west1.co.jp
 
ウ,126078,株式会社ＷＥＳＴ ｉｎｘ
〒572-0077,⼤阪府寝屋川市点野３−１８−３
2025-07-06
http://www.west-lock.co.jp
 
ウ,100676,ウエスト産業株式会社



〒270-2267,千葉県松⼾市牧の原２−３７８ 飯沼ハイツ１０１号
2026-03-29
 
ウ,100620,株式会社ウエストテック
〒989-6131,宮城県⼤崎市古川⾦五輪２−５−１７
2026-02-10
http://www.west-tech.co.jp/
 
ウ,224962,ウエストランバー株式会社
〒579-8014,⼤阪府東⼤阪市中⽯切町２丁⽬１０番３５号
2025-04-01
https://west-lumber.co.jp
 
ウ,228675,株式会社植⽥
〒116-0011,東京都荒川区⻄尾久７ー４０ー１３
2024-11-20
 
ウ,104708,植⽥機⼯株式会社
〒312-0063,茨城県ひたちなか市⽥彦１６２１−２
2026-04-05
 
ウ,231931,株式会社植武
〒300-4223,茨城県つくば市⼩⽥２８０１番地
2026-04-18
 
ウ,230534,株式会社植⽥建設⼯業
〒311-3436,茨城県⼩美⽟市上⽟⾥１５９２番地２
2025-07-26
http://www.ueta-k.com
 
ウ,100195,ウエタックス株式会社
〒943-0814,新潟県上越市岩⽊８３−８
2025-08-16
http://www.uetax.co.jp
 
ウ,112867,株式会社ウエダ
〒671-0207,兵庫県姫路市飾東町⼭崎５４５−２
2024-10-11
http://www.ueda-web.co.jp/
 
ウ,226752,株式会社ウエダ
〒610-1105,京都府京都市⻄京区⼤枝塚原町３ー３４
2026-05-01
http://www.uedakyoto.co.jp/
 
ウ,230046,ウエダ管⼯業株式会社
〒612-8048,京都府京都市伏⾒区⼤阪町５８５番地の１
2025-04-26
 
ウ,216605,植⽥基⼯株式会社
〒567-0066,⼤阪府茨⽊市下井町１１番３号
2025-06-11
http://www.uedakikou.co.jp
 
ウ,123741,植⽥⾦属⼯業株式会社



〒671-0232,兵庫県姫路市御国野町御着２６１−１
2025-03-22
 
ウ,216756,株式会社上⽥組
〒810-0074,福岡県福岡市中央区⼤⼿⾨１丁⽬２番９号
2025-06-25
http://uedagumi.main.jp/
 
ウ,210357,有限会社上⽥建⼯
〒963-0117,福島県郡⼭市安積荒井⼆丁⽬８２番地
2024-06-12
 
ウ,212101,株式会社植⽥建設
〒574-0012,⼤阪府⼤東市⼤字⿓間９９６番地
2024-03-23
http://www.uedakensetu.co.jp/
 
ウ,214448,上⽥建設⼯業株式会社
〒791-8011,愛媛県松⼭市吉藤５丁⽬１５６８ー１
2025-10-31
 
ウ,121069,植⽥⼯業株式会社
〒573-0128,⼤阪府枚⽅市津⽥⼭⼿２−２−２０ 津⽥サイエンスヒルズ内
2025-01-10
http://www.uedaindustry.co.jp
 
ウ,220572,株式会社上⽥⼯業
〒230-0003,神奈川県横浜市鶴⾒区尻⼿三丁⽬５番１３号
2024-12-21
http://ueda-ind.co.jp/
 
ウ,226657,株式会社上⽥商会
〒860-0826,熊本県熊本市南区平⽥⼆丁⽬８番２４号
2026-04-01
http://www.ueda-shoukai.co.jp
 
ウ,223182,植⽥商事株式会社
〒651-0072,兵庫県神⼾市中央区脇浜町２ー１ー１４
2024-06-01
 
ウ,213920,上⽥消防建設株式会社
〒534-0025,⼤阪府⼤阪市都島区⽚町２丁⽬７番２８号
2024-12-08
https://www.uyeda-escape-chute.co.jp/ute.co.jp
 
ウ,104212,植⽥鋳造株式会社
〒751-0833,⼭⼝県下関市武久町２−１７−１
2024-12-18
http://www.ueda-casting.com/pg60.html
 
ウ,211979,株式会社植⽥電機
〒612-8279,京都府京都市伏⾒区納所北城堀３の５
2024-01-10
http://www.ueda-denki.co.jp
 



ウ,230359,株式会社ウエダ電機
〒593-8327,⼤阪府堺市⻄区鳳中町⼗丁１０番地１０
2025-07-05
http://www.ueda76.com
 
ウ,214688,上⽥電業株式会社
〒534-0002,⼤阪府⼤阪市都島区⼤東町２ー２０ー１４
2026-04-25
 
ウ,230829,有限会社上⽥電⼯
〒480-1117,愛知県⻑久⼿市喜婦嶽９２０番地
2025-09-13
 
ウ,101585,上⽥⽇本無線株式会社
〒386-8608,⻑野県上⽥市踏⼊２−１０−１９
2025-07-31
http://www.ujrc.co.jp
 
ウ,226520,上⽥物産株式会社
〒523-0893,滋賀県近江⼋幡市桜宮町２９３番地
2020-04-01
 
ウ,224931,植⽥防⽔⼯業株式会社
〒310-0065,茨城県⽔⼾市⼋幡町１０番７１号
2025-04-01
https://www.uedabousui.com/
 
ウ,129217,上⽥鍍⾦株式会社
〒615-0052,京都府京都市右京区⻄院清⽔町１３４
2024-01-09
https://www.ueda-p.co.jp
 
ウ,111381,株式会社ＵＥＸ
〒140-8630,東京都品川区東品川２−２−２４
2023-12-06
http://www.uex-ltd.co.jp/
 
ウ,224172,株式会社ウエッジ
〒550-0002,⼤阪府⼤阪市⻄区江⼾堀１ー２ー１６
2025-02-01
 
ウ,111920,ウエットマスター株式会社
〒161-8531,東京都新宿区中落合３−１５−１５
2024-07-18
https://www.wetmaster.co.jp/
 
ウ,226580,株式会社植留緑化⼟⽊
〒960-0231,福島県福島市飯坂町平野字原東１番地７
2026-04-01
 
ウ,221551,株式会社ウエナカダ
〒700-0951,岡⼭県岡⼭市北区⽥中６１７番地の１０
2025-04-01
 
ウ,230335,株式会社上⻄設備



〒640-8392,和歌⼭県和歌⼭市中之島７９７番地の２
2025-07-05
 
ウ,104635,株式会社ウエノ
〒999-7634,⼭形県鶴岡市三和字堰中１００
2026-01-25
http://www.uenokk.co.jp
 
ウ,111900,株式会社ウエノ
〒110-0015,東京都台東区東上野１−９−６
2024-07-18
http://www.ueno-u-pal.com
 
ウ,214547,株式会社上野
〒720-0067,広島県福⼭市⻄町１丁⽬７ー１１
2026-01-24
https://ueno-hiroshima.com/
 
ウ,225085,上野硝⼦⼯業株式会社
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋４丁⽬９番５号スギタビル
2025-04-01
http://www.ugi.co.jp
 
ウ,125946,上野キヤノンマテリアル株式会社
〒518-0022,三重県伊賀市三⽥字東⼤町４１０−７
2023-10-26
http://www.ueno-canon.co.jp
 
ウ,215155,有限会社上野⼯業
〒339-0003,埼⽟県さいたま市岩槻区⼤字⼩溝９２１−２６７
2023-12-26
 
ウ,218664,上野⼯業 上野満（その他）
〒424-0029,静岡県静岡市清⽔区下野中１９−１６
2023-11-24
 
ウ,215859,株式会社上野⼯務店
〒250-0404,神奈川県⾜柄下郡箱根町宮ノ下２８１
2024-12-18
 
ウ,214959,株式会社上野産業
〒509-9231,岐⾩県中津川市上野８６７番地の１２
2023-08-29
http://www.uenosangyo.co.jp
 
ウ,129936,株式会社ウエノシステック
〒111-0053,東京都台東区浅草橋３−８−５ ＶＯＲＴ浅草橋７Ｆ
2025-04-16
http://www.ueno-systec.co.jp/
 
ウ,121279,上野精器株式会社
〒570-0091,⼤阪府守⼝市北⽃町６−８
2022-11-16
http://www.uenoseiki.co.jp
 



ウ,125419,上野精機株式会社
〒807-0052,福岡県遠賀郡⽔巻町下⼆⻄１−２−１８
2023-04-22
http://www.ueno-seiki.co.jp/
 
ウ,125338,上野製薬株式会社
〒102-0093,東京都千代⽥区平河町２−５−６
2026-03-22
https://www.ueno-fc.co.jp/
 
ウ,219463,株式会社植野⽯膏模型製作所
〒160-0022,東京都新宿区新宿６−２７−５１
2024-03-23
 
ウ,224265,株式会社上埜タイル
〒635-0071,奈良県⼤和⾼⽥市⼤字築⼭１１７ー１
2025-03-01
http://www.ueno-t.co.jp
 
ウ,231955,有限会社上野代⼯務店
〒979-0141,福島県いわき市勿来町窪⽥上り途１３番地
2026-04-25
 
ウ,128968,株式会社ウエノテック
〒513-0816,三重県鈴⿅市南⽟垣町６５０７−２
2026-05-23
http://www.uenotech.co.jp
 
ウ,216905,植野電気株式会社
〒640-8341,和歌⼭県和歌⼭市黒⽥１４９番地２
2025-07-23
 
ウ,219048,上野電機株式会社
〒910-0021,福井県福井市乾徳３丁⽬９番１号
2024-02-09
http://www.ueno-denki.co.jp/
 
ウ,225169,上野電気株式会社
〒861-3207,熊本県上益城郡御船町⼤字御船８９９番地１７
2025-05-01
 
ウ,218969,有限会社植野電気設備
〒321-0912,栃⽊県宇都宮市⽯井町２６５０ー５
2024-01-26
 
ウ,100374,上野電⼦株式会社
〒407-0022,⼭梨県韮崎市⽔神２−８−１０
2025-10-06
http://uenoe.com/
 
ウ,111351,上野塗装⼯業株式会社
〒321-0921,宇都宮市瑞穂３−９−６
2023-12-01
 
ウ,215739,株式会社上野ハウジング



〒320-0066,栃⽊県宇都宮市駒⽣１丁⽬１４番１号
2024-11-13
 
ウ,219213,株式会社上之原⼯務店
〒113-0022,東京都⽂京区千駄⽊２−４２−８
2024-03-02
 
ウ,213134,株式会社ウエハラ
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾７ー１６ー３
2026-03-19
http://www.t-uehara.co.jp/
 
ウ,225635,上原硝⼦株式会社
〒612-8245,京都府京都市伏⾒区横⼤路下三栖宮ノ後６７番地
2025-07-01
 
ウ,212824,株式会社植原⼯務店
〒731-5102,広島県広島市佐伯区五⽇市町⼤字⽯内５１３５
2025-09-11
 
ウ,214651,株式会社上原産業
〒370-0086,群⾺県⾼崎市沖町４８６ー８０
2026-04-04
http://www.uehara-sangyo.co.jp/
 
ウ,216696,株式会社上原重建⼯業
〒813-0032,福岡県福岡市東区⼟井１丁⽬２４番１８号
2025-06-25
 
ウ,111176,株式会社上原製作所
〒392-0015,⻑野県諏訪市中洲４６４２−５
2025-11-24
http://www.ueharass.com/
 
ウ,123911,株式会社上原製作所
〒812-0892,福岡県福岡市博多区東那珂２−１５−５
2025-05-31
http://www.uehara-factory.jp
 
ウ,226638,上原成商事株式会社
〒604-8580,京都府京都市中京区⾞屋町通御池上ル塗師屋町３４４番地
2026-04-01
https://www.ueharasei.co.jp/
 
ウ,502539,株式会社植原設備⼯業
〒370-0884,群⾺県⾼崎市⼋幡町７１１番地１
2023-12-22
 
ウ,216595,株式会社上原電設
〒321-0126,栃⽊県宇都宮市茂原町１１１５番地４
2025-06-11
 
ウ,215761,上林建設株式会社
〒730-0813,広島県広島市中区住吉町３ー４
2024-11-20



 
ウ,217188,株式会社上東技建
〒593-8316,⼤阪府堺市⻄区⼭⽥４丁１９７６−１
2025-10-08
http://www.uegi.co.jp
 
ウ,215350,株式会社植正
〒297-0017,千葉県茂原市東郷４１２番地２
2024-04-10
 
ウ,231086,植松建設株式会社
〒157-0061,東京都世⽥⾕区北烏⼭⼀丁⽬５５番２４号
2025-10-18
 
ウ,218058,有限会社植松⼯業
〒192-0906,東京都⼋王⼦市北野町５１７ー２０
2023-08-04
 
ウ,111253,株式会社植松商会
〒984-8680,仙台市若林区卸町３−７−５
2023-08-09
http://www.uem-net.co.jp
 
ウ,215223,株式会社植松鈴⽊組
〒435-0043,静岡県浜松市東区宮⽵町３８０番地
2024-02-20
http://www.uematsusuzuki.co.jp/
 
ウ,102092,株式会社上村エンタープライズ
〒869-1219,熊本県菊池郡⼤津町⼤林１０１７−１
2025-01-07
 
ウ,211941,有限会社上村組
〒861-8043,熊本県熊本市東区⼾島⻄６丁⽬１３番１号
2023-12-08
 
ウ,210365,上村建設⼯業株式会社
〒270-2203,千葉県松⼾市六⾼台１ー７６
2024-06-12
http://www.uemra.co.jp
 
ウ,121151,上村⼯業株式会社
〒541-0045,⼤阪市中央区道修町３−２−６
2025-05-21
http://www.uyemura.co.jp
 
ウ,120015,上村紙業株式会社
〒803-0845,北九州市⼩倉北区上到津３−５−１０
2023-07-02
http://www.uemura-shigyo.co.jp
 
ウ,103519,上村紙⼯株式会社
〒803-0845,北九州市⼩倉北区上到津３−５−１０
2023-11-21
 



ウ,226473,株式会社植村畳
〒669-5324,兵庫県豊岡市⽇⾼町上郷３６ー１
2026-03-01
http://www.uemura-t.com/
 
ウ,226460,上村鉄筋建設株式会社
〒861-4144,熊本県熊本市南区富合町釈迦堂７８０
2026-03-01
_
 
ウ,229104,株式会社ウエヤマ
〒690-0411,島根県松江市⿅島町御津５３９
2025-06-06
 
ウ,100410,株式会社ウエルコ
〒183-0034,東京都府中市住吉町３−３−１
2025-10-25
http://www.welco-web.co.jp/
 
ウ,104996,株式会社ＷＥＬＣＯＮ
〒956-0113,新潟県新潟市秋葉区⽮代⽥１５−１
2023-12-18
https://www.welcon.co.jp/
 
ウ,505401,株式会社ウエルディング中野
〒791-3301,愛媛県喜多郡内⼦町内⼦１３２９
2026-06-16
 
ウ,214282,ウエル・ユーカン株式会社
〒738-0512,広島県広島市佐伯区湯来町⼤字⽩砂２００番地
2025-07-12
https://www.welu-kan.co.jp/
 
ウ,228986,株式会社ウォーターデザイン
〒105-0004,東京都港区新橋６丁⽬９番２号
2025-04-19
http://www.waterdesign.co.jp
 
ウ,220338,株式会社ウォータープランニング
〒985-0835,宮城県多賀城市下⾺２−１−１５
2024-10-12
http://waterplanning.co.jp/
 
ウ,228273,株式会社ウォールカッティング⼯業
〒497-0005,愛知県あま市七宝町伊福⼗三２７番地
2024-07-11
http://www.wallcutting.net
 
ウ,213579,ウォール産業株式会社
〒243-0021,神奈川県厚⽊市岡⽥２−１５−１９
2024-02-03
 
ウ,211588,有限会社ウォールテック
〒500-8011,岐⾩県岐⾩市⽊挽町３６
2026-03-18



 
ウ,212883,ウォールユニオン株式会社
〒390-0847,⻑野県松本市笹部三丁⽬８番２０号
2025-10-23
 
ウ,126455,株式会社ウォンツ
〒460-0008,名古屋市中区栄３−１０−２２ 東朋ビル
2024-01-12
https://www.wantsinc.jp/
 
ウ,500024,株式会社 ⿂沼電⼦
〒947-0054,新潟県⼩千⾕市若葉３丁⽬１番
2023-07-19
http://www.uonuma-d.co.jp/
 
ウ,230818,宇賀⾦属興業株式会社
〒792-0011,愛媛県新居浜市⻄原町⼆丁⽬１番１０号
2025-09-06
 
ウ,120217,宇賀神電機株式会社
〒105-0014,東京都港区芝３−４３−１６ ＫＤＸ三⽥ビル
2023-08-02
http://www.ugajin.co.jp
 
ウ,229372,鵜川興業株式会社
〒371-0804,群⾺県前橋市六供町７０５
2025-11-13
https://www.ugawakougyou.co.jp/
 
ウ,214094,株式会社宇喜⽥⼯業
〒134-0083,東京都江⼾川区中葛⻄１ー３３ー１７
2025-03-29
 
ウ,103296,株式会社浮⽥電気通信
〒700-0913,岡⼭県岡⼭市北区⼤供２−１３−１４
2023-07-18
 
ウ,223824,宇光建設株式会社
〒565-0812,⼤阪府吹⽥市千⾥丘中４９番８号
2024-11-01
 
ウ,221346,⽻後設備株式会社
〒010-0917,秋⽥県秋⽥市泉中央２丁⽬２番２９号
2025-04-01
https://www.ugo.co.jp/
 
ウ,215874,⽻後電設⼯業株式会社
〒010-0961,秋⽥県秋⽥市⼋橋イサノ２丁⽬１５番２５号
2024-12-25
http://www.ugodensetsu.co.jp
 
ウ,229019,⽻後発変電⼯事株式会社
〒011-0945,秋⽥県秋⽥市⼟崎港⻄３丁⽬７番２５号
2025-05-23
http://www.ugodensetsu.co.jp/



 
ウ,503435,株式会社宇佐美
〒329-2756,栃⽊県那須塩原市⻄三島１−１３５
2025-07-20
http://www.usami-tool.co.jp
 
ウ,217767,株式会社宇佐美組
〒503-8516,岐⾩県⼤垣市浅草１−２８０
2023-06-02
http://www.usami.co.jp
 
ウ,105811,株式会社ウサミ産業
〒059-1364,北海道苫⼩牧市字沼ノ端１８−１０３
2025-12-20
 
ウ,217755,株式会社⽜尾商店
〒813-0062,福岡県福岡市東区松島３丁⽬８番１２号
2026-05-26
http://www.ushio-shouten.co.jp/
 
ウ,121331,ウシオ精⼯株式会社
〒679-2203,兵庫県神崎郡福崎町南⽥原６９６
2026-06-20
 
ウ,101530,ウシオ電機株式会社
〒100-8150,東京都千代⽥区丸の内１−６−５
2024-02-18
http://www.ushio.co.jp
 
ウ,121206,潮電⼯株式会社
〒652-0831,神⼾市兵庫区七宮町１−４−３
2025-12-05
 
ウ,121272,ウシオライティング株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀２−９−１
2025-09-28
https://www.ushiolighting.com/
 
ウ,502892,宇式エンジニアリング株式会社
〒422-8004,静岡県静岡市駿河区国吉⽥⼀丁⽬６番３３号
2025-11-16
http://www.ushiki.co.jp
 
ウ,231343,株式会社宇敷⼯務店
〒380-0916,⻑野県⻑野市⼤字稲葉字中千⽥沖２０４１番地５
2025-11-29
 
ウ,502477,株式会社ウシゴメ設備
〒375-0002,群⾺県藤岡市⽴⽯２９１−６
2023-10-25
 
ウ,212716,有限会社⽜澤⼯務店
〒981-1518,宮城県⾓⽥市稲置字舘林前１７番地
2025-06-26
_



 
ウ,225495,有限会社⽜嶋塗装⼯業
〒861-8041,熊本県熊本市東区⼾島１丁⽬１５番８０号
2025-06-01
https://ushijimatosou.com/
 
ウ,120661,株式会社⽜⽥製作所
〒604-8862,京都市中京区壬⽣森町３９
2023-11-25
 
ウ,103950,ウシヤマ電機株式会社
〒156-0043,東京都世⽥⾕区松原３−４０−７ パインフィールドビル９Ｆ
2024-09-07
http://www.ushiyama.co.jp
 
ウ,228015,株式会社後⼯務店
〒649-2103,和歌⼭県⻄牟婁郡上富⽥町⽣⾺５６７−１
2024-05-08
http://www.ushiro.co.jp
 
ウ,120767,株式会社⽜若
〒454-0052,名古屋市中川区外新町２−２
2024-01-16
http://www.ushiwaka.net
 
ウ,214787,⽒家⼯業株式会社
〒321-0403,栃⽊県宇都宮市下⼩倉町３７２５
2026-06-20
http://www.ujiiekogyo.co.jp
 
ウ,501033,株式会社 宇治川商店
〒810-0022,福岡県福岡市中央区薬院３丁⽬２−３
2024-07-04
 
ウ,121062,宇治電器⼯業株式会社
〒611-0041,京都府宇治市槇島町⽯橋２０
2024-11-27
http://www.ujidenki.co.jp/
 
ウ,101065,株式会社ウスイ
〒395-0152,⻑野県飯⽥市育良町１−１３−４
2024-03-22
http://www.usui.info
 
ウ,226721,薄井⼯業株式会社
〒320-0857,栃⽊県宇都宮市鶴⽥三丁⽬１２番５号
2026-05-01
https://www.usui-k.co.jp/
 
ウ,225329,有限会社薄井⼯務店
〒323-0012,栃⽊県⼩⼭市⼤字⽻川７０２番地
2025-06-01
_
 
ウ,121101,⾅井国際産業株式会社



〒411-8610,静岡県駿東郡清⽔町⻑沢１３１−２
2025-05-08
http://www.usui.co.jp/
 
ウ,101143,株式会社碓井製作所
〒930-0357,富⼭県中新川郡上市町正印３−１
2025-02-27
http://uew.co.jp/
 
ウ,504259,株式会社ウスイ精密
〒313-0116,茨城県常陸太⽥市⼤⽅町３６６
2025-06-05
 
ウ,501172,合資会社薄井電機製作所
〒143-0024,東京都⼤⽥区中央４−１８−９
2025-10-23
http://www.usuidenki.co.jp/
 
ウ,105815,有限会社⾅井容器
〒498-0066,愛知県弥富市楠１−１１７
2025-12-26
 
ウ,215632,⾅幸産業株式会社
〒410-1304,静岡県駿東郡⼩⼭町藤曲１０９番地の１
2024-10-09
http://usuko.co.jp/
 
ウ,227148,株式会社碓⽥
〒389-0102,⻑野県北佐久郡軽井沢町⼤字軽井沢４８８
2023-11-01
 
ウ,223685,⾅⽥⾦属株式会社
〒574-0013,⼤阪府⼤東市中垣内５丁⽬１番２５号
2024-10-01
http://www.usuda.co.jp
 
ウ,505402,ウゼン精機株式会社
〒355-0812,埼⽟県⽐企郡滑川町都２５−１５
2026-06-16
 
ウ,227027,株式会社ウタカ産業
〒321-0934,栃⽊県宇都宮市簗瀬４丁⽬２１番２７号
2023-09-01
 
ウ,106753,宇⽥川⽊⼯所
〒221-0822,神奈川県横浜市神奈川区⻄神奈川３−４−２
2025-08-05
 
ウ,111809,株式会社宇⽥川コーポレーション
〒300-0051,茨城県⼟浦市真鍋２−１−３９
2024-06-20
https://www.udagawa-corp.co.jp
 
ウ,224362,宇⽥川電気⼯事株式会社
〒135-0024,東京都江東区清澄３丁⽬１１番８号



2025-04-01
https://www.udagawa.co.jp/
 
ウ,220253,株式会社内池建設
〒050-0065,北海道室蘭市本輪⻄町１丁⽬５番１０号
2024-09-14
https://uchiike-co.com/
 
ウ,225035,株式会社内海鉄筋⼯業
〒859-3728,⻑崎県東彼杵郡波佐⾒町村⽊郷１０３４
2025-04-01
http://www.uchiumitekkin.co.jp/
 
ウ,210665,有限会社内海塗装
〒003-0813,北海道札幌市⽩⽯区菊⽔上町３条２丁⽬５２番地コーポ冨美３１３
2024-10-30
 
ウ,228804,株式会社内川⼯業
〒819-0043,福岡県福岡市⻄区野⽅１丁⽬３番３７号
2025-01-09
 
ウ,224401,株式会社内⽊ガラス商会
〒173-0004,東京都板橋区板橋２丁⽬４６番８号
2025-04-01
 
ウ,219946,株式会社内国⼯事
〒120-0037,東京都⾜⽴区千住河原町９番２号
2024-06-29
 
ウ,111425,株式会社ウチゲン
〒433-8123,静岡県浜松市中区幸４−４−３
2024-02-25
http://www.uchigen.co.jp/
 
ウ,228099,株式会社ウチタ
〒641-0036,和歌⼭県和歌⼭市⻄浜３丁⽬９番６９号
2024-05-25
 
ウ,111831,内⽥商事株式会社
〒640-8392,和歌⼭市中之島１５６３
2024-06-30
http://www.uchita.co.jp
 
ウ,101792,株式会社ウチダ
〒252-0132,神奈川県模原市緑区橋本台１−１１−２３
2024-10-16
http://www.kk-uchida.co.jp
 
ウ,221657,ウチダ株式会社
〒460-0016,愛知県名古屋市中区橘⼀丁⽬１６番３７号
2025-05-01
https://www.uchida-kk.jp/
 
ウ,228384,株式会社ウチダ
〒356-0034,埼⽟県ふじみ野市駒林１８番地



2024-08-16
http://www.eco-uchida.com/
 
ウ,103846,株式会社内⽥印刷所
〒400-0032,⼭梨県甲府市中央２−１０−１８
2024-05-20
 
ウ,500970,ウチダエスコ株式会社
〒135-0042,東京都江東区⽊場五丁⽬８番４０号
2024-08-15
https://www.esco.co.jp
 
ウ,224775,内⽥⾦属株式会社
〒703-8233,岡⼭県岡⼭市中区⾼屋５８番地の１
2025-04-01
https://www.uk-okayama.co.jp/
 
ウ,217635,株式会社内⽥⼯業
〒277-0871,千葉県柏市若柴３１３ー２
2026-03-10
 
ウ,228091,株式会社内⽥⼯業
〒311-3417,茨城県⼩美⽟市倉数８６９−１
2024-05-25
 
ウ,231678,株式会社内⽥興業
〒758-0061,⼭⼝県萩市⼤字椿３２９０番地１
2026-02-14
 
ウ,221925,株式会社内⽥⼯務店
〒271-0086,千葉県松⼾市⼆⼗世紀が丘萩町３２
2025-08-01
 
ウ,221987,株式会社打⽥⼯務店
〒007-0852,北海道札幌市東区栄町８９６番地３
2025-10-01
 
ウ,218347,内⽥ゴム⼯業株式会社
〒103-0015,東京都中央区⽇本橋箱崎町２０−３
2023-09-08
 
ウ,121049,内⽥商事株式会社
〒653-0014,神⼾市⻑⽥区御蔵通５−２０９−４
2025-01-04
 
ウ,225730,株式会社内⽥商店
〒251-0052,神奈川県藤沢市藤沢１ー３ー１
2025-07-01
https://uchidacorp.com/
 
ウ,224721,株式会社内⽥新建材センター
〒176-0011,東京都練⾺区豊⽟上２丁⽬２７番１６号
2025-04-01
http://uchidashinkenzai.co.jp/
 



ウ,126349,株式会社内⽥スプリング製作所
〒561-0829,⼤阪府豊中市千成町１−２−３０
2023-12-08
http://www.uchida-spring.com
 
ウ,216823,株式会社内⽥設計
〒273-0125,千葉県鎌ケ⾕市初富本町２丁⽬１１番２１号
2025-07-02
_
 
ウ,210714,有限会社内⽥創建
〒453-0061,愛知県名古屋市中村区⽇⽐津町２丁⽬４番１５号マンションＴ＆Ｓ４Ｂ
2024-11-25
 
ウ,224052,株式会社内⽥鉄建
〒750-0001,⼭⼝県下関市幸町１３−６−６０３
2025-01-01
 
ウ,220274,内⽥鉄⼯建設株式会社
〒720-0002,広島県福⼭市御幸町⼤字下岩成８７３−３
2024-09-21
 
ウ,230150,株式会社内⽥鉄⼯所
〒382-0065,⻑野県須坂市⼤字相之島２５０番地
2025-05-31
http://www.uchidatekkou.jp
 
ウ,215282,株式会社内⽥電気⼯事
〒192-0045,東京都⼋王⼦市⼤和⽥町３ー１１ー２８ー３１８
2024-03-06
http://uchida-ss.jp
 
ウ,219103,内⽥電業有限会社
〒319-1222,茨城県⽇⽴市久慈町６丁⽬５番８号
2024-02-16
 
ウ,226827,打⽥塗装⼯業有限会社
〒519-0169,三重県⻲⼭市⽩⽊町２０７１ー２
2026-06-01
 
ウ,216364,株式会社内⽥鈑⾦
〒811-2102,福岡県糟屋郡宇美町⼤字炭焼１１４８−１
2025-05-08
 
ウ,111052,株式会社内⽥洋⾏
〒104-8282,東京都中央区新川２−４−７
2023-10-23
http://www.uchida.co.jp/
 
ウ,125171,株式会社内⽥洋⾏ＩＴソリューションズ
〒105-0004,東京都港区新橋６−１−１１ Ｄａｉｗａ御成⾨ビル
2026-02-02
http://www.uchida-it.co.jp
 
ウ,111194,内波電器株式会社



〒533-0024,⼤阪市東淀川区柴島３−４−２０
2025-04-16
 
ウ,106777,株式会社ウチヌキ
〒252-1123,神奈川県綾瀬市早川２６４７−１６
2025-10-03
https://www.uchinuki.co.jp
 
ウ,230555,内野建設株式会社
〒176-8536,東京都練⾺区豊⽟北五丁⽬２４番１５号
2025-07-26
https://kensetsu.uchino.ne.jp
 
ウ,227162,有限会社内野建設興業
〒751-0822,⼭⼝県下関市宝町１４番３号
2023-11-01
 
ウ,120940,株式会社内野精⼯
〒186-0001,東京都国⽴市北３−２７−９
2024-03-03
http://www.uchinoseiko.co.jp
 
ウ,501048,内橋エステック株式会社
〒542-0082,⼤阪府⼤阪市中央区島之内１丁⽬１１番２８号
2024-09-12
http://www.uchihashi.co.jp
 
ウ,120176,株式会社内原電機製作所
〒319-0325,茨城県⽔⼾市⼩林町１１８６
2023-07-30
http://www.uchihara-denki.co.jp
 
ウ,228349,内宮運輸機⼯株式会社
〒132-8666,東京都江⼾川区中央１丁⽬８番１号
2024-08-10
 
ウ,215026,株式会社内村組
〒144-0033,東京都⼤⽥区東糀⾕５ー１６ー２６
2023-10-03
 
ウ,224366,株式会社内村⼯業
〒169-0073,東京都新宿区百⼈町３丁⽬１７番１号
2025-04-01
http://www.uchimura-k.co.jp/
 
ウ,102252,内村酸素株式会社
〒860-0811,熊本県熊本市中央区本荘５−１３−１８
2025-01-31
http://www.uchimura-sanso.co.jp
 
ウ,112830,ウチヤ・サーモスタット株式会社
〒125-0041,東京都葛飾区東⾦町３−８−１２
2024-09-29
http://www.uchiya.co.jp/
 



ウ,227055,株式会社内⼭組
〒290-0056,千葉県市原市五井９０４８
2023-09-01
 
ウ,111158,ウチヤマコーポレーション株式会社
〒108-0014,東京都港区芝５−２９−１４
2026-02-08
http://www.umc-net.co.jp/uc/
 
ウ,210490,株式会社内⼭商事
〒332-0002,埼⽟県川⼝市弥平３丁⽬７番１７号
2024-08-19
http://www.kaitai-hikiya-uchiyamasyouji.co.jp
 
ウ,505589,有限会社  内⼭ソ−ビ
〒743-0048,⼭⼝県光市中村町２１−１２
2024-05-24
 
ウ,214121,株式会社内⼭鉄筋⼯業所
〒463-0067,愛知県名古屋市守⼭区守⼭⼀丁⽬１１番１号
2022-04-05
 
ウ,230159,内⼭電機⼯業株式会社
〒167-0052,東京都杉並区南荻窪四丁⽬４５番１１号
2025-05-31
https://www.uchiyamadenki.co.jp
 
ウ,222527,株式会社内⼭塗装
〒437-0066,静岡県袋井市⼭科３５３５番地の５
2023-12-01
 
ウ,104495,株式会社内⼭熔接⼯業
〒950-1325,新潟県新潟市⻄蒲区⼩吉１９３０−１
2025-08-01
http://uchiyama-inc.co.jp/
 
ウ,222301,内⼭緑地建設株式会社
〒839-1214,福岡県久留⽶市⽥主丸町地徳３５５８−１
2023-11-01
http://www.uchiyama-net.co.jp/
 
ウ,129122,株式会社ウッズ
〒651-2132,兵庫県神⼾市⻄区森友４−１０５
2023-10-17
http://www.woods-corp.co.jp
 
ウ,125619,有限会社ウッディクラフトアラキ
〒771-2501,徳島県三好郡三好町⼤字昼間１５５８
2023-06-20
 
ウ,216044,ウッディワールド株式会社
〒116-0013,東京都荒川区⻄⽇暮⾥５丁⽬１４番３号
2025-02-12
https://www.woodyworld.jp/
 



ウ,220641,株式会社ウッドアール
〒206-0802,東京都稲城市東⻑沼２１３３番地の２
2025-01-25
 
ウ,216734,ウッドテック株式会社
〒270-1318,千葉県印⻄市⼩林３９９０番地１
2025-06-25
http://www.wood-tec.co.jp/
 
ウ,215979,有限会社ウッドハウス
〒904-0314,沖縄県中頭郡読⾕村字古堅８２６
2025-01-29
 
ウ,224606,株式会社ウッドハウス
〒151-0073,東京都渋⾕区笹塚２ー１８ー３
2025-04-01
 
ウ,112612,株式会社ウッドベル⼯業
〒190-1224,東京都⻄多摩郡瑞穂町南平１−４−２
2026-01-25
 
ウ,223597,株式会社ウッドワークス
〒577-0062,⼤阪府東⼤阪市森河内東１ー３８ー１７
2024-10-01
http://www.woodworks.co.jp
 
ウ,111959,株式会社ウツヰ
〒535-0005,⼤阪市旭区⾚川２−８−２３
2024-08-14
http://www.kkutsui.co.jp
 
ウ,104136,株式会社打江精機
〒506-0057,岐⾩県⾼⼭市匠ヶ丘町２３９−１
2024-10-28
http://www.utsue.co.jp/
 
ウ,120261,ウツエバルブ株式会社
〒551-0032,⼤阪市⼤正区北村２−１−１３
2023-08-09
http://www.utsue-valve.co.jp
 
ウ,227438,ウツエバルブサービス株式会社
〒550-0013,⼤阪府⼤阪市⻄区新町１丁⽬３番１２号
2024-02-22
http://www.utevs.co.jp
 
ウ,111984,宇津商事株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町２−８−８
2024-08-10
https://www.utsu.co.jp
 
ウ,216352,宇都宮建設株式会社
〒665-0845,兵庫県宝塚市栄町２丁⽬１番２号
2025-04-23
http://utunomiya-kensetu.co.jp/



 
ウ,230725,株式会社宇都宮建設
〒869-1235,熊本県菊池郡⼤津町室２１３７番地２
2025-08-16
http://www.utsunomiya-c.co.jp/
 
ウ,101747,宇都宮精機株式会社
〒329-1102,栃⽊県宇都宮市⽩沢町２０１２−４
2024-10-11
http://www.utsunomiyaseiki.co.jp/
 
ウ,104755,宇都宮ダイナパック株式会社
〒321-0404,栃⽊県宇都宮市芦沼町３４７３−１
2026-04-27
 
ウ,105439,宇都宮通信⼯業株式会社
〒322-0026,栃⽊県⿅沼市茂呂２９７−２
2025-02-04
https://www.kinjirou.jp/
 
ウ,228434,株式会社うつのみやの⾜場や
〒321-0912,栃⽊県宇都宮市⽯井町３２１０
2024-08-25
http://www.ashibaya.co.jp
 
ウ,111134,宇都宮螺⼦株式会社
〒108-8373,東京都港区芝４−６−５
2025-03-18
https://www.urk.co.jp
 
ウ,221627,内海運送株式会社
〒720-1131,広島県福⼭市駅家町⼤字万能倉１２３７番地の１
2025-04-01
 
ウ,104159,内海電機株式会社
〒660-0832,兵庫県尼崎市東初島町２−２８
2024-11-09
http://www.utsumi-elec.co.jp
 
ウ,210396,内海板⾦⼯業株式会社
〒671-1155,兵庫県姫路市広畑区⼤町１丁⽬１５番地
2024-06-30
 
ウ,103347,株式会社宇徳
〒231-0007,神奈川県横浜市中区弁天通６−８５
2023-08-12
https://www.utoc.co.jp/
 
ウ,111204,宇内⾦属⼯業株式会社
〒537-0024,⼤阪市東成区東⼩橋２−５−２７
2026-05-26
http://www.unaimetal.co.jp/
 
ウ,122021,株式会社ウノーインダストリー
〒025-0015,岩⼿県花巻市東⼗⼆丁⽬第１９地割１０−１０



2025-02-23
https://www.uknow-industry.com
 
ウ,111390,宇野⾦属⼯業株式会社
〒578-0935,東⼤阪市若江東町５−２−４０
2023-07-26
 
ウ,505189,株式会社ＵＮＯ建設
〒808-0144,福岡県北九州市若松区⾼須東４丁⽬２番８号
2025-03-18
http://www.unoken.co.jp/
 
ウ,121876,宇野酸素株式会社
〒915-0071,福井県越前市府中３−１３−２０
2024-06-25
http://www.unosanso.co.jp/
 
ウ,505428,株式会社宇野澤組鐵⼯所
〒146-0092,東京都渋⾕区恵⽐寿１丁⽬１９番１５号
2026-06-25
https://www.unozawa.co.jp/
 
ウ,121203,株式会社宇野製作所
〒379-2105,群⾺県前橋市東⼤室町１４９
2025-12-17
http://www.uno-ss.co.jp
 
ウ,211068,宇野製作所株式会社
〒920-3134,⽯川県⾦沢市⾦市町ホ１４の２
2025-04-20
 
ウ,213662,有限会社ウノメ
〒254-0014,神奈川県平塚市四之宮１−１１−３
2024-04-07
https://unome.co.jp/
 
ウ,220567,株式会社姥⾙組
〒314-0147,茨城県神栖市鰐川２５番地２２５
2024-12-21
 
ウ,111423,株式会社⽣⽅製作所
〒457-0828,名古屋市南区宝⽣町４−３０
2024-05-12
http://www.ubukata.co.jp
 
ウ,121035,宇部エクシモ株式会社
〒103-0006,東京都中央区⽇本橋富沢町９−１９ 住友⽣命⽇本橋富沢町ビル５階
2024-11-16
http://www.ube-exsymo.co.jp
 
ウ,226499,宇部建設資材販売株式会社
〒108-0075,東京都港区港南１丁⽬６番３４号
2026-03-01
https://www.ucms.co.jp/
 



ウ,103821,宇部⼯業株式会社
〒759-0295,⼭⼝県宇部市⼤字妻崎開作８７４−１
2024-05-01
http://www.ubekogyo.co.jp/
 
ウ,125971,株式会社宇部スチール
〒755-0067,⼭⼝県宇部市⼤字⼩串沖の⼭１９７８−１９
2023-10-31
http://www.ube-ind.co.jp/ubs/
 
ウ,221302,宇部塗装⼯業株式会社
〒755-0803,⼭⼝県宇部市東藤曲⼆丁⽬７番１６号
2025-04-01
http://www.ubetosu.com
 
ウ,222399,宇部⽣コンクリート株式会社
〒460-0022,愛知県名古屋市中区⾦⼭５丁⽬１４番２号
2023-11-01
 
ウ,105475,宇部マクセル株式会社
〒618-8525,京都府⼄訓郡⼤⼭崎町⼩泉１
2025-03-07
https://www.ube-ind.co.jp/maxell/about/
 
ウ,124415,宇部丸善ポリエチレン株式会社
〒105-8499,東京都港区芝浦１−２−１ シーバンスＮ館
2025-08-09
 
ウ,221752,⾺野建設株式会社
〒689-2501,⿃取県東伯郡琴浦町⼤字⾚碕１８４０ー１
2025-07-01
http://www.umano.co.jp
 
ウ,223168,株式会社ウミイチ
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀三丁⽬９番８号
2024-06-01
http://www.umiichi.co.jp
 
ウ,223363,海野鉄筋⼯業株式会社
〒315-0125,茨城県⽯岡市⼭崎１０８１−１５
2024-07-01
 
ウ,230297,有限会社ウミノ電設
〒671-1103,兵庫県姫路市広畑区⻄夢前台五丁⽬１８２番地
2025-06-28
http://www.umino.jp
 
ウ,211411,株式会社梅井建設
〒676-0066,兵庫県⾼砂市⾼砂町鍵町５８３ー２
2025-10-22
 
ウ,230099,株式会社梅内⼯業
〒065-0041,北海道札幌市東区本町⼀条⼆丁⽬１番８号
2025-05-17
 



ウ,219798,株式会社梅⽊設備⼯業
〒101-0035,東京都千代⽥区神⽥紺屋町３７番地
2024-06-01
 
ウ,218402,梅産⼟⽊⼯業株式会社
〒350-0235,埼⽟県坂⼾市三光町４９−１４
2023-09-15
http://umesundoboku.co.jp/
 
ウ,210481,有限会社梅沢電気商会
〒111-0036,東京都台東区松が⾕３ー１０ー１５
2024-08-12
http://www.umezawa-denki.com/index.html
 
ウ,223457,株式会社梅⾕商事
〒812-0018,福岡県福岡市博多区住吉４丁⽬４番３号
2024-08-01
 
ウ,223673,梅⽥株式会社
〒733-0815,広島県広島市⻄区⼰斐上４ー３１ー２
2024-10-01
 
ウ,211136,梅⽥建設有限会社
〒516-0044,三重県伊勢市前⼭町９９９
2025-05-13
 
ウ,101650,梅⽥⼯業株式会社
〒361-0056,埼⽟県⾏⽥市持⽥２６６２
2024-04-17
http://www.umedakk.co.jp
 
ウ,101275,梅⽥真空包装株式会社
〒577-0032,⼤阪府東⼤阪市御厨３−９−２８
2024-11-18
http://www.uvp.co.jp
 
ウ,106759,株式会社埋⽥製作所
〒451-0081,愛知県名古屋市⻄区名塚町１−４３
2025-08-24
 
ウ,121050,梅⽥電機株式会社
〒553-0003,⼤阪市福島区福島６−９−９
2024-11-08
http://www.umeda-electric.co.jp
 
ウ,230184,株式会社梅津造園⼟⽊
〒992-0852,⼭形県⻄置賜郡⽩鷹町浅⽴２９８４番地
2025-06-07
 
ウ,217796,株式会社梅津⼯業
〒179-0073,東京都練⾺区⽥柄４ー２０ー２７
2026-06-16
 
ウ,102375,ウメトク株式会社
〒530-8377,⼤阪市北区茶屋町３−７



2026-03-08
https://www.umetoku.co.jp
 
ウ,215671,ウメトク株式会社
〒530-8377,⼤阪府⼤阪市北区茶屋町３番７号
2024-10-23
 
ウ,216778,有限会社梅原左官⼯業
〒410-2114,静岡県伊⾖の国市南條３７番地の２
2025-06-25
_
 
ウ,223664,有限会社梅原⼯業
〒781-8136,⾼知県⾼知市⼀宮⻄町１ー２８ー１３
2024-10-01
 
ウ,214191,梅村建⼯株式会社
〒501-2571,岐⾩県岐⾩市太郎丸向良１６６番地
2025-05-17
 
ウ,220759,株式会社梅村商会
〒470-0375,愛知県豊⽥市⻲⾸町町屋洞８０番地１
2025-03-01
 
ウ,222767,株式会社ウメモト建具
〒639-3116,奈良県吉野郡吉野町⼤字六⽥８９０番地
2024-03-01
 
ウ,217710,有限会社ウメモト鉄筋
〒741-0072,⼭⼝県岩国市平⽥６丁⽬２３番３２号
2026-04-14
 
ウ,215883,株式会社梅⼭⼯業所
〒310-0851,茨城県⽔⼾市千波町２１１２ー７
2024-12-25
http://www.e-yane.jp
 
ウ,121138,株式会社宇⼭⾦型製作所
〒612-8242,京都市伏⾒区横⼤路下三栖梶原町４６−６６
2025-07-16
http://www.uyama-mold.co.jp
 
ウ,219220,浦尾設備⼯業株式会社
〒849-3201,佐賀県唐津市相知町相知４４番地４
2024-03-02
 
ウ,220797,浦上商店ハードウェア有限会社
〒729-0111,広島県福⼭市今津町五丁⽬９番６号
2025-03-08
 
ウ,121175,浦川トランス⼯業株式会社
〒567-0027,⼤阪府茨⽊市⻄⽥中町４−３０
2025-03-19
http://www.urakawa.ne.jp/
 



ウ,121055,浦島設計株式会社
〒221-0825,横浜市神奈川区反町１−６ 川⼝ビル３Ｆ
2024-11-17
http://www.urashima-sekkei.co.jp
 
ウ,311150,ウラセ株式会社
〒916-8550,福井県鯖江市神中町２−７−４０
2025-01-06
http://www.urase.co.jp
 
ウ,222665,株式会社ウラタ
〒279-0043,千葉県浦安市富⼠⾒１ー８ー２４
2024-02-01
http://www.urata.co.jp/
 
ウ,219284,浦⽥空調⼯業株式会社
〒260-0841,千葉県千葉市中央区⽩旗２−１１−１
2024-03-09
https://www.urata-ac.jp/
 
ウ,226025,浦辻塗装株式会社
〒071-8142,北海道旭川市春光台２条４ー１ー２
2025-09-01
 
ウ,229821,裏出建設⼯業株式会社
〒619-0243,京都府相楽郡精華町⼤字南稲⼋妻⼩字堂垣内２２番地
2023-07-02
 
ウ,230316,株式会社浦電機⼯事
〒671-1132,兵庫県姫路市⼤津区勘兵衛町⼀丁⽬１番地９
2025-06-28
 
ウ,125647,株式会社ウラノ
〒369-0306,埼⽟県児⽟郡上⾥町七本⽊３５６３
2023-07-11
http://kk-urano.jp/
 
ウ,211783,浦野⼯業株式会社
〒171-0014,東京都豊島区池袋３ー５１ー１３
2026-07-27
https://uranok.com/
 
ウ,505190,株式会社 浦松建設
〒874-0833,⼤分県別府市⼤字鶴⾒４１４２番地の８
2025-03-19
http://uramatu.co.jp/
 
ウ,221864,浦安⼯業株式会社
〒130-0013,東京都墨⽥区錦⽷２丁⽬８ー７
2025-08-01
https://www.urayasukogyo.co.jp/
 
ウ,129542,株式会社ウラヤマ
〒800-0063,福岡県北九州市⾨司区⼤⾥本町３−１０−５
2024-09-01



http://www.urayama.co.jp/
 
ウ,226564,株式会社浦⼭⼯務店
〒234-0051,神奈川県横浜市港南区⽇野１丁⽬９番３号
2026-04-01
 
ウ,111178,株式会社ウラワオビックス
〒339-0078,埼⽟県さいたま市岩槻区掛５３３
2026-02-15
http://www.urawa-obix.co.jp
 
ウ,217518,浦和電気⼯事株式会社
〒336-0017,埼⽟県さいたま市南区南浦和１丁⽬２１番１９号
2026-01-28
 
ウ,111817,株式会社浦和電⼦
〒336-0032,埼⽟県さいたま市南区四⾕３−１１−４
2024-06-12
http://www.urawa-d.co.jp/
 
ウ,125950,株式会社漆原
〒125-0042,東京都葛飾区⾦町３−７−４
2023-10-26
http://www.caseya.com/
 
ウ,224104,株式会社ウレタン⼯業
〒069-0210,北海道空知郡南幌町字幌向原野１０１３番３晩翠⼯業団地
2025-02-01
http://www.uretan-kogyo.com/
 
ウ,111460,ＵＲＯ電⼦⼯業株式会社
〒273-0046,千葉県船橋市上⼭町１−２４２−１
2024-02-21
http://www.uro.co.jp/
 
ウ,215184,株式会社宇和製作所
〒350-0442,埼⽟県⼊間郡⽑呂⼭町⼤字前久保５７８ー１
2024-01-23
 
ウ,103427,宇和断熱⼯業株式会社
〒372-0011,群⾺県伊勢崎市三和町３２０４−１５
2023-09-29
http://www.uwa-ud.co.jp
 
ウ,227942,運栄建設株式会社
〒178-0065,東京都練⾺区⻄⼤泉１ー３６ー１４
2024-04-20
 
ウ,215466,有限会社海野鉄筋⼯業所
〒389-0811,⻑野県千曲市⼤字須坂４７４−２
2021-06-26
 
エ,100027,エ・ル・デザイン株式会社
〒567-0887,⼤阪府茨⽊市⻄中条町２−３０
2025-06-25



http://www.el-design.co.jp/
 
エ,500077,株式会社エー・アール・シー
〒140-0011,東京都品川区東⼤井五丁⽬１１番２号
2023-08-12
http://www.arcjp.com/
 
エ,100173,株式会社Ａ・Ｒ・Ｐ
〒259-1305,神奈川県秦野市堀川１６６−１
2025-08-09
http://www.arp-id.co.jp/
 
エ,106172,株式会社エー・アンド・エー新潟
〒950-0841,新潟県新潟市東区中野⼭１−７−９
2024-03-09
http://aanda-niigata.jp
 
エ,505489,株式会社エー・オー・シー
〒920-0031,⽯川県⾦沢市広岡⼀丁⽬３番２０号
2023-12-04
https://www.aoc-net.co.jp/
 
エ,127692,株式会社エー・ティー・アイ
〒181-0004,東京都三鷹市新川４−８−１２
2025-01-23
http://osj-advanced-t.com
 
エ,118407,株式会社エー・ディーデバイス
〒101-0023,東京都千代⽥区神⽥松永町２０
2024-06-26
http://www.ad-device.co.jp/
 
エ,106436,ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕１−１４−１６ 渋⾕野村證券ビル８Ｆ
2024-12-06
https://ari-jp.com/
 
エ,123966,ＡＲＣ株式会社
〒492-8502,愛知県稲沢市陸⽥⼀⾥⼭町５３
2025-06-15
http://www.arc.jp
 
エ,105925,エーアイシーテック株式会社
〒321-4521,栃⽊県真岡市久下⽥１０６５
2026-05-26
https://www.aictech-inc.com
 
エ,502431,ＡＩＴジャパン株式会社
〒140-0001,東京都品川区北品川３丁⽬−６−６ 品川御殿⼭ビル８Ｆ
2023-08-25
https://ait-japan.com/
 
エ,106940,ＡＩ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ株式会社
〒106-0041,東京都港区⿇布台２−４−５ メソニック３９ＭＴビル８階
2025-06-08



 
エ,121705,株式会社エーアンドアイ
〒362-0808,埼⽟県北⾜⽴郡伊奈町⻄⼩針７−１８
2026-04-02
http://www.a-and-i-kk.jp/
 
エ,213437,株式会社エーアンドイー・デザイン・オフィス
〒107-0052,東京都港区⾚坂４ー４ー１６フォーレスト⾚坂３階
2023-09-30
 
エ,503368,エーアンドエー株式会社
〒108-0075,東京都港区港南２−１３−２９ キヤノン港南ビル７Ｆ
2025-02-24
http://www.aanda.co.jp/
 
エ,210663,エーアンドエー⼯事株式会社
〒230-0051,神奈川県横浜市鶴⾒区鶴⾒中央２丁⽬５番５号
2024-10-30
http://www2.aa-material.co.jp/aa-construction/index.html
 
エ,121523,株式会社エーアンドエーマテリアル
〒230-8511,横浜市鶴⾒区鶴⾒中央２−５−５
2025-04-09
http://www2.aa-material.co.jp/
 
エ,213433,有限会社エーアンドエイチ
〒215-0011,神奈川県川崎市⿇⽣区百合丘１−１６−１２
2023-09-16
 
エ,106495,有限会社エーアンドエムコーポレーション
〒111-0022,東京都台東区橋場２−１６−１５−１０７
2025-01-12
 
エ,125664,エーアンドディープリントエンジニアリング株式会社
〒180-0006,東京都武蔵野市中町１−６−５ ＹＮビルみたか４Ｆ
2023-07-19
http://www.aandd-p-e.co.jp
 
エ,100945,株式会社エーイーティー
〒215-0033,神奈川県川崎市⿇⽣区栗⽊２−７−６
2023-12-06
https://www.aetjapan.com/index.php
 
エ,229327,株式会社ＡＡＴ
〒152-0023,東京都⽬黒区⼋雲４−８−１４
2022-10-17
http://www.aat-eng.com
 
エ,216269,株式会社ＡＨＲＰ
〒272-0034,千葉県市川市市川１丁⽬１２番１号セゾン尾瀬４０５
2025-04-09
 
エ,128812,株式会社エーエス
〒131-0034,東京都墨⽥区堤通１−１８−２６
2026-02-25



http://www.a-sys.co.jp/
 
エ,230477,有限会社エーエス
〒299-0245,千葉県袖ケ浦市蔵波台五丁⽬２４番１４
2025-07-19
 
エ,123689,ＡＳＥジャパン株式会社
〒992-0324,⼭形県東置賜郡⾼畠町⼊⽣⽥１８６３
2025-03-11
https://www.asejp.aseglobal.com/
 
エ,129012,エーエスエムエル・ジャパン株式会社
〒140-0001,東京都品川区北品川４−７−３５ 御殿⼭トラストタワー４Ｆ
2023-06-30
http://www.asml.com
 
エ,227238,株式会社エー・エス企画
〒963-0102,福島県郡⼭市安積町笹川字荒池渕１１ー１
2023-11-30
 
エ,218687,エーエスシー株式会社
〒133-0057,東京都江⼾川区⻄⼩岩１丁⽬２７番２３号⼩岩テラス１０１号室
2023-12-08
 
エ,501876,株式会社エーエスシー
〒240-0045,神奈川県横浜市保⼟ケ⾕区川島町８５２番地
2025-09-02
http://www.kk-asc.co.jp
 
エ,213183,株式会社エーエス設備⼯業
〒516-0012,三重県伊勢市通町４２番地１
2026-04-01
http://www.as110.co.jp
 
エ,500150,エーエスデー株式会社
〒102-0082,東京都千代⽥区⼀番町２２−３ ＡＤＥＸ⼀番町ビル６Ｆ
2023-11-19
www.asdnet.co.jp
 
エ,215359,エーエフシーメンテナンス 禧久康弘（その他）
〒661-0014,兵庫県尼崎市上ノ島町２−３２−２４
2024-04-17
 
エ,125845,株式会社ＡＦＴ
〒238-0042,神奈川県横須賀市汐⼊町２−１ サンマリーナ汐⼊２Ｆ
2023-09-29
http://a-f.biz-web.jp
 
エ,227124,ＡＬＣ⼯事株式会社
〒142-0062,東京都品川区⼩⼭三丁⽬６番２５号
2023-11-01
 
エ,102892,ＡＯＳ株式会社
〒018-2304,秋⽥県⼭本郡三種町豊岡⾦⽥字堀切１２６−１
2025-11-21



http://www.akita-aos.com
 
エ,231051,株式会社ＡＫＮシステム
〒757-0001,⼭⼝県⼭陽⼩野⽥市厚狭⼀丁⽬２番５号
2025-10-11
 
エ,219958,エーケー⼯業 熊澤明浩（その他）
〒283-0057,千葉県東⾦市⼀之袋２２６−３９
2024-06-29
 
エ,106013,ＡＫＧ Ｊａｐａｎ株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−５−１ ⽇総第１３ビル４Ｆ
2023-08-28
http://www.akg-japan.com/index.php?id=776&L=6
 
エ,111584,株式会社エーケーダイカスト⼯業所
〒170-0013,東京都豊島区東池袋１−２５−２
2024-04-22
http://www.akd-group.com/
 
エ,219371,株式会社Ａ・Ｋ断熱
〒007-0839,北海道札幌市東区北三⼗九条東６丁⽬３番２７号
2024-03-16
 
エ,229967,有限会社エーザス
〒321-0132,栃⽊県宇都宮市雀の宮２ー１９ー４
2023-09-29
http://aisance.jimdo.com
 
エ,504162,株式会社ＡＣＲ（その他）
〒810-0004,福岡県福岡市中央渡辺通４−１０−１０−２Ｆ
2024-12-11
http://www.acr.gr.jp
 
エ,504672,株式会社エーシーエス
〒980-0804,宮城県仙台市⻘葉区⼤町⼀丁⽬４番１号（明治安⽥⽣命仙台ビル）
2023-06-14
http://www.acs.co.jp
 
エ,220788,株式会社ＡＣＮ
〒064-0824,北海道札幌市中央区北四条⻄⼆⼗五丁⽬１番２０
2025-03-08
http://acn-j.jp/
 
エ,210095,有限会社エー・シー・エフ
〒262-0023,千葉県千葉市花⾒川区検⾒川町５丁⽬２６９番地１
2023-12-11
http://www.acf80.co.jp/
 
エ,503461,ＡＣＪ株式会社
〒105-0003,東京都港区⻄新橋⼀丁⽬１５番５号 内幸町ケイズビル７階
2025-08-17
https://www.a-c-japan.com/
 
エ,126957,エーシーテクノロジーズ株式会社



〒222-0033,横浜市港北区新横浜３−２０−１２ 新横浜望星ビル４階
2024-06-22
http://www.actex.co.jp/
 
エ,219887,有限会社エーシーテック
〒380-0921,⻑野県⻑野市栗⽥６５３番地１３３
2024-06-22
 
エ,125714,株式会社エーシートライ
〒940-2115,新潟県⻑岡市下⼭３−３５６０−５
2023-08-08
http://www.actry.com
 
エ,213299,有限会社エーシィー
〒982-0033,宮城県仙台市太⽩区富⽥字上野東３−７
2020-07-01
 
エ,223438,株式会社エーシック
〒733-0803,広島県広島市⻄区⻯王町４番４号
2024-08-01
 
エ,211915,ＡＧ株式会社
〒465-0014,愛知県名古屋市名東区上菅１丁⽬４１０
2023-11-24
 
エ,212132,ＡＧＫ建築⾳響株式会社
〒106-0047,東京都港区南⿇布５−２−３２
2024-04-18
http://www.agk-acoustic.com/
 
エ,221704,ＡＧＣ硝⼦建材株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野４丁⽬２４番１１号
2025-06-01
https://www.agc-gk.com/
 
エ,128826,株式会社エージーテック
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町１−２１−１ ヒューリック神⽥橋ビル３Ｆ
2023-03-01
http://www.agtech.co.jp/
 
エ,504598,株式会社エージェントゲート
〒101-0051,東京都千代⽥区神⽥神保町２−４０−５東久ビル６Ｆ
2025-08-31
http://www.agentgate.jp
 
エ,121646,株式会社エージック
〒486-0833,愛知県春⽇井市上条町３−２４
2025-12-12
http://www.agicc.co.jp/
 
エ,219257,株式会社エース
〒923-0302,⽯川県⼩松市符津町オ３１番地１
2024-03-09
 
エ,100758,株式会社エース・オプト



〒124-0024,東京都葛飾区新⼩岩１−５３−１０ 朝⽇⽣命新⼩岩ビル４階
2026-05-25
http://www.ace-opt.co.jp/
 
エ,120930,株式会社エース・システム・エンジニアリング
〒187-0045,東京都⼩平市学園⻄町２−１４−４
2024-02-28
http://www.asenet.jp/
 
エ,214801,株式会社エース・ウォーター
〒812-0036,福岡県福岡市博多区上呉服町１番８号北九州銀⾏呉服町ビル
2023-06-20
https://www.ace-water.net/
 
エ,222966,エース・エンジニヤリング株式会社
〒551-0021,⼤阪府⼤阪市⼤正区南恩加島２丁⽬８番１１号
2024-04-01
http://aceeng.hp.infoseek.co.jp
 
エ,223227,エース技建株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町２ー２５
2024-06-01
 
エ,217190,株式会社エース警備保障
〒660-0815,兵庫県尼崎市杭瀬北新町４丁⽬９−７
2025-10-08
 
エ,218327,エース⼯業有限会社
〒414-0001,静岡県伊東市宇佐美６１３−３０
2023-09-01
 
エ,211613,エースコン⼯業株式会社
〒420-0068,静岡県静岡市葵区⽥町２丁⽬７６番地の２
2026-04-21
http://www.acecon-kogyo.co.jp
 
エ,123905,エースシステム株式会社
〒989-6135,宮城県⼤崎市古川稲葉３−８−２４
2025-05-28
http://www.aceoa.co.jp/
 
エ,111689,有限会社エース精⼯
〒811-2207,福岡県糟屋郡志免町南⾥６−１５−７
2023-02-26
 
エ,231056,エース・テック株式会社
〒596-0808,⼤阪府岸和⽥市三⽥町４７番地４
2025-10-11
 
エ,102835,株式会社エース電⼦
〒949-2302,新潟県上越市中郷区藤沢７００
2025-10-18
http://www.acedenshi.jp/
 
エ,121623,株式会社エースマシナリ



〒386-0005,⻑野県上⽥市古⾥８２−３
2025-12-25
http://www.acemachinery.co.jp
 
エ,220159,株式会社エースメイク
〒607-8345,京都府京都市⼭科区⻄野離宮町３６ー１０
2024-08-17
 
エ,218970,エースライオン株式会社
〒116-0014,東京都荒川区東⽇暮⾥５丁⽬３４番２号
2024-01-26
http://www.acelion.co.jp
 
エ,215283,エースレジン株式会社
〒206-0801,東京都稲城市⼤丸３２７番地
2024-03-06
 
エ,219096,株式会社エー・チーム
〒561-0807,⼤阪府豊中市原⽥中１丁⽬１１番５号
2024-02-16
https://www.ateam.ne.jp/
 
エ,104081,株式会社エーティ・プランニング
〒164-0011,東京都中野区中央１−３８−１ 住友中野坂上ビル３Ｆ
2024-10-16
https://www.atp.co.jp/
 
エ,124799,ＡＴＥサービス株式会社
〒194-0005,東京都町⽥市南町⽥５−６−２３
2026-01-11
http://www.ate.co.jp
 
エ,219920,株式会社ＡＴＳ
〒130-0003,東京都墨⽥区横川２丁⽬１４−７
2024-06-22
 
エ,501922,株式会社ＡＴＳ
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１−２−８ （楠本第２ビル４Ｆ）
2025-10-22
https://www.ats-gr.jp/ats/
 
エ,502141,株式会社エー・ティー・エス
〒381-2246,⻑野県⻑野市丹波島１−５５７−２
2026-01-24
 
エ,100384,ＡＴＳジャパン株式会社
〒123-0841,東京都⾜⽴区⻄新井７−２−４
2025-10-12
 
エ,231373,株式会社ＡＴＬ
〒569-1144,⼤阪府⾼槻市⼤畑町１１番３０−１０３号
2025-11-29
 
エ,106854,株式会社ＡＴＪＣ
〒102-0073,東京都千代⽥区九段北４−１−９ 市ヶ⾕ＭＳビル７階



2026-01-11
 
エ,505716,株式会社エーティケー
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥５丁⽬１−１４
2025-06-03
https://www.a-tk.co.jp/
 
エ,214468,株式会社エーティック
〒063-0801,北海道札幌市⻄区⼆⼗四軒⼀条５丁⽬６番１号
2025-11-15
http://a-tic.co.jp/
 
エ,105764,ＡＴテクマック株式会社
〒254-0012,神奈川県平塚市⼤神３４６１−４
2025-11-29
https://www.anritsu.com/ja-jp/at-techmac
 
エ,103225,株式会社エーテック
〒590-0950,⼤阪府堺市堺区甲斐町⻄２−２−２
2023-06-19
http://www.a-tech-web.co.jp/
 
エ,104728,株式会社エーテック
〒870-0018,⼤分県⼤分市豊海３−７−３
2026-04-12
http://atec-oita.com
 
エ,220312,株式会社エーテック
〒733-0001,広島県広島市⻄区⼤芝２丁⽬４番５号
2024-10-05
 
エ,127882,有限会社エーテックス
〒224-0053,神奈川県横浜市都筑区池辺町３１４５−４−１Ｆ
2025-05-09
http://www.a-tecs.co.jp/
 
エ,215829,株式会社エー・ディー・ウォール
〒962-0802,福島県須賀川市堤字深作２４５番
2024-12-11
 
エ,501084,株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューショズ
〒105-6312,東京都港区虎ノ⾨１−２３−１
2026-01-29
 
エ,105709,有限会社エーディーテック
〒206-0021,東京都多摩市連光寺１−２６−１ ライフアップ聖蹟桜ヶ丘２０２
2025-10-08
 
エ,101017,エーディーワイ株式会社
〒532-0011,⼤阪市淀川区⻄中島３−２３−１５ セントアーバンビル３Ｆ
2024-01-31
http://www.ady-jp.com
 
エ,125684,株式会社エー・ディ・ティ
〒160-0011,東京都新宿区若葉１−５−１５ ⽵村ビル２階



2023-07-25
https://www.adt.co.jp/
 
エ,102999,株式会社Ａ−ＴＲＡＤ
〒950-0134,新潟県新潟市江南区曙町３−７−１２
2026-02-04
http://www.a-trad.co.jp/
 
エ,210153,株式会社Ａ．ＢＭミツガシ
〒343-0042,埼⽟県越⾕市千間台東⼀丁⽬６番地１９
2024-01-28
http://www.a-bm.jp/
 
エ,126301,株式会社エービー
〒216-0034,神奈川県川崎市宮前区梶ヶ⾕１−３
2023-11-30
http://www.ab-mold.com/
 
エ,505782,株式会社ＡＢＩ
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町４−１−６ クアトロ室町ビル９Ｆ
2026-02-21
https://abi-inc.co.jp/
 
エ,220447,株式会社ＡＢＣクレーン
〒506-2121,岐⾩県⾼⼭市丹⽣川町坊⽅１３６６
2024-11-16
https://www.abc-crane.com
 
エ,226859,株式会社エービーシー商会
〒100-0014,東京都千代⽥区永⽥町⼆丁⽬１２番１４号
2023-07-01
http://www.abc-t.co.jp/
 
エ,100967,ＡＢＢ株式会社
〒141-6022,東京都品川区⼤崎２−１−１ ＴｈｉｎｋＰａｒｋ Ｔｏｗｅｒ２２階
2023-12-27
http://www.abb.co.jp
 
エ,219021,ＡＢＢ Ｐｏｗｅｒ Ｇｒｉｄｓ Ｊａｐａｎ株式会社
〒141-6022,東京都品川区⼤崎２−１−１
2024-02-02
 
エ,120411,ＡＰＳジャパン株式会社
〒541-0059,⼤阪市中央区博労町４−５−６
2023-09-18
http://www.apsjapan.com
 
エ,217788,Ａ．Ｐ．Ｆ株式会社
〒332-0032,埼⽟県川⼝市中⻘⽊４丁⽬９番１７号
2026-06-16
 
エ,121767,エーピーエル・ジャパン株式会社
〒541-0046,⼤阪市中央区平野町３−１−９ クラオビル４０１号
2026-06-14
 



エ,504383,株式会社エーピーコミュニケーションズ
〒101-0044,東京都千代⽥区鍛冶町２−９−１２ 神⽥徳⼒ビル
2023-10-10
http://www.ap-com.co.jp
 
エ,502878,株式会社ＡＰ−ＭＡＣ
〒424-0038,静岡県静岡市清⽔区⻄久保４７２−４
2025-10-09
 
エ,104896,ＡＶＸエレクトロニックコンポーネンツ＆インターコネクトソリューションズ株式会社
〒108-0075,東京都港区港南１−９−３６ ＮＴＴデータ品川ビル１３Ｆ
2023-08-23
 
エ,231154,エーブイサービス株式会社
〒220-0023,神奈川県横浜市⻄区平沼⼀丁⽬２０番２３号
2025-10-25
 
エ,214558,エーブルコンストラクション株式会社
〒610-0201,京都府綴喜郡宇治⽥原町⼤字禅定寺⼩字松尾５２番地
2026-02-07
https://able8000.com/
 
エ,105582,ヱーヤキカイ株式会社
〒478-0001,愛知県知多市⼋幡字浦浜１−５１
2025-06-05
 
エ,220246,株式会社Ａ−ＬＩＮＥ
〒591-8011,⼤阪府堺市北区南花⽥町５２−１
2024-09-14
 
エ,231913,エーワイ⼯業株式会社
〒672-8087,兵庫県姫路市飾磨区英賀東町⼀丁⽬５３番地７
2026-04-18
https://www.aykougyou.jp/
 
エ,106411,エーワン株式会社
〒486-0852,愛知県春⽇井市下市場町６−９−２０
2024-11-16
https://www.aone.co.jp/kigyou.html
 
エ,219870,株式会社エー・ワン
〒158-0097,東京都世⽥⾕区⽤賀２−３１−６
2024-06-15
https://www.a-one1.con.jp
 
エ,213246,エーワンエンジニアリング株式会社
〒178-0062,東京都練⾺区⼤泉町４丁⽬１９番１４号
2026-05-20
http://www.a1-eng.co.jp/
 
エ,216012,エーワンスチール株式会社
〒033-0011,⻘森県三沢市幸町２丁⽬４番２６号
2025-02-05
_
 



エ,104745,株式会社エーワン精密
〒183-0033,東京都府中市分梅町２−２０−５
2026-04-24
http://www.a-one-seimitsu.co.jp/
 
エ,504090,エア・ウォーター株式会社
〒542-0081,⼤阪府⼤阪市中央区南船場２−１２−８
2024-10-17
http://www.awi.co.jp/
 
エ,504589,エア・ウォーター・エコロッカ 株式会社
〒106-0031,東京都港区⻄⿇布２−２４−１１ ⿇布ウエストビル１Ｆ
2022-08-03
 
エ,100822,エア・ウォーター・プラントエンジニアリング株式会社
〒592-8331,⼤阪府堺市⻄区築港新町２−６−４０
2023-07-25
http://www.awpe.co.jp/
 
エ,101179,エア・ウォーター・マッハ株式会社
〒390-1701,⻑野県松本市梓川倭４００９−１
2024-03-14
http://www.awimach.com/
 
エ,111185,エア・ウォーター・マテリアル株式会社
〒105-8537,東京都港区浜松町２−１３−７
2024-11-25
http://www.aw-mt.com
 
エ,113566,エア・ウォーター・マテリアル株式会社
〒105-8537,東京都港区浜松町２−１３−７
2023-08-19
https://www.aw-mt.com
 
エ,505536,エア・ウォーター⻄⽇本株式会社
〒542-0081,⼤阪府⼤阪市中央区南船場４丁⽬４番２１号
2024-02-19
https://www.awi.co.jp/west-japan
 
エ,127559,エア・ウォーター北海道株式会社
〒060-0003,札幌市中央区北３条⻄１−２
2026-01-24
https://www.hokkaido-awi.co.jp
 
エ,100835,株式会社エア・ガシズ・テクノス
〒110-0016,東京都台東区台東４−２７−５ 秀和御徒町ビル６Ｆ
2023-08-08
http://www.agtechnos.co.jp/
 
エ,122059,株式会社エア・ガシズ北九州
〒806-0001,北九州市⼋幡⻄区築地町１６−６０
2025-02-15
http://www.jp.airliquide.com
 
エ,503395,株式会社エアー



〒565-0851,⼤阪府吹⽥市千⾥⼭⻄５−３１−２０
2025-04-01
https://www.air.co.jp
 
エ,231901,株式会社エアーズ空調設備
〒203-0054,東京都東久留⽶市中央町三丁⽬２３番５号
2026-04-18
 
エ,215990,エアーテクノス株式会社
〒179-0081,東京都練⾺区北町７丁⽬７番１号
2025-02-05
 
エ,211943,株式会社エアーテック
〒557-0062,⼤阪府⼤阪市⻄成区津守１ー８ー１０
2023-12-08
http://www.air-tec.biz
 
エ,505396,株式会社エアーテック
〒223-0058,神奈川県横浜市港北区新吉⽥東３−３０−１３
2023-06-15
http://www.airtech-corp.com
 
エ,219771,株式会社エアーテック朝⽇
〒440-0853,愛知県豊橋市佐藤４丁⽬２０ー７
2024-05-25
http://www.airtech-asahi.co.jp/
 
エ,219067,有限会社エアーネック
〒489-0873,愛知県瀬⼾市新郷町２３番地４
2024-02-09
 
エ,219204,株式会社エアーファクトリー
〒272-0826,千葉県市川市真間１−６−２２グレース市川１０８号
2024-03-02
 
エ,105831,エアーメック株式会社
〒745-1131,⼭⼝県周南市⼤字⼾⽥４１２０
2026-01-31
 
エ,216390,株式会社エアーライブ
〒270-1337,千葉県印⻄市草深１２４０ー２５
2025-05-14
 
エ,219443,株式会社エアーロードテック
〒816-0912,福岡県⼤野城市御笠川１丁⽬１０−１２
2024-03-23
 
エ,105087,エア・ウォーターＮＶ株式会社
〒660-0091,兵庫県尼崎市中浜町１ー８
2024-04-10
http://www.awi.co.jp/nv/
 
エ,104946,エア・ウォーター・エレクトロニクス株式会社
〒570-0056,⼤阪府守⼝市寺内町２−７−２７
2023-09-28



 
エ,211740,エア・ウォーター防災株式会社
〒651-2271,兵庫県神⼾市⻄区⾼塚台３ー２ー１６
2023-07-08
http://www.awb.co.jp/
 
エ,101047,エア・ウォーター・マテリアル株式会社
〒105-8537,東京都港区浜松町２−１３−７
2026-03-01
http://aw-mt.com
 
エ,102686,エア・ウォーター・ラボアンドフーズ株式会社
〒062-0052,札幌市豊平区⽉寒東２条１６−１−７
2025-07-16
http://www.leskk.co.jp/
 
エ,220767,株式会社ＡＩＲＣＴ
〒731-5146,広島県広島市佐伯区屋代⼆丁⽬２番２０号
2025-03-01
http://airct-dw.com/
 
エ,220502,エアコンスター株式会社
〒241-0032,神奈川県横浜市旭区今宿東町１５７７−５
2024-11-30
http://www.airconstar.co.jp
 
エ,219940,有限会社エアサプライズ
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町⼀丁⽬２番地
2024-06-29
 
エ,220401,株式会社エアシス
〒651-2109,兵庫県神⼾市⻄区前開南町２−１４−９
2024-10-26
https://www.airsys.co.jp/
 
エ,219242,エアシステム株式会社
〒670-0944,兵庫県姫路市阿保⼄１５９番地の１
2024-03-09
 
エ,216452,株式会社エアシステム⼯業
〒880-0912,宮崎県宮崎市⼤字⾚江１５５７番地３
2025-05-21
https://www.airsystem.co.jp/
 
エ,220207,株式会社エアセーブ
〒701-0211,岡⼭県岡⼭市南区東畦２４１ー３９
2024-09-07
 
エ,219601,有限会社エアタック
〒143-0016,東京都⼤⽥区⼤森北６ー１２ー８
2024-04-20
https://sec-sunrise.co.jp/
 
エ,219435,株式会社エアテック
〒812-0863,福岡県福岡市博多区⾦の隈２丁⽬１８−２６



2024-03-23
 
エ,111505,エア・ブラウン株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座８−１３−１
2023-09-19
http://www.arbrown.com
 
エ,219998,エアマテイック株式会社
〒169-0074,東京都新宿区北新宿４丁⽬９番１８−５０２号
2024-07-06
https://airmatik.jp
 
エ,219417,有限会社エアメイク
〒143-0003,東京都⼤⽥区京浜島２丁⽬３番１７号
2024-03-23
 
エ,210328,株式会社エアラック
〒132-0011,東京都江⼾川区瑞江２ー１１ー５
2024-05-21
 
エ,505076,株式会社エアリア
〒156-0054,東京都世⽥⾕区桜丘４−２６−１０
2024-06-11
https://www.area-powers.jp
 
エ,215664,株式会社エアレックス
〒453-0015,愛知県名古屋市中村区椿町１４−１３
2024-10-16
 
エ,231935,エアロテクノサービス株式会社
〒350-1134,埼⽟県川越市⼤字扇河岸５３番地１７
2026-04-25
 
エ,212352,エアロファシリティー株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋４丁⽬９番１号新橋プラザビル１５Ｆ
2024-10-24
https://www.aero.co.jp/
 
エ,111753,株式会社エイ・イー・エス
〒103-0028,東京都中央区⼋重洲１−９−１３
2024-03-14
http://www.aes.co.jp/
 
エ,129813,株式会社エイ・ケイ・アイ
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥５−１−７
2025-03-08
 
エ,105085,エイ・ビー・エス・ジー・コンサルティング・インク ⽇本⽀社
〒221-0052,神奈川県横浜市神奈川区栄町１−１ ＫＤＸ横浜ビル
2024-04-06
http://www.absconsulting.co.jp/index.htm
 
エ,226889,株式会社エイ・ペックス
〒564-0051,⼤阪府吹⽥市豊津町３４ー１４
2023-07-01



 
エ,505407,株式会社エイアイ・フィールド
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥⼀丁⽬２１番１３号
2023-06-16
https://www.aifield.jp/
 
エ,105528,株式会社エイ・アイ・エス
〒306-0231,茨城県古河市⼩堤１８８１−２
2025-04-16
http://www.ais-gr.net/
 
エ,230822,栄愛建設有限会社
〒701-0221,岡⼭県岡⼭市南区藤⽥８８６番地の３
2025-09-13
 
エ,502761,株式会社エイエイエス
〒105-0004,東京都港区新橋４−５−１ アーバン新橋ビル８階
2024-11-01
http://www.aasc.co.jp
 
エ,121644,株式会社エイ・エス・エイ・ピイ
〒331-0056,埼⽟県さいたま市⻄区⼤字三条町２７−１
2025-09-12
 
エ,105779,有限会社エイ・エス・エス
〒221-0863,神奈川県横浜市神奈川区⽻沢町６５９−１３
2025-12-05
 
エ,212063,有限会社エイ・エスクリーン
〒310-0053,茨城県⽔⼾市末広町１ー４ー４１
2024-03-05
 
エ,122564,ＡＳＫ株式会社
〒140-0002,東京都品川区東品川１−３４−１６
2024-10-08
https://ask-co.com
 
エ,129189,株式会社エイエス電気
〒214-0008,神奈川県川崎市多摩区菅北浦２−１２−１４
2023-12-11
http://www.eiesu.com
 
エ,211104,エイ・エル・シー⼯事株式会社
〒561-0834,⼤阪府豊中市庄内栄町５丁⽬１番２０号
2025-04-27
 
エ,211434,エイエルシー販売株式会社
〒650-0025,兵庫県神⼾市中央区相⽣町４丁⽬４番１６号
2025-11-11
http://alc-hanbai.jp/
 
エ,105374,株式会社エイカー
〒525-0044,滋賀県草津市岡本町２２８−１
2024-12-07
 



エ,219883,栄価⼯業株式会社
〒734-0026,広島県広島市南区仁保２丁⽬６番４０号
2024-06-22
 
エ,221102,永川建設株式会社
〒852-8135,⻑崎県⻑崎市千歳町１番５号
2025-02-01
 
エ,215502,栄喜⼯業株式会社
〒983-0822,宮城県仙台市宮城野区燕沢東１丁⽬１番１０号
2024-07-24
 
エ,230782,株式会社永吉
〒171-0014,東京都豊島区池袋⼆丁⽬６１番８号
2025-08-30
http://eikichi.co.jp
 
エ,225223,株式会社栄久建設
〒410-0022,静岡県沼津市⼤岡２１２番地の１
2025-05-01
https://eikyu-kensetsu.co.jp/
 
エ,504570,エイクエント・エルエルシー
〒107-0062,東京都港区南⻘⼭２−１１−１６ ＭＥＴＬＩＦＥ⻘⼭ビル９階
2025-06-22
https://aquent.co.jp/
 
エ,111691,株式会社エイクラ通信
〒335-0001,埼⽟県蕨市北町４−８−５
2024-04-26
http://www.eikura.co.jp/
 
エ,212338,株式会社エイ・クラフト
〒552-0021,⼤阪府⼤阪市港区築港１丁⽬６番３２号
2024-10-03
 
エ,505653,株式会社エイ・ケイ・コーポレーション
〒175-0082,東京都板橋区⾼島平７−２０−１０−２０１
2025-01-12
 
エ,212374,株式会社栄研
〒532-0022,⼤阪府⼤阪市淀川区野中南⼆丁⽬５番２２号
2024-11-14
 
エ,126882,永研⼯業株式会社
〒381-2226,⻑野県⻑野市川中島町今井豊⽥１６６５−１
2024-05-29
http://eiken-k.co.jp
 
エ,230776,株式会社英建⼯業
〒441-0105,愛知県豊川市伊奈町南⼭新⽥４８６番地
2025-08-30
 
エ,219323,株式会社栄研設備
〒890-0037,⿅児島県⿅児島市広⽊三丁⽬１５番１２号



2024-03-16
 
エ,102267,株式会社エイコー
〒101-0044,東京都千代⽥区鍛冶町２−１０−７ フェスタビル２Ｆ
2025-02-04
https://www.1974eiko.co.jp
 
エ,231278,株式会社エイコー
〒288-0032,千葉県銚⼦市東⼩川町２４２１番地１
2025-11-15
 
エ,210651,エイコー技研株式会社
〒791-8078,愛媛県松⼭市中須賀１丁⽬１７番３号
2024-10-28
 
エ,104138,株式会社エイコー社
〒299-0102,千葉県市原市⻘柳１−７−５
2024-10-28
http://www.eikohsha-jp.com
 
エ,101445,英興株式会社
〒612-8206,京都市伏⾒区下⿃⽻六反⻑町１２３
2025-05-10
http://www.eikoh-kk.co.jp/
 
エ,111671,株式会社英光
〒350-0452,埼⽟県⼊間郡⽑呂⼭町⼤⾕⽊５２−１
2026-04-12
http://www.eikou-seimitu.com
 
エ,111676,株式会社エイコウ
〒639-1121,奈良県⼤和郡⼭市杉町２４０−１
2026-06-11
http://www.j-eikou.jp
 
エ,111832,有限会社栄功
〒145-0071,東京都⼤⽥区⽥園調布１−２０−１０
2024-06-07
 
エ,211499,株式会社栄⼯
〒422-8021,静岡県静岡市駿河区⼩⿅⼀丁⽬５７番３３号
2026-01-12
 
エ,229531,株式会社栄光
〒135-0034,東京都江東区永代⼆丁⽬３１番１６号
2026-03-01
http://www.i-eiko.co.jp/
 
エ,219389,永光エンジニアリング株式会社
〒410-0007,静岡県沼津市⻄沢⽥３１０ー１
2024-03-23
https://eiko1800.co.jp
 
エ,111662,株式会社栄光化学
〒458-0801,名古屋市緑区鳴海町字天⽩２３



2025-07-06
http://www.eikoh-chemical.jp/
 
エ,129669,株式会社栄光化学⼯業所
〒651-2271,兵庫県神⼾市⻄区⾼塚台３−１−１９
2024-12-04
http://www.eikoh-chemical.co.jp/
 
エ,222519,栄興⾦属株式会社
〒536-0004,⼤阪府⼤阪市城東区今福⻄５ー６ー１０
2023-12-01
http://www.eiko-kinzoku.co.jp
 
エ,104357,栄光技研株式会社
〒571-0015,⼤阪府⾨真市三ツ島４−２０−２
2025-04-04
http://www.eiko-sp.co.jp/
 
エ,210796,永光建機株式会社
〒206-0011,東京都多摩市関⼾６ー４ー１５
2024-12-28
 
エ,214129,永光建設株式会社
〒194-0212,東京都町⽥市⼩⼭町２６０６番地５
2025-04-05
http://www.eiko-k.com/
 
エ,215152,有限会社永光建設
〒930-0966,富⼭県富⼭市⽯⾦１丁⽬１１ー７
2023-12-26
 
エ,216683,栄光建設株式会社
〒350-1167,埼⽟県川越市⼤字⼤袋新⽥８４３番地８
2025-06-18
_
 
エ,217610,株式会社英幸建設
〒501-6257,岐⾩県⽻島市福寿町平⽅⼗⼆丁⽬８０番地
2026-02-25
 
エ,220978,エイコウ・サービス株式会社
〒226-0023,神奈川県横浜市⻄区平沼⼀丁⽬３４番７号
2025-04-05
http://www.esc-eiko.co.jp/
 
エ,100051,英光産業株式会社
〒918-8239,福井県福井市成和２−３０６
2025-07-15
http://www.eiko-ind.co.jp
 
エ,102211,栄光産業株式会社
〒270-0107,千葉県流⼭市⻄深井１０２８−８
2025-01-24
http://www.eiko-sangyo.co.jp/
 



エ,105376,映光産業株式会社
〒600-8216,京都市下京区⻄洞院通塩⼩路上ル東塩⼩路町６０８−９ ⽇本⽣命三哲ビル３階
2024-12-11
http://www.eiko-group.co.jp/
 
エ,218145,株式会社英光産業
〒130-0021,東京都墨⽥区緑４−１７−７
2023-08-04
 
エ,228138,栄光産業株式会社
〒454-0976,愛知県名古屋市中川区服部五丁⽬１３０３番地の１
2024-06-07
 
エ,111785,株式会社栄⼯社
〒720-8515,広島県福⼭市南町７−２７
2023-09-13
http://www.eikosha.co.jp/
 
エ,102641,株式会社栄光製作所
〒370-2455,群⾺県富岡市神農原１１０９−２
2025-06-28
http://kk-eikoh.com
 
エ,122621,株式会社栄光製作所
〒399-0704,⻑野県塩尻市⼤字広丘郷原１０００−６
2024-10-14
http://www.eiko-ss.com/
 
エ,120330,栄光精密⼯業株式会社
〒333-0866,埼⽟県川⼝市芝６９０８−１
2023-08-27
 
エ,220800,株式会社栄光セフロ
〒242-0024,神奈川県⼤和市福⽥２３８４番地１５
2025-03-08
http://www.eikou-sfr.co.jp
 
エ,213047,栄光テクノ株式会社
〒700-0943,岡⼭県岡⼭市南区新福２丁⽬７ー２０
2026-02-12
https://eiko-techno.co.jp/
 
エ,111655,永光電機株式会社
〒105-0013,東京都港区浜松町１−２−７
2025-03-09
http://www.21eiko.co.jp
 
エ,230586,栄光電気株式会社
〒452-0822,愛知県名古屋市⻄区中⼩⽥井三丁⽬２１０番地
2025-08-02
 
エ,218925,株式会社永幸電設
〒880-0921,宮崎県宮崎市⼤字本郷南⽅字⽴和５１７番地
2024-01-19
 



エ,224966,株式会社栄広プロビジョン
〒221-0835,神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町３丁⽬２９番地の１
2025-04-01
http://www.eiko119.co.jp
 
エ,121588,栄興防災株式会社
〒310-0844,茨城県⽔⼾市住吉町３２−２
2025-05-30
 
エ,106735,株式会社エイサムテクノロジー
〒550-0014,⼤阪府⼤阪市⻄区北堀江１−１−２７ イマイビル５階Ｅ
2025-07-15
https://www.a-sum.co.jp
 
エ,120077,栄商⾦属株式会社
〒146-0092,東京都⼤⽥区下丸⼦２−１−３
2023-07-15
http://www.eisyo.co.jp
 
エ,216367,栄松通商株式会社
〒103-0012,東京都東京都中央区⽇本橋堀留町１丁⽬２番１３号信州会ビル５Ｆ
2022-05-08
 
エ,219509,株式会社永昌洋⾏
〒812-0028,福岡県福岡市博多区須崎町６ー２５
2024-03-30
 
エ,100515,株式会社栄伸
〒332-0017,埼⽟県川⼝市栄町１−３−１８
2025-12-21
http://www.eishin1976.co.jp
 
エ,111541,株式会社エイシン
〒252-0235,神奈川県相模原市中央区相⽣３−８−４
2024-07-25
http://www.s-eishin.co.jp
 
エ,212797,栄伸株式会社
〒593-8327,⼤阪府堺市⻄区鳳中町４丁９６ー３
2025-08-21
 
エ,214154,株式会社エイシン
〒243-0302,神奈川県愛甲郡愛川町春⽇台⼀丁⽬１５番地の１０
2025-04-19
 
エ,214745,株式会社栄伸
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋２−３−２１⼋重洲セントラルビル９階
2020-05-30
 
エ,217946,株式会社栄信
〒761-1703,⾹川県⾼松市⾹川町浅野７９０−４
2023-07-14
 
エ,220069,有限会社エイシン
〒062-0041,北海道札幌市豊平区福住１条４丁⽬８番５号



2024-07-20
 
エ,229933,株式会社永伸
〒290-0025,千葉県市原市加茂２ー１ー１２
2023-09-05
 
エ,121795,株式会社エイシンインターナショナル
〒541-0046,⼤阪市中央区平野町１−６−９
2026-04-23
http://www.eishin.intl.co.jp
 
エ,121118,株式会社永真エンジニアリング
〒182-0035,東京都調布市上⽯原３−５７−１
2024-03-20
 
エ,124679,栄進化学株式会社
〒105-0021,東京都港区東新橋１−２−１３
2025-12-08
http://www.eishinkagaku.co.jp/
 
エ,219936,英進機⼯株式会社
〒164-0014,東京都中野区南台１ー１ー１４
2024-06-29
 
エ,129505,栄進⾦属⼯業株式会社
〒710-1203,岡⼭県総社市新本１４９−１
2024-07-13
http://www.e-k-metal.com/
 
エ,214227,有限会社栄伸建設
〒712-8012,岡⼭県倉敷市連島２丁⽬３ー１１
2025-06-07
_
 
エ,103578,有限会社永新⼯業
〒370-0313,群⾺県太⽥市新⽥反町町９４−３
2024-01-26
 
エ,214071,有限会社栄信⼯業
〒501-6207,岐⾩県⽻島市⾜近町５丁⽬２１０番地
2025-03-15
http://eishinkg.com/
 
エ,215748,栄伸⼯業株式会社
〒670-0061,兵庫県姫路市⻄今宿２丁⽬１番３４号
2024-11-13
http://eishin-k.biz/
 
エ,216076,有限会社英伸⼯業
〒730-0001,広島県広島市中区⽩島北町１０‐８
2022-02-19
 
エ,222552,栄進⼯業株式会社
〒818-0013,福岡県筑紫野市岡⽥３ー１０ー５
2024-01-01



 
エ,217299,有限会社栄進広告
〒458-0007,愛知県名古屋市緑区篭⼭⼆丁⽬１０５番地
2025-11-12
 
エ,223684,栄伸産業株式会社
〒210-0867,神奈川県川崎市川崎区扇町６ー６
2024-10-01
 
エ,225505,永進産業株式会社
〒734-0013,広島県広島市南区出島２丁⽬１２ー４０
2025-06-01
 
エ,124391,株式会社栄伸精機
〒313-0031,茨城県常陸太⽥市岡⽥町２０７０−３
2025-07-29
http://eishinseiki.co.jp/
 
エ,111679,有限会社栄進製作所
〒358-0002,埼⽟県⼊間市東町７−１−１０
2026-02-23
 
エ,213194,株式会社エイシンテック
〒561-0892,⼤阪府豊中市⼭ノ上町１０ー１０
2026-04-08
http://www.eishintec.co.jp
 
エ,505355,株式会社栄進電機
〒270-2231,千葉県松⼾市稔台７丁⽬１３番地１
2026-03-11
http://eishin-denki.co.jp/
 
エ,215841,栄信電気⼯業株式会社
〒331-0811,埼⽟県さいたま市北区吉野町１丁⽬４２５番地１４
2024-12-18
http://www.eisin.co.jp/
 
エ,106757,有限会社永進電機製作所
〒525-0005,滋賀県草津市志那町４−２
2025-08-19
http://eishin-ds.co.jp
 
エ,216687,株式会社エイシン電装
〒350-1305,埼⽟県狭⼭市⼤字東三ツ⽊２９４番地の８
2025-06-18
http://eishin-d.com/
 
エ,106451,株式会社エイジー
〒426-8601,静岡県藤枝市兵太夫７４８
2024-12-15
 
エ,101105,ＡＧＣ株式会社
〒100-8405,東京都千代⽥区丸の内１−５−１ 新丸の内ビルディング
2024-04-20
http://www.agc.com



 
エ,229744,ＡＧＣオートモーティブウィンドウシステムズ株式会社
〒105-0014,東京都港区芝３丁⽬１６番１２号
2026-06-03
http://www.agc-winsys.com/
 
エ,212616,ＡＧＣ沖縄硝⼦建材株式会社
〒903-0103,沖縄県中頭郡⻄原町字⼩那覇１３２３番地
2025-05-15
https://www.agc.okinawa/
 
エ,114411,ＡＧＣ硝⼦建材株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野４−２４−１１ ＮＦＢ上野ビル６階
2024-04-07
http://www.agc-gk.com
 
エ,121236,ＡＧＣテクノグラス株式会社
〒421-0302,静岡県榛原郡吉⽥町川尻３５８３−５
2025-12-12
http://atgc.co.jp
 
エ,113490,ＡＧＣファブリテック株式会社
〒108-0014,東京都港区芝４−１３−２ ⽥町フロントビル８Ｆ
2026-06-23
 
エ,121611,ＡＧＣファブリテック株式会社
〒108-0014,東京都港区芝４−１３−２ ⽥町フロントビル８Ｆ
2025-11-16
http://www.agc-fabritech.com/
 
エ,126803,ＡＧＣマテックス株式会社
〒252-0212,神奈川県相模原市中央区宮下１−２−２７
2024-04-07
http://www.agm.co.jp
 
エ,104005,株式会社エイジア
〒105-0004,東京都港区新橋３−７−１１ 川島ビル２階
2024-10-01
http://www.asia-co.jp/
 
エ,106625,株式会社エイジェックＯ＆Ｍインテグレート
〒400-0046,⼭梨県甲府市下⽯⽥２−１０−５
2025-04-08
https://om-integrate.co.jp/
 
エ,215236,有限会社栄城建装
〒849-1106,佐賀県杵島郡⽩⽯町廿治１２２５ー１
2024-02-20
 
エ,228146,株式会社栄城社
〒615-0003,京都府京都市右京区⻄院⻄今⽥町２０番地５
2024-06-07
 
エ,230088,株式会社エイジレスサービス
〒310-0846,茨城県⽔⼾市東野町１３６番３



2025-05-17
 
エ,505205,株式会社エイジング
〒105-0004,東京都港区新橋⼆丁⽬２番９号
2025-04-11
https://www.azing.co.jp/
 
エ,504620,株式会社エイス
〒112-0004,東京都⽂京区後楽２−３−１１ ニューグローリービル ２Ｆ
2025-12-28
 
エ,106345,ＡＳＵＳ ＪＡＰＡＮ株式会社
〒101-0051,東京都千代⽥区神⽥神保町３−２３−２ 神保町錦明ビル７Ｆ
2024-09-09
https://www.asus.com/jp/
 
エ,227020,株式会社営善
〒720-0821,広島県福⼭市東川⼝町３丁⽬１８番１３号
2023-09-01
http://www.eizen-6.com
 
エ,115685,ＥＩＺＯ株式会社
〒924-8566,⽯川県⽩⼭市下柏野町１５３
2024-03-29
http://www.eizo.co.jp
 
エ,503355,株式会社映像センター
〒135-0063,東京都江東区有明３−７−１８ 有明セントラルタワー８Ｆ
2025-02-01
http://avc.co.jp/
 
エ,224510,永代機械⼯業株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川１丁⽬２２番１１号
2025-04-01
http://www.eitaimachinery.co.jp
 
エ,121537,永⼤化⼯株式会社
〒547-0041,⼤阪市平野区平野北２−３−９
2025-01-26
http://www.eidaikako.co.jp
 
エ,220849,永⼤興業株式会社
〒607-8111,京都府京都市⼭科区⼩⼭南溝町６０番地
2025-03-15
 
エ,122952,永⼤産業株式会社
〒559-8658,⼤阪府⼤阪市住之江区平林南２−１０−６０
2025-01-07
http://www.eidai.com
 
エ,231519,栄⽥建設⽊材⼯業有限会社
〒238-0023,神奈川県横須賀市森崎⼀丁⽬２番１７号
2025-12-27
 
エ,111479,株式会社Ｈ・Ｒ・Ｃ



〒671-1534,兵庫県揖保郡太⼦町福地字⻯野道４１−５
2024-03-24
 
エ,103226,株式会社エイチ・アイ・シー
〒565-0853,⼤阪府吹⽥市春⽇１−４−１３ 清⽔ビル１０２
2026-06-19
http://www.hicnet.co.jp
 
エ,122747,株式会社Ｈ・Ｉシステック
〒861-1113,熊本県合志市栄３７９２−１０９
2024-11-07
http://www.hi-corp.jp/
 
エ,105898,株式会社エイチ・エー・ティー
〒183-0004,東京都府中市紅葉丘３−１２−１４
2026-04-08
http://www.h-a-t.co.jp
 
エ,123346,エイチ・シー・スタルク株式会社
〒100-0013,東京都千代⽥区霞が関３−２−６ 東京倶楽部ビルディング５Ｆ
2023-03-11
http://www.hcstarck.com
 
エ,117096,エイチ・シー・ネットワークス株式会社
〒111-0053,東京都台東区浅草橋１−２２−１６ ヒューリック浅草橋ビル４Ｆ
2024-07-18
http://www.hcnet.co.jp/
 
エ,505362,Ｈ．Ｒ．Ｉ株式会社
〒169-0073,東京都新宿区百⼈町１丁⽬２３−４ Ｄ−ＳＱＵＡＲＥ Ｓｈｉｎｊｕｋｕ １．２Ｆ
2023-04-02
https://www.hri-group.jp/
 
エ,220174,株式会社ＨＲＳ
〒324-0234,栃⽊県⼤⽥原市前⽥８４８−２５
2024-08-24
 
エ,229208,株式会社エイチ・アール・オー
〒061-1137,北海道北広島市緑陽町２丁⽬２番地７
2025-07-26
 
エ,117075,エイチアールディー株式会社
〒550-0002,⼤阪市⻄区江⼾堀３−６−４４
2023-09-17
http://www.hrd-a.co.jp/
 
エ,504390,ＨＩＳホールディングス株式会社
〒060-0031,北海道札幌市中央区北１条東２丁⽬５−６
2023-11-07
http://www.hokuyois.co.jp/
 
エ,220260,ＨＩＴ株式会社
〒121-0054,東京都⾜⽴区⾠沼２丁⽬２番１号
2024-09-21
http://www.hit-jiban.com



 
エ,103732,株式会社Ｈ＆Ｉ
〒532-0003,⼤阪市淀川区宮原５−１−２８ 新⼤阪⼋千代ビル別館２階Ｂ号
2024-03-25
 
エ,101952,株式会社エイチアンドエフ
〒919-0695,福井県あわら市⾃由ケ丘１−８−２８
2024-11-22
http://www.h-f.co.jp
 
エ,231214,株式会社Ｈ＆Ｍプラント
〒554-0051,⼤阪府⼤阪市此花区⾣島三丁⽬１４番３７号
2025-11-01
https://handmplant.co.jp/
 
エ,218904,株式会社エイチ・エス・エイ
〒544-0023,⼤阪府⼤阪市⽣野区林寺６−８−２４
2024-01-12
 
エ,212061,株式会社ＨＳクリエイティブ
〒550-0004,⼤阪府⼤阪市⻄区靱本町２丁⽬９−７
2024-03-05
 
エ,231478,株式会社エイチ・エス・ワイ
〒341-0054,埼⽟県三郷市泉三丁⽬３番地２１
2025-12-19
 
エ,216621,合同会社ＨＮＭサービス（その他）
〒053-0012,北海道苫⼩牧市汐⾒町三丁⽬７番２３号コーポＲ ＮＯ２ １０２
2025-06-11
_
 
エ,217178,株式会社エイチエム
〒441-8087,愛知県豊橋市牟呂町字古幡焼３３番地
2025-10-01
 
エ,225011,株式会社ＨＭコーポレーション
〒331-0811,埼⽟県さいたま市北区吉野町１丁⽬３９番地３
2025-04-01
 
エ,505238,株式会社ＨＭＧ ＬＩＭＩＴＥＤ
〒150-0001,東京都渋⾕区神宮前５−４７−１０ナオイビル２Ｆ
2022-06-20
www.hmgltd.jp
 
エ,112213,株式会社ＨＫシートメタルテック
〒824-0022,福岡県⾏橋市⼤字稲童４６６−１
2023-07-26
https://www.suematsu.co.jp/houyou/corporation/index.html
 
エ,128596,株式会社ＨＫシートメタルテック
〒824-0022,福岡県⾏橋市⼤字稲童４６６−１
2026-04-11
 
エ,220493,株式会社ＨＫ−プランニング



〒755-0061,⼭⼝県宇部市若松町５−２４
2024-11-30
https://hk-planning.com/
 
エ,502956,株式会社英知コーポレーション
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿７−２２−４５
2023-06-04
http://www.eich.co.jp
 
エ,220666,株式会社栄智商会
〒456-0066,愛知県名古屋市熱⽥区野⽴町三丁⽬９８番地
2025-02-01
 
エ,503985,ＨＴＣ ＮＩＰＰＯＮ株式会社
〒103-0002,東京都中央区⽇本橋⾺喰町１−９−１ ＴＨＥ ＣＯＲＮＥＲ⽇本橋ｅａｓｔ５ 階
2024-06-21
https://www.htc.com/jp/
 
エ,117515,株式会社ＨＤＣ
〒060-0061,札幌市中央区南１条⻄１０−２ 南⼀条道銀ビル
2023-11-26
https://www.lilac.co.jp/hdc
 
エ,117517,株式会社ＨＢＡ
〒060-0004,札幌市中央区北４条⻄７−１−８
2025-02-23
https://www.hba.co.jp/
 
エ,102040,株式会社ＨＹＳエンジニアリングサービス
〒187-8512,東京都⼩平市御幸町３２
2024-12-17
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/hyses/
 
エ,104058,株式会社ＡＴソリューションズ
〒980-0014,宮城県仙台市⻘葉区本町２−１０−３３
2024-10-13
http://www.at-solutions.co.jp
 
エ,101920,株式会社エイティック
〒960-8036,福島市新町８−８
2024-10-25
http://www.eightiec.co.jp
 
エ,121707,有限会社エイテック
〒132-0021,東京都江⼾川区中央３−４−７
2023-05-14
 
エ,129370,株式会社エイテックス
〒015-0875,秋⽥県由利本荘市砂⼦下１００−１
2024-03-09
 
エ,503702,ＡＴＥＮジャパン株式会社
〒116-0003,東京都荒川区南千住３−８−４  ＡＴＥＮビル
2025-10-04
https://www.aten.com/jp/ja/



 
エ,220909,株式会社エイディ
〒534-0021,⼤阪府⼤阪市都島区都島本通⼀丁⽬８番１９号
2025-03-22
 
エ,211769,株式会社エイディーグリーン
〒473-0922,愛知県豊⽥市⾼岡本町秋葉１２９番地
2023-07-27
 
エ,221770,株式会社エイディエフ・アヤベ
〒700-0845,岡⼭県岡⼭市南区浜野２丁⽬８番１１号
2025-07-01
https://adfayabe.jp/
 
エ,104855,エイデイケイ富⼠システム株式会社
〒010-0851,秋⽥県秋⽥市⼿形字⼭崎１１０−３
2026-07-10
https://www.adf.co.jp/
 
エ,121608,有限会社栄電舎
〒346-0028,埼⽟県久喜市河原井町４７
2026-02-08
http://www.e-eiden.jp
 
エ,231790,株式会社栄電舎
〒830-0047,福岡県久留⽶市津福本町字南津留２３４８番地の８
2026-03-20
https://www.eidensha-group.com/
 
エ,111629,株式会社エイト
〒386-1322,⻑野県上⽥市⼩島６４４
2026-02-12
http://www.eight-ltd.co.jp/
 
エ,214125,株式会社栄塗技建
〒321-0151,栃⽊県宇都宮市⻄川⽥町４０９ー３
2025-04-05
http://www.eito-g.co.jp/
 
エ,111757,エイト技⼯株式会社
〒252-0215,神奈川県相模原市中央区氷川町１５−１４
2023-11-25
http://www.eight-g.co.jp
 
エ,214299,エイト建設株式会社
〒771-0202,徳島県板野郡北島町太郎⼋須字鍋川３０ー５
2025-07-26
 
エ,101075,株式会社エイト⼯業
〒223-8588,横浜市港北区綱島東６−７−９
2024-03-24
http://www.eightkougyou.com
 
エ,214946,株式会社エイト産業
〒901-0231,沖縄県豊⾒城市我那覇３０４番２号１０１号室



2023-08-22
 
エ,100446,株式会社エイト電⼦
〒205-0023,東京都⽻村市神明台１−３４−１
2025-12-07
http://www.eito-denshi.co.jp/
 
エ,504742,株式会社エイトレッド
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕２丁⽬１５番地１
2023-07-10
https://www.atled.jp/
 
エ,230139,エイトレント株式会社
〒530-0013,⼤阪府⼤阪市北区茶屋町１８番２１号
2025-05-31
https://eightrent.co.jp/
 
エ,223341,株式会社エイトン
〒450-0002,愛知県名古屋市中村区名駅５丁⽬３番８号
2024-07-01
 
エ,219780,エイハン・ジャパン株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦３−１５−２⼭本ビル３階
2024-05-25
https://www.snorkeljp.com/
 
エ,505608,株式会社ＡＰパートナーズ
〒160-0022,東京都新宿区新宿２丁⽬６番４号新宿通東洋ビル１０階
2024-07-30
https://appart.co.jp/
 
エ,123681,エイブリィ デニソン オーバーシーズ コーポレーション
〒190-0023,東京都⽴川市柴崎町２−１６−１６ ヴィクター本社ビル３Ｆ
2025-03-09
 
エ,104332,エイブリック株式会社
〒108-8330,東京都港区三⽥３ー９ー６
2025-03-15
https://www.ablic.com
 
エ,216716,株式会社エイブル
〒979-1301,福島県双葉郡⼤熊町⼤字夫沢字中央台５５１番地の６
2025-06-25
http://www.abl-fukushima.co.jp
 
エ,223441,株式会社エイブル
〒979-1301,福島県双葉郡⼤熊町⼤字夫沢字中央台５５１−６
2024-08-01
https://www.able-can.jp/
 
エ,106561,有限会社エイブル原
〒341-0053,埼⽟県三郷市彦倉１−５４−１
2025-02-04
 
エ,215923,株式会社エイブルフソー



〒361-0057,埼⽟県⾏⽥市城⻄５丁⽬１０番２３号
2025-01-22
http://ablefuso.co.jp/
 
エ,111650,株式会社エイプルジャパン
〒108-0014,東京都港区芝５−２９−２０ クロスオフィス三⽥４０４
2025-02-26
https://www.apl.co.jp/
 
エ,121800,株式会社エイペックス
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊２−２３−１−４６６
2024-06-05
http://www.apex-jp.net
 
エ,124765,株式会社エイペックス・アドバンスト・テクノロジー
〒186-0003,東京都国⽴市富⼠⾒台２−１４−１
2025-12-24
http://www.aat-jp.net
 
エ,111639,株式会社栄宝器機
〒358-0035,埼⽟県⼊間市中神１１４−１
2026-02-16
http://www.eihou.co.jp
 
エ,503419,株式会社エイポック
〒230-0051,神奈川県横浜市鶴⾒区鶴⾒中央４−３６−１ ナイス第２ビル５階
2025-05-24
https://www.a-poc.co.jp/
 
エ,103931,株式会社エイム
〒195-0063,東京都町⽥市野津⽥町３４−１
2024-08-11
http://www.aim-genki.com
 
エ,104006,株式会社エイム
〒755-0151,⼭⼝県宇部市⻄岐波区宇部臨空頭脳パーク１
2024-10-02
http://www.aim-yamaguchi.co.jp/
 
エ,128383,株式会社エイム・トータス
〒192-0154,東京都⼋王⼦市下恩⽅町３０８−２５
2025-11-15
http://www.aimtotasu.co.jp/
 
エ,217048,株式会社エイムエンジニアリング
〒741-0063,⼭⼝県岩国市関⼾１丁⽬１０６番地１
2025-09-03
https://aim-eng.co.jp/
 
エ,505442,エイムシステム株式会社
〒812-0013,福岡県福岡市博多区博多駅東３−１４−１８ 福岡建設会館５０４号
2026-07-16
http://www.aimsys.co.jp
 
エ,120263,エイム電⼦株式会社



〒252-0327,神奈川県相模原市南区磯部１３５３
2023-08-09
http://www.aim-ele.co.jp
 
エ,111849,有限会社エイヤ商会
〒467-0862,名古屋市瑞穂区堀⽥通２−１６
2024-06-23
 
エ,214701,株式会社エイユー
〒171-0033,東京都豊島区⾼⽥３丁⽬２０番１号
2026-04-25
https://www.kk-ayu.co.jp/
 
エ,225194,栄友建設株式会社
〒260-0012,千葉県千葉市中央区本町３ー１ー３
2025-05-01
 
エ,101932,永楽電気株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１−１９−２
2024-11-21
http://www.eiraku.com
 
エ,215045,株式会社栄林スチール
〒263-0024,千葉県千葉市稲⽑区⽳川３−１１−１５
2023-10-17
 
エ,105618,永和株式会社
〒306-0052,茨城県古河市⼤⼭１６０１−１
2025-07-08
http://www.eiwa-hs.co.jp
 
エ,111561,英和株式会社
〒550-0014,⼤阪市⻄区北堀江４−１−７
2024-07-30
https://eiwa-net.co.jp
 
エ,216563,株式会社栄和
〒337-0015,埼⽟県さいたま市⾒沼区蓮沼５４５ー２
2025-06-04
 
エ,218226,株式会社エイワ
〒160-0005,東京都新宿区愛住町９番地稲垣ビル壱階
2023-08-11
 
エ,229423,有限会社栄和
〒360-0033,埼⽟県熊⾕市曙町５ー１１
2025-12-07
http://www.eiwa1990.jp
 
エ,224541,株式会社英和技研
〒321-0157,栃⽊県宇都宮市幕⽥町３８３ー１
2025-04-01
https://eiwagiken.jp/
 
エ,210564,有限会社栄和建設



〒478-0042,愛知県知多市⻑浦１−２７
2024-09-25
 
エ,111613,永和⼯業株式会社
〒655-0043,神⼾市垂⽔区南多聞台５−２−２
2023-06-15
 
エ,125929,栄和鋼業株式会社
〒059-0034,北海道登別市鷲別町６−３６−１
2023-10-24
http://www.eiwa-steel.co.jp/
 
エ,129313,栄和⼯業株式会社
〒671-1132,兵庫県姫路市⼤津区勘兵衛町１−１５８−８
2024-02-23
 
エ,213114,株式会社永和⼯業
〒238-0023,神奈川県横須賀市森崎１丁⽬１９番３号
2026-03-12
https://www.eiwa-kogyo.jp
 
エ,214608,永和興業株式会社
〒551-0021,⼤阪府⼤阪市⼤正区南恩加島４ー４ー１０
2023-02-28
http://www.eiwakk.co.jp
 
エ,215833,栄輪⼯業株式会社
〒320-0867,栃⽊県宇都宮市⼤寛２丁⽬６番１４号
2024-12-11
https://eiwa-industry.com/
 
エ,230194,株式会社永和興産
〒810-0005,福岡県福岡市中央区清川三丁⽬２８番１２号
2025-06-07
https://www.eiwa-kosan.jp/
 
エ,104169,有限会社永和コマース
〒107-0062,東京都港区南⻘⼭５−６−２５ 永和ビル４Ｆ
2024-11-17
http://www.eiwa-commerce.com/
 
エ,111778,栄和産業株式会社
〒485-0061,愛知県⼩牧市藤島町向江１５
2024-04-07
http://www.eiwa-shinryog.com
 
エ,223065,永和産業株式会社
〒134-0084,東京都江⼾川区東葛⻄６ー２３ー２
2024-05-01
http://www.eiwasangyo.jp/
 
エ,128773,株式会社英和商会
〒561-0808,⼤阪府豊中市原⽥元町３−９−６
2026-02-12
 



エ,227449,永和設備企画株式会社
〒399-0701,⻑野県塩尻市広丘吉⽥２６９８−１
2024-02-22
 
エ,217094,栄和設備⼯業株式会社
〒742-0417,⼭⼝県岩国市周東町下久原１４９−１
2025-09-10
 
エ,125482,エイワ電器株式会社
〒667-1311,兵庫県美⽅郡⾹美町村岡区村岡１８４
2026-06-03
http://www.eiwadc.co.jp
 
エ,215451,永和電気株式会社
〒185-0012,東京都国分寺市本町２丁⽬２２番７号
2024-06-12
http://www.eiwadenki.co.jp
 
エ,220367,株式会社栄和ビルド
〒182-0012,東京都調布市深⼤寺東町２−４−６
2024-10-19
https://www.eiwabuild.co.jp
 
エ,216444,永和床株式会社
〒577-0015,⼤阪府東⼤阪市⻑⽥⻄４−３−２９
2025-05-14
http://www.eiwayuka.jp/
 
エ,223157,栄和リサイクル株式会社
〒169-0051,東京都新宿区⻄早稲⽥２ー９ー１６
2024-06-01
http://er-eiwa-recycle.co.jp/
 
エ,219331,有限会社エイ・ワン
〒468-0077,愛知県名古屋市天⽩区⼋事⼭１２７番地
2024-03-16
 
エ,229360,株式会社エオネックス
〒920-0209,⽯川県⾦沢市東蚊⽖町１丁⽬１９番地４
2025-10-31
http://www.chika.co.jp/
 
エ,213692,株式会社えがみ塗装
〒839-0842,福岡県久留⽶市御井朝妻１ー１ー１３
2024-04-28
http://egami-p.jp
 
エ,229583,株式会社江川⼯業
〒661-0033,兵庫県尼崎市南武庫之荘２丁⽬４番１２号
2026-03-17
 
エ,122289,株式会社江川製作所
〒939-1842,富⼭県南砺市野⽥２０８
2024-08-11
 



エ,223315,株式会社エキスパート
〒160-0022,東京都新宿区新宿２丁⽬１３−１０
2024-07-01
 
エ,215818,株式会社エキスプレス⼯業社
〒114-0015,東京都北区中⾥⼆丁⽬⼗六番⼗号
2024-12-04
 
エ,106747,株式会社エキスプレス社
〒104-0061,東京都中央区銀座３−９−４
2025-07-28
https://express-net.co.jp/
 
エ,102610,株式会社エクア
〒252-0303,神奈川県相模原市南区相模⼤野８−１０−６ ユタカビル５Ｆ
2025-06-14
http://www.equa.co.jp
 
エ,127663,株式会社エクサネット
〒101-0052,東京都千代⽥区神⽥⼩川町１−８−５ ⾦⽯舎ビル２Ｆ
2025-01-04
 
エ,504478,株式会社エクシーズ
〒812-0011,福岡県福岡市博多区博多駅前１−３１−１７ 東宝福岡ビル８Ｆ
2024-10-13
http://www.xseeds.co.jp/
 
エ,214757,株式会社エクシィズ
〒507-0071,岐⾩県多治⾒市旭ヶ丘１０丁⽬６−５５
2023-06-06
http://www.x-s.jp
 
エ,111137,エクシオ・デジタルソリューションズ株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦４−２−８ 住友不動産三⽥ツインビル東館
2025-02-27
https://www.exeo-digitalsolutions.co.jp/
 
エ,503581,エクシオ・システムマネジメント株式会社
〒101-0062,東京都千代⽥区神⽥駿河台４−２−５ トライエッジ御茶ノ⽔
2025-08-30
www.exeo-systemmanagement.co.jp
 
エ,113241,株式会社エクシオテック
〒143-0006,東京都⼤⽥区平和島４−１−２３
2025-07-21
http://www.exeo-tech.co.jp
 
エ,214086,株式会社エクシオテック
〒143-0006,東京都⼤⽥区平和島四丁⽬１番２３号
2025-03-22
http://www.exeo-tech.co.jp/
 
エ,231622,エクスケアダクト株式会社
〒661-0961,兵庫県尼崎市⼾ノ内町五丁⽬１０番１６号
2026-01-31



https://excureduct.co.jp/
 
エ,220452,有限会社エクステック川南
〒665-0842,兵庫県宝塚市川⾯２丁⽬１−３１
2024-11-16
 
エ,230594,株式会社エクセディ電設
〒570-0023,⼤阪府守⼝市⽇向町８番６号
2025-08-02
http://eef.exedy.com
 
エ,111687,株式会社エクセル
〒101-0023,東京都千代⽥区神⽥松永町２０ 加賀電⼦本社ビル９階
2025-10-12
http://www.excelweb.co.jp/
 
エ,126871,株式会社エクセル
〒560-0035,⼤阪府豊中市箕輪２−１３−８
2024-05-26
http://www.jp-excel.com/
 
エ,104827,株式会社ＥＸＣＥＬ ＫＩＮＧ ＪＡＰＡＮ
〒019-1701,秋⽥県⼤仙市神宮寺字⼤浦前６０
2026-06-21
http://www.ekj.matrix.jp/
 
エ,219419,有限会社エクセルサービス
〒945-1351,新潟県柏崎市⼤字上⽥尻３１５９番地３９
2024-03-23
http://excel-service.com/
 
エ,505617,エクセルシオ株式会社
〒664-0898,⼤阪府⼤阪市北区⻄天満⼆丁⽬６番８号 堂島ビルヂング４階
2024-08-20
https://www.excelsior-ltd.co.jp/
 
エ,111524,エクセルデバイス株式会社
〒160-0004,東京都新宿区四⾕２−８ 藤井ビル２Ｆ
2024-03-13
http://www.excel-d.com
 
エ,101250,株式会社エクセル電⼦
〒791-0054,松⼭市空港通４−６−２
2023-08-13
http://www.exjapan.com
 
エ,116179,エクノス株式会社
〒812-0015,福岡県福岡市博多区⼭王２−２−１９
2026-02-26
http://www.xnos.co.jp/
 
エ,128638,有限会社江草パイプ⼯業
〒327-0843,栃⽊県佐野市堀⽶町６６
2025-12-27
 



エ,227548,株式会社江⼝
〒105-0013,東京都港区浜松町１−２−１３
2024-03-09
http://www.k-eguchi.co.jp
 
エ,230002,株式会社江⼝
〒454-0818,愛知県名古屋市中川区松葉町四丁⽬５６番地の２
2025-04-12
 
エ,122808,株式会社江⼝巌商店
〒457-0861,愛知県名古屋市南区明治１−１９−５
2024-11-20
http://www.eguchi-iwao.co.jp/
 
エ,215655,株式会社江⼝産業
〒899-5421,⿅児島県姶良市東餅⽥１０２２ー１
2024-10-16
 
エ,120230,江⼝ダイカスト有限会社
〒673-1115,兵庫県三⽊市吉川町⼤沢字⼤整５８
2023-08-05
http://www.eguchi-d.co.jp
 
エ,231419,株式会社江⼝電機
〒710-0803,岡⼭県倉敷市中島１３６１番地の１
2025-12-13
https://eguchi-denki.co.jp/
 
エ,105954,江⼝⽊材株式会社
〒454-0003,愛知県名古屋市中川区松重町３−１０
2023-06-29
http://www.eguchi-mokuzai.jp
 
エ,111700,株式会社エコー
〒243-0211,神奈川県厚⽊市三⽥３０００
2023-07-26
http://www.kk-echo.com/
 
エ,225739,エコー⾦属⼯業株式会社
〒500-8129,岐⾩県岐⾩市鶴⾒町２０番地
2025-07-01
 
エ,504470,株式会社エコー・システム
〒725-0303,広島県豊⽥郡⼤崎上島町⼤字⼤串３４３番地
2024-10-01
http://www.echosystem.co.jp/
 
エ,501561,エコー電⼦株式会社
〒221-0013,神奈川県横浜市神奈川区新⼦安１−１４−７
2024-09-19
 
エ,216588,有限会社エコー電設
〒920-0017,⽯川県⾦沢市諸江町下丁２１６番地２
2025-06-11
 



エ,102631,株式会社エコーハイテク
〒992-0311,⼭形県東置賜郡⾼畠町⼤字⾦原３０４
2025-06-26
 
エ,219896,エコー防災株式会社
〒103-0002,東京都中央区⽇本橋⾺喰町２丁⽬７番１３号
2024-06-22
http://www.echo-bs.co.jp/
 
エ,212928,株式会社エコ・エー
〒167-0032,東京都杉並区天沼３ー２ー２
2025-11-20
http://www.eco-a.info/
 
エ,231777,有限会社エコ・クリエイト
〒949-5406,新潟県⻑岡市浦字中の坪５１５番地
2026-03-14
 
エ,105740,エコサイクル株式会社
〒103-0007,東京都中央区⽇本橋浜町２−２８−１ ⽇本橋・浜町ビル９階
2025-11-20
https://www.ecocycle.co.jp/
 
エ,219703,エコシスＡＺ株式会社
〒513-0012,三重県鈴⿅市⽯薬師町字蟹起２９０６ー６
2024-05-11
https://www.eco-az.com
 
エ,221849,エコシビックエンジ株式会社
〒135-0047,東京都江東区富岡１丁⽬１２番４号
2025-08-01
http://www.eco-civic.co.jp
 
エ,217580,株式会社エコ・テック
〒108-0075,東京都港区港南⼆丁⽬１６番４号品川グランドセントラルタワー８Ｆ
2026-02-10
https://www.eco-j.co.jp/company
 
エ,218851,株式会社エコプロジェクト
〒340-0013,埼⽟県草加市松江１丁⽬２６番１７号
2024-01-05
https://eco-kucho.com
 
エ,211536,株式会社エコベン
〒180-0004,東京都武蔵野市吉祥寺本町１丁⽬３１番地１１−５０１
2023-02-03
http://www.ecoven.co.jp
 
エ,216435,エコボンド環境⼯学リサーチ株式会社
〒963-1165,福島県郡⼭市⽥村町徳定字下河原１１６−４
2022-05-14
 
エ,229284,エコムテック株式会社
〒550-0003,⼤阪府⼤阪市⻄区京町堀２ー２ー１
2025-09-11



https://www.ecomtec.jp/
 
エ,231578,株式会社エコラ
〒980-0821,宮城県仙台市⻘葉区春⽇町９番１５号チュリス春⽇町３Ｆ
2026-01-17
http://www.ecola.co.jp
 
エ,223895,エコライン株式会社
〒003-0869,北海道札幌市⽩⽯区川下６４１番地１７０
2021-12-01
http://www.ecoline-kk.co.jp
 
エ,216408,有限会社エコラインサービス
〒907-0002,沖縄県⽯垣市字真栄⾥３７５番地１０号
2025-05-14
_
 
エ,214376,エコロジカルスタンド株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町１ー２
2025-09-13
 
エ,227283,株式会社エコ・ロテック⼭本
〒463-0068,愛知県名古屋市守⼭区瀬古三丁⽬１３１７
2024-01-10
 
エ,213321,エコロプラス株式会社
〒731-0101,広島県広島市安佐南区⼋⽊四丁⽬３４番６号
2023-07-08
 
エ,227190,株式会社エコワス
〒190-0023,東京都⽴川市柴崎町３ー１３ー１９
2023-12-01
http://www.ecowas.co.jp
 
エ,505796,エゴンゼンダー株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内２−１−１ 明治安⽥⽣命ビル１７階
2026-04-13
 
エ,219662,江坂設備⼯業株式会社
〒880-0001,宮崎県宮崎市橘通⻄５丁⽬２番３３号
2024-04-27
 
エ,222942,江崎建築有限会社
〒491-0051,愛知県⼀宮市今伊勢町⾺寄吉⽥前９２
2024-04-01
 
エ,231779,江澤電設 江澤勝（その他）
〒297-0074,千葉県茂原市⼩林３１８２−１４
2026-03-14
 
エ,220391,株式会社江尻建設
〒050-0083,北海道室蘭市東町５丁⽬１７番１０号
2024-10-26
http://www.ejiri-kensetsu.jp/
 



エ,218442,江尻潜⽔⼯業株式会社
〒230-0041,神奈川県横浜市鶴⾒区潮⽥町１−１５−１
2023-09-29
 
エ,104501,株式会社Ｓ．Ｍ．Ｃ．
〒252-0243,神奈川県相模原市中央区上溝１９３６−１−３１４
2025-08-08
 
エ,100906,株式会社エス・アイ・エス
〒216-0022,神奈川県川崎市宮前区平３−１７−１６
2023-10-20
 
エ,211594,株式会社Ｓ・Ｉ・Ｄ
〒001-0924,北海道札幌市北区新川四条３丁⽬２ー２７
2023-04-07
 
エ,231240,株式会社エス・アイ設備
〒272-0142,千葉県市川市⽋真間２丁⽬２０番８号
2025-11-08
http://www.sisetsubi.com
 
エ,121326,株式会社エス・アンド・エス
〒183-0057,東京都府中市晴⾒町２−１６−４
2024-03-31
http://www.ss-board.co.jp
 
エ,104794,ＳＥＷ−オイロドライブ・ジャパン株式会社
〒438-0818,静岡県磐⽥市下万能２５０−１
2026-06-01
https://www.sew-eurodrive.co.jp/top.html
 
エ,102925,有限会社エス・イー・ワークス
〒370-0001,群⾺県⾼崎市中尾町３７０
2025-12-19
 
エ,100555,株式会社エス・エヌ・シー
〒104-0061,東京都中央区銀座８−８−５ 陽栄銀座ビル５Ｆ
2026-01-17
http://www.snc-s.co.jp/
 
エ,105864,エス・オー・シー株式会社
〒108-0074,東京都港区⾼輪３−１６−１７
2026-03-05
 
エ,125705,エス・ケー・エムエンジニアリング株式会社
〒181-0002,東京都三鷹市牟礼７−８−８
2023-08-04
http://www.skm-net.co.jp
 
エ,111542,エス・ジー・エス精⼯株式会社
〒605-0917,京都市東⼭区⼤黒町五条下る２丁⽬蛭⼦町北組２５６
2023-12-12
http://www.sgs-seiko.co.jp
 
エ,505218,エス・テー・ビー興発株式会社



〒060-0004,北海道札幌市中央区北４条⻄３丁⽬１ 北海道建設会館３階
2022-05-10
stvkohatu.jp/
 
エ,502847,エス・ディ・エス株式会社
〒924-0011,⽯川県⽩⼭市横江町１００３番地
2025-08-17
http://www.world-sds.co.jp/
 
エ,105234,エス・ビー・システムズ株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿７−２０−１ 住友不動産⻄新宿ビル１６階
2024-09-12
http://www.sbsystems.co.jp/
 
エ,505051,エス・ビー・ネット株式会社
〒381-0025,⻑野県⻑野市北⻑池１６６７番地
2024-03-15
http://www.sbnet.jp
 
エ,504673,株式会社エス・ピー・シー
〒590-0064,⼤阪府堺市堺区南安井町５丁２番２号
2026-06-14
http://www.spc-sakai.co.jp/
 
エ,104237,有限会社エス・ピィ・コーポレーション
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥１−３２−４ サンユー⻄五反⽥ビル７Ｆ
2025-01-15
 
エ,213642,株式会社Ｓーｔｅｃｈ
〒418-0001,静岡県富⼠宮市万野原新⽥３９５４ー９
2024-03-24
 
エ,101537,株式会社エスアール
〒243-0801,神奈川県厚⽊市上依知１２６０−１
2024-07-27
http://www.kk-sr.com/
 
エ,103511,エスアール・カンノ株式会社
〒979-3131,福島県いわき市平⾚井字畑⼦沢１−６２
2023-11-17
http://www.srkanno.co.jp/
 
エ,103620,株式会社ＳＲＡ
〒171-8513,東京都豊島区南池袋２−３２−８
2023-11-27
https://www2.sra.co.jp/
 
エ,121776,株式会社ＳＲＡ⻄⽇本
〒812-0024,福岡市博多区綱場町１−１
2024-06-02
http://www.sraw.co.jp/
 
エ,224888,エスアールエス株式会社
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋３丁⽬１２番２号
2025-04-01



https://www.srscorp.co.jp/
 
エ,215986,株式会社ＳＲＫ
〒270-2224,千葉県松⼾市⼤橋１２２番地
2025-01-29
 
エ,221153,株式会社エス・アール・シー商会
〒272-0034,千葉県市川市市川３−１０−５
2022-03-01
 
エ,106597,株式会社エスアール設計
〒541-0044,⼤阪市中央区伏⾒町４−３−９ ＨＫ淀屋橋ガーデンアベニュー５Ｆ
2025-03-11
https://www.sr-sekkei.co.jp/
 
エ,106681,エスアイアイ・ロジスティクス株式会社
〒261-8507,千葉県千葉市美浜区中瀬１−８
2025-06-07
 
エ,505561,株式会社エスアイイー
〒101-0023,東京都千代⽥区神⽥松永町１８ビオレ秋葉原ビル３Ｆ
2024-03-15
https://sie.co.jp/
 
エ,504340,エス・アイ・エス株式会社
〒550-0002,⼤阪府⼤阪市⻄区江⼾堀１−１０−８ パシフィックマークス肥後橋７Ｆ
2026-05-09
https://www.sis-g.co.jp
 
エ,103772,株式会社エスアイエレクトロニクス
〒370-0072,群⾺県⾼崎市⼤⼋⽊町９０６−６
2024-04-06
https://www.sie1990.com
 
エ,106810,株式会社ＳＩＣシステム
〒380-0905,⻑野県⻑野市鶴賀４０５−１ ＳＩＣ⻑野ビル
2025-12-12
https://sic-system.co.jp
 
エ,103836,ＳＩシナジーテクノロジー株式会社
〒192-0045,東京都⼋王⼦市⼤和⽥町２−９−２
2024-05-13
http://sisynergy.com/
 
エ,111736,株式会社エスアイジー
〒411-0911,静岡県駿東郡清⽔町久⽶⽥１１９−１
2024-02-28
http://www.sig-gear.co.jp/
 
エ,230518,株式会社エスアンドエー
〒194-0021,東京都町⽥市中町三丁⽬１６番１３号
2025-07-26
 
エ,102116,株式会社エスアンドエス
〒103-0014,東京都中央区⽇本橋蛎殻町１−４−１ ヒューリック蛎殻町第⼆ビル５階



2025-01-11
 
エ,223601,株式会社エス・アンド・エス
〒665-0033,兵庫県宝塚市伊孑志３丁⽬１６番４６号⼭本ビル２階
2024-10-01
 
エ,229124,株式会社Ｓ＆Ｓエンジニアリング
〒105-8330,東京都港区海岸１ー１１ー１
2025-06-21
http://www.ssecorp.jp
 
エ,100573,株式会社エスアンドエッチ
〒400-1506,⼭梨県甲府市上向⼭町１４９０−１
2026-01-21
http://www.sandh-inc.co.jp/
 
エ,216901,株式会社Ｓ＆Ｃ
〒254-0822,神奈川県平塚市菫平１５ー１ー３ー３０７
2025-07-23
 
エ,505292,Ｓ＆Ｊ株式会社
〒105-0003,東京都港区⻄新橋⼆丁⽬４番１２号 ⻄新橋ＰＲ−ＥＸ ８階
2025-10-11
https://www.sandj.co.jp/
 
エ,228432,株式会社エスイー
〒163-1343,東京都新宿区⻄新宿６丁⽬５番１号
2024-08-25
http://www.se-corp.com/
 
エ,121772,株式会社エス・イー・アール
〒140-0001,東京都品川区北品川１−１４−８
2026-05-10
http://www.ser.co.jp
 
エ,102067,株式会社エスイー⼯業
〒394-0055,⻑野県岡⾕市内⼭４７６９−５２
2024-12-25
http://www.se-kogyo.co.jp/
 
エ,214195,エスイー⼯業株式会社
〒320-0074,栃⽊県宇都宮市細⾕町１４５ー１
2025-05-17
 
エ,229359,エスイー⼯業株式会社
〒166-0012,東京都杉並区和⽥１ー１０ー４
2025-10-31
http://www.se-kogyo.jp/
 
エ,111680,株式会社エスイーシー
〒040-8632,北海道函館市末広町２２−１
2025-02-27
https://www.secnet.co.jp
 
エ,120964,株式会社エスイーシー



〒110-0005,東京都台東区上野３−１５−９ 深井ビル２Ｆ
2024-03-07
http://www.secjapan.co.jp/
 
エ,215217,ＳＥＣ株式会社
〒252-0303,神奈川県相模原市南区相模⼤野７ー２４ー１５
2024-02-13
http://www.secinc.co.jp
 
エ,218364,ＳＥ．Ｃ株式会社
〒720-0842,広島県福⼭市津之郷町加屋４８−１
2023-09-08
 
エ,220333,株式会社エス・イー・シー
〒135-0004,東京都江東区森下３丁⽬１９番地４号
2024-10-12
 
エ,100232,ＳＥＣシステム株式会社
〒454-0843,愛知県名古屋市中川区⼤畑町２−７５
2025-08-27
http://sec-jp.com/
 
エ,111605,株式会社エス・イー・シー・ハイテック
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥２−１７−１ オーバルコート⼤崎マークウエスト１５階
2025-03-03
 
エ,211443,株式会社エスイーテクニカ
〒981-3217,宮城県仙台市泉区実沢字清吾１２
2025-11-18
https://www.se-technica.jp/top/
 
エ,214302,エスイー鉄建株式会社
〒689-3553,⿃取県⻄伯郡⽇吉津村⽇吉津１０１番３号
2025-07-26
http://www.se-t.jp/
 
エ,101898,有限会社エスイーピー
〒332-0031,埼⽟県川⼝市⻘⽊３−２６−１０
2024-11-12
 
エ,227202,エス・イ・コンサル株式会社
〒918-8041,福井県福井市⻄下野町１２ー４
2023-12-01
 
エ,501420,株式会社エスエーシステム
〒331-0825,埼⽟県さいたま市北区櫛引町２−１２８−３
2024-10-28
 
エ,103457,株式会社エスエーテイ
〒183-0055,東京都府中市府中町２−１０−１０ 多磨ビル
2023-10-09
http://sat-corp.jp
 
エ,214434,有限会社エスエィチ
〒120-0034,東京都⾜⽴区千住４丁⽬１０番３号−２０３



2025-10-18
http://es-h.co.jp/
 
エ,229202,株式会社ｓａｉ総合企画
〒101-0062,東京都千代⽥区神⽥駿河台⼀丁⽬７番７号３Ｆ
2025-07-26
http://www.sai-s.co.jp
 
エ,230800,株式会社ｓａｉテクニカ
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町三丁⽬３番５号秋葉原ＳＨビル２階
2025-08-30
https://www.sai-tec.co.jp
 
エ,111583,株式会社エス・エイ・ケー
〒308-8691,茨城県筑⻄市⼄５８９ 
2024-12-18
http://www.sak.co.jp
 
エ,112465,ＳＨプレシジョン株式会社
〒992-1442,⼭形県⽶沢市⼤字芳泉町９０１
2024-05-22
 
エ,213266,有限会社Ｓ・Ａ・Ｔ
〒390-0821,⻑野県松本市筑摩１ー１３ー２０
2026-06-17
 
エ,216071,株式会社ＳＡＴ
〒979-1302,福島県双葉郡⼤熊町⼤字⼩⼊野字⻄⼤和久５５
2025-02-19
 
エ,213494,株式会社エス・エス
〒819-0032,福岡県福岡市⻄区⼾切３丁⽬３８−２７
2023-11-11
 
エ,218097,株式会社エスエス
〒150-0022,東京都渋⾕区恵⽐寿南１−１４−３
2023-08-04
 
エ,230397,ＳＳＩ株式会社
〒438-0086,静岡県磐⽥市⾒付２２８番地６
2025-07-12
http://ssi.icu/
 
エ,222912,株式会社ＳＳアンドウマーブル
〒174-0072,東京都板橋区南常盤台⼆丁⽬２２番５号
2024-04-01
 
エ,127301,株式会社エスエスイー
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥１−１１−１５
2024-07-26
http://www.kksse.co.jp
 
エ,128368,エスエスエム株式会社
〒252-0233,神奈川県相模原市中央区⿅沼台１−９−１５ プロミティふちのべビル４Ｆ
2025-11-05



http://ssm-fe.com/
 
エ,215052,株式会社エスエス企画
〒150-0022,東京都渋⾕区恵⽐寿南１−１４−３
2023-10-17
http://www.sskikaku.jp
 
エ,212635,株式会社エスエスケー
〒983-0014,宮城県仙台市宮城野区⾼砂⼆丁⽬４ー１
2025-05-22
 
エ,100595,エスエスケー産業株式会社
〒175-0091,東京都板橋区三園１−１２−１７
2026-01-31
 
エ,219618,株式会社ＳＳＫ
〒019-0801,秋⽥県雄勝郡東成瀬村⽥⼦内字天神林３番地
2024-04-20
 
エ,504734,株式会社エス・エス・ケイ・コミュニケイションズ
〒111-0053,東京都台東区浅草橋１−２４−３ 杉⽊⽴ビル６階
2023-07-06
http://www.ssk-com.co.jp/
 
エ,214403,ＳＳ佐々⽊⼯業株式会社
〒510-0103,三重県四⽇市市楠町北五味塚１２０３番地
2025-10-04
 
エ,221053,エスエス資材株式会社
〒276-0034,千葉県⼋千代市⼋千代台⻄８丁⽬１３番７号
2023-09-01
 
エ,216752,株式会社エスエス電気
〒186-0003,東京都国⽴市富⼠⾒台３丁⽬１１番地の１４
2025-06-25
https://www.ssdenki.com/
 
エ,106116,エスエスネット株式会社
〒171-0043,東京都豊島区要町３−５８−１１
2024-01-04
http://www.ss-net.co.jp
 
エ,213990,株式会社Ｓ．Ｓビルテック
〒577-0058,⼤阪府東⼤阪市⾜代北２丁⽬１０番１７号
2025-02-02
 
エ,105226,株式会社エスエスワイ
〒403-0032,⼭梨県富⼠吉⽥市上吉⽥東１−４−５６
2024-08-24
http://www.ssy.co.jp
 
エ,111870,株式会社エス・エッチ・ティ
〒598-0047,⼤阪府泉佐野市りんくう往来南５−６
2024-04-24
http://www.sht.co.jp



 
エ,215358,株式会社ＳＨＹ
〒514-0801,三重県津市船頭町津興３４５５
2024-04-17
 
エ,124700,株式会社エスエ電⼦
〒511-0811,三重県桑名市⼤字東⽅字掛越２８２０
2025-12-10
http://www.esueelectron.jp/
 
エ,219984,エス・エヌコンストラクション株式会社
〒730-0847,広島県広島市中区⾈⼊南４丁⽬１０−２２−１０１
2024-07-06
 
エ,111531,エス．エフ．エレコムズ株式会社
〒225-0013,神奈川県横浜市⻘葉区荏⽥町３０７−５
2024-07-23
http://www.sf-elecoms.com
 
エ,226486,ＳＦエンジニアリング株式会社
〒130-0026,東京都墨⽥区両国⼀丁⽬１７番６号
2026-03-01
 
エ,104486,株式会社エスエムアイ
〒450-0003,愛知県名古屋市中村区名駅南１−５−１７ ネットプラザ柳橋ビル２Ｆ
2025-07-27
http://smi-japan.com
 
エ,503408,株式会社エス・エム・エス・データテック
〒104-0043,東京都中央区湊３丁⽬５番１０号
2025-04-21
https://www.sms-datatech.co.jp/
 
エ,502904,ＳＭＦＬレンタル株式会社
〒101-0003,東京都千代⽥区⼀ツ橋⼆丁⽬１番１号
2025-12-17
http://www.smfl-r.co.jp/
 
エ,101100,ＳＭＫ株式会社
〒142-8511,東京都品川区⼾越６−５−５
2025-07-10
https://www.smk.co.jp
 
エ,217819,有限会社エスエム・サービス
〒300-0136,茨城県かすみがうら市⼾崎字柳沢２７４７番地の１
2023-06-23
 
エ,101623,エス・エム・シー株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥４−１４−１ 秋葉原ＵＤＸ１５階
2026-04-19
http://www.smcworld.com
 
エ,215505,株式会社ＳＭＣＲ
〒110-0003,東京都台東区根岸⼀丁⽬２番１７号
2024-07-31



http://www.smcr.co.jp/
 
エ,215557,ＳＭＣシビルテクノス株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川１丁⽬１６番３号
2024-09-11
https://www.smc-ct.jp/
 
エ,228380,ＳＭＣ商事株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川２ー２６ー３
2024-08-10
https://smc-s.co.jp/
 
エ,217709,ＳＭＣテック株式会社
〒270-0132,千葉県流⼭市駒⽊５９３番地
2026-04-14
http://www.smctech.co.jp/
 
エ,211546,ＳＭＣプレコンクリート株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川⼆丁⽬２７番１号
2026-02-09
http://www.precon.co.jp/
 
エ,214774,株式会社エスエムダブリュ・ジャパン
〒107-0062,東京都港区南⻘⼭２−１３−１０
2023-06-13
http://www.siematic-japan.com
 
エ,225058,ＳＭＢ建材株式会社
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨２丁⽬２番１号
2025-04-01
http://www.smb-kenzai.com/
 
エ,229521,株式会社エス・エル
〒553-0005,⼤阪府⼤阪市福島区野⽥５丁⽬１７番２２号
2026-03-01
http://www.kk-sl.co.jp
 
エ,120122,株式会社エスエルジャパン
〒107-0061,東京都港区北⻘⼭２−１２−８ ＢＩＺ ＳＭＡＲＴ⻘⼭
2023-07-24
https://www.sl-j.co.jp
 
エ,218223,株式会社Ｓ．Ｏ．Ｉ．
〒214-0031,神奈川県川崎市多摩区東⽣⽥４−１２−２３
2023-08-11
 
エ,505487,株式会社ＳＯＫ
〒104-0033,東京都中央区新川１−２２−４ 新川ニッテイアネックスビル １Ｆ
2023-11-26
http://www.sok-inc.jp
 
エ,113287,ＳＯＣ株式会社
〒004-0015,札幌市厚別区下野幌テクノパーク１−１−１２
2025-04-07
http://www.socnet.jp/



 
エ,219881,株式会社エス・オー・シー
〒064-0808,北海道札幌市中央区南⼋条⻄２６丁⽬２ー２２
2024-06-22
 
エ,111659,株式会社エスク
〒393-0021,⻑野県諏訪郡下諏訪町５８８９
2026-02-19
http://www.esc-net.co.jp
 
エ,111896,有限会社エスク
〒190-1212,東京都⻄多摩郡瑞穂町殿ヶ⾕４０８−６
2024-07-10
 
エ,213539,株式会社エスク
〒559-0006,⼤阪府⼤阪市住之江区浜⼝⻄三丁⽬５番２０号
2024-01-06
 
エ,220582,株式会社エスケー
〒340-0024,埼⽟県草加市⾕塚上町３５８番地７
2024-12-27
http://www.eskei.jp
 
エ,226838,株式会社エスケー
〒134-0083,東京都江⼾川区中葛⻄三丁⽬２３番１８号
2026-07-01
 
エ,100725,ＳＫ Ｓｉｌｔｒｏｎ Ｊａｐａｎ株式会社
〒460-0003,名古屋市中区錦２−４−３ 錦パークビル７０１
2026-04-26
http://www.sksiltron.com
 
エ,121689,株式会社エスケーエレクトロニクス
〒602-0955,京都市上京区竪富⽥町４３６−２
2025-11-15
 
エ,218546,ＳＫエンジニアリング株式会社
〒730-0036,広島県広島市中区袋町５番２８号
2023-10-20
 
エ,229344,エスケーエンジニアリング株式会社
〒104-8429,東京都中央区築地１丁⽬１３番１号
2025-10-25
https://www.hanwa.co.jp/sk/
 
エ,225775,エスケー化研株式会社
〒567-0034,⼤阪府茨⽊市中穂積三丁⽬５番２５号
2025-07-01
https://www.sk-kaken.co.jp/
 
エ,211294,有限会社エスケー化成
〒154-0024,東京都世⽥⾕区三軒茶屋２丁⽬１９番１７ー１００１号
2025-07-27
 
エ,229651,エスケー⾦属⼯業株式会社



〒360-0203,埼⽟県熊⾕市弥藤吾２０３８ー２
2026-04-11
 
エ,216412,株式会社エスケー技建
〒513-0831,三重県鈴⿅市庄野町４番３１号
2025-05-14
https://www.skgiken.jp/
 
エ,222935,ＳＫＫ株式会社
〒501-0103,岐⾩県岐⾩市⼀⽇市場４ー１２２ー１
2024-04-01
http://www.skk-co.com
 
エ,220658,株式会社エスケーコーポレーション
〒610-0254,京都府綴喜郡宇治⽥原町銘城台２１番地の６
2025-02-01
http://www.skcorp.kyoto.jp/
 
エ,105627,株式会社ＳＫ⼯業
〒183-0043,東京都府中市東芝町１−６４ エフユニバース２１２
2025-07-12
https://sk-industry.jp
 
エ,210275,株式会社ＳＫＣ
〒175-0082,東京都板橋区⾼島平８ー１３ー６ー３０３
2024-04-17
 
エ,225327,エス・ケー・シー・テクノ株式会社
〒984-0052,宮城県仙台市若林区連坊⼆丁⽬６番２３号
2025-06-01
_
 
エ,105874,株式会社エスケー商事
〒555-0032,⼤阪市⻄淀川区⼤和⽥５−４−３−３０２
2026-03-11
 
エ,220764,ＳＫ’ｓ合同会社（その他）
〒471-0855,愛知県豊⽥市柿本町⼀丁⽬１８番地
2025-03-01
https://sksllc.com/
 
エ,504764,株式会社エスケー精⼯
〒386-0401,⻑野県上⽥市塩川６３０−１１
2023-07-26
http://www.sk-seiko.com/
 
エ,216629,株式会社Ｓ・Ｋテクノビルド
〒245-0013,神奈川県横浜市泉区中⽥東１ー３６ー９
2025-06-18
http://www.sk-technobuild.co.jp/
 
エ,113275,株式会社ＳＫテック
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀４−１３−４
2025-02-13
http://www.sk-tech.jp



 
エ,217305,株式会社エスケーテック
〒135-0016,東京都江東区東陽３丁⽬２７ー３０
2025-11-12
 
エ,121711,エスケー電⼦⼯業株式会社
〒962-0041,福島県須賀川市横⼭町２０
2024-05-21
http://www.skdk.co.jp
 
エ,217841,株式会社ＳＫ−ＰＥＲＦＯＲＭＡＮＣＥ
〒243-0801,神奈川県厚⽊市上依知１４９０−１
2023-06-30
 
エ,213345,ＳＫマテリアル株式会社
〒330-0854,埼⽟県さいたま市⼤宮区桜⽊町４丁⽬３８４番地
2023-07-15
http://skmaterial.co.jp/
 
エ,219574,株式会社エス・ケー・ラボ
〒547-0011,⼤阪府⼤阪市平野区⻑吉出⼾８−１−１４（Ｂ号）
2024-04-13
http://www.sk-lab.com/
 
エ,212156,株式会社エスケーワイ
〒136-0082,東京都江東区新⽊場４ー６ー１２
2024-04-25
 
エ,218258,有限会社エスケィ
〒938-0802,富⼭県黒部市若栗７５４−２
2023-08-18
 
エ,230358,ＳＫインスルメント株式会社
〒592-0014,⼤阪府⾼⽯市綾園五丁⽬７番３７号
2025-07-05
 
エ,215779,株式会社ＳＫインテリア
〒452-0943,愛知県清須市新清洲１ー８ー１６
2024-11-27
 
エ,230352,株式会社ＳＫＳ
〒673-0870,兵庫県明⽯市朝霧南町⼀丁⽬１５８番地の５グルーブ朝霧グランアリーナ２０２号
2025-07-05
http://s-k-s.jp/
 
エ,219326,株式会社ＳＫＭ
〒420-0873,静岡県静岡市葵区籠上１ー４３
2024-03-16
 
エ,218748,株式会社エスケイエンジ
〒142-0043,東京都品川区⼆葉４丁⽬１１番９号
2023-12-15
 
エ,210829,株式会社エス計画
〒113-0034,東京都⽂京区湯島２−２−６



2025-01-13
http://www.s-keikaku.com
 
エ,218149,株式会社ＳＫ機⼯
〒411-0020,静岡県三島市旭ヶ丘１１−７
2023-08-04
 
エ,215823,株式会社ＳＫクリーンシステム
〒344-0102,埼⽟県春⽇部市⻄宝珠花６０８番地２
2024-12-11
https://sk-cleansystem.jimdofree.com/
 
エ,101430,株式会社エスケイケイ
〒630-0142,奈良県⽣駒市北⽥原町１７８６−１
2023-12-21
http://www.skknet.co.jp/
 
エ,121457,ＳＫソリューション株式会社
〒812-0012,福岡市博多区博多駅中央街１−１ 新幹線博多ビル７Ｆ
2024-04-23
http://www.sk-solution.co.jp
 
エ,129155,株式会社エスケイテクニカ
〒442-0844,愛知県豊川市⼩⽥渕町３−４８
2023-11-11
 
エ,215963,ＳＫＤ株式会社
〒154-0011,東京都世⽥⾕区上⾺２−５−５
2025-01-29
 
エ,218821,株式会社エスケイ電機
〒358-0033,埼⽟県⼊間市狭⼭台４丁⽬１ー４
2023-12-22
http://www.skdenki.co.jp/
 
エ,231291,エスケイ電機 古賀正⼀（その他）
〒510-0801,三重県四⽇市市三ツ⾕東町９−２３
2025-11-15
 
エ,104854,ＳＫハイニックスジャパン株式会社
〒105-6023,東京都港区虎ノ⾨４−３−１ 城⼭トラストタワー２３階
2023-07-07
http://www.skhynix.com/jpa/
 
エ,121941,株式会社ＳＫＢ
〒577-0032,⼤阪府東⼤阪市御厨１−５−３
2024-07-14
http://www.skb-net.co.jp
 
エ,211844,エスケイビル建材株式会社
〒354-0024,埼⽟県富⼠⾒市鶴瀬東２−１８−１１マイシティビルディング２０１
2023-09-15
 
エ,210704,有限会社エス・ケイホーム
〒340-0116,埼⽟県幸⼿市⻄２ー２０ー１４



2024-11-19
 
エ,102676,株式会社エスケイメカニクス
〒358-0033,埼⽟県⼊間市狭⼭台４−１７−１６
2025-07-12
http://www.skmek.com
 
エ,219820,株式会社ＳＫＹ
〒314-0012,茨城県⿅嶋市平井１２９５番６６号
2024-06-08
 
エ,106719,エスコ株式会社
〒184-0002,東京都⼩⾦井市梶野町１−９−４ １Ｆ
2025-07-05
http://www.esco-ltd.co.jp
 
エ,123894,株式会社エスコ
〒550-0012,⼤阪府⼤阪市⻄区⽴売堀３−８−１４
2025-05-26
http://www.esco-net.com/
 
エ,223089,株式会社エスコ
〒220-0023,神奈川県横浜市⻄区平沼１ー８ー５
2024-05-01
 
エ,213741,株式会社エスコＳＤ
〒167-0051,東京都杉並区荻窪４丁⽬８番１３号
2024-06-30
 
エ,216592,株式会社Ｓ’ｃｏｍ
〒350-0021,埼⽟県川越市⼤中居３９０番地３
2025-06-11
 
エ,220137,株式会社エスコム
〒830-1224,福岡県三井郡⼤⼑洗町⼤字鵜⽊１４２４ー２０
2024-08-10
http://www.escom-nj.co.jp/
 
エ,218622,有限会社エス・サトウ⼯業
〒981-0501,宮城県東松島市⾚井字南新町１６−２
2023-11-10
 
エ,102150,ＳＣＳＫ株式会社
〒135-8110,東京都江東区豊洲３−２−２０
2022-12-20
http://www.scsk.jp
 
エ,113787,ＳＣＳＫ株式会社
〒135-8110,東京都江東区豊洲３−２−２０ 豊洲フロント
2024-03-17
http://www.scsk.jp/
 
エ,500282,ＳＣＳＫ株式会社
〒135-8110,東京都江東区豊洲３−２−２０
2024-05-20



https://www.scsk.jp/
 
エ,503863,ＳＣＳＫサービスウェア株式会社
〒135-0061,東京都江東区豊洲３−２−２４ 豊洲フォレシア１２Ｆ
2023-12-08
http://www.scskserviceware.co.jp/
 
エ,222407,株式会社エスシー・プレコン
〒270-0128,千葉県流⼭市おおたかの森⻄３丁⽬４４０番地
2023-11-01
http://www.sc-precon.co.jp
 
エ,221837,株式会社エスシー・マシーナリ
〒246-0002,神奈川県横浜市瀬⾕区北町２５番地９
2025-08-01
https://www.sc-m.jp/
 
エ,120151,株式会社エス・ジー
〒105-0014,東京都港区芝１−６−１０ 芝ＳＩＡビル
2023-07-26
https://www.sgnet.co.jp/
 
エ,103123,エスジーエス株式会社
〒474-0011,愛知県⼤府市横根町坊主⼭１−３７
2024-08-22
https://sgsfukushima.jimdo.com/
 
エ,212290,株式会社ＳＧＳ
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕１ー１２ー７
2024-08-01
https://sgs-keibi.co.jp/
 
エ,219446,株式会社ＳＧＮ建設
〒861-2118,熊本県熊本市東区花⽴⼀丁⽬１１番３号
2024-03-23
 
エ,106565,エスジーエル・カーボン・ジャパン株式会社
〒107-0052,東京都港区⾚坂９−５−２４
2025-02-08
https://www.sglcarbon.jp/
 
エ,231871,エス．ジー．エンジニアリング株式会社
〒733-0861,広島県広島市⻄区草津東⼀丁⽬１１番５１号
2026-04-11
https://sge-k.com/
 
エ,215195,株式会社ＳＧコーポレーション
〒464-0027,愛知県名古屋市千種区新池町⼀丁⽬１６番地の２
2024-01-30
 
エ,118099,株式会社エス・ジー・シー
〒675-2101,兵庫県加⻄市繁昌町５３４
2024-07-18
 
エ,503769,ＳＧモータース株式会社



〒136-0075,東京都江東区新砂１−８−２ ＳＧＨビル新砂Ⅱ ３Ｆ
2026-03-24
http://www.sg-motors.co.jp
 
エ,128659,エスタカヤ電⼦⼯業株式会社
〒719-0301,岡⼭県浅⼝郡⾥庄町⾥⾒３１２１−１
2026-01-04
https://www.s-takaya.co.jp
 
エ,114187,株式会社ＳＤＡＴ
〒545-0014,⼤阪市阿倍野区⻄⽥辺町１−１−１ 道野ビル５Ｆ
2025-02-12
http://www.sdat.co.jp
 
エ,126849,ＳＷＣＣ株式会社
〒210-0024,神奈川県川崎市川崎区⽇進町１−１４
2024-05-18
https://www.swcc.co.jp
 
エ,100994,エステーシー株式会社
〒214-0022,神奈川県川崎市多摩区堰１−２０−４
2024-01-19
 
エ,104911,株式会社エステーリンク
〒959-0113,新潟県燕市笈ケ島１３６５−１
2023-09-05
https://www.st-link.co.jp/
 
エ,220040,株式会社エスティ
〒001-0921,北海道札幌市北区新川⼀条２丁⽬８番５０号
2024-07-20
 
エ,100264,株式会社エスティー
〒444-3167,愛知県岡崎市⽶河内町字梨形５６−１
2025-09-06
 
エ,228423,エスティーキコウ株式会社
〒328-0123,栃⽊県栃⽊市川原⽥町１２３０ー５
2024-08-25
 
エ,104311,株式会社ＳＴＧ
〒581-0812,⼤阪府⼋尾市⼭賀町６−８２−２
2025-02-26
https://www.stgroup.jp/
 
エ,217725,有限会社エス・ティー美装
〒930-1305,富⼭県富⼭市下番１０１番地６３
2026-04-27
 
エ,111572,エス・ティー・マイクロエレクトロニクス株式会社
〒108-6017,東京都港区港南２−１５−１ 品川インターシティＡ棟１７階
2023-12-20
http://www.st-japan.co.jp/
 
エ,217845,株式会社エスティエス



〒399-8205,⻑野県安曇野市豊科４５０３ー１９
2026-06-30
 
エ,218204,株式会社ＳＴ技巧
〒950-0011,新潟県新潟市東区向陽３丁⽬３−２０
2023-08-11
 
エ,505595,ＳＴＫテクノ株式会社
〒794-0027,愛媛県今治市南⼤⾨町⼀丁⽬１番地の１５
2024-06-14
https://www.stk.co.jp/stktechno/
 
エ,121520,エスティケイテクノロジー株式会社
〒870-0108,⼤分市三佐２４６８−１０
2024-11-06
https://www.stk-net.co.jp/
 
エ,102885,エスティシー株式会社
〒370-0341,群⾺県太⽥市新⽥⾦井町２３３
2022-11-13
 
エ,121700,株式会社エス・ティ・ジャパン
〒103-0014,東京都中央区⽇本橋蛎殻町１−１４−１０
2026-03-11
http://www.stjapan.co.jp/
 
エ,104704,エスティック株式会社
〒101-0063,東京都千代⽥区神⽥淡路町１−３−２ 廣屋ビル２Ｆ
2026-04-04
http://www.s-tic.co.jp
 
エ,125994,株式会社エステック
〒358-0026,埼⽟県⼊間市⼩⾕⽥１−９−１４
2023-11-07
 
エ,126939,エステック株式会社
〒650-0034,兵庫県神⼾市中央区京町７６−２ 明海三宮第２ビル１０Ｆ
2024-06-16
http://www.esu-tech.co.jp
 
エ,128948,株式会社エステック
〒486-0802,愛知県春⽇井市桃⼭町２−４３０
2026-05-14
http://www.stech-web.co.jp/
 
エ,219145,エステック株式会社
〒290-0011,千葉県市原市能満２０８９番地２６
2024-02-22
http://stech-j.com
 
エ,220304,株式会社エステック
〒232-0015,神奈川県横浜市南区共進町２−４９−１
2024-09-28
https://stec-k.jp/
 



エ,225679,株式会社エステック
〒551-0021,⼤阪府⼤阪市⼤正区南恩加島７丁⽬１番５５号
2025-07-01
http://www.soc-estec.co.jp/
 
エ,230166,エステック株式会社
〒140-0002,東京都品川区東品川⼀丁⽬３５番６号
2025-06-07
 
エ,230327,株式会社エステック
〒541-0043,⼤阪府⼤阪市中央区⾼麗橋⼆丁⽬４番９号
2025-07-05
https://bso4441.a.bsj.jp
 
エ,211633,エステックサービス株式会社
〒144-0051,東京都⼤⽥区⻄蒲⽥７ー５ー３⼤明ビル
2026-05-10
http://www.s-tec.asia
 
エ,121728,エステックジャパン株式会社
〒181-0013,東京都三鷹市下連雀３−２７−１３ 正栄ビル４階
2024-05-23
https://www.estec.co.kr
 
エ,218313,株式会社エステム建築事務所
〒541-0047,⼤阪府⼤阪市中央区淡路町１−６−９
2023-09-01
 
エ,216618,株式会社エステリア
〒191-0022,東京都⽇野市新井２ー１４ー１
2025-06-11
 
エ,220021,株式会社エスディーエス
〒455-0857,愛知県名古屋市港区秋葉三丁⽬３番地
2024-07-13
https://sds.ne.jp/
 
エ,129913,株式会社エスディーエル
〒312-0044,茨城県ひたちなか市元町１０−１１
2025-04-12
http://www.sdlinc.co.jp/
 
エ,127852,株式会社ＳＤＫ
〒244-0805,神奈川県横浜市⼾塚区川上町９０−６ ウエストビル７Ｆ
2025-04-06
http://www.link-circuit.co.jp
 
エ,217586,株式会社ＳＤコンストラクション
〒552-0023,⼤阪府⼤阪市港区港晴４丁⽬１８番１３号
2026-02-18
 
エ,101484,株式会社ＳＤＣ⽥中
〒558-0053,⼤阪府⼤阪市住吉区帝塚⼭中１−１０−６
2024-07-17
http://www.sdc-tanaka.co.jp



 
エ,111911,株式会社エスディーシィー
〒540-0028,⼤阪市中央区常盤町１−３−８
2024-08-23
 
エ,111820,エスディー精密株式会社
〒355-0353,埼⽟県⽐企郡ときがわ町本郷５１８−４
2024-04-17
 
エ,231774,株式会社エスディーダブル
〒251-0035,神奈川県藤沢市⽚瀬海岸三丁⽬１８番２３号
2026-03-14
https://sdw168.jp/
 
エ,123009,株式会社ＳＤＳ
〒210-0024,神奈川県川崎市川崎区⽇進町１−１４
2024-12-21
http://www.swcc.co.jp/sdt/
 
エ,504394,ＳＤＰグローバル株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町１丁⽬５−６ 第１０中央ビル
2023-12-03
 
エ,230704,株式会社エスディライフ
〒819-0022,福岡県福岡市⻄区福重⼀丁⽬１４番２５号
2025-08-09
 
エ,121900,エスデイアイ・エレクトロニクス・ジャパン株式会社
〒206-0801,東京都稲城市⼤丸２２２０
2024-07-03
http://www.filcon.co.jp/
 
エ,104123,株式会社ＳＤＳ ワイヤリング事業部
〒210-0024,神奈川県川崎市川崎区⽇進町１−１４ キューブ川崎２Ｆ
2025-04-20
https://www.sds-swcc.co.jp
 
エ,111654,株式会社エストー
〒544-0014,⼤阪府⼤阪市⽣野区巽東３−６−１７
2025-12-28
https://www.estoh.co.jp
 
エ,504799,株式会社エスネットプラス
〒460-0003,愛知県名古屋市中区錦⼆丁⽬１８番５号
2023-08-21
http://www.s-netplus.co.jp/
 
エ,102866,株式会社エスパック
〒999-3103,⼭形県上⼭市⾦⾕７９８−２
2025-11-05
 
エ,211519,エスパテクノ株式会社
〒111-0051,東京都台東区蔵前３丁⽬１番１０号
2026-01-20
https://www.espa-techno.co.jp/



 
エ,504710,株式会社エスビーエス
〒231-0011,神奈川県横浜市中区太⽥町６丁⽬８７番地 横浜フコク⽣命ビル６階
2026-06-22
http://www.sbs-web.com/
 
エ,104623,ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社
〒160-6125,東京都新宿区⻄新宿８−１７−１ 住友不動産新宿グランドタワー２５Ｆ
2026-03-11
https://www.sbs-toshibalogistics.co.jp/
 
エ,225507,有限会社エスビーケイ
〒196-0015,東京都昭島市昭和町１ー２ー１５
2025-06-01
 
エ,503515,ＳＢ Ｃ＆Ｓ株式会社
〒105-7529,東京都港区海岸１丁⽬７番１号
2024-12-10
https://cas.softbank.jp/
 
エ,106877,ＳＢテクノロジー株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿６−２７−３０
2026-02-03
https://www.softbanktech.co.jp/
 
エ,231972,ＳＢリード株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀⼆丁⽬２１番６号
2026-05-09
https://sxb-lead.co.jp/
 
エ,228879,エスビルド株式会社
〒983-0833,宮城県仙台市宮城野区東仙台３丁⽬１２番４８号
2025-02-07
http://www.sbuild.jp/
 
エ,220302,株式会社エス・ピー
〒819-0032,福岡県福岡市⻄区⼾切３丁⽬２２−１９
2024-09-28
https://esupi0.wixsite.com/website
 
エ,502821,Ｓ．Ｐ．エンジニアリング株式会社
〒317-0074,茨城県⽇⽴市旭町２−２−１１
2025-04-20
http://www.sp-eng.co.jp/
 
エ,124404,エスピーティー株式会社
〒222-0033,横浜市港北区新横浜２−５−２ 新横浜Ｕ．Ｕビル９Ｆ
2025-08-02
http://www.spt.net
 
エ,210986,株式会社エス・ピー・ディー明治
〒103-0007,東京都中央区⽇本橋浜町２丁⽬３１番１号
2025-03-18
https://www.spd-meiji.co.jp/
 



エ,501488,株式会社エスピーにじゅういち
〒221-0834,神奈川県横浜市神奈川区台町１１番地２９ 横浜エム・アイビル５０２
2025-01-28
http://www.sp21.co.jp
 
エ,213567,株式会社エスピーリニューアル
〒235-0022,神奈川県横浜市磯⼦区汐⾒台１−６
2024-01-27
http://www.sprc.co.jp/index.html
 
エ,504687,株式会社エスピック
〒130-0026,東京都墨⽥区両国⼆丁⽬１０番１４号
2026-06-16
http://www.spic.co.jp/
 
エ,102904,ＳＶ ＴＣＬ株式会社
〒171-0014,東京都豊島区池袋４−３２−８ サンポウ池袋ビル２階
2025-11-28
 
エ,505112,株式会社エスペシャリィ
〒150-0012,東京都渋⾕区広尾⼀丁⽬１１番５号 朝⽇広尾マンション
2024-08-21
https://especially.co.jp
 
エ,102455,エスペック株式会社
〒530-8550,⼤阪府⼤阪市北区天神橋３−５−６
2025-03-13
http://www.espec.co.jp/
 
エ,120929,エスペックアシスト株式会社
〒802-0062,福岡県北九州市⼩倉北区⽚野新町２−６−１５
2024-02-28
http://www.espec-q.co.jp
 
エ,121560,エスペックアシスト株式会社
〒802-0062,福岡県北九州市⼩倉北区⽚野新町２−６−１５
2024-11-13
http://www.espec-q.co.jp
 
エ,111682,株式会社エスペラントシステム
〒270-0152,千葉県流⼭市前平井６１ ＥＳＳビル
2025-07-21
http://www.ess-g.com
 
エ,220881,株式会社エスボード
〒422-8046,静岡県静岡市駿河区中島８２３番地の１２
2025-03-22
https://s-board.co.jp
 
エ,219591,株式会社エスポワール
〒577-0054,⼤阪府東⼤阪市⾼井⽥元町２丁⽬８番５号
2024-04-13
http://www.espoir.co.jp/
 
エ,106212,エスメディカル株式会社



〒382-0071,⻑野県須坂市⼤字⼩河原２０１４−５
2024-04-23
 
エ,212594,Ｓメディカルシールド株式会社
〒990-0022,⼭形県⼭形市東⼭形２丁⽬１３番５号
2025-04-24
https://www.sms-c.com/
 
エ,224593,株式会社エスユー技研
〒456-0013,愛知県名古屋市熱⽥区外⼟居町１番２２号
2025-04-01
http://www.su-giken.com/
 
エ,124593,ＳＵＳ株式会社
〒422-8067,静岡県静岡市駿河区南町１４−２５ エスパティオ６Ｆ
2025-11-11
https://www.sus.co.jp/
 
エ,213243,株式会社ＳーＬＡＰ
〒918-8231,福井県福井市問屋町３丁⽬１２０３番地
2026-05-20
http://www.s-lap.jp/
 
エ,215298,株式会社エス・ワイ
〒666-0014,兵庫県川⻄市⼩⼾１丁⽬３−１２
2024-03-13
http://esu-wai.com
 
エ,210400,株式会社ＳＹＫ
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊１ー３７ー１８
2024-06-30
http://www.syk-system.co.jp
 
エ,503700,株式会社エス・ワイ・シー
〒730-0806,広島県広島市中区⻄⼗⽇市町９番９号
2025-09-29
https://www.syc.co.jp/
 
エ,103691,株式会社エスワイデェ
〒981-3222,宮城県仙台市泉区住吉台東４−１９−３
2024-03-10
 
エ,105835,エセックス古河マグネットワイヤジャパン株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥２−１６−８ 古河電⼯神⽥ビル１階
2026-02-05
 
エ,111727,株式会社江⽥商会
〒223-0057,神奈川県横浜市港北区新⽻町２８４
2023-11-18
http://www.eda.co.jp
 
エ,102107,株式会社江⽥製作所
〒373-0844,群⾺県太⽥市下⽥島町１５５２
2025-01-10
 



エ,218305,江⽥特殊防⽔⼯業株式会社
〒321-0154,栃⽊県宇都宮市⻄川⽥東町１５−２５
2023-09-01
 
エ,211821,有限会社枝廣製作所
〒654-0121,兵庫県神⼾市須磨区妙法寺字⾕⽥１１６７
2023-08-24
 
エ,215361,株式会社エチ・アール・エス・ケー
〒593-8326,⼤阪府堺市⻄区鳳⻄町１丁８９ー４２
2024-04-23
 
エ,227623,越後⼯事有限会社
〒950-0054,新潟県新潟市東区秋葉１丁⽬５ー１２
2024-03-09
 
エ,216558,有限会社越前⼯務店
〒020-0122,岩⼿県盛岡市みたけ３丁⽬３８番８号
2025-06-04
 
エ,212548,株式会社Ｈ・Ｅ・Ｉ・テクニカル
〒630-0142,奈良県⽣駒市北⽥原町１５７３番地２
2025-03-21
http://www.heitec.jp
 
エ,103231,株式会社エッチケイ電設
〒465-0003,愛知県名古屋市名東区延珠町９０７−２
2026-06-20
https://www.hk-e.co.jp/
 
エ,505674,株式会社エッチ・ディー・ラボ
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜三丁⽬１７番地６ イノテックビル１０Ｆ
2025-03-03
 
エ,219989,株式会社エッヂ
〒492-8218,愛知県稲沢市⻄町２丁⽬２４番１号
2024-07-06
https://edge-metal.com/
 
エ,105914,エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社
〒312-8502,茨城県ひたちなか市武⽥１０６０
2026-05-08
 
エ,129995,株式会社エヅリコエンジニアリング
〒024-0074,岩⼿県北上市滑⽥２０−１１１−１
2025-06-02
http://www.e-eg.co.jp/
 
エ,224233,株式会社エディソン
〒963-8878,福島県郡⼭市堤下町１３番８号
2025-03-01
http://www.k-edison.co.jp/
 
エ,103783,株式会社エデュプレス
〒336-0025,埼⽟県さいたま市南区⽂蔵１−５−５



2026-02-05
http://www.edupress.net/
 
エ,101040,ヱトー株式会社
〒220-6221,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい２−３−５ クイーンズタワーＣ２１階
2025-05-26
http://www.eto.co.jp
 
エ,220897,株式会社エトウ
〒573-1164,⼤阪府枚⽅市須⼭町７９番２０号
2025-03-22
 
エ,226653,有限会社エトウ技建
〒816-0094,福岡県福岡市博多区諸岡６丁⽬５番２４号
2026-04-01
 
エ,212370,株式会社江藤建設⼯業
〒890-0005,⿅児島県⿅児島市下伊敷１丁⽬５３番１６号
2024-11-14
https://www.eto-kensetsu.co.jp
 
エ,125860,江藤酸素株式会社
〒870-0198,⼤分県⼤分市⼄津町１−１６
2023-10-03
http://www.etosanso.co.jp/
 
エ,100772,株式会社江藤製作所
〒870-0145,⼤分県⼤分市⼄津町４−７
2023-06-09
http://www.etoss.co.jp
 
エ,218900,エトリ電設株式会社
〒224-0057,神奈川県横浜市都筑区川和町９８７ー２
2024-01-12
http://www.etoden.co.jp
 
エ,217076,株式会社江⼾川機設
〒132-0025,東京都江⼾川区松江７−３２−４
2025-09-10
 
エ,230568,有限会社江⼾川重⼯
〒134-0013,東京都江⼾川区江⼾川５−２２−２
2025-07-26
http://www.edogawa-juukou.com
 
エ,230431,江⼾川電気⼯業株式会社
〒133-0057,東京都江⼾川区⻄⼩岩三丁⽬８番１９号
2025-07-12
http://www.edogawa-denki.co.jp
 
エ,103071,江⼾商事株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座８−１２−１５ 全国燃料会館５Ｆ
2026-03-06
http://www.edosho.co.jp
 



エ,213845,江⼾鉄株式会社
〒133-0061,東京都江⼾川区篠崎町７−２１−１２
2024-09-15
 
エ,103875,株式会社エドトク
〒349-1158,埼⽟県加須市新利根１−１−２
2024-06-08
 
エ,211888,株式会社エドバンコーポレーション
〒150-0001,東京都渋⾕区神宮前４ー３ー１５東京セントラル表参道２０５
2023-11-04
https://www.advan-group.co.jp
 
エ,220573,エドバンテック株式会社
〒541-0051,⼤阪府⼤阪市中央区備後町⼀丁⽬６番７号
2024-12-21
https://www.advan-tec.jp
 
エ,106044,エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
〒012-0801,秋⽥県湯沢市岩崎字壇ノ上３
2023-09-30
https://www.edmundoptics.jp/
 
エ,111669,株式会社エドランド⼯業
〒501-3217,岐⾩県関市下有知３８４６−１
2026-02-22
http://www.edlund.co.jp/
 
エ,116367,エドワーズ株式会社
〒276-8523,千葉県⼋千代市吉橋１０７８−１
2024-07-28
http://www.edwardsvacuum.co.jp/
 
エ,127215,エナジーウィズ株式会社
〒101-0022,東京都千代⽥区神⽥練塀町３ ＡＫＳビル
2023-01-08
https://www.energy-with.com/
 
エ,218295,株式会社エナジーＯ＆Ｍ
〒108-8533,東京都港区芝浦四丁⽬８番３３号
2023-09-01
http://www.energy-om.jp/
 
エ,220492,株式会社エナジー技⼯
〒546-0003,⼤阪府⼤阪市東住吉区今川３−７−２１
2024-11-30
 
エ,102399,エナジーサポート株式会社
〒484-8505,愛知県⽝⼭市字上⼩針１
2025-03-04
http://www.energys.co.jp
 
エ,104752,エナジーシステムサービスジャパン株式会社
〒143-0006,東京都⼤⽥区平和島６−１−１ 東京流通センタービル７階
2026-04-27



 
エ,231306,株式会社エナジーデザイン
〒104-0061,東京都中央区銀座⼀丁⽬１９番１０号
2025-11-21
https://www.energydesign.jp/
 
エ,504771,Ｅｎａｚｅａｌ株式会社
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕１丁⽬１７番２号 ヒューリック渋⾕宮下公園ビル７Ｆ（受付）・８Ｆ
2023-08-04
https://www.enazeal.co.jp/
 
エ,214257,株式会社エナ重機
〒509-7201,岐⾩県恵那市⼤井町１１２０番地の９４
2025-06-28
https://www.enajyuki.co.jp/
 
エ,111881,株式会社エナテック
〒101-0051,東京都千代⽥区神⽥神保町３−２５
2024-07-04
http://www.enatek.co.jp
 
エ,230247,有限会社江成電業
〒252-0244,神奈川県相模原市中央区⽥名５９９５番地の４
2025-06-21
 
エ,105705,株式会社エニー
〒214-0013,神奈川県川崎市多摩区登⼾新町３３７
2025-10-02
http://www.j-any.co.jp/
 
エ,218609,株式会社縁
〒812-0011,福岡県福岡市博多区博多駅前⼆丁⽬１０番１９号
2023-11-10
 
エ,505709,株式会社エニシアス
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥２−２７−３
2025-05-31
https://www.enisias.com/
 
エ,102701,エヌ・エス・アシスト株式会社
〒461-0004,名古屋市東区葵３−１５−３１ 住友⽣命千種ビル
2025-07-19
http://www.ns-assist.co.jp
 
エ,128278,エヌ・エス・コミュニケーションズ株式会社
〒461-0004,愛知県名古屋市東区葵３−１５−３１ 住友⽣命千種ビル
2025-09-05
http://www.nsck.co.jp/
 
エ,505270,エヌ・エス・シー株式会社
〒460-0003,愛知県名古屋市中区錦３丁⽬５番３１号
2025-08-08
http://www.nsc-dev.co.jp/index.html
 
エ,129215,株式会社エヌ・エム・アール



〒116-0013,東京都荒川区⻄⽇暮⾥１−３−６
2024-01-06
http://www.icp-nmr.com
 
エ,504429,エヌ・エム・ビー販売 株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町１−８−１５イトーピア岩本町⼀丁⽬ビル７階
2024-05-12
https://www.nmbhanbai.com
 
エ,102131,エヌ・ケー⼯機株式会社
〒019-0111,秋⽥県湯沢市上院内字雄勝⼭３−３２
2025-01-15
 
エ,104944,株式会社エヌ・ケイ
〒104-0061,東京都中央区銀座２−１１−５ 陽光銀座セントラルビル４階
2023-09-25
 
エ,501685,株式会社エヌ・ティ・ティ・アド
〒100-0004,東京都千代⽥区⼤⼿町⼀丁⽬５番１号
2026-02-14
https://www.ntt-ad.co.jp/
 
エ,101300,ＮＴＴインターネット株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥２−１１−２０
2026-03-07
http://www.ntt-itn.co.jp
 
エ,502308,エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社
〒103-0004,東京都中央区東⽇本橋１−８−１ ネクストサイト東⽇本橋ビル３Ｆ
2026-03-23
http://www.nttinf.co.jp/
 
エ,501547,エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
〒100-8019,東京都千代⽥区⼤⼿町２−３−１ ⼤⼿町プレイスウエストタワー
2026-05-20
https://www.ntt.com/index.html
 
エ,103898,ＮＴＴコムウェア株式会社
〒108-8019,東京都港区港南１−９−１ ＮＴＴ品川ＴＷＩＮＳアネックスビル１８階
2024-07-02
http://www.nttcom.co.jp/
 
エ,501585,株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
〒135-6033,東京都江東区豊洲３−３−３ 豊洲センタービル
2024-02-21
 
エ,502633,株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ウェーブ
〒151-0051,東京都渋⾕区千駄ヶ⾕１−１４−５
2024-06-05
https://www.nttd-wave.com/
 
エ,502874,エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社
〒135-8178,東京都江東区豊洲３−３−９
2025-10-04
http://www.nttdatacs.co.jp/



 
エ,123985,株式会社エヌ・ティ・ティ・データＣＣＳ
〒140-0002,東京都品川区東品川４−１２−１ 品川シーサイドサウスタワー
2025-06-18
http://www.nttdata-ccs.co.jp
 
エ,504441,エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社
〒104-0052,東京都中央区⽉島１−１５−７ パシフィックマークス⽉島
2024-06-26
https://www.intellilink.co.jp/home.aspx
 
エ,501600,株式会社ＮＴＴドコモ
〒100-6150,東京都千代⽥区永⽥町２−１１−１ ⼭王パークタワービル
2025-09-25
https://www.docomo.ne.jp/
 
エ,502955,エヌ・ティ・ティ・レンタル・エンジニアリング株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町２−９−７ ＲＥＣビル２Ｆ
2023-06-04
https://www.nttrec.co.jp/
 
エ,505252,エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社
〒106-8566,東京都港区南⿇布⼀丁⽬６番１５号
2022-07-11
http://www.nttls.co.jp/
 
エ,106349,株式会社エヌ・ディ・シー
〒702-8001,岡⼭県岡⼭市中区沖元５２３−５
2024-09-13
 
エ,126326,株式会社エヌ・ピー・シー
〒399-4601,⻑野県上伊那郡箕輪町⼤字中箕輪１０５００−３８
2023-12-05
 
エ,503465,エヌ・ワン・プラス株式会社
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊２−２６−４ー３０５
2025-08-17
https://www.n1-plus.com
 
エ,215522,株式会社エヌ・ワンシステム
〒231-0005,神奈川県横浜市中区本町１−７東ビル２Ｆ
2021-08-07
 
エ,231121,株式会社Ｎ・Ｒ
〒174-0061,東京都板橋区⼤原町１１番１７−７０４号
2025-10-18
 
エ,103214,エヌアイエス株式会社
〒592-8335,⼤阪府堺市⻄区浜寺⽯津町東１−５−１５
2026-06-16
http://www.nis-corp.co.jp
 
エ,215526,株式会社ＮＩＳ
〒530-0043,⼤阪府⼤阪市北区天満２丁⽬３ー５ー４０３
2024-08-14



 
エ,219259,株式会社Ｎ．アイ・エス・アイ
〒570-0009,⼤阪府守⼝市⼤庭町１丁⽬６番２６号
2024-03-09
 
エ,213105,株式会社ＮＩＬ
〒535-0021,⼤阪府⼤阪市旭区清⽔４−１３−３
2026-03-05
 
エ,129533,ＮＩＣ株式会社
〒192-0904,東京都⼋王⼦市⼦安町３−５−２
2024-08-11
http://telecall.co.jp/
 
エ,503847,エヌアイシー・ソフト株式会社
〒104-0044,東京都中央区明⽯町６−４ ニチレイ明⽯町ビル２階
2023-11-08
https://www.nicsoft.co.jp/
 
エ,122012,エヌアイシ・オートテック株式会社
〒939-8032,富⼭県富⼭市流杉２５５
2024-12-08
https://www.nic-inc.co.jp/
 
エ,123871,株式会社エヌアイデイ
〒104-6029,東京都中央区晴海１−８−１０ 晴海アイランドトリトンスクエアＸ棟２９階
2025-05-17
http://www.nid.co.jp
 
エ,103652,株式会社エヌイーエス
〒329-1311,栃⽊県さくら市⽒家３４８６−５
2024-02-23
 
エ,121695,ＮＥＣスペーステクノロジー株式会社
〒183-8551,東京都府中市⽇新町１−１０
2025-08-06
http://www.necspace.co.jp/
 
エ,116045,ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社
〒136-8627,東京都江東区新⽊場１−１８−７
2023-09-04
http://www.nec-solutioninnovators.co.jp/
 
エ,116099,ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社
〒108-8338,東京都港区三⽥１−４−２８ 三⽥国際ビル１９Ｆ
2024-06-11
https://www.nec-nexs.com/
 
エ,116069,ＮＥＣネッツエスアイ株式会社
〒112-8560,東京都⽂京区後楽２−６−１ 飯⽥橋ファーストタワー
2024-06-04
https://www.nesic.co.jp
 
エ,500072,ＮＥＣネッツエスアイ・サービス株式会社
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町三丁⽬１番地



2023-08-07
http://www.nesic.co.jp/ser/
 
エ,508046,ＮＥＣネットイノベーション株式会社
〒980-0811,宮城県仙台市⻘葉区⼀番町⼀丁⽬１０番２３号
2026-04-05
http://www.necnet-inn.com
 
エ,111749,ＮＥＣネットワーク・センサ株式会社
〒183-8501,東京都府中市⽇新町１−１０
2024-01-04
http://www.necnets.co.jp/
 
エ,114865,ＮＥＣネットワークプロダクツ株式会社
〒960-8511,福島県福島市清⽔町字⼀本松１−１
2023-09-12
http://www.necnp.co.jp
 
エ,111553,ＮＥＣパーソナルコンピュータ株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥４−１４−１ 秋葉原ＵＤＸ
2024-12-05
http://www.necp.co.jp
 
エ,112250,ＮＥＣパーソナルコンピュータ株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥４−１４−１ 秋葉原ＵＤＸ
2023-07-27
http://www.necp.co.jp/index.html
 
エ,118410,ＮＥＣパーソナルコンピュータ株式会社
〒101-0031,東京都千代⽥区外神⽥４−１４−１ 秋葉原ＵＤＸ
2023-08-22
http://www.necp.co.jp/
 
エ,121675,ＮＥＣパーソナルコンピュータ株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥４−１４−１ 秋葉原ＵＤＸ
2025-07-30
http://www.necp.co.jp/index.html
 
エ,116059,ＮＥＣファシリティーズ株式会社
〒105-0014,東京都港区芝２−２２−１２ ＮＥＣ第⼆別館
2024-05-21
http://www.necf.jp/
 
エ,116081,ＮＥＣフィールディング株式会社
〒108-0073,東京都港区三⽥１−４−２８ 三⽥国際ビル
2024-08-15
http://www.fielding.co.jp
 
エ,105580,ＮＥＣプラットフォームズ株式会社
〒213-8511,川崎市⾼津区北⾒⽅２−６−１
2026-02-22
https://www.necplatforms.co.jp/
 
エ,116049,ＮＥＣプラットフォームズ株式会社（ＮＥＣＥ）
〒101-8532,東京都千代⽥区神⽥司町２−３



2024-05-14
https://www.necplatforms.co.jp/
 
エ,112340,ＮＥＣプラットフォームズ株式会社（甲府）
〒101-8532,東京都千代⽥区神⽥司町２−３
2023-08-12
 
エ,118484,ＮＥＣプラットフォームズ株式会社（⼤⽉）
〒101-8532,東京都千代⽥区神⽥司町２−３
2025-02-06
https://www.necplatforms.co.jp/
 
エ,113390,ＮＥＣプラットフォームズ株式会社（掛川）
〒101-8532,東京都千代⽥区神⽥司町２−３
2023-08-05
https://www.necplatforms.co.jp/
 
エ,117270,ＮＥＣプラットフォームズ株式会社 福島事業所
〒960-8511,福島県福島市清⽔町字⼀本松１−１
2023-07-15
https://www.necplatforms.co.jp/index.html
 
エ,121697,ＮＥＣプラットフォームズ株式会社（⽩⽯）
〒989-0294,宮城県⽩⽯市旭町６−１
2025-09-06
 
エ,502325,ＮＥＣマグナスコミュニケ―ションズ株式会社
〒212-0031,神奈川県川崎市幸区新⼩倉１−２
2026-04-05
http://www.necmagnus.com/
 
エ,506086,ＮＥＣマグナスコミュニケーションズ株式会社
〒212-0031,神奈川県川崎市幸区新⼩倉１番２号
2024-04-04
www.necmagnus.com
 
エ,116060,ＮＥＣマネジメントパートナー株式会社
〒211-8601,神奈川県川崎市中原区下沼部１７５３
2023-07-26
http://www.necmp.co.jp/
 
エ,121516,株式会社エヌイーティ
〒050-0074,北海道室蘭市中島町４−１−１９
2025-03-19
http://www.net-n.co.jp/
 
エ,106477,株式会社ＮＥ東北
〒454-0943,愛知県名古屋市中川区⼤当郎２−１１０７
2024-12-28
https://ne-tohoku.co.jp
 
エ,214955,株式会社エヌウェブ
〒981-0504,宮城県東松島市⼩松字舘下４９−１
2023-08-29
http://www.n-web.co.jp



 
エ,212218,株式会社エヌエー
〒731-0103,広島県広島市安佐南区緑井１丁⽬２１番６ー２号
2024-06-13
 
エ,104107,株式会社エヌ・エー・シー
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町１−７−１ 瀬⽊ビル６Ｆ
2024-10-20
http://www.nacjpn.co.jp
 
エ,222652,エヌ・エイ・シー株式会社
〒105-0014,東京都港区芝２丁⽬２２番１５号
2024-02-01
http://www.nackk.co.jp
 
エ,213978,株式会社ＮＨＫテクノロジーズ
〒150-0047,東京都渋⾕区神⼭町４番１４号
2025-01-26
https://www.nhk-tech.co.jp/
 
エ,229517,有限会社エヌエイチ⼯業
〒590-0025,⼤阪府堺市堺区向陵東町３丁２−２
2026-02-21
 
エ,121607,株式会社エヌ エス
〒180-0002,東京都武蔵野市吉祥寺東町２−７−１
2025-08-23
http://www.ns-com.jp/
 
エ,100674,株式会社ＮＳ・コンピュータサービス
〒940-0045,新潟県⻑岡市⾦房３−３−２
2026-03-22
https://nscs.jp/
 
エ,118018,エヌエスアドバンテック株式会社
〒947-0043,新潟県⼩千⾕市⼭⾕字新保４−１０
2025-04-24
http://www.nsadv.co.jp
 
エ,230177,ＮＳインターナショナル株式会社
〒135-0034,東京都江東区永代⼀丁⽬１３番６号
2025-06-07
https://nsinternational.co.jp
 
エ,106248,株式会社エヌ・エス・エス
〒650-0034,兵庫県神⼾市中央区京町８３ 三宮センチュリービル９０４
2024-06-24
http://www.nss-limited.com
 
エ,121576,ＮＳＭコイルセンター株式会社
〒135-0063,東京都江東区有明３−１４−１２
2024-05-15
http://www.nsmcc.co.jp
 
エ,158050,ＮＳＭコイルセンター株式会社



〒135-0063,東京都江東区有明３丁⽬１４番１２号
2025-12-25
 
エ,217274,エヌエス環境株式会社
〒105-0011,東京都港区芝公園⼀丁⽬２番９号
2025-11-05
http://www.ns-kankyo.co.jp
 
エ,216534,有限会社エヌエス技建
〒657-0845,兵庫県神⼾市灘区岩屋中町３丁⽬１ー２０
2022-05-28
 
エ,213960,ＮＳＫ株式会社
〒102-0074,東京都千代⽥区九段南２丁⽬３番１号
2025-01-12
https://www.nsk-net.co.jp/
 
エ,126090,ＮＳ建材薄板株式会社
〒103-6024,東京都中央区⽇本橋２−７−１ 東京⽇本橋タワー２４階
2024-11-27
http://np-nippan.co.jp
 
エ,229114,ＮＳ建材販売株式会社
〒135-0042,東京都江東区⽊場２ー１７ー１２
2025-06-14
 
エ,225647,エヌエス⼯事株式会社
〒555-0012,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区御幣島６−１２−４３
2022-07-01
 
エ,126046,株式会社ＮＳＣ
〒561-0845,⼤阪府豊中市利倉１−１−１
2025-05-15
http://www.nsc-net.co.jp
 
エ,218660,株式会社エヌ・エス・シー
〒734-0034,広島県広島市南区丹那町１６−５
2023-11-24
 
エ,228025,株式会社エヌ・エス・シーリング
〒241-0022,神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰２ー７４
2024-05-17
 
エ,123074,株式会社エヌエスシイ
〒577-0025,⼤阪府東⼤阪市新家１−３−７
2024-12-20
http://www.nsc-osk.jp
 
エ,106494,エヌエスジー株式会社
〒550-0013,⼤阪市⻄区新町３−１１−２３
2025-01-12
https://sakuppa.connetta.com/nsg-k/
 
エ,210565,株式会社エヌエスジャパン
〒135-0034,東京都江東区永代１ー１３ー６



2024-09-25
 
エ,219511,有限会社エヌエススキルドワーク
〒166-0003,東京都杉並区⾼円寺南２−１−５
2024-03-30
 
エ,129201,ＮＳステンレス株式会社
〒103-0021,東京都中央区⽇本橋本⽯町３−２−２ 北越製紙ビル５階
2023-12-17
http://www.ns-sus.co.jp
 
エ,116073,ＮＳＷ株式会社
〒150-8577,東京都渋⾕区桜丘町３１−１１
2025-01-07
https://www.nsw.co.jp/
 
エ,505694,ＮＳＷテクノサービス株式会社
〒150-0031,渋⾕区桜丘町３１−１０ ＮＳＷ渋⾕ＣＩビル
2025-04-22
https://www.nswt.co.jp
 
エ,212676,ＮＳＴ奥平株式会社
〒580-0014,⼤阪府松原市岡７丁⽬３３８番地の１
2025-06-12
http://www.nsos.co.jp
 
エ,104984,ＮＳテクノサービス株式会社
〒024-0041,岩⼿県北上市稲瀬町上台５０−２
2023-11-20
http://user.ginga-net.ne.jp/~nstechno/
 
エ,212347,株式会社エヌエステック
〒511-0808,三重県桑名市⼤字下深⾕部３４５−１１
2024-10-10
http://nstech.jp/
 
エ,215933,株式会社エヌ・エス・テック
〒507-0058,岐⾩県多治⾒市平井町５ー２９
2025-01-22
https://www.n-s-tec.co.jp
 
エ,100654,株式会社ＮＳＤ
〒101-0063,東京都千代⽥区神⽥淡路町２−１０１ ワテラスタワー
2026-03-10
http://www.nsd.co.jp/
 
エ,104857,株式会社エヌ・エス・ディ
〒190-0022,東京都⽴川市錦町１−６−６ 岩﨑錦町ビル２Ｆ
2026-07-10
 
エ,121536,エヌエスディ株式会社
〒460-8302,名古屋市中区⼤須３−３１−２８
2025-03-29
https://www.nsdcorp.co.jp
 



エ,217751,株式会社ＮＳＤ
〒285-2853,千葉県佐倉市⼩⽵１６７９
2023-05-26
 
エ,106518,エヌエスディ販売株式会社
〒460-8302,愛知県名古屋市中区⼤須３−３１−２３
2025-01-17
 
エ,211874,エヌエス⽇進株式会社
〒703-8265,岡⼭県岡⼭市中区倉⽥３９３ー１
2023-10-13
http://www.ns-nissin-group.co.jp
 
エ,504795,株式会社ＮＳＰ
〒231-0062,神奈川県横浜市中区桜⽊町⼀丁⽬１番地８ ⽇⽯横浜ビル２８階
2023-08-18
http://www.nsp-ltd.co.jp
 
エ,214258,ＮＳＰセントラル株式会社
〒500-8844,岐⾩県岐⾩市吉野町３丁⽬８番地
2025-06-28
 
エ,230995,ＮＳプロダクト株式会社
〒541-0053,⼤阪府⼤阪市中央区本町四丁⽬５番１６号
2025-10-04
 
エ,551001,ＮＸ・ＮＰロジスティクス株式会社
〒566-0042,⼤阪府摂津市東別府３−２−６
2025-06-30
 
エ,123739,ＮＸ商事株式会社
〒105-8338,東京都港区海岸１−１４−２２
2025-03-22
https://www.nittsushoji.co.jp/
 
エ,129032,ＮＸ商事株式会社
〒105-8338,東京都港区海岸１−１４−２２
2023-07-15
https://www.nittsushoji.co.jp/
 
エ,506059,ＮＸトランスポート株式会社
〒101-0024,東京都千代⽥区神⽥和泉町２番地
2026-02-03
https://www.nittora.co.jp
 
エ,507175,ＮＸ備通株式会社
〒720-0067,広島県福⼭市⻄町２−１６−１８
2026-01-08
https://www.bintsu.co.jp
 
エ,114282,ＮＮＰ株式会社
〒450-0002,名古屋市中村区名駅３−２２−８ ⼤東海ビル２階
2026-03-01
https://www.nnp.co.jp/
 



エ,111642,株式会社エヌエフ回路設計ブロック
〒223-8508,神奈川県横浜市港北区綱島東６−３−２０
2022-06-23
 
エ,214231,株式会社エヌ・エフ・シー
〒329-0603,栃⽊県河内郡上三川町⼤字東蓼沼８６１
2025-06-07
 
エ,128600,株式会社エヌエフジー
〒525-0016,滋賀県草津市北⼤萱町５４６−６
2025-12-20
http://www.nfg-fastener.com
 
エ,122864,株式会社エヌ．エフ．ティ
〒818-0131,福岡県太宰府市⽔城１−１１−１１
2024-12-05
http://www.nft-g.co.jp/
 
エ,116299,株式会社ＮＭＣ
〒187-0035,東京都⼩平市⼩川⻄町４−１４−２７
2024-03-03
http://www.kk-nmc.jp
 
エ,101023,ＮＯＫ株式会社
〒105-8585,東京都港区芝⼤⾨１−１２−１５
2024-12-04
http://www.nok.co.jp/
 
エ,218647,株式会社エヌケー
〒341-0018,埼⽟県三郷市早稲⽥５−２２−３
2023-11-24
http://www.nk-rr.co.jp/
 
エ,231166,有限会社エヌ・ケー
〒683-0103,⿃取県⽶⼦市富益町７５番地１５
2025-10-25
 
エ,106347,株式会社エヌケーエス
〒532-0033,⼤阪市淀川区新⾼１−８−１７
2024-09-10
http://www.amnis-flow.co.jp
 
エ,154004,エヌケーケーシームレス鋼管株式会社
〒210-0855,神奈川県川崎市川崎区南渡⽥町１−１０
2024-05-31
 
エ,106900,ＮＫＫスイッチズ株式会社
〒213-8553,神奈川県川崎市⾼津区宇奈根７１５−１
2024-12-06
http://www.nkkswitches.co.jp
 
エ,215072,株式会社ＮＫデザイン
〒556-0011,⼤阪府⼤阪市浪速区難波中１丁⽬３番１号
2023-10-31
http://www.nk-design.co.jp/



 
エ,218710,ｎｋｂ株式会社
〒333-0805,埼⽟県川⼝市⼾塚鋏町２ー３２
2023-12-08
 
エ,116249,ＮＫワークス株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町２−１７−１７
2024-03-02
http://www.nk-works.co.jp
 
エ,217373,株式会社ＮＫ
〒730-0835,広島県広島市中区江波南１−１９−６
2025-12-10
 
エ,122050,エヌケイエス株式会社
〒451-0031,愛知県名古屋市⻄区城⻄２−５−２１
2024-07-30
http://www.nks-wa-hakaru.jp/
 
エ,212384,株式会社エヌケイクラフト
〒110-0015,東京都台東区東上野３丁⽬３４番６号ヒューリック東上野ビル７階
2024-11-21
 
エ,223361,エヌ．ケイ．建材株式会社
〒105-0014,東京都港区芝三丁⽬１７番１４号
2024-07-01
 
エ,504231,エヌ・ケイ・コミュニケーションズ株式会社
〒130-0026,東京都墨⽥区両国４−２５−９
2025-03-21
http://www.nk-com.co.jp/
 
エ,230054,株式会社ＮＫＧアソシエ
〒462-0814,愛知県名古屋市北区⼭⽥⻄町三丁⽬１２８番地
2025-04-26
https://nkg-a.co.jp
 
エ,219632,株式会社エヌケイ設備企画
〒002-8009,北海道札幌市北区太平九条４丁⽬６−１６
2024-04-20
 
エ,213122,エヌ・ケイ・テクノ株式会社
〒221-0835,神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町３ー３５ー１
2026-03-12
http://www.nk-t.co.jp/
 
エ,105156,株式会社ＮＣＥ
〒963-0107,福島県郡⼭市安積３−３０１
2024-06-15
http://www.nce.co.jp
 
エ,116053,ＮＣＳ＆Ａ株式会社
〒540-6316,⼤阪市中央区城⾒１−３−７ 松下ＩＭＰビル
2024-12-08
http://ncsa.jp



 
エ,218831,エヌシーオートメーション株式会社
〒460-0007,愛知県名古屋市中区新栄⼆丁⽬１番４０号
2023-12-22
https://www.ncauto.co.jp/
 
エ,217782,ＮＣ建材株式会社
〒802-0001,福岡県北九州市⼩倉北区浅野⼆丁⽬１４番１号
2023-06-09
 
エ,124418,エヌシー産業株式会社
〒613-0022,京都府久世郡久御⼭町市⽥新珠城１７０−１
2025-08-16
http://www.nc-industry.co.jp
 
エ,100215,エヌシーシー株式会社
〒399-4431,⻑野県伊那市⻄春近上島２４３１
2022-08-19
http://www.ncc-nice.com/
 
エ,111633,ＮＣＣ株式会社
〒399-4431,⻑野県伊那市⻄春近上島２４３１
2023-06-17
http://www.ncc-nice.com
 
エ,215746,ＮＣＤエスト株式会社
〒812-0016,福岡県福岡市博多区博多駅南６丁⽬６ー９
2024-11-13
https://www.ncdyano.jp/
 
エ,214994,ＮＣプレコン株式会社
〒710-0826,岡⼭県倉敷市⽼松町５丁⽬１ー２６
2023-09-12
 
エ,103307,ＮＧＫエレクトロデバイス株式会社
〒759-2212,⼭⼝県美祢市⼤嶺町東分字岩倉２７０１−１
2026-03-18
http://www.ngked.co.jp
 
エ,124446,エヌジーケイオホーツク株式会社
〒099-2421,北海道網⾛市字呼⼈５３４−２
2025-08-30
http://www.ngk.co.jp
 
エ,504291,ＮＧＢ株式会社
〒105-8408,東京都港区⻄新橋１−７−１３
2025-10-16
https://www.ngb.co.jp
 
エ,105726,ＮＪコンポーネント株式会社
〒757-8585,⼭⼝県⼭陽⼩野⽥市本町５区
2022-10-29
https://www.njcomponents.co.jp/
 
エ,505799,株式会社Ｎ．ジェン



〒150-0043,渋⾕区道⽞坂２−１１−１
2026-04-26
https://ngen.co.jp/
 
エ,220539,株式会社エヌ・ステージ
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥⼀丁⽬１３番１２号
2024-12-14
 
エ,230440,Ｎ’Ｚ株式会社
〒339-0024,埼⽟県さいたま市岩槻区釣上１３６１番地
2025-07-12
http://nz-corp.co.jp
 
エ,106571,ＮＴＮテクニカルサービス株式会社
〒550-0003,⼤阪府⼤阪市⻄区京町堀１−３−１７
2025-02-16
https://www.ntn-ts.co.jp/
 
エ,129559,株式会社エヌティ・サクセス
〒232-0022,神奈川県横浜市南区⾼根町４−２８ ⼭本ビル第⼀２Ｆ
2024-09-18
http://www.nt-success.co.jp/
 
エ,120818,ＮＴＮイーストテクノス株式会社
〒950-0868,新潟市東区紫⽵卸新町１８０８−４５
2024-02-03
http://n-ntn.co.jp/
 
エ,501593,ＮＴＫインターナショナル株式会社
〒103-0004,東京都中央区東⽇本橋１丁⽬４番６号東⽇本橋⼀丁⽬ビル
2025-03-30
http://www.ntkinternational.com/
 
エ,100389,株式会社ＮＴＫセラテック
〒981-3292,宮城県仙台市泉区明通３−２４−１
2025-10-12
http://www.ceratech.co.jp
 
エ,225945,株式会社エヌティーシー
〒940-2021,新潟県⻑岡市宮関４丁⽬１３番３３号
2025-09-01
 
エ,105950,株式会社エヌ・ティー・ジー
〒370-0615,群⾺県⾢楽郡⾢楽町篠塚２７４４
2025-09-21
http://www.tougun.co.jp
 
エ,505597,株式会社ＮＴジオテックス
〒176-0014,東京都練⾺区豊⽟南２−７−６
2024-06-21
 
エ,214564,エヌティーテクノ株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野２丁⽬１番１１号
2026-02-07
http://www.nt-techno.jp/



 
エ,101610,ＮＴＮ株式会社
〒550-0003,⼤阪市⻄区京町堀１−３−１７
2024-04-08
https://www.ntn.co.jp
 
エ,230516,ＮＴＭコーポレーション株式会社
〒130-0025,東京都墨⽥区千歳三丁⽬３−３
2025-07-26
 
エ,116356,エヌティ⼯業株式会社
〒811-2412,福岡県糟屋郡篠栗町⼄⽝１０５３−１
2024-10-02
 
エ,506122,株式会社ＮＴＣ
〒170-6028,東京都豊島区東池袋３−１−１ サンシャイン６０ ２８階
2025-12-25
http://www.ntc..co.jp
 
エ,505379,株式会社ＮＴＣシステム
〒170-6028,東京都豊島区東池袋３−１−１
2023-06-11
https://www.ntc-s.co.jp/
 
エ,124873,ＮＴ湘南株式会社
〒252-1123,神奈川県綾瀬市早川２６０５−１８
2025-03-26
 
エ,500216,ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社
〒108-0075,東京都港区港南⼀丁⽬２番７０号 品川シーズンテラス
2024-02-27
https://www.ntt-tc-lease.com/
 
エ,501990,エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社
〒163-1436,東京都新宿区⻄新宿三丁⽬２０番２号 東京オペラシティタワー
2025-12-28
https://www.ntt-at.co.jp/
 
エ,505720,ＮＴＴアノードエナジー株式会社
〒100-0004,東京都千代⽥区⼤⼿町１丁⽬５番１号⼤⼿町ファーストスクエア
2025-06-09
https://www.ntt-ae.co.jp/
 
エ,501665,ＮＴＴ印刷株式会社
〒104-0042,東京都中央区⼊船三丁⽬２番１０号 アーバンネット⼊船ビル８Ｆ
2026-01-25
http://www.nttprint.com/
 
エ,111784,ＮＴＴエレクトロニクス株式会社
〒221-0031,神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１−１−３２ ニューステージ横浜
2023-12-07
http://www.ntt-electronics.com
 
エ,503869,ＮＴＴエレクトロニクステクノ株式会社
〒221-0031,神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１−１−３２ニューステージ横浜１４階



2023-12-15
https://www.ntt-et.co.jp
 
エ,126711,ＮＴＴコムソリューションズ株式会社
〒101-8347,東京都千代⽥区神⽥猿楽町１−５−１５
2024-03-08
http://www.nttcsol.com
 
エ,501411,エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社
〒171-0031,東京都豊島区⽬⽩２−１６−２０ ＴＣＳ−ＨＤ南池袋ビル
2024-10-23
https://www.ntt-ipnet.co.jp/k/
 
エ,501568,ＮＴＴテクノクロス株式会社
〒108-8202,東京都港区芝浦３−４−１ グランパークタワー １５階
2025-08-08
https://www.ntt-tx.co.jp
 
エ,504306,ＮＴＴテクノクロスサービス株式会社
〒222-0001,神奈川県横浜市港北区樽町⼆丁⽬１番６号
2025-12-26
https://www.ntt-txs.co.jp/
 
エ,505706,株式会社ＮＴＴデータ・スマートソーシング
〒135-8677,東京都江東区豊洲３−３−９ 豊洲センタービルアネックス４階
2025-05-27
 
エ,505646,株式会社ＮＴＴデータＳＢＣ
〒541-0051,⼤阪府⼤阪市中央区備後町２−１−１ 第２野村ビル６Ｆ
2024-11-25
 
エ,501635,株式会社ＮＴＴデータＮＪＫ
〒104-0041,東京都中央区新富２−３−４
2025-12-21
https://www.njk.co.jp/
 
エ,503203,株式会社ＮＴＴデータＭＳＥ
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜三丁⽬１番地９ アリーナタワー
2024-04-22
http://nttd-mse.com/
 
エ,502222,ＮＴＴデータカスタマサービステクノロジ株式会社
〒135-0061,東京都江東区豊洲３−３−９ 豊洲センタービルアネックス２８階
2026-03-03
https://www.nttdatacs-tech.co.jp/
 
エ,503185,株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関⻄
〒530-0003,⼤阪府⼤阪市北区堂島三丁⽬１番２１号
2024-03-13
http://www.nttdata-kansai.co.jp/
 
エ,504409,株式会社ＮＴＴデータ・ニューソン
〒107-0052,東京都港区⾚坂⼆丁⽬２番１２号
2024-02-19
https://www.newson.co.jp/



 
エ,213591,ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社
〒530-0011,⼤阪府⼤阪市北区⼤深町３−１
2021-02-17
http://www.nttbizsol.jp
 
エ,501552,株式会社ＮＴＴファシリティーズ
〒108-0023,東京都港区芝浦３−４−１ グランパークタワー２６階
2024-11-07
https://www.ntt-f.co.jp/
 
エ,101441,株式会社ＮＴＴフィールドテクノ
〒534-0024,⼤阪市都島区東野⽥町４−１５−８２ ＮＴＴ⻄⽇本新京橋ビル
2024-06-29
http://www.ntt-ft.jp/
 
エ,104190,ＮＴ販売株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１−２−２ アートヴィレッジ⼤崎セントラルタワー１３Ｆ
2025-10-02
http://www.nt-sales.co.jp
 
エ,104200,ＮＴ販売株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１−２−２ アートヴィレッジ⼤崎セントラルタワー１３Ｆ
2025-10-02
http://www.nt-sales.co.jp
 
エ,502701,株式会社ＮＴＣテクノロジー
〒170-6028,東京都豊島区東池袋３丁⽬１番１号 サンシャイン６０ ２８階
2024-08-04
http://www.ntct.co.jp
 
エ,503770,ＮＴＴ Ｃｏｍ ＤＤ株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦３−４−１
2026-03-28
https://nttcdd.jp/
 
エ,121639,株式会社エヌテック
〒639-1124,奈良県⼤和郡⼭市⾺司町６４８−１
2025-10-29
http://www.u-tc.co.jp
 
エ,214027,株式会社ＮＴＥＣ
〒532-0033,⼤阪府⼤阪市淀川区新⾼三丁⽬９番１４号
2025-02-23
https://nte-c.jp/
 
エ,217958,エヌ・テック株式会社
〒225-0023,神奈川県横浜市⻘葉区⼤場町３５１ー１２
2026-07-21
 
エ,222823,株式会社エヌテック
〒104-0042,東京都中央区⼊船１−４−１０
2024-03-01
 
エ,231757,ＮＴＥＣ株式会社



〒350-1114,埼⽟県川越市東⽥町１６番地３
2026-03-07
https://www.ntec.jp/
 
エ,231822,エヌテック株式会社
〒607-8484,京都府京都市⼭科区北花⼭⻄ノ野町１４番地の２１
2026-03-28
 
エ,210797,株式会社エヌ・テックス
〒943-0148,新潟県上越市⼦安新⽥４ー１
2024-12-28
https://www.ntex-j.co.jp/
 
エ,222174,株式会社エヌテックス
〒940-0832,新潟県⻑岡市曙３丁⽬４番地１８
2026-05-01
 
エ,102081,株式会社エヌデーデー
〒164-0012,東京都中野区本町２−４６−２ 中野坂上セントラルビル３Ｆ
2024-12-27
https://www.nddhq.co.jp/
 
エ,504730,株式会社ＮＤＳネットワーク
〒454-0036,愛知県名古屋市中川区⼆⼥⼦町３丁⽬１５番地
2026-07-03
https://www.nds-g.co.jp/nnk/
 
エ,506096,ＮＤＳ株式会社
〒460-0012,愛知県名古屋市中区千代⽥⼆丁⽬１５番１８号
2024-04-10
https://www.nds-g.co.jp
 
エ,503238,ＮＤＳ．ＴＳ株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜⼆丁⽬３番地４ クレシェンドビル５Ｆ
2024-08-18
https://www.nds-g.co.jp/ndsts/
 
エ,231011,株式会社エヌディエス
〒400-0072,⼭梨県甲府市⼤和町１番４８号１
2025-10-11
https://www.nds-co.com/
 
エ,505057,ＮＤＳインフォス株式会社
〒460-0003,愛知県名古屋市中区錦１−８−６ ＯＮＥＳＴ 名古屋錦スクエア８階
2024-03-23
https://www.nds-infos.co.jp
 
エ,505435,ＮＤＳキャリア株式会社
〒460-0011,愛知県名古屋市中区⼤須４−１１−３９ 川本ビル５Ｆ
2023-07-03
https://www.nds-career.co.jp/
 
エ,503906,ＮＤＳソリューション株式会社
〒460-0011,愛知県名古屋市中区⼤須４−１１−３９ 川本ビル３Ｆ
2024-02-06



http://www.nsol.co.jp
 
エ,502161,エヌ・デイ・ケー加⼯センター株式会社
〒252-0244,神奈川県相模原市中央区⽥名３１１３−１
2023-02-07
http://www.ndk-kakou.co.jp/index.html
 
エ,219046,株式会社エヌデン
〒321-0528,栃⽊県那須烏⼭市⼩倉８４５ー３
2024-02-09
https://www.n-den.com/
 
エ,120727,株式会社エヌビー
〒594-1144,⼤阪府和泉市テクノステージ２−２−７
2023-12-20
http://www.nb-jp.com
 
エ,504736,株式会社ＮＢＥ
〒220-0011,神奈川県横浜市⻄区⾼島２丁⽬１３番２号
2026-07-06
https://www.nbe.co.jp/
 
エ,220750,株式会社ＮＢ建設
〒221-0052,神奈川県横浜市神奈川区栄町５番地１
2025-03-01
https://www.nb-const.co.jp/
 
エ,126416,株式会社エヌビーシー
〒503-0858,岐⾩県⼤垣市世安町４−３１
2023-12-22
http://www.nbc-corp.co.jp
 
エ,111893,株式会社ＮＢＣメッシュテック
〒191-0053,東京都⽇野市豊⽥２−５０−３
2024-07-13
https://www.nbc-jp.com
 
エ,121417,エヌビーファスナー⼯業株式会社
〒581-0019,⼤阪府⼋尾市南⼩阪合町４−３−２１
2024-04-10
http://www.nb-fastener.co.jp/
 
エ,225462,有限会社エヌ・ビ・アール⼯業
〒510-8014,三重県四⽇市市富⽥４丁⽬３−５
2022-06-01
 
エ,211527,株式会社エヌ・ピー・シー
〒931-8359,富⼭県富⼭市東岩瀬村４４番地
2026-01-26
http://www.npc-pc.jp/
 
エ,229341,有限会社エヌ・フォー
〒251-0037,神奈川県藤沢市鵠沼海岸６−１３−１５
2025-10-25
 



エ,505688,株式会社Ｎフロンティア
〒730-0022,広島県広島市中区銀⼭町２−４ ＭＫＪ銀⼭町ビル３０２
2025-04-08
 
エ,221535,株式会社エヌプラス
〒761-0101,⾹川県⾼松市春⽇町１６４０番地３
2025-04-01
https://www.nplus.co.jp
 
エ,219866,株式会社エヌボシ・ノムラ
〒042-0944,北海道函館市⾦堀町７番１７号
2024-06-15
 
エ,502675,株式会社エヌメック
〒140-0002,東京都品川区東品川⼀丁⽬７番６号
2024-07-24
http://www.n-mec.jp/
 
エ,230714,株式会社エヌライド
〒039-3212,⻘森県上北郡六ヶ所村⼤字尾駮野附１番地８０
2025-08-16
https://nrid.co.jp
 
エ,106635,株式会社ＮＹＳインテグラル
〒366-0033,埼⽟県深⾕市国済寺４６９−１
2025-04-21
 
エ,230270,株式会社エヌヴァンス
〒732-0817,広島県広島市南区⽐治⼭町７番２９号
2025-06-28
 
エ,106929,ＮＶＣ Ｌｉｇｈｔｉｎｇ Ｊａｐａｎ株式会社
〒110-0016,東京都台東区台東３−１６−５ ミハマビル９Ｆ
2026-03-27
https://www.nvc-lighting.jp
 
エ,123209,エヌヴェントジャパン株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−１５−１０ ＹＳ新横浜ビル３階
2025-10-19
https://www.nvent.com/
 
エ,122262,ＥＮＥＯＳ株式会社
〒100-8162,東京都千代⽥区⼤⼿町１−１−２
2024-08-11
https://www.eneos.co.jp/company/about/outline.html
 
エ,105505,ＥＮＥＯＳ液晶株式会社
〒210-8545,神奈川県川崎市川崎区夜光２−３−１
2025-03-29
https://www.lc.eneos.co.jp/
 
エ,123206,株式会社ＥＮＥＯＳサンエナジー
〒105-7112,東京都港区東新橋１−５−２ 汐留シティセンター１２階
2025-11-14
http://www.sun-energy.co.jp



 
エ,125237,株式会社エネゲート
〒531-0077,⼤阪府⼤阪市北区⼤淀北１−６−１１０
2026-02-24
http://www.enegate.co.jp/
 
エ,104321,株式会社エネックス
〒354-0011,埼⽟県富⼠⾒市⽔⼦２５７２−１
2025-03-11
http://www.fw-enex.co.jp
 
エ,111596,エネックス株式会社
〒918-8520,福井市花堂中２−１５−１
2024-10-28
http://www.enex.co.jp/
 
エ,220875,株式会社エネット
〒813-0032,福岡県福岡市東区⼟井⼀丁⽬２１番７号
2025-03-15
https://enet-fukuoka.co.jp
 
エ,231232,株式会社エネテク
〒485-0015,愛知県⼩牧市⼤字間々２７番地１
2025-11-01
https://www.enetech.co.jp/
 
エ,220606,株式会社エノア総合計画事務所
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町⼆丁⽬１２番５号
2025-01-11
http://www.e-noah.co.jp
 
エ,111612,江能電機株式会社
〒196-0021,東京都昭島市武蔵野３−９−３
2025-04-27
http://www.eno.co.jp/
 
エ,101037,株式会社榎⼾製作所
〒308-0861,茨城県筑⻄市森添島１９２３
2026-03-01
http://www.enokido.co.jp/
 
エ,226592,有限会社榎ビルサービス
〒321-0112,栃⽊県宇都宮市屋板町６９０−２
2026-04-01
 
エ,111729,株式会社エノモト
〒409-0198,⼭梨県上野原市上野原８１５４−１９
2023-12-27
http://www.enomoto.co.jp
 
エ,111818,榎本⾦属株式会社
〒550-0015,⼤阪市⻄区南堀江２−１０−１０
2024-07-14
http://www.enomotohardware.co.jp/
 



エ,103371,株式会社榎本⾦属製作所
〒596-0012,⼤阪府岸和⽥市新港町１０−３
2023-08-25
http://www.enomoto-k.com
 
エ,121571,榎本⼯業株式会社
〒431-1304,静岡県浜松市北区細江町中川７０００−２７
2025-03-15
http://www.enomoto-net.co.jp
 
エ,127810,株式会社榎本鋳⼯所
〒332-0016,埼⽟県川⼝市幸町１−７−１−３１０３
2025-03-15
http://www.nobinite.co.jp
 
エ,216721,榎本電機株式会社
〒293-0023,千葉県富津市川名１４８９番地
2025-06-25
http://www.enomoto-denki.co.jp
 
エ,230809,株式会社榎本電設
〒362-0066,埼⽟県上尾市⼤字領家３３４番地の４
2025-08-30
 
エ,111866,榎本ビーエー株式会社
〒504-8551,岐⾩県各務原市蘇原興亜町５−１０
2024-07-07
https://enomotoweb.com
 
エ,228269,株式会社江原製作所
〒779-3743,徳島県美⾺市脇町字東⾚⾕名１９７番地
2024-07-11
 
エ,224242,株式会社エバ
〒468-0046,愛知県名古屋市天⽩区古川町４６番地
2025-03-01
https://ebanet.co.jp/
 
エ,505630,ＥＶＥＲＮＥＸ ＪＡＰＡＮ株式会社
〒106-0044,東京都港区東⿇布１−２３−５ ＰＭＣビル２Ｆ
2024-10-08
https://www.evernex.com/ja/
 
エ,228549,株式会社エバーブレス
〒260-0013,千葉県千葉市中央区中央１−１０−７
2024-10-04
 
エ,231101,株式会社エバーライト
〒537-0023,⼤阪府⼤阪市東成区⽟津⼆丁⽬７番５号
2025-10-18
https://ever-gp.com
 
エ,220231,株式会社ＥｖｅｒＬｉｎｅ
〒355-0072,埼⽟県東松⼭市⽯橋２１７７ー５
2024-09-14



 
エ,111681,エバーロイ商事株式会社
〒553-0002,⼤阪市福島区鷺洲４−２−２４
2026-04-16
http://www.everloy.co.jp/
 
エ,101222,エバオン株式会社
〒542-0064,⼤阪府⼤阪市中央区上汐１−１−５
2024-03-26
http://www.everon.jp
 
エ,220009,荏産エンジニアリング株式会社
〒221-0021,神奈川県横浜市神奈川区⼦安通２丁⽬２５２
2024-07-13
http://ebasan.com/index.html
 
エ,216735,株式会社エバジツ
〒145-0073,東京都⼤⽥区北嶺町４番１８号
2025-06-25
http://ebajitsu.com/
 
エ,503346,エバ電⼦株式会社
〒338-0002,埼⽟県さいたま市中央区下落合５−１０−５
2025-01-21
https://www.ever-denshi.co.jp
 
エ,125727,株式会社荏原軽合⾦製作所
〒252-1125,神奈川県綾瀬市吉岡東１−８−１６
2023-08-10
http://www.ebakei.com
 
エ,227747,有限会社荏原建設
〒223-0064,神奈川県横浜市港北区下⽥町６丁⽬３番６号
2024-03-27
 
エ,104277,株式会社荏原合⾦鋳造所
〒211-0051,神奈川県川崎市中原区宮内１−６−１５
2025-02-01
 
エ,129624,荏原商事株式会社
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町３−９−１０ 茅場町ブロードスクエア５階
2024-11-27
http://www.ebasho.co.jp
 
エ,103291,荏原実業株式会社
〒104-8174,東京都中央区銀座７−１４−１
2023-07-11
http://www.ejk.co.jp
 
エ,111592,株式会社荏原製作所
〒144-8510,東京都⼤⽥区⽻⽥旭町１１−１
2024-01-20
http://www.ebara.co.jp
 
エ,111549,株式会社荏原精密



〒223-0051,神奈川県横浜市港北区箕輪町２−１９−６
2024-06-16
https://www.ebaraseimitsu.co.jp/
 
エ,230322,株式会社荏原電設
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥⼀丁⽬８番１１号
2025-07-05
 
エ,111652,株式会社荏原フィールドテック
〒251-8502,神奈川県藤沢市本藤沢４−２−１
2025-07-02
https://www.eft.ebara.com
 
エ,220084,荏原冷熱システム株式会社
〒144-0042,東京都⼤⽥区⽻⽥旭町１１−１
2024-07-20
https://www.ers.ebara.com/
 
エ,502581,株式会社愛媛朝⽇テレビ
〒790-8525,愛媛県松⼭市和泉北１−１４−１１
2024-02-13
https://eat.jp
 
エ,229809,株式会社愛媛庭園
〒791-0243,愛媛県松⼭市平井町甲２２６２番地
2023-07-02
 
エ,230207,愛媛⽣コン株式会社
〒799-0101,愛媛県四国中央市川之江町４０８７番地の８
2025-06-14
https://ehime-namacon.com
 
エ,129240,株式会社海⽼澤精機製作所
〒309-1107,茨城県筑⻄市⾨井１５６
2024-01-26
 
エ,129125,株式会社エビス
〒336-0936,埼⽟県さいたま市緑区太⽥窪１−２１−２３
2023-10-20
https://www.e-ebisu.co.jp/
 
エ,217309,ヱビス株式会社
〒803-0836,福岡県北九州市⼩倉北区中井⼀丁⽬２９番１５号
2025-11-19
 
エ,219173,株式会社エビス
〒801-0881,福岡県北九州市⾨司区鳴⽵１ー１０ー３１
2024-03-02
 
エ,212066,恵⽐寿機⼯株式会社
〒241-0001,神奈川県横浜市旭区上⽩根町１１０７ー７
2024-03-05
http://www.ebisukikou.co.jp/
 
エ,223243,エビス建販株式会社



〒100-0014,東京都千代⽥区永⽥町２ー１２ー１４
2024-06-01
http://www.a-vis.co.jp
 
エ,212783,戎⼯業株式会社
〒815-0074,福岡県福岡市南区寺塚１丁⽬２６番５号
2025-08-12
http://ebisu-kogyo.jp/
 
エ,230677,えびす産業 東英樹（その他）
〒597-0022,⼤阪府⾙塚市新井１８６
2025-08-09
 
エ,121258,株式会社エビス商会
〒640-8154,和歌⼭市六番丁１２
2024-03-26
https://www.ebisu-co.com/
 
エ,224147,ヱビス電⼯株式会社
〒730-0037,広島県広島市中区中町８番８号
2025-02-01
https://www.yebisu-denko.co.jp
 
エ,100729,株式会社ヱビス電材社
〒730-0037,広島市中区中町８−８
2026-04-28
http://www.yebisu-denzai.co.jp/
 
エ,231030,ゑびすや電業株式会社
〒349-0102,埼⽟県蓮⽥市江ヶ崎１７３８番地８
2025-10-11
 
エ,221359,株式会社海⽼名組
〒672-8031,兵庫県姫路市飾磨区妻⿅２６４番地の２
2025-04-01
http://ebinagumi.co.jp/
 
エ,213124,株式会社蛯名建設
〒245-0016,神奈川県横浜市泉区和泉町７１０ー１
2026-03-12
http://www.ebinakensetsu.com/
 
エ,215660,株式会社海⽼名商店
〒400-0827,⼭梨県中巨摩郡昭和町河⻄４６９
2024-10-16
https://www.kensetumap.com/company/262177/profile.php
 
エ,100234,エビナ電化⼯業株式会社
〒144-0033,東京都⼤⽥区東糀⾕５−２２−１３
2025-08-27
http://www.ebinadk.com/
 
エ,505088,株式会社エピクエスト
〒601-8142,京都府京都市南区上⿃⽻中河原５１
2024-06-25



https://www.epiquest.co.jp/
 
エ,123826,エピクルー株式会社
〒856-0022,⻑崎県⼤村市雄ヶ原町１４７−４０
2025-04-23
http://www.epicrew.com
 
エ,100482,株式会社エフ・イー・シー
〒350-1335,埼⽟県狭⼭市柏原２２９−３
2025-12-13
https://www.magtran.com
 
エ,502902,株式会社エフ・エー・アネックス
〒984-0051,宮城県仙台市若林区新寺１−４−５ ノースピア５Ｆ
2025-12-17
https://www.fatouhoku.co.jp/
 
エ,111577,株式会社エフ・エー・テクノ
〒111-0053,東京都台東区浅草橋５−２０−８ ＣＳタワー２階
2024-03-04
http://www.fa-techno.co.jp/
 
エ,121637,株式会社Ｆ・Ｓ・エンジニアリング
〒940-0016,新潟県⻑岡市宝２−１−１０
2025-08-27
 
エ,103989,株式会社エフ・エス・ティー
〒231-0033,神奈川県横浜市中区⻑者町５−４８−２ トローヂャンビル
2024-09-29
http://www.fst-ltd.co.jp/
 
エ,125695,株式会社エフ・シー・エス
〒359-0021,埼⽟県所沢市東所沢５−２−１５ ⼤⻄ビル３Ｆ
2023-07-28
http://www.fcs-trimmer.com/
 
エ,105084,株式会社Ｆ・テック
〒940-0877,新潟県⻑岡市稲保１−６９２−１０
2024-04-05
 
エ,102098,株式会社エフ・ディー・シー
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町２−１７−１８ クリスタルビル５Ｆ
2025-01-08
https://www.fdc-inc.co.jp
 
エ,213106,株式会社エフアールアイ・国⽴
〒811-0201,福岡県福岡市東区三苫５丁⽬３番６２号
2026-03-05
 
エ,231464,株式会社Ｆ・Ｉ・Ｓ
〒132-0033,東京都江⼾川区東⼩松川四丁⽬５７番１０−１００４号
2025-12-19
https://fis-corp.jp/about/
 
エ,120567,ＦＩＣＴ株式会社



〒381-8501,⻑野県⻑野市⼤字北尾張部３６
2023-10-30
https://www.fict-g.com
 
エ,231426,株式会社エフ・アイショップテンマ
〒530-0043,⼤阪府⼤阪市北区天満四丁⽬４番１５号
2025-12-13
 
エ,124610,ＦＩＴ リーディンテックス株式会社
〒101-0038,東京都千代⽥区神⽥美倉町１０
2025-11-16
https://fit-leadintex.jp/
 
エ,111712,株式会社エフアイティフロンティア
〒960-0695,福島県伊達市保原町東野崎１３５
2023-09-27
http://jp.fujitsu.com/fit/fitf
 
エ,105568,有限会社エフアンドエーエンジニアリング
〒611-0041,京都府宇治市槇島町⼗六−２７
2025-05-24
 
エ,100517,株式会社エフエーエム
〒401-0301,⼭梨県南都留郡富⼠河⼝湖町船津⻄恋路１９８７−２
2025-12-21
http://www.fam-co.jp/
 
エ,105998,株式会社ＦＡＦ
〒300-0871,茨城県⼟浦市荒川沖東１−４−２７
2023-08-07
 
エ,218251,株式会社エフ・エス・エル
〒278-0041,千葉県野⽥市蕃昌２５７番地
2023-08-18
 
エ,104775,株式会社エフエスケー
〒478-8641,愛知県知多市新知字中殿１
2026-05-17
http://www.fsk-j.co.jp
 
エ,213373,株式会社エフエスケー
〒334-0056,埼⽟県川⼝市⼤字峯１１３０ー２
2023-08-05
 
エ,502916,株式会社ＦＳＴ
〒537-0021,⼤阪府⼤阪市東成区東中本３−１６−２３ ＮＴＴ⻄⽇本東成ビルＢ１Ｆ
2026-01-31
http://www.fst-g.co.jp
 
エ,231963,ＦＳテクノ 藤⽥祐司（その他）
〒136-0072,東京都江東区⼤島５丁⽬２５番５号
2026-04-25
 
エ,502841,ＦＸＣ株式会社
〒111-0053,東京都台東区浅草橋３−２０−１５ 浅草橋ミハマビル７Ｆ



2025-07-19
https://www.fxc.jp/
 
エ,216722,株式会社ＦＮワークス
〒135-0002,東京都江東区住吉２丁⽬４番３号
2025-06-25
_
 
エ,106924,株式会社ＦＭサポート２１
〒105-0004,東京都港区新橋１−１８−１６ ⽇本⽣命新橋ビル９階
2026-03-20
https://www.fms21.co.jp/
 
エ,111919,エフ・エム・ピー・カンノ株式会社
〒992-0342,⼭形県東置賜郡⾼畠町⽵森８４７
2024-08-11
http://www.fmp.co.jp/
 
エ,231818,株式会社エフォート
〒235-0033,神奈川県横浜市磯⼦区杉⽥五丁⽬２９番７号
2026-03-28
http://www.effort-co.jp
 
エ,213958,株式会社エフォートシステム
〒730-0845,広島県広島市中区⾈⼊川⼝町２１番７号
2025-01-12
http://www.eft.co.jp
 
エ,103236,株式会社エフオーテクニカ
〒889-1602,宮崎県宮崎市清武町今泉丙１８６４−１０
2026-06-23
http://www.fo-technica.com/
 
エ,213720,株式会社エフ・ケー
〒983-0005,宮城県仙台市宮城野区福室７ー１ー４１
2024-06-02
 
エ,227144,株式会社エフケーケー
〒759-0121,⼭⼝県宇部市棚井７５８番地１
2023-11-01
http://fkk1973.com/page1
 
エ,212990,ＦＫＤ株式会社
〒612-8438,京都府京都市伏⾒区深草フチ町１４番地２７
2026-01-15
http://kyoto-fkd.co.jp/
 
エ,106004,ＦＫＫ株式会社
〒601-8399,京都市南区吉祥院堤外町１１
2023-08-19
https://plug.fkk-corporation.com/ja/
 
エ,216664,株式会社エフ⼯業
〒819-0043,福岡県福岡市⻄区野⽅６丁⽬１番３号
2025-06-18



 
エ,501597,株式会社エフコム
〒963-8520,福島県郡⼭市堤下町１３番８号
2023-08-18
https://www.f-com.co.jp
 
エ,107245,ＦＣＩジャパン株式会社
〒140-0014,東京都品川区⼤井１−４７−１
2025-06-22
https://www.amphenol-cs.com
 
エ,111897,ＦＣＭ株式会社
〒537-0003,⼤阪市東成区神路３−８−３６
2024-06-16
http://www.fc-m.co.jp
 
エ,125242,株式会社エフシーシー
〒552-0003,⼤阪市港区磯路１−６−８
2026-02-25
http://www.fcc-e.co.jp/
 
エ,215069,株式会社エフ・シー・ジー
〒811-3117,福岡県古賀市今の庄２−１４−２３
2023-10-24
 
エ,101067,エフシーテック株式会社
〒462-0037,名古屋市北区志賀町２−３８
2026-03-14
http://www.fctec.co.jp/
 
エ,106687,有限会社ＦＣデザイン
〒224-0041,神奈川県横浜市都筑区仲町台４−３−２８ 友ビル３号１０１号室
2025-06-09
 
エ,128815,株式会社エフシービー
〒816-0904,福岡県⼤野城市⼤池２−１２−６
2026-02-27
 
エ,126913,株式会社エフシープロジェクト
〒252-0804,神奈川県藤沢市湘南台４−１５−１７
2024-06-07
 
エ,226712,株式会社エフジー装飾
〒123-0874,東京都⾜⽴区堀之内１丁⽬１３ー１０
2026-05-01
 
エ,211945,株式会社エフ・スリー
〒120-0003,東京都⾜⽴区東和１ー１３ー９
2023-12-08
 
エ,503980,エフセキュア株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋２丁⽬２−９ ＫＤＸ新橋ビル２階
2024-06-04
https://www.f-secure.com/jp-ja
 



エ,128381,株式会社エフタイム
〒162-0825,東京都新宿区神楽坂２−１４ ノービィビル２Ｆ
2025-11-14
http://www.ftime.co.jp
 
エ,100382,エフティテクノ株式会社
〒470-0424,愛知県豊⽥市御作町坂下９１８−１１
2025-10-12
http://www.fttechno.co.jp/
 
エ,105824,株式会社エフテック
〒231-0015,神奈川県横浜市中区尾上町４−５７ 横浜尾上町ビル６Ｆ
2026-01-20
 
エ,211435,有限会社エフテックス・インターナショナル
〒201-0004,東京都狛江市岩⼾北⼀丁⽬２１番３号エクセルガーデン１０５
2025-11-11
 
エ,107310,ＦＤＫ株式会社
〒108-8212,東京都港区港南１−６−４１ 芝浦クリスタル品川８階
2025-10-26
https://www.fdk.co.jp
 
エ,222182,株式会社エフトリア
〒210-0011,神奈川県川崎市川崎区富⼠⾒１丁⽬６番３号
2026-06-01
https://www.ftria.co.jp/
 
エ,505730,株式会社エフネクスト
〒106-0032,東京都港区六本⽊２−２−６ 福吉町ビル３０１
2025-07-12
http://f-next.co.jp/
 
エ,126802,株式会社エフビー
〒028-1302,岩⼿県下閉伊郡⼭⽥町豊間根第２地割３１−１
2024-04-07
https://iwate-fb.jp
 
エ,218669,株式会社エフビーエス
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町３丁⽬１番１１号
2023-12-01
https://www.fbs-maeda.co.jp/
 
エ,120367,エフビーオートメ株式会社
〒564-0043,⼤阪府吹⽥市南吹⽥５−２９−１８
2023-09-04
http://www.fb-a.com/
 
エ,218800,株式会社エフピーシステム
〒465-0072,愛知県名古屋市名東区牧の原１丁⽬１００６番地
2023-12-22
 
エ,103912,ＦＰＴソフトウェアジャパン株式会社
〒105-0011,東京都港区芝公園１−７−６ ６階
2024-07-17



https://www.fpt-software.jp/fpt_software_japan/
 
エ,105557,ＦＰＴテクノジャパン株式会社
〒105-0011,東京都港区芝公園１−７−６・６階
2025-05-15
 
エ,111165,エフピコ上⽥株式会社
〒683-0802,⿃取県⽶⼦市東福原４−１８−１０
2024-11-12
http://www.p-ueda.co.jp
 
エ,100690,ＦＶジャパン株式会社
〒233-0016,横浜市港南区下永⾕６−４−１２
2026-04-12
http://www.fvj.co.jp
 
エ,105392,株式会社ｆ−プランニング
〒529-1234,滋賀県愛知郡愛荘町安孫⼦７１０ ⾦利⽔電ビル２Ｆ・３Ｆ
2024-12-19
http://www.f-plan.ecweb.jp/
 
エ,218092,エフユーレンタル株式会社
〒700-0941,岡⼭県岡⼭市北区⻘江４丁⽬５−１５
2023-08-04
 
エ,219448,株式会社エフライニング
〒007-0852,北海道札幌市東区栄町６６２番地１
2024-03-23
 
エ,102664,株式会社エフワイ
〒910-0102,福井県福井市川合鷲塚町５７−１
2025-07-10
http://www.fyuk.co.jp/
 
エ,124452,エフワン株式会社
〒593-8316,⼤阪府堺市⻄区⼭⽥４−１８６４−４
2025-09-03
 
エ,211605,株式会社エフワンエヌ
〒567-0843,⼤阪府茨⽊市星⾒町２２ー１１
2026-04-14
https://fonen.co.jp/
 
エ,500225,株式会社エフ・ヴィ・オフィス
〒136-0072,東京都江東区⼤島六丁⽬１５番２−５１７号
2024-03-05
 
エ,106035,株式会社江渕⼯業所
〒671-1131,兵庫県姫路市⼤津区天神町２−１１
2023-09-16
 
エ,121530,エブレン株式会社
〒192-0032,東京都⼋王⼦市⽯川町２９７０−６
2024-11-09
https://ebrain.co.jp



 
エ,121319,エプソンアトミックス株式会社
〒039-1161,⻘森県⼋⼾市⼤字河原⽊字海岸４−４４
2026-05-14
http://www.atmix.co.jp/
 
エ,111513,エプソン販売株式会社
〒160-8801,東京都新宿区新宿４−１−６ ＪＲ新宿ミライナタワー
2024-11-11
https://www.epson.jp
 
エ,210791,株式会社エボニイ
〒257-0006,神奈川県秦野市北⽮名９６−９
2024-12-22
 
エ,215175,株式会社エポウカンパニー
〒701-0145,岡⼭県岡⼭市北区今保２２５−１
2024-01-16
https://www.epowe.co.jp/
 
エ,212988,エポキシ⼯業株式会社
〒388-8006,⻑野県⻑野市篠ノ井御幣川７９９ー１
2026-01-08
 
エ,100917,株式会社エポルテック
〒210-0837,川崎市川崎区渡⽥４−４−１
2023-10-27
 
エ,126450,エマソンバルブアンドコントロールジャパン株式会社
〒110-0014,東京都台東区北上野２−２３−５ 住友不動産上野ビル２号館
2024-01-10
http://valves.emerson.com/
 
エ,212125,株式会社江⾒⼯業所
〒678-0031,兵庫県相⽣市旭２丁⽬１ー１
2024-04-12
 
エ,104007,株式会社エミネント
〒103-0012,東京都中央区⽇本橋堀留町１−５−１１ 堀留Ｄビル８階
2024-10-02
http://www.emiweb.co.jp/
 
エ,124133,エム・アールエフ株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町２−３−１ ＮＢＦ神⽥須⽥町ビル９Ｆ
2025-06-28
https://www.mrf.co.jp
 
エ,103379,株式会社エム・アイ・エー
〒232-0022,神奈川県横浜市南区⾼根町１−３ ⾼嶺グリーンハイツ３Ｆ
2023-08-29
http://www.miajapan.com
 
エ,101264,株式会社エム・アイ・エス
〒230-0073,神奈川県横浜市鶴⾒区獅⼦ヶ⾕２−３４−５５−２０１
2024-04-05



http://www.m-i-s.co.jp/
 
エ,504858,エム・アイ・エス・テクノロジー株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋６−７−１川⼝ビル２Ｆ
2023-08-22
http://www.mist.co.jp/
 
エ,104545,株式会社エム・アイ・シー
〒744-0012,⼭⼝県下松市北⽃町１−７
2025-10-12
http://www.mic-no1.co.jp/
 
エ,505615,株式会社 エム・アイ建設
〒124-0022,東京都葛飾区奥⼾９−５−１１
2024-08-18
 
エ,101444,エム・イーシステム株式会社
〒879-1506,⼤分県速⾒郡⽇出町９７１−５
2024-07-02
http://www.me-system.co.jp
 
エ,501622,株式会社エム・エス・シー
〒540-0027,⼤阪府⼤阪市中央区鎗屋町１−２−９
2026-04-18
http://www.mediasell.co.jp/
 
エ,104291,株式会社エム・ケー・アイ
〒791-0301,愛媛県東温市南⽅２２５０−７
2025-02-12
 
エ,100593,エム・ケイ産業株式会社
〒578-0981,⼤阪府東⼤阪市島之内２−１２−３９
2026-01-31
http://mk-sangyo.co.jp/
 
エ,101549,株式会社エム・シー・ケー
〒462-0059,愛知県名古屋市北区駒⽌町２−１３−１
2024-07-30
http://www.mck-web.co.jp
 
エ,505748,株式会社エム・ソフト
〒110-0015,東京都台東区東上野２−１８−１０ ⽇本⽣命上野ビル６階
2025-09-27
https://www.msoft.co.jp/
 
エ,105157,エム・テクニック株式会社
〒594-1144,⼤阪府和泉市テクノステージ２−２−１６
2024-06-15
http://www.m-technique.co.jp/
 
エ,124990,株式会社エム・デー・エス
〒547-0034,⼤阪市平野区背⼾⼝４−２−１４
2026-01-14
http://www.mdsg.co.jp/
 



エ,104538,株式会社エム・ビー・アイ
〒103-0007,東京都中央区⽇本橋浜町２−６２−６
2022-09-15
http://www.mbibm.co.jp
 
エ,117266,エム・ビー・エス株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川１−２４−１ ＤＡＩＨＯ ＡＮＮＥＸ５Ｆ
2026-06-21
http://www.mbsnet.co.jp
 
エ,101128,エム・ファスニング株式会社
〒221-0833,神奈川県横浜市神奈川区⾼島台１１−１１
2024-03-07
 
エ,102422,株式会社エムアールエム
〒452-0802,愛知県名古屋市⻄区⽐良１−１９３ シャトー共栄１号室
2025-03-06
 
エ,228522,有限会社エムアール中国
〒700-0975,岡⼭県岡⼭市北区今三丁⽬２５ー２６
2024-09-20
 
エ,219800,ＭＲテクノス株式会社
〒241-0023,神奈川県横浜市旭区本宿町５４番４
2024-06-01
http://www.mr-tech.co.jp/
 
エ,215238,株式会社エムアイアンドアサヒ
〒565-0806,⼤阪府吹⽥市樫切⼭１７ー８
2024-02-20
http://www.miandasahi.com
 
エ,105612,エムアイエス株式会社
〒160-0008,東京都新宿区四⾕三栄町１４−２８
2025-06-28
https://www.mttis.co.jp/
 
エ,231505,エム・アイ巧業株式会社
〒969-1106,福島県本宮市岩根字梅原４０番地
2025-12-27
 
エ,218807,株式会社エムアイシー
〒104-0033,東京都中央区新川２丁⽬８番１号
2023-12-22
http://www.mic-yki.co.jp/
 
エ,103171,株式会社エムアイティ
〒194-0031,東京都町⽥市南⼤⾕１１３−４１
2026-04-30
http://www.mit-co.com/
 
エ,504252,株式会社エムアイティ
〒869-1205,熊本県菊池市旭志川辺１１２６−１２
2026-05-20
http://kumasan-mit.jp/



 
エ,505328,株式会社ＭＩＴ
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿三丁⽬９番１４号１００１
2023-01-14
http://k-mit.jp/
 
エ,504297,株式会社エムアイティーオフィス
〒151-0072,東京都渋⾕区幡ヶ⾕２−２２−１オアーキスタケビル４Ｆ
2025-11-21
http://www.mit-o.co.jp
 
エ,229920,ＭＩ万世ステンレス株式会社
〒812-0857,福岡県福岡市博多区⻄⽉隈１丁⽬１４ー７９
2023-08-25
 
エ,231384,株式会社Ｍ＆Ｓ
〒663-8113,兵庫県⻄宮市甲⼦園⼝三丁⽬２３番１１−３０１号
2025-12-06
https://kkms.info/
 
エ,102052,エムアンドエス・システムデザイナーズ株式会社
〒103-0012,東京都中央区⽇本橋堀留町１−９−６
2024-12-21
http://www.mssysde.com/
 
エ,217281,株式会社Ｍ＆Ｆコンサルティング
〒810-0015,福岡県福岡市中央区那の川２丁⽬１０−２５
2022-11-05
 
エ,231095,エムアンドエム株式会社
〒533-0031,⼤阪府⼤阪市東淀川区⻄淡路⼀丁⽬１４番２８号
2025-10-18
https://mandm-co.com/
 
エ,106262,株式会社エムアンドサイデ
〒553-0006,⼤阪府⼤阪市福島区吉野５−１３−８
2024-07-09
https://www.mside.co.jp
 
エ,128975,株式会社エムアンドシー
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町２−３−４ 江⼾ビル６Ｆ
2026-05-30
http://www.m-andc.com
 
エ,126908,有限会社エムアンドティ⼭本
〒877-0041,⼤分県⽇⽥市⽵⽥新町３−４２
2024-06-05
 
エ,121620,エム・イー株式会社
〒196-0034,東京都昭島市⽟川町１−２−７
2025-06-18
http://www.me-corp.jp/
 
エ,107873,エム・イー・エム・シー株式会社
〒321-3296,栃⽊県宇都宮市清原⼯業団地１１−２



2024-05-13
http://www.memc.com/
 
エ,505360,エムイーシーテクノ株式会社
〒103-0021,東京都中央区⽇本橋本⽯町１丁⽬２番２号
2023-03-19
http://www.mec-techno.co.jp/
 
エ,215804,エム・インテリア株式会社
〒418-0038,静岡県富⼠宮市野中町７４３番地の１
2024-12-04
http://m-interior.net/
 
エ,122387,株式会社エム・エー・シー
〒943-0884,新潟県上越市⼤字上中⽥１１７８
2024-09-02
http://www.mac-ltd.co.jp/
 
エ,121554,エム・エー・ジェー株式会社
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町１−２−６
2025-02-14
https://www.m-a-j.co.jp
 
エ,214617,有限会社ＭＡ設計
〒245-0022,神奈川県横浜市泉区和泉が丘２ー６ー１４
2026-03-07
 
エ,104808,株式会社エムエーパッケージング
〒105-0014,東京都港区芝２−３−３ 芝⼆丁⽬⼤⾨ビルディング５Ｆ
2023-06-12
http://www.mapackaging.co.jp
 
エ,220621,株式会社エム・エー・フジタ
〒421-0101,静岡県静岡市駿河区向敷地１７３５番地
2025-01-25
https://ma-fujita.jp/
 
エ,223410,エムエイ⼯房（その他）
〒860-0072,熊本県熊本市花園７−５７−４３
2021-08-01
 
エ,219318,有限会社Ｍ．Ａ．システム
〒125-0061,東京都葛飾区⻲有４ー１０ー２２
2024-03-16
 
エ,120701,株式会社ＭＨＩエアロスペースプロダクション
〒455-0024,名古屋市港区⼤江町１０
2023-12-09
http://www.mitsubishi-map.co.jp
 
エ,214770,エム・エイチ・アイさがみハイテック株式会社
〒252-5293,神奈川県相模原市中央区⽥名３０００番地
2023-06-13
http://www.mhi-msh.jp/
 



エ,127792,株式会社エムエイチエス
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜３−１−２−３２２
2025-03-08
http://www.mhs-inc.jp/
 
エ,231052,ＭＨＫ ＳＴＵＤＩＯＳ株式会社
〒220-0004,神奈川県横浜市⻄区北幸⼆丁⽬８番２９号東武横浜第３ビル１階
2025-10-11
 
エ,219089,エムエイトアイ株式会社
〒486-0841,愛知県春⽇井市南下原町４丁⽬１４−５
2024-02-16
https://m8i.co.jp/
 
エ,121647,有限会社エム・エス・アール
〒861-1201,熊本県菊池市泗⽔町吉富４０−１
2023-08-27
http://www.msr.gr.jp
 
エ,217641,株式会社Ｍ．Ｓ．Ｅ
〒816-0902,福岡県⼤野城市⼄⾦２丁⽬１７番５号
2026-03-10
 
エ,104588,株式会社エムエスイーエス
〒181-0013,東京都三鷹市下連雀３−３８−４−５０２
2025-11-04
http://www.mses.co.jp
 
エ,122240,ＭＳＳステンレスセンター株式会社
〒373-0844,群⾺県太⽥市下⽥島町１０１２
2025-11-30
http://www.mss-stls.jp/
 
エ,121708,株式会社エム・エス・エンジニアリング
〒254-0082,神奈川県平塚市東豊⽥５３１−３２
2024-05-21
 
エ,129961,エムエス機器株式会社
〒532-0005,⼤阪府⼤阪市淀川区三国本町２−１２−４
2025-04-30
http://www.technosaurus.co.jp/
 
エ,217732,株式会社ＭＳＫ
〒270-0221,千葉県野⽥市古布内１９３ー３
2023-05-19
http://www.msk-d.co.jp/
 
エ,231330,株式会社ＭＳＫイノベーション
〒211-0042,神奈川県川崎市中原区下新城三丁⽬１１番１０号
2025-11-21
 
エ,215503,ＭＳ⼯業株式会社
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町１ー１３
2024-07-24
http://msmsk.jp/



 
エ,219902,株式会社エムエス⼯芸
〒597-0023,⼤阪府⾙塚市福⽥３９−２
2024-06-22
 
エ,219723,株式会社ＭＳコンクリート
〒676-0082,兵庫県⾼砂市曽根町３０５５番地の９
2024-05-11
 
エ,231679,有限会社エムエス商会
〒321-0912,栃⽊県宇都宮市⽯井町９９番地５
2026-02-14
 
エ,223002,株式会社ＭＳジャパン
〒870-0143,⼤分県⼤分市三川上３ー５ー８
2024-04-01
http://www.ms-jpn.co.jp/
 
エ,217249,株式会社エムエステック
〒550-0003,⼤阪府⼤阪市⻄区京町堀１丁⽬８番５号
2025-10-29
http://www.ms-technical.co.jp/
 
エ,226595,エムエステック株式会社
〒861-5526,熊本県熊本市北区下硯川２丁⽬７番８６号
2026-04-01
http://m-s-tec.co.jp/
 
エ,101487,ＭＳＰ株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿６−２４−１ ⻄新宿三井ビル１５階
2024-07-17
http://www.mspp.co.jp/
 
エ,219979,エムエスユニオン株式会社
〒193-0821,東京都⼋王⼦市川町６２１ー７
2024-07-06
 
エ,505025,ＭＸモバイリング株式会社
〒135-0061,東京都江東区豊洲三丁⽬２−２４ 豊洲フォレシア １５階、１６階
2024-01-24
https://www.mxmobiling.co.jp/
 
エ,503343,株式会社ＭＦＰ古守
〒400-0834,⼭梨県甲府市落合町８１７
2025-01-18
http://www.komoridenka.com/
 
エ,154056,エムエム建材株式会社
〒105-7117,東京都港区東新橋１−５−２
2024-11-08
 
エ,213103,エムエム建材エンジニアリング株式会社
〒105-7118,東京都港区東新橋１丁⽬５番２号
2026-03-05
http://mmke.mokmbs.com/



 
エ,214431,エムエム建材⻄⽇本株式会社
〒808-0002,福岡県北九州市若松区向洋町２２番地の２
2025-10-18
https://www.mmk-west.com/
 
エ,505559,株式会社エムエム総研
〒160-0022,東京都新宿区新宿６−２７−５６ 新宿スクエア５Ｆ
2024-03-12
https://www.mmsouken.co.jp/
 
エ,505474,株式会社エムエムテック
〒532-0027,⼤阪府⼤阪市淀川区⽥川３−５−６７
2023-10-20
 
エ,129680,株式会社エムエムパッケージ
〒960-0211,福島県福島市飯坂町湯野字薬師⼭２７
2024-12-08
 
エ,230841,株式会社エム・エム・ビルド
〒232-0064,神奈川県横浜市南区別所⼀丁⽬３番２７号
2025-09-20
 
エ,215362,Ｍ・Ｌ・Ｃ株式会社
〒510-0961,三重県四⽇市市波⽊町２２２９番地
2024-04-23
 
エ,106934,ＭＯＳ株式会社
〒100-8088,東京都千代⽥区⼤⼿町１−４−２ 丸紅ビル
2026-03-31
http://www.marubeni-os.com
 
エ,100810,株式会社エムオー産業
〒659-0068,兵庫県芦屋市業平町６−１６ 芦屋ファルファーラ２０１号
2026-07-04
http://www.mosangyo.com
 
エ,215540,株式会社エムオーテック
〒108-0073,東京都港区三⽥１丁⽬４番２８号
2026-04-01
https://ssl.motec-co.jp/
 
エ,230773,株式会社エムグリット
〒950-3362,新潟県新潟市北区⾼森新⽥１２１７番地
2025-08-30
 
エ,210673,有限会社エムケーエフ
〒700-0975,岡⼭県岡⼭市北区今四丁⽬４番３５号
2021-11-05
 
エ,101437,エムケーカシヤマ株式会社
〒385-0022,⻑野県佐久市岩村⽥３８３０
2024-06-26
http://www.mkg.co.jp/global/jp/
 



エ,220277,株式会社エム・ケー・ケー
〒979-1111,福島県双葉郡富岡町⼤字⼩浜字中央７１３
2024-09-21
https://www.mkk1992.co.jp/
 
エ,106674,有限会社エムケーシー
〒486-0957,愛知県春⽇井市中野町２−１４−１８
2025-06-03
 
エ,229456,株式会社エム・ケー・シィ
〒981-3206,宮城県仙台市泉区明通４ー５ー１６
2026-01-22
 
エ,211246,株式会社エム・ケー商⼯
〒399-0034,⻑野県松本市野溝東１丁⽬４番１２号
2025-06-29
 
エ,220748,株式会社ＭＫ設備設計
〒244-0805,神奈川県横浜市⼾塚区川上町８７番地１ウエルストン１ビル６階
2025-03-01
http://mksetsubi.co.jp/
 
エ,121539,エム・ケー・パビック株式会社
〒514-0835,三重県津市幸町３０−１３
2025-03-01
https://www.mkpabic.net/
 
エ,212122,株式会社エムケイ
〒110-0016,東京都台東区台東３丁⽬４６番８号
2024-04-09
 
エ,504509,株式会社エムケイ
〒130-0005,東京都墨⽥区東駒形２−２０−３
2025-01-18
http://mkgift.co.jp
 
エ,129899,株式会社ＭＫエレクトロニクス
〒310-0903,茨城県⽔⼾市堀町１１６５−９４
2025-04-07
http://www.mk-ele.co.jp/
 
エ,213902,ＭＫエンジニアリング株式会社
〒498-0812,三重県桑名郡⽊曽岬町⼤字中和泉３０８番１
2024-11-24
 
エ,217880,株式会社ＭＫＫ
〒212-0057,神奈川県川崎市幸区北加瀬２−２−８−２０９
2023-07-07
 
エ,231010,株式会社ＭＫコーポレーション
〒470-1211,愛知県豊⽥市畝部東町川⽥５５番地１０
2025-10-11
 
エ,111509,株式会社エムケイテイタイセー
〒171-0022,東京都豊島区南池袋３−１０−８



2024-05-07
http://www.mkt-taisei.co.jp/
 
エ,215715,ＭＫプランテック株式会社
〒870-0108,⼤分県⼤分市⼤字三佐９７９番地の１
2024-10-30
http://makoto-gr.co.jp/
 
エ,502488,エム⼯業
〒370-0605,群⾺県⾢楽郡⾢楽町⼤字藤川１６９５
2023-11-18
 
エ,104041,株式会社エムコスミック
〒103-0026,東京都中央区⽇本橋兜町３−３ 兜町平和ビル５階
2024-10-09
https://www.mcosmic.co.jp/
 
エ,129836,株式会社エムシー
〒312-0052,茨城県ひたちなか市東⽯川１６２２−５
2025-03-18
http://www.mc-inc.co.jp/
 
エ,220176,株式会社ＭＣＥ
〒243-0211,神奈川県厚⽊市三⽥３３３９
2024-08-24
 
エ,221452,株式会社Ｍ．Ｃ．Ｓ．−ＪＡＰＡＮ
〒276-0046,千葉県⼋千代市⼤和⽥新⽥７１１番２
2025-04-01
 
エ,103048,ＭＣＮ株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−７−１ 新横浜プラントビル８Ｆ
2026-02-19
http://www.mcn888.com/
 
エ,120912,株式会社ＭＣエバテック
〒661-0976,兵庫県尼崎市潮江１−２−６ 尼崎フロントビル８階
2024-02-25
http://www.mcet.co.jp
 
エ,218946,株式会社エムシーエム
〒468-0006,愛知県名古屋市天⽩区植⽥東２丁⽬１０１４番地
2024-01-19
http://www.mcmcm.jp
 
エ,101865,エム・シー・エム・ジャパン株式会社
〒101-0051,東京都千代⽥区神⽥神保町３−２９
2025-12-05
http://www.mcm.co.jp/
 
エ,218894,株式会社ＭＣエンジ
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町２丁⽬７番１４号
2024-01-12
 
エ,106661,エムシーオー株式会社



〒221-0834,横浜市神奈川区台町７−２１ 藤和台町コープ２０２
2025-05-20
 
エ,218260,ＭＣ興業株式会社
〒121-0053,東京都⾜⽴区佐野２丁⽬２２番２２号
2023-08-25
http://www.mckg.co.jp/
 
エ,103351,エムシーシー有限会社
〒322-0002,栃⽊県⿅沼市千渡１６２８−１２
2023-08-19
http://www.mccomp.jp/
 
エ,111380,株式会社エム・シー・シー
〒308-8638,茨城県筑⻄市⼄５８９
2023-07-26
http://www.maxclean.co.jp
 
エ,216769,株式会社ＭＣＣ
〒979-1461,福島県双葉郡双葉町⼤字両⽵字稲荷迫２４８−３
2025-06-25
https://mcc8839.co.jp/
 
エ,118752,ＭＣＣアドバンスドモールディングス株式会社
〒100-8251,東京都千代⽥区丸の内１−１−１ パレスビル
2024-03-01
 
エ,101237,株式会社ＭＣシステムズ
〒454-0823,愛知県名古屋市中川区富船町４−１
2024-03-28
 
エ,125884,株式会社エムシーツール
〒120-0001,東京都⾜⽴区⼤⾕⽥３−１２−３１
2023-10-11
 
エ,231222,株式会社エムシス
〒314-0016,茨城県⿅嶋市⼤字国末１０３１番地１
2025-11-01
 
エ,219909,株式会社エム・システム
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町３−４−３
2024-06-22
http://www.m-system-web.co.jp
 
エ,121500,株式会社エムジー
〒981-0134,宮城県宮城郡利府町しらかし台６−１−８
2024-11-01
http://www.mg-japan.co.jp
 
エ,210715,株式会社ＭＧＫコーポレーション
〒730-0046,広島県広島市中区昭和町１番１５号
2024-11-25
https://www.mgk-mae.co.jp/
 
エ,105655,株式会社ＭＧＧテクノロジー



〒186-0002,東京都国⽴市東２−１３−２４ シルバーコーポ２０２
2022-08-07
 
エ,121678,エムジープレシジョン株式会社
〒736-0082,広島県広島市安芸区船越南１−６−１
2026-03-05
http://www.mgpk.co.jp/
 
エ,503986,株式会社ＭＪＳＯＦＴ
〒146-0091,東京都⼤⽥区鵜の⽊２−２９−１
2024-06-21
http://www.mjsoft.co.jp/
 
エ,219778,株式会社エム・スクウェアコーポレーション
〒157-0062,東京都世⽥⾕区南烏⼭４−２３−１３
2024-05-25
 
エ,231690,株式会社Ｍ−ｓｔｙｌｅ
〒124-0001,東京都葛飾区⼩菅四丁⽬１８番４号
2026-02-14
 
エ,100663,株式会社エムズ
〒530-0041,⼤阪府⼤阪市北区天神橋３−６−２６ 扇町パークビル４階
2026-03-15
 
エ,214456,株式会社エムズ
〒151-0071,東京都渋⾕区本町１ー３４ー６ー１０７
2025-11-07
http://www.ms-kaisyu.com/
 
エ,220488,株式会社エムズ
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町３丁⽬３番３号
2024-11-30
https://www.ms-co.co.jp/
 
エ,105247,有限会社エムズ・テクニカ
〒188-0002,東京都⻄東京市緑町２−１９−１８
2024-09-25
https://www.ms-technica.co.jp/
 
エ,219057,株式会社エムズアクション
〒157-0072,東京都世⽥⾕区祖師⾕１丁⽬１番４−１０６号
2024-02-09
http://www.ms-action.net/
 
エ,229398,エムズ・インダストリー株式会社
〒007-0840,北海道札幌市東区北四⼗条東８丁⽬２ー１
2025-11-21
https://msindustry-jp.com/
 
エ,505503,株式会社エムズ・クリエイティブ
〒922-0103,⽯川県加賀市⼭中温泉⻑⾕⽥町リ３８９番地
2023-12-16
https://www.mscreative.jp
 



エ,226836,株式会社エム・ダブル・ラボ
〒501-6238,岐⾩県⽻島市江吉良町江中６丁⽬５番地
2026-07-01
http://www.m-w-labo.co.jp
 
エ,505661,株式会社エムツーエム
〒103-0005,東京都中央区⽇本橋久松町１３番４号
2025-01-17
http://www.m2m.kyakunavi.jp/
 
エ,106186,株式会社Ｍ２ホールディングス
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町１ー３ー１ 神⽥ビジネスセンター１階
2024-03-24
https://mmh.co.jp/
 
エ,505508,エムツウ株式会社
〒657-0053,兵庫県神⼾市灘区六甲町３−５−７
2023-12-24
http://www.m2telecommunications.com
 
エ,103038,有限会社エムテーエス
〒995-0204,⼭形県村⼭市⼤字稲下７９８
2026-02-17
 
エ,211731,株式会社エムティーアール
〒150-0022,東京都渋⾕区恵⽐寿南２ー１３ー１０
2026-06-29
 
エ,505320,株式会社ＭＴＲ
〒252-0157,神奈川県相模原市緑区中野１８４ー７
2025-12-17
 
エ,505184,株式会社エムティーシステム
〒162-0808,東京都新宿区天神町４１番地三益ビル２階
2025-03-13
http://www.mtsinc.jp/
 
エ,121522,エムティーデバイス株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町１−９−４ ヒューリック⽇本橋本町⼀丁⽬ビル
2024-12-25
https://www.mtdevice.co.jp
 
エ,102509,エムティアイ株式会社
〒379-2235,群⾺県伊勢崎市三室町５７７９
2025-04-09
http://www.mti-tech.co.jp
 
エ,101267,有限会社ＭＴＭ
〒579-8063,⼤阪府東⼤阪市横⼩路町４−１−３０
2024-04-06
http://mtm-al.com
 
エ,211160,株式会社ＭＴ⼯業
〒919-0513,福井県坂井市坂井町⽥島第５号４番２⼄
2025-05-25



_
 
エ,216736,株式会社エム・ティ システム
〒612-8412,京都府京都市伏⾒区⽵⽥中川原町３５８番地
2025-06-25
 
エ,214325,エムティジェネックス株式会社
〒106-0041,東京都港区⿇布台２−４−５
2022-08-16
http://www.mt-genex.co.jp/
 
エ,123813,エムティティ株式会社
〒160-0008,東京都新宿区四⾕三栄町１４−２８
2025-04-19
https://mtt.co.jp/
 
エ,227585,エムティ・メタリックス株式会社
〒541-0052,⼤阪府⼤阪市中央区安⼟町１丁⽬５番８号
2024-03-09
http://mt-metalix.co.jp/
 
エ,120926,エムテイーシー株式会社
〒103-8301,東京都中央区⽇本橋室町１−２−６
2024-02-28
 
エ,231952,株式会社エムテク
〒669-1506,兵庫県三⽥市志⼿原８６９番地
2026-04-25
 
エ,219347,株式会社エムテクノ
〒734-0015,広島県広島市南区宇品御幸⼆丁⽬１４番７号
2024-03-16
 
エ,501492,株式会社エムテクノ
〒410-0022,静岡県沼津市⼤岡３９９９−１
2025-02-02
www.m-tecno.jp/
 
エ,103966,株式会社エムテック
〒253-0071,神奈川県茅ヶ崎市萩園２６２９−１
2024-09-16
http://mtec-jp.net
 
エ,104426,株式会社エムテック
〒400-0053,⼭梨県甲府市⼤⾥町２７８３−２３
2025-06-21
 
エ,105249,有限会社エムテック
〒339-0073,埼⽟県さいたま市岩槻区上野３−７−７
2024-09-26
http://www.mtec-web.co.jp/
 
エ,210640,Ｍテック株式会社
〒106-0044,東京都港区東⿇布２ー３３ー３
2024-10-21



 
エ,216391,株式会社エムテック
〒340-0002,埼⽟県草加市⻘柳３ー４ー３０
2025-05-14
http://m-tc.co.jp/
 
エ,218976,株式会社エム・テック
〒392-0131,⻑野県諏訪市⼤字湖南１１７０番地４
2024-01-26
 
エ,230982,エムテック株式会社
〒704-8124,岡⼭県岡⼭市東区⻄⼤寺五明４２９番地６
2025-10-04
https://www.m-tec.co.jp/
 
エ,504193,エムテック株式会社
〒277-0872,千葉県柏市⼗余⼆４０４−１
2025-01-23
 
エ,100873,エムテックスマツムラ株式会社
〒994-8501,⼭形県天童市北久野本１−７−４３
2023-09-20
http://www.mtex.co.jp
 
エ,505081,有限会社 エムデー
〒027-0203,岩⼿県宮古市津軽⽯第１４地割１００番地２号
2024-06-15
 
エ,231623,エムディーエンジニアリング株式会社
〒617-0843,京都府⻑岡京市友岡四丁⽬９番地
2026-01-31
http://mobile-design.jp/
 
エ,505272,株式会社エム・ディー・シー
〒530-0047,⼤阪府⼤阪市北区⻄天満３丁⽬６番３６号
2025-08-20
http://www.m-d-c.jp/
 
エ,129408,株式会社エム・ディー・システムズ
〒243-0018,神奈川県厚⽊市中町３−６−１３
2024-04-07
http://mdsystems.biz/index.html
 
エ,111773,株式会社エムデクト
〒140-0011,東京都品川区東⼤井２−７−７
2024-03-22
http://www.mdct.co.jp/
 
エ,226057,株式会社エム・デザイン・エンタープライス
〒321-0911,栃⽊県宇都宮市問屋町３４２６−５２
2025-10-01
_
 
エ,106441,エム電機株式会社
〒247-0006,神奈川県横浜市栄区笠間４ー１０ーＣ６０３



2024-12-10
 
エ,101713,エムデン無線⼯業株式会社
〒252-0801,神奈川県藤沢市⻑後１２７７
2026-07-01
http://www.emuden.com
 
エ,106201,エムパックテクノロジー
〒610-0341,京都府京⽥辺市薪泥泥４０
2024-04-12
https://mpt-nakajima.com/company/
 
エ,210549,有限会社エムビーエル
〒336-0926,埼⽟県さいたま市緑区東浦和４ー５ー１３
2024-09-11
 
エ,214698,株式会社エムビーエンジニアリング
〒143-0024,東京都⼤⽥区中央七丁⽬１７番１９号
2026-04-25
http://www.mb-e.co.jp/
 
エ,219589,株式会社エムビーシー
〒981-3125,宮城県仙台市泉区みずほ台１１−３−１０１
2024-04-13
http://www.mbc-sk.co.jp/
 
エ,111850,ＭＢ商事株式会社
〒453-0018,名古屋市中村区佐古前町７−１４
2024-04-21
http://www.mbsyoji.co.jp/
 
エ,229111,株式会社Ｍ．Ｐ．Ｓ．
〒252-0816,神奈川県藤沢市遠藤２０１２ー８
2025-06-14
http://www.mps2005.com/
 
エ,125689,ＭＰ五協フード＆ケミカル株式会社
〒530-0001,⼤阪府⼤阪市北区梅⽥２−５−２５ ハービスＯＳＡＫＡ２０Ｆ
2023-07-27
 
エ,231721,ＥＭＦＯＲＴ株式会社
〒532-0026,⼤阪府⼤阪市淀川区塚本⼆丁⽬２１−５Ｙ’ｓビル２階
2026-02-28
https://emf-eard.com/
 
エ,212112,エム・フロンティア株式会社
〒157-0077,東京都世⽥⾕区鎌⽥３−２−２４イル・ヴェルデ４０５
2024-04-04
 
エ,105922,ＭＵアイオニックソリューションズ株式会社
〒100-8251,東京都千代⽥区丸の内１−１−１ パレスビル
2026-05-21
https://www.muis.co.jp/
 
エ,230191,株式会社ＭＵＫ



〒550-0014,⼤阪府⼤阪市⻄区北堀江⼀丁⽬１番３０号
2025-06-07
https://muk-osaka.com
 
エ,210631,株式会社ＭＵ．ＦＵＴＵＲＥ
〒273-0046,千葉県船橋市上⼭町１ー６２ー６
2024-10-16
 
エ,225812,株式会社江村⼯務店
〒989-4415,宮城県⼤崎市⽥尻字町１８４番地４
2025-08-01
http://emurakt.co.jp/
 
エ,215271,株式会社ＭＹＭ
〒807-0802,福岡県北九州市⼋幡⻄区⼒丸町２３ー２７
2024-03-06
http://www.mym-net.jp/
 
エ,106552,株式会社エムワイテック
〒536-0021,⼤阪府⼤阪市城東区諏訪４−１９−８
2025-01-31
 
エ,221905,江⼭建設株式会社
〒753-0212,⼭⼝県⼭⼝市下⼩鯖４０３４ー２
2025-08-01
https://www.eyama-construction.com/
 
エ,127043,エラステック株式会社
〒444-0005,愛知県岡崎市岡町下野川１
2024-07-13
http://www.elastec.co.jp/
 
エ,129971,株式会社エリア
〒879-1507,⼤分県速⾒郡⽇出町⼤字豊岡字岩垣７９９−１
2025-05-13
http://www.elia-jp.com/
 
エ,220721,株式会社エリア
〒210-0822,神奈川県川崎市川崎区⽥町⼆丁⽬１０番２２号
2025-02-21
http://k-area.co.jp/
 
エ,106824,株式会社エリアカザン
〒134-0088,東京都江⼾川区⻄葛⻄５−６−２ 第２８⼭秀ビル６０３
2025-12-19
 
エ,231506,株式会社エリオテクノ
〒922-0312,⽯川県加賀市宇⾕町ヤ１番地４６
2025-12-27
 
エ,105465,株式会社エリオニクス
〒192-0063,東京都⼋王⼦市元横⼭町３−７−６
2025-02-27
https://www.elionix.co.jp/index.html
 



エ,102197,エリクソン・ジャパン株式会社
〒105-0021,東京都港区東新橋２−３−１７ ＭＯＭＥＮＴＯ ＳＨＩＯＤＯＭＥ
2025-01-23
http://www.ericsson.com/jp/
 
エ,100724,エリコンジャパン株式会社
〒254-0014,神奈川県平塚市四之宮７−２−２
2026-04-26
http://www.oerlikon.com/balzers/
 
エ,101850,エル・エス・アイ ジャパン株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町２−３−３
2024-10-30
http://www.lsi-j.co.jp/
 
エ,232034,ＬＩＢ株式会社
〒134-0084,東京都江⼾川区東葛⻄四丁⽬４番１−９２９号
2026-05-23
 
エ,104298,株式会社Ｌ＆Ａデバイス
〒377-0804,群⾺県吾妻郡東吾妻町⼤字岩井１００８
2025-02-16
http://la-device.co.jp
 
エ,210531,株式会社エルアンドシーコーポレーション
〒107-0052,東京都港区⾚坂７ー５ー４６
2024-09-11
 
エ,118588,ＬＳＩクーラー株式会社
〒167-0023,東京都杉並区上井草１−２４−１９
2023-08-09
http://www.lsi-cooler.co.jp
 
エ,104902,株式会社エルエッチエス
〒169-0075,東京都新宿区⾼⽥⾺場４−２−３３
2023-08-30
http://www.lhs.co.jp
 
エ,231091,有限会社エル・エンジニアリング
〒454-0805,愛知県名古屋市中川区⾈⼾町７番１６号
2025-10-18
 
エ,101473,株式会社エルクラフト
〒527-0231,滋賀県東近江市⻘野町４７０３
2026-01-11
http://www.lcmac.co.jp
 
エ,105088,株式会社エルグ
〒263-0005,千葉県千葉市稲⽑区⻑沼町２４８−２−６０５
2024-04-10
 
エ,505118,株式会社エルグ
〒105-0013,東京都港区浜松町１−２−１２
2024-08-30
 



エ,104952,株式会社エルコム
〒399-4501,⻑野県伊那市⻄箕輪８０８６−１
2023-10-11
http://elcom-cr.com
 
エ,211590,エルゴテック株式会社
〒220-0012,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい三丁⽬６番３号
2025-04-01
http://www.ergotech.co.jp/
 
エ,127687,株式会社エルシーアイ
〒233-0007,神奈川県横浜市港南区⼤久保１−１７−２４
2025-01-19
http://www.lci-yokohama.co.jp
 
エ,106241,ＬＧ ディスプレイジャパン株式会社
〒104-0031,東京都中央区京橋２−１−３ 京橋トラストタワー１２階
2024-06-21
 
エ,105117,エルスター電機株式会社
〒242-0029,神奈川県⼤和市上草柳４−４−３２
2024-05-01
http://www.erster.co.jp/
 
エ,122928,エルティーライト株式会社
〒140-0004,東京都品川区南品川２−２−１３ 南品川ＪＮビル
2024-12-24
https://www.ltlight.jp
 
エ,102258,エルテック株式会社
〒370-0505,群⾺県⾢楽郡千代⽥町新福寺６７０−１
2025-02-01
http://www.ltec-gr.co.jp
 
エ,111755,株式会社エルテック
〒222-0033,横浜市港北区新横浜３−１−４ プラスタリアビル６０１
2023-09-06
http://www.eletech-inc.co.jp
 
エ,101090,エルナー株式会社
〒104-0031,東京都中央区京橋２−７−１９ 京橋イーストビル９階
2025-06-26
http://www.elna.co.jp
 
エ,105061,エルナープリンテッドサーキット株式会社
〒529-0142,滋賀県⻑浜市⽥町３０
2024-03-16
https://epc.elnapcb.com/
 
エ,120070,株式会社エルピス
〒150-0036,東京都渋⾕区南平台町１−１０ いちご南平台ビル４Ｆ
2023-07-15
http://www.elpiscorp.co.jp/
 
エ,219745,株式会社エルピダあおば



〒981-3304,宮城県富⾕市ひより台２−２−２
2024-05-18
http://www.elupidaaoba.co.jp
 
エ,105712,株式会社エルフ
〒190-0001,東京都⽴川市若葉町３−６０−１
2025-10-10
http://www.aelph.jp
 
エ,226205,株式会社エルフ
〒761-0102,⾹川県⾼松市新⽥町甲２０８９ー４
2025-11-01
http://www.elf-inc.co.jp/
 
エ,231309,株式会社エルフォルク
〒731-0154,広島県広島市安佐南区上安⼆丁⽬２番５号
2025-11-21
https://www.tent-erfolg.co.jp
 
エ,121598,株式会社エル・ミズホ
〒555-0012,⼤阪市⻄淀川区御幣島６−１４−４８
2025-06-11
http://www.eru-mizuho.co.jp
 
エ,106404,エルミネット株式会社
〒124-0012,東京都葛飾区⽴⽯４ー６−１０
2024-11-12
https://www.elminet.co.jp
 
エ,121942,エルメックス株式会社
〒336-0021,埼⽟県さいたま市南区別所７−２１−１−２２０１
2024-07-14
http://www.elmex-jp.com
 
エ,218160,株式会社エルライン
〒230-0051,神奈川県横浜市鶴⾒区鶴⾒中央２−６−２９
2023-08-11
 
エ,128152,エルリングクリンガー・マルサン株式会社
〒125-0062,東京都葛飾区⻘⼾４−２２−１６
2025-09-19
 
エ,101304,エレクタ株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦３−９−１ 芝浦ルネサイトタワー７階
2024-04-26
http://www.elekta.com
 
エ,220029,有限会社エレクト興産
〒712-8004,岡⼭県倉敷市⽔島南⻲島町１５−２７
2024-07-13
 
エ,230195,株式会社ＥｌｅｃｔｒｉｃＷｏｒｋ
〒732-0802,広島県広島市南区⼤州三丁⽬６番３８号
2025-06-07
https://www.electricwork.net



 
エ,230694,株式会社エレクトレーション
〒513-0826,三重県鈴⿅市住吉⼀丁⽬１２番２２号
2025-08-09
 
エ,111822,株式会社エレクトロニクスエンドマテリアルズコーポレーション
〒659-0093,兵庫県芦屋市船⼾町１１−１１
2024-06-06
http://www.eandmint.co.jp/
 
エ,231425,株式会社エレコ
〒171-0044,東京都豊島区千早⼆丁⽬３３番１４号
2025-12-13
http://www.eleco.co.jp
 
エ,501620,エレコム株式会社
〒541-8765,⼤阪府⼤阪市中央区伏⾒町４−１−１号 明治安⽥⽣命⼤阪御堂筋ビル９Ｆ
2025-09-26
https://www.elecom.co.jp/
 
エ,124746,株式会社エレコン
〒161-0034,東京都新宿区上落合２−２１−２３
2022-12-20
http://www.elecon-web.com/
 
エ,224734,エレコン株式会社
〒532-0013,⼤阪府⼤阪市淀川区⽊川⻄３丁⽬６番４号
2025-04-01
http://www.elecon.co.jp/
 
エ,121501,株式会社エレック
〒505-0054,岐⾩県美濃加茂市加茂野町加茂野６０６−８
2025-03-09
 
エ,231189,株式会社エレック
〒734-0015,広島県広島市南区宇品御幸⼀丁⽬７番８号
2025-10-25
 
エ,121559,エレックス株式会社
〒460-0022,名古屋市中区⾦⼭５−１８−２５
2025-03-05
http://www.elex-n.co.jp
 
エ,101603,エレック ヒシキ株式会社
〒465-8651,名古屋市名東区⼀社４−２２
2026-03-31
http://www.hishiki.co.jp/
 
エ,123607,株式会社エレフ
〒405-0018,⼭梨県⼭梨市上神内川１６７８ メガドーム・サトウ１階
2025-02-19
 
エ,101535,エレマテック株式会社
〒108-6319,東京都港区三⽥３−５−２７ 住友不動産三⽥ツインビル⻄館１９階
2025-07-17



http://www.elematec.com
 
エ,104673,エレマテック株式会社
〒108-6319,東京都港区三⽥３−５−２７ 住友不動産三⽥ツインビル⻄館１９階
2026-03-15
http://www.elematec.com/
 
エ,114832,エレマテック株式会社
〒108-6319,東京都港区三⽥３−５−２７ 住友不動産三⽥ツインビル⻄館１９階
2023-10-25
 
エ,102451,株式会社エレメント
〒215-0021,神奈川県川崎市⿇⽣区上⿇⽣７−２−２９
2025-03-11
http://www.element-tech.co.jp/element/index_i.htm
 
エ,126799,株式会社エレメント電⼦
〒370-0871,群⾺県⾼崎市上豊岡町５６０−６
2024-04-06
 
エ,213459,株式会社エレワークス
〒322-0026,栃⽊県⿅沼市茂呂６６０ー８
2023-10-07
 
エ,210048,株式会社円
〒358-0014,埼⽟県⼊間市宮寺４０４８−３
2020-11-11
http://www.en-corp.co.jp
 
エ,504249,株式会社演算⼯房
〒602-8268,京都府京都市上京区智恵光院通中⽴売下る⼭⾥町２３７−３
2025-05-16
http://www.enzan-k.com/index.html
 
エ,111576,株式会社延⼭製作所
〒210-0826,川崎市川崎区塩浜２−１９−１６
2024-10-01
http://www.enzan.co.jp/
 
エ,111890,株式会社塩⼭製作所
〒404-0043,⼭梨県甲州市塩⼭下於曽２７６
2024-04-27
http://www.enzan.com
 
エ,501583,エンシュウ株式会社
〒432-8522,静岡県浜松市南区⾼塚町４８８８
2025-03-27
https://www.enshu.co.jp
 
エ,124745,遠州⼯業株式会社
〒432-8058,静岡県浜松市新橋町３９７
2022-12-20
http://www.enshu-ko.co.jp/
 
エ,111717,遠州樹脂⼯業株式会社



〒431-2102,静岡県浜松市北区都⽥町９５５５−１
2023-10-29
http://eric.ne.jp/
 
エ,227098,エンジニアリングサービス株式会社
〒143-0016,東京都⼤⽥区⼤森北１丁⽬１１番５号
2023-10-01
http://www.esi-j.co.jp
 
エ,124628,有限会社圓城電器製作所
〒522-0057,滋賀県彦根市⼋坂町２８８０−２
2025-11-22
 
エ,111909,エンゼル⼯業株式会社
〒612-8486,京都市伏⾒区⽻束師古川町２０５−４
2024-08-10
http://www.angel-k.co.jp
 
エ,125723,エンター電⼦⼯業株式会社
〒206-0812,東京都稲城市⽮野⼝３８４−２
2023-08-10
http://www.edkk.co.jp
 
エ,216141,株式会社エンテック
〒110-0004,東京都台東区下⾕２丁⽬３番１２号
2025-03-19
http://www.en-tech.jp
 
エ,229788,遠鉄建設株式会社
〒430-0905,静岡県浜松市中区下池川町６０番地の１
2020-06-19
http://www.entetsu.co.jp/kensetsu/index.html
 
エ,126451,エントラスト株式会社
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥１−２５−１３−６Ｆ
2024-01-10
http://www.entrust-group.co.jp
 
エ,227034,エンドーガス圧接株式会社
〒338-0832,埼⽟県さいたま市桜区⻄堀１０ー８ー７
2020-09-01
 
エ,222367,株式会社遠藤
〒959-2303,新潟県新発⽥市切梅８番地１
2023-11-01
 
エ,215637,有限会社遠藤エンジニアリング
〒146-0082,東京都⼤⽥区池上４−２１−１８
2024-10-09
 
エ,112846,遠藤科学株式会社
〒422-8567,静岡市駿河区⻄脇１２９４
2024-10-26
http://www.endokagaku.co.jp
 



エ,122755,遠藤科学株式会社
〒422-8567,静岡県静岡市駿河区⻄脇１２９４
2024-11-10
http://www.endokagaku.co.jp
 
エ,214471,株式会社遠藤管⼯設備
〒417-0001,静岡県富⼠市今泉３３０１ー７
2025-11-15
 
エ,222089,遠藤硝⼦株式会社
〒130-0022,東京都墨⽥区江東橋１丁⽬１１番９号
2026-02-01
http://www.endo-glass.com
 
エ,224272,株式会社遠藤組
〒793-0046,愛媛県⻄条市港２２８番地１
2025-03-01
https://www.e-ashiba.jp
 
エ,212154,株式会社遠藤建設
〒420-0803,静岡県静岡市葵区千代⽥６丁⽬５番９号
2024-04-25
 
エ,219828,有限会社遠藤建設
〒979-1141,福島県双葉郡富岡町⼤字上⼿岡字⻄ノ上６４番地の１
2024-06-08
 
エ,220424,遠藤建設⼯業株式会社
〒558-0032,⼤阪府⼤阪市住吉区遠⾥⼩野３丁⽬１５番３号
2024-11-09
 
エ,225911,遠藤鋼機株式会社
〒950-0034,新潟県新潟市東区浜⾕町１丁⽬１６番１号
2025-09-01
http://www.endokoki.co.jp/
 
エ,212580,遠藤⼯業株式会社
〒722-0014,広島県尾道市新浜２丁⽬８ー２４
2025-04-10
http://endokogyo.jp/
 
エ,212628,株式会社遠藤⼯業
〒985-0862,宮城県多賀城市⾼崎⼀丁⽬９番１７号
2025-05-22
https://www.endo-kogyo.jp/
 
エ,217972,株式会社遠藤⼯業
〒353-0002,埼⽟県志⽊市中宗岡１丁⽬８−５８
2023-07-21
 
エ,222372,遠藤興業株式会社
〒986-0856,宮城県⽯巻市⼤街道南２ー９ー１３
2023-11-01
 
エ,504076,遠藤⼯業株式会社



〒411-0044,静岡県三島市徳倉１１３１−９
2024-08-29
https://www.endo-kogyo.info
 
エ,505410,合資会社遠藤紙器製作所
〒385-0051,⻑野県佐久市中込３丁⽬９番地１１
2026-06-17
https://www.endosiki.com
 
エ,104405,遠藤商事株式会社
〒959-1298,新潟県燕市物流センター２−３３
2025-06-06
https://www.endoshoji.co.jp/
 
エ,125716,株式会社遠藤精機
〒238-0013,神奈川県横須賀市平成町２−７−１
2023-08-09
 
エ,100844,株式会社遠藤製作所
〒959-1289,新潟県燕市東太⽥９８７
2023-08-16
http://endo-mfg.co.jp/
 
エ,111779,株式会社遠藤製作所
〒525-0059,滋賀県草津市野路４−１０−２４
2024-01-17
http://www.endo-ss.com
 
エ,501880,株式会社遠藤製作所
〒514-1138,三重県津市⼾⽊町５１４１−２
2025-09-13
http://www.kes-endo.co.jp/
 
エ,122400,遠藤電機株式会社
〒150-0011,東京都渋⾕区東１−２２−１１ 東京セントラル渋⾕３Ｆ
2024-09-05
http://www.endo-denki.co.jp
 
エ,212774,株式会社遠藤電気通信
〒963-0725,福島県郡⼭市⽥村町⾦屋字上川原２９９
2025-07-31
 
エ,129833,株式会社エンドウ電設
〒312-0031,茨城県ひたちなか市後台４６０−３３４
2025-03-18
 
エ,215850,有限会社遠藤電設
〒830-0049,福岡県久留⽶市⼤⽯町６１２番地の７
2024-12-18
 
エ,217613,株式会社遠藤電設
〒321-2352,栃⽊県⽇光市⼩林６２４
2026-02-25
 
エ,212701,遠藤塗⼯株式会社



〒141-0021,東京都品川区上⼤崎２丁⽬２番２８号
2025-06-26
http://www.entoko.co.jp
 
エ,211822,遠藤塗装⼯業株式会社
〒537-0011,⼤阪府⼤阪市東成区東今⾥２丁⽬８番８号
2023-08-24
 
エ,103484,有限会社遠藤プレス
〒374-0015,群⾺県館林市上⾚⽣⽥町３５７０
2023-10-22
 
エ,229136,株式会社圓奈
〒651-0072,兵庫県神⼾市中央区脇浜町２丁⽬１０番１号
2025-06-21
 
エ,215753,塩那エンジニアリング株式会社
〒324-0012,栃⽊県⼤⽥原市南⾦丸１８９７ー１
2024-11-13
http://enna-e.com
 
エ,214545,株式会社エンバイオ・エンジニアリング
〒101-0044,東京都千代⽥区鍛冶町２−２−２
2026-01-24
https://enbio-eng.com
 
エ,104927,エンビジョン株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜３−１−４ プラスタリアビル５０２
2023-09-12
https://www.e-v.jp
 
エ,121727,株式会社エンブレム
〒435-0001,静岡県浜松市東区上⽯⽥町２６４８−５
2026-05-27
http://www.ex-emblem.co.jp/
 
エ,221983,株式会社円福寺
〒722-0051,広島県尾道市東尾道９番地６
2025-10-01
http://www.enpukuji.co.jp/
 
エ,122709,株式会社エンプラ
〒385-0012,⻑野県佐久市根々井１５−５
2024-10-29
http://www.enpura.co.jp
 
エ,101740,株式会社エンプラス
〒332-0034,埼⽟県川⼝市並⽊２−３０−１
2024-05-31
http://www.enplas.co.jp/
 
エ,122440,株式会社エンプラス半導体機器
〒333-0844,埼⽟県川⼝市上⻘⽊１−１９−５７
2024-09-12
http://www.enplas.com



 
エ,503697,エンペックス気象計株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥７丁⽬２２番１７号 ＴＯＣビル
2025-09-27
https://www.empex.co.jp
 
エ,210948,株式会社エンワ
〒870-0039,⼤分県⼤分市中春⽇町９番５号
2025-03-04
http://www.enwa-sakan.com/
 
エ,505586,Ｅｖａｎｄ株式会社
〒530-0001,⼤阪府⼤阪市北区梅⽥１−１２−１２ 東京建物梅⽥ビル １１Ｆ
2024-05-14
 
エ,103411,エヴァンリード株式会社
〒135-0064,東京都江東区⻘海２−７−４−１２０４
2023-09-17
http://www.evanlead.com
 
オ,102204,株式会社オー・エヌ・シー
〒104-0042,東京都中央区⼊船２−４−３ マスダビル４階
2025-01-23
http://onc-jp.com/
 
オ,101975,オー・ジー株式会社
〒532-8555,⼤阪市淀川区宮原４−１−４３
2026-01-18
http://www.ogcorp.co.jp
 
オ,125210,オー・ジー⻑瀬カラーケミカル株式会社
〒550-8668,⼤阪府⼤阪市⻄区新町１−１−１７
2026-02-10
http://www.ognagase.co.jp/
 
オ,224002,株式会社Ｏ・Ｒ・Ｎ
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚３丁⽬４１番３号
2025-01-01
http://www.orn.co.jp/
 
オ,125428,ＯＥＭ Ｇｒｏｕｐ Ｊａｐａｎ合同会社
〒221-0862,神奈川県横浜市神奈川区三枚町３３ 新横浜ＭＴビル４Ｆ
2026-05-06
http://www.oemgroupinc.jp
 
オ,125639,株式会社オーイーシー
〒870-0037,⼤分市東春⽇町１７−５７
2023-07-08
http://www.oec.co.jp
 
オ,504691,ＯＥＣ株式会社
〒700-0901,岡⼭県岡⼭市北区本町６番３６号
2026-06-16
https://www.oec-o.co.jp/
 



オ,216818,オーイーシステム株式会社
〒211-0011,神奈川県川崎市中原区下沼部１７０５ー２１
2025-07-02
https://www.oe-sys.net/
 
オ,105695,オーイージィ株式会社
〒324-0045,栃⽊県⼤⽥原市富⼠⾒１−３９１０−２６
2025-09-12
https://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-CYbqCQdtCTkv.html
 
オ,129033,オーウエル株式会社
〒555-0012,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区御幣島５−１３−９
2026-07-17
http://www.owell.co.jp
 
オ,220811,オーウエルスーパービルド株式会社
〒700-0945,岡⼭県岡⼭市南区新保１１０７番地２
2025-03-15
 
オ,106204,株式会社ＯＡ研究所
〒247-0061,神奈川県鎌倉市台２−１５−４１
2024-04-13
https://www.oalab.co.jp/
 
オ,217270,オー・エー・メンテナンスサービス株式会社
〒225-0002,神奈川県横浜市⻘葉区美しが丘４−５２−４５
2025-11-05
 
オ,218753,株式会社ＯＨＬ
〒060-0033,北海道札幌市中央区北三条東五丁⽬５番地
2023-12-15
 
オ,218245,株式会社オーエス
〒557-0063,⼤阪府⼤阪市⻄成区南津守六丁⽬５番５３号
2023-08-18
 
オ,500185,オー・エス・イー株式会社
〒105-0003,東京都港区⻄新橋三丁⽬１３番３号ユニゾ⻄新橋三丁⽬ビル７Ｆ
2024-01-10
https://www.ose-c.jp/
 
オ,220093,株式会社ＯＳＡ
〒503-0931,岐⾩県⼤垣市本今４−４
2024-07-20
 
オ,220515,株式会社オーエス・エス
〒031-0071,⻘森県⼋⼾市沼館⼆丁⽬３１番１０号
2024-12-07
http://oss0318.com
 
オ,219005,オーエスエスブロードネット株式会社
〒213-0011,神奈川県川崎市⾼津区久本３−５−７
2024-01-26
https://ossbn.co.jp/
 



オ,101763,オーエスエレクトロニクス株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥３−１６−８ 秋葉原三和東洋ビル５Ｆ
2023-08-23
https://www.oselec.jp/
 
オ,502396,株式会社ＯＳＫ
〒130-0013,東京都墨⽥区錦⽷１−２−１ アルカセントラル９Ｆ
2026-07-12
http://www.kk-osk.co.jp
 
オ,127976,有限会社オーエスコーポレーション
〒214-0004,川崎市多摩区菅⾺場２−５−５
2022-07-23
 
オ,225258,株式会社オーエスシー
〒134-0084,東京都江⼾川区東葛⻄４ー５４ー４
2025-06-01
 
オ,101559,オーエスジーシステムプロダクツ株式会社
〒441-1202,愛知県豊川市上⻑⼭町⼿取８−２４
2024-08-01
https://j-osp.com/
 
オ,220415,株式会社ＯＳＷ
〒554-0021,⼤阪府⼤阪市此花区春⽇出北３−１３−３
2024-11-01
http://www.osw.co.jp
 
オ,111504,株式会社オーエステック
〒590-0023,⼤阪府堺市堺区南三国ケ丘町５−２−２７
2024-03-06
https://www.ostech.co.jp
 
オ,111967,オーエスディー株式会社
〒355-0811,埼⽟県⽐企郡滑川町⼤字⽻尾４３７６−３
2024-08-01
 
オ,101645,有限会社オーエス電機⼯業所
〒673-1414,兵庫県加東市上久⽶１２０−６
2025-08-09
 
オ,128886,株式会社オーエスネットシステムズ
〒104-0043,東京都中央区湊１−１３−１０
2026-03-17
 
オ,106251,ＯＳＰｍｏｖｉｎｇ株式会社
〒811-2131,福岡県糟屋郡宇美町貴船３−６−１５
2024-06-28
https://www.osp-moving.jp/
 
オ,215896,有限会社ＯＮ⼯務店
〒719-0301,岡⼭県浅⼝郡⾥庄町⾥⾒６８３
2025-01-08
 
オ,505708,株式会社オーエフ



〒105-0022,東京都港区海岸１−１１−１ ニューピア⽵芝ノースタワー１４Ｆ
2025-05-31
 
オ,231442,株式会社ＯＭｅｃｏｔｅｃ
〒901-0156,沖縄県那覇市字⽥原３０１番地３
2025-12-13
http://www.omecotec.co.jp
 
オ,215741,株式会社オー・エム・エス
〒419-0315,静岡県富⼠宮市⻑貫１３９５−１６
2024-11-13
 
オ,222817,オーエム機器株式会社
〒719-1121,岡⼭県総社市⾚浜５００
2024-03-01
http://www.omrex.co.jp/
 
オ,129420,オーエム⾦属⼯業株式会社
〒699-0406,島根県松江市宍道町佐々布７５
2024-04-15
http://www.omkltd.co.jp
 
オ,218365,オーエム創⼯（その他）
〒555-0001,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区佃２−５−２４−５０１
2023-09-08
 
オ,229092,株式会社ＯＭテック
〒807-0042,福岡県遠賀郡⽔巻町吉⽥南４丁⽬４番１７号
2025-06-06
http://www.omtech.biz/
 
オ,101930,ＯＭデジタルソリューションズ株式会社
〒192-0033,東京都⼋王⼦市⾼倉町４９−３
2024-10-29
https://om-digitalsolutions.com/
 
オ,129832,オーエムヒーター株式会社
〒468-0015,名古屋市天⽩区原１−６０１
2025-03-18
https://www.om-heater.jp/
 
オ,503888,株式会社 オーエンス
〒920-0027,⽯川県⾦沢市駅⻄新町３−１−１０
2024-01-19
http://www.ohense.com/
 
オ,230410,有限会社オーエン濱松
〒434-0025,静岡県浜松市浜北区善地１０７４番地の２
2025-07-12
https://oen-h.com
 
オ,223462,オーカ装置⼯業株式会社
〒755-0043,⼭⼝県宇部市相⽣町５ー１１
2024-08-01
http://www.o-kasouchi.co.jp/index.html



 
オ,214523,株式会社オーガスト
〒496-0026,愛知県津島市唐⾅町⼆ツ池２−１
2025-12-27
 
オ,111670,株式会社オーク
〒211-0005,川崎市中原区新丸⼦町７４１
2025-02-27
http://www.k-oak.co.jp/
 
オ,217150,株式会社オーク
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿５−２１−８
2025-09-24
 
オ,213432,株式会社オーク建設
〒135-0044,東京都江東区越中島⼀丁⽬２番７号アスミビル４階
2023-09-16
 
オ,103829,有限会社オーク商事
〒272-0822,千葉県市川市宮久保２−１８−６
2024-05-12
 
オ,226268,株式会社オーク情報システム
〒140-0002,東京都品川区東品川２丁⽬２番２０号
2025-12-01
https://www.oakis.co.jp
 
オ,124502,オークス株式会社
〒955-0842,新潟県三条市島⽥２−８−３
2025-09-22
http://www.aux-ltd.co.jp/
 
オ,214454,有限会社オークス
〒700-0945,岡⼭県岡⼭市南区新保１１５２ー３
2025-11-07
http://www.oaks.tv
 
オ,103954,株式会社オークス・ソリューション
〒151-0061,東京都渋⾕区初台１−５１−１ 初台センタービル９１４
2024-09-10
https://www.oaks-s.co.jp
 
オ,128957,オークス電⼦株式会社
〒101-0025,東京都千代⽥区神⽥佐久間町３−１７
2026-05-21
http://www.oaks-ele.com
 
オ,100299,株式会社オーク製作所
〒194-0295,東京都町⽥市⼩⼭ヶ丘３−９−６
2025-09-13
http://www.orc.co.jp
 
オ,124833,オーク設備⼯業株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川１−１６−３
2025-03-22



http://www.oaksetsubi.co.jp
 
オ,121650,株式会社オークテック
〒510-0007,三重県四⽇市市別名３−２−１２
2025-06-22
 
オ,213575,有限会社オークホーム
〒134-0084,東京都江⼾川区東葛⻄九丁⽬１２番８−４０２号
2024-02-03
 
オ,111802,オーケー化成株式会社
〒541-0051,⼤阪市中央区備後町１−７−３
2024-06-01
http://www.ok-kasei.co.jp
 
オ,213244,オーケージーリース株式会社
〒550-0011,⼤阪府⼤阪市⻄区阿波座１丁⽬６番１３号
2026-05-20
https://www.okg-gr.com/
 
オ,219543,ＯＫ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ株式会社
〒130-0022,東京都墨⽥区江東橋２−８−８
2024-04-06
http://ok-ss.com
 
オ,104454,有限会社オーケー測機製作所
〒156-0043,東京都世⽥⾕区松原４−１４−６
2025-07-13
https://ok-sokki.com
 
オ,216288,株式会社オーケービル管理
〒862-0968,熊本県熊本市南区⾺渡⼆丁⽬３番１６号
2025-04-09
_
 
オ,105776,オーケーレックス株式会社
〒650-0047,兵庫県神⼾市中央区港島南町３−３−１９
2025-12-04
http://oklex.co.jp/
 
オ,101956,ＯＫロジスティック株式会社
〒370-0505,群⾺県⾢楽郡千代⽥町新福寺４０５
2024-11-22
http://www.ok-logi.co.jp
 
オ,218043,有限会社オーサムコーポレーション
〒702-8033,岡⼭県岡⼭市南区福富東⼀丁⽬６−１０
2023-07-28
 
オ,122996,オーシーエス岩⼿株式会社
〒020-0834,岩⼿県盛岡市永井２３地割１７−１
2025-01-20
http://www.ocs-iwate.com/
 
オ,124723,株式会社ＯＣＣ



〒220-6215,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい２−３−５ クイーンズタワーＣ１５階
2025-12-15
http://www.occjp.com
 
オ,102297,株式会社オーシカ
〒174-0041,東京都板橋区⾈渡１−４−２１
2025-02-18
http://www.oshika.co.jp/
 
オ,227340,株式会社オーシャン建装
〒861-1112,熊本県合志市幾久富１７５８ー２７９
2024-02-01
 
オ,100305,オーシャンフォトニクス株式会社
〒169-0051,東京都新宿区⻄早稲⽥３−３０−１６ ホリゾン１ビル
2025-09-14
http://oceanphotonics.com/
 
オ,220775,株式会社ＯＧＲサービス
〒110-0016,東京都台東区台東四丁⽬２８番１１号
2025-03-01
https://www.ogrs-jp.com
 
オ,102598,オージーケー技研株式会社
〒577-0066,⼤阪府東⼤阪市⾼井⽥本通６−２−３２
2025-06-10
http://www.ogk.co.jp
 
オ,501091,株式会社オージス総研
〒550-0023,⼤阪府⼤阪市⻄区千代崎３丁⽬南２番３７号（ＩＣＣビル）
2024-03-21
http://www.ogis-ri.co.jp
 
オ,505387,株式会社オージンダクト
〒392-0007,⻑野県諏訪市清⽔３−３９４８−１
2023-06-12
 
オ,229187,株式会社オーステック
〒105-0004,東京都港区新橋三丁⽬１６番１２号
2025-07-18
 
オ,218603,株式会社オーゼットユー
〒334-0062,埼⽟県川⼝市榛松１丁⽬１１番５号
2023-11-10
https://www.ozu-net.co.jp/
 
オ,121547,株式会社オータ
〒181-0013,東京都三鷹市下連雀５−１−３６
2025-01-29
 
オ,101190,オータックス株式会社
〒223-8558,横浜市港北区新⽻町１２１５
2026-07-02
http://www.otax.co.jp
 



オ,217091,オータニ建設株式会社
〒241-0805,神奈川県横浜市旭区都岡町５５−５
2025-09-10
http://ootanikensetu.co.jp/
 
オ,501710,オータニ通商株式会社
〒532-0012,⼤阪府⼤阪市淀川区⽊川東３−１−３１
2025-04-13
http://www.otani-trading.sakura.ne.jp/
 
オ,102988,株式会社オータマ
〒206-0811,東京都稲城市押⽴１７４４
2026-01-30
 
オ,218165,有限会社オータム⼯業
〒462-0002,愛知県名古屋市北区六が池町３８７番地
2023-08-11
 
オ,215092,株式会社オーツーテレホン
〒246-0022,神奈川県横浜市瀬⾕区三ツ境９０番地の１
2023-11-14
 
オ,104687,株式会社オーツカ
〒140-0004,東京都品川区南品川１−７−１９
2026-03-22
http://www.ohtsuka-jpn.co.jp/
 
オ,219750,オーツカ鉄鋼販売株式会社
〒103-0005,東京都中央区⽇本橋久松町９−９
2024-05-18
https://www.ohtsuka-steel.co.jp/
 
オ,212663,ＯＴ建設株式会社
〒491-0013,愛知県⼀宮市北⼩渕字寺⼭南５８番地
2025-06-05
 
オ,121435,オーティス株式会社
〒717-0403,岡⼭県真庭市下湯原８−１
2024-04-16
 
オ,502844,株式会社オーティス
〒578-0955,⼤阪府⼤阪市天王寺区勝⼭２丁⽬２１番１６号
2025-08-01
http://www.otis-web.co.jp/
 
オ,111754,株式会社オーテック
〒581-0064,⼤阪府⼋尾市跡部本町３−４−１４
2023-12-02
 
オ,121524,株式会社オーテック
〒135-0016,東京都江東区東陽２−４−３９
2025-02-05
https://www.o-tec.co.jp/
 
オ,121597,有限会社オーテック



〒571-0042,⼤阪府⾨真市深⽥町１７−４
2025-02-02
 
オ,127307,オーテック株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜３−８−１１ メットライフ新横浜ビル５Ｆ
2024-08-03
https://autec-h.co.jp
 
オ,214001,株式会社オーテック
〒555-0034,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区福町１丁⽬１ー２８
2025-02-16
http://www.otec-co.jp/
 
オ,217489,株式会社オー・テック
〒350-1134,埼⽟県川越市扇河岸６０番地２４
2026-01-21
http://ohtec2007.co.jp/
 
オ,228000,オーテック株式会社
〒556-0022,⼤阪府⼤阪市浪速区桜川１丁⽬７番３号
2024-04-27
 
オ,230022,オーテック株式会社
〒612-8208,京都府京都市伏⾒区下⿃⽻但⾺町１５７番地
2025-04-19
 
オ,231170,株式会社オーテック
〒349-1134,埼⽟県加須市北下新井⼀丁⽬１３番地６
2025-10-25
https://www.kk-ohtec.com/
 
オ,126508,オーテックス株式会社
〒162-0067,東京都新宿区富久町１６−５ 新宿⾼砂ビル
2024-01-24
http://www.autex-inc.co.jp
 
オ,225643,オーディーエー株式会社
〒561-0812,⼤阪府豊中市北条町３丁⽬１４番４号
2025-07-01
 
オ,504697,株式会社オーディーシー
〒250-0011,神奈川県⼩⽥原市栄町１−１３−１８
2023-06-20
http://www.odci.co.jp/
 
オ,101390,株式会社オーディオテクニカ
〒194-8666,東京都町⽥市⻄成瀬２−４６−１
2023-11-20
https://www.audio-technica.co.jp
 
オ,229968,株式会社オート⼯業
〒120-0031,東京都⾜⽴区千住⼤川町４９ー２
2023-09-29
 
オ,120427,株式会社オートシステム



〒819-0041,福岡市⻄区拾六町２−２−２８
2023-09-20
http://www.auto-system.co.jp
 
オ,112768,オートスプライス株式会社
〒190-0012,東京都⽴川市曙町２−３７−７ コアシティ⽴川１０階
2024-09-28
http://www.autosplice.co.jp
 
オ,101210,オーナンバ株式会社
〒537-0001,⼤阪市東成区深江北３−１−２７
2026-07-13
http://www.onamba.co.jp
 
オ,103628,株式会社オーネックス
〒243-0801,神奈川県厚⽊市上依知字上ノ原３０１２−３
2024-02-12
http://www.onex.jp
 
オ,111634,株式会社オーハシテクニカ
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨４−３−１３ ヒューリック神⾕町ビル１０階
2025-12-11
https://www.ohashi.co.jp
 
オ,106748,オーパック株式会社
〒242-0012,神奈川県⼤和市深⾒東１−３−６
2025-08-01
https://www.aupac.co.jp
 
オ,100466,株式会社オービーエヌ
〒963-0547,福島県郡⼭市喜久⽥町卸１−１−１
2025-12-09
https://www.obnetwork.co.jp
 
オ,103642,オービー⼯業株式会社
〒542-0012,⼤阪市中央区⾕町９−１−２２ ＮＫ⾕町ビル１３Ｆ
2024-02-18
http://www.ob-kogyo.co.jp
 
オ,123792,株式会社オービーシステム
〒541-0046,⼤阪市中央区平野町２−３−７ アーバンエース北浜ビル
2025-04-13
http://www.obs.co.jp/
 
オ,225559,株式会社オービス
〒729-0104,広島県福⼭市松永町６丁⽬１０番１号
2025-06-01
http://www.orvis.co.jp/
 
オ,502975,株式会社オービット
〒530-0005,⼤阪府⼤阪市北区中之島三丁⽬３番３号 中之島三井ビルディング２Ｆ
2023-08-14
https://www.orbit9806.co.jp/
 
オ,120364,ＯＰ電⼦⼯業株式会社



〒351-0024,埼⽟県朝霞市泉⽔３−１２−３
2023-09-02
http://opei.co.jp/
 
オ,105625,株式会社オーファ
〒279-0011,千葉県浦安市美浜１−９−２ 浦安ブライトンビル２Ｆ
2025-07-11
http://www.ofa-titanium.com
 
オ,214473,株式会社オーフェン機器
〒939-2723,富⼭県富⼭市婦中町萩島３２５３ー３２
2025-11-15
http://www.aofen.co.jp/
 
オ,115650,Ｏｒｂｒａｙ株式会社
〒123-8511,東京都⾜⽴区新⽥３−８−２２
2024-01-21
https://orbray.com/
 
オ,211746,株式会社オープン
〒761-0301,⾹川県⾼松市林町１５６３番地２
2023-07-08
 
オ,105321,株式会社オープンストリーム
〒163-0709,東京都新宿区⻄新宿２−７−１ ⼩⽥急第⼀⽣命ビル９Ｆ
2024-10-26
 
オ,505212,株式会社 オープンソース
〒060-0061,北海道札幌市中央区南１条⻄７丁⽬１８番４ 南１⻄７北ビル
2025-04-23
http://www.open-source.co.jp/
 
オ,502397,オープンテキスト株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内１丁⽬８−３
2023-07-19
http://www.opentext.jp
 
オ,503309,株式会社オープンテクノロジーズ
〒160-0015,東京都新宿区⼤京町４番地 オオタケ第５ビル２Ｆ
2024-12-02
http://www.opentech.co.jp/
 
オ,220408,株式会社オープンハウス・アーキテクト
〒190-0012,東京都⽴川市曙町１ー２２ー１７
2024-11-01
https://oha.openhouse-group.com/
 
オ,124551,株式会社オーベスト
〒619-0214,京都府⽊津川市⽊津上⼾４５
2025-10-19
http://www.ohbest.co.jp
 
オ,124338,株式会社オーマット
〒105-0021,東京都港区東新橋２−１０−１１
2025-07-07



http://www.omat.co.jp/
 
オ,104616,株式会社オーミ
〒438-0018,静岡県磐⽥市向笠⽵之内１３１５−１４
2025-12-16
https://kk-ohmi.com
 
オ,127484,オーミック株式会社
〒152-0023,東京都⽬黒区⼋雲３−２２−１８
2024-10-30
http://www.ohmic.co.jp/
 
オ,220526,株式会社オーム計装
〒534-0024,⼤阪府⼤阪市都島区東野⽥町⼀丁⽬１６番７号
2024-12-14
 
オ,223680,株式会社オームラ
〒700-0945,岡⼭県岡⼭市南区新保６５１ー１
2024-10-01
 
オ,231895,株式会社オームラ組
〒477-0037,愛知県東海市⾼横須賀町町新⽥３６番地の８
2026-04-11
https://www.oomurag.co.jp/
 
オ,501584,株式会社オーモリ
〒245-0023,神奈川県横浜市泉区和泉中央南５−１９−３３
2024-03-08
http://www.ohhmori.co.jp
 
オ,121714,オーモリテクノス株式会社
〒736-0033,広島県安芸郡海⽥町南本町２−３８
2023-06-24
http://www.omchk.co.jp/
 
オ,213401,株式会社オーライズ
〒503-1544,岐⾩県不破郡関ケ原町⼤字⼭中８４８番地
2023-08-26
 
オ,501587,株式会社オーランド
〒617-0824,京都府⻑岡京市天神四丁⽬１５−１２
2026-07-16
https://www.auland.co.jp/
 
オ,216048,有限会社オールサポート
〒384-0808,⻑野県⼩諸市⼤字御影新⽥２５１７−１
2025-02-12
 
オ,211033,オール設備株式会社
〒059-0012,北海道登別市中央町１丁⽬４番地１０
2025-04-13
_
 
オ,122348,有限会社オアシ⼯業
〒386-0401,⻑野県上⽥市塩川５１０１−７



2024-08-20
http://www.oashi.co.jp/
 
オ,232006,株式会社オアシス・イラボレーション
〒780-8086,⾼知県⾼知市針⽊東町２６番５４号
2026-05-16
https://www.oasis-1.co.jp
 
オ,210823,有限会社及川技建
〒982-0003,宮城県仙台市太⽩区郡⼭字⾕地⽥⻄３番地の１２
2025-01-06
 
オ,212837,⽼川⼯業株式会社
〒333-0869,埼⽟県川⼝市芝宮根町１番５号
2025-09-25
http://www.oikawakk.co.jp/
 
オ,101045,株式会社オイカワ製作所
〒025-0312,岩⼿県花巻市⼆枚橋５−４５
2025-03-10
http://www.oikawapsm.co.jp
 
オ,215589,有限会社及川電業
〒144-0035,東京都⼤⽥区南蒲⽥２丁⽬１２−１９
2024-09-18
http://oikawa-dengyo.co.jp/
 
オ,212831,株式会社及川無線
〒986-0861,宮城県⽯巻市蛇⽥字境塚１１ー２
2025-09-18
 
オ,223709,及川冷機⼯業株式会社
〒144-0035,東京都⼤⽥区南蒲⽥１ー４ー１２
2024-11-01
 
オ,111758,尾池⼯業株式会社
〒600-8461,京都市下京区仏光寺通⻄洞院⻄⼊ル
2024-04-03
http://www.oike-kogyo.co.jp/
 
オ,227920,株式会社尾井装建
〒090-0824,北海道北⾒市北光３２１番地の１３
2021-04-20
 
オ,128893,株式会社オイダ製作所
〒503-2201,岐⾩県⼤垣市草道島町１３
2026-03-25
http://www.oida.co.jp
 
オ,230283,オイチ電気株式会社
〒701-1213,岡⼭県岡⼭市北区⻄⾟川６３０番地
2025-06-28
https://oichi-denki.co.jp
 
オ,121356,株式会社⽣出



〒190-1221,東京都⻄多摩郡瑞穂町⼤字箱根ヶ崎１１８８
2024-04-02
https://www.oizuru.co.jp
 
オ,218376,オイラー株式会社
〒921-8005,⽯川県⾦沢市間明町２−２４−１
2023-09-08
 
オ,120788,オイレスＥＣＯ株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥７−２１−１
2024-01-22
http://www.oiles-eco.co.jp
 
オ,101175,オイレス⼯業株式会社
〒252-0811,神奈川県藤沢市桐原町８
2024-07-01
http://www.oiles.co.jp/
 
オ,106232,オイレス⻄⽇本販売株式会社
〒550-0012,⼤阪府⼤阪市⻄区⽴売堀１―１１ー２
2024-06-01
http://www.oiles-west.co.jp
 
オ,112001,オイレス東⽇本販売株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦２−１４−５
2024-04-01
http://www.oiles-east.co.jp/
 
オ,214897,奥⽻⼯業株式会社
〒020-0004,岩⼿県盛岡市⼭岸１−４−１７
2023-07-25
 
オ,229066,扇技研株式会社
〒812-0041,福岡県福岡市博多区吉塚４丁⽬３番３７号
2025-05-31
http://www.ohgi-g.co.jp
 
オ,217969,扇産業株式会社
〒231-0011,神奈川県横浜市中区太⽥町４−５０
2023-07-21
 
オ,215924,扇精光ソリューションズ株式会社
〒851-0134,⻑崎県⻑崎市⽥中町５８５番地５
2025-01-22
https://www.ougis.co.jp/
 
オ,111614,有限会社扇屋電機商会
〒651-1502,神⼾市北区道場町塩⽥１９５３−２７
2025-11-18
 
オ,122820,株式会社旺計社
〒803-0801,福岡県北九州市⼩倉北区⻄港町９０−７
2024-11-26
http://www.oksha.co.jp/
 



オ,127709,応研株式会社
〒810-0001,福岡県福岡市中央区天神４−２−３４
2025-01-29
http://www.ohken.co.jp
 
オ,211743,株式会社横建
〒504-0021,岐⾩県各務原市那加前洞新町５丁⽬１０９番地の４
2023-07-08
http://www.ouken.net
 
オ,124633,応研精⼯株式会社
〒206-0812,東京都稲城市⽮野⼝７０６
2025-11-25
http://www.okenseiko.com
 
オ,213696,応宰⼯業株式会社
〒930-2226,富⼭県富⼭市⼋町南１５０番地の２
2024-05-12
 
オ,214919,奥州循環システム株式会社
〒023-0403,岩⼿県奥州市胆沢若柳字堀通２７番地１
2023-08-01
http://www.ojsystem.com/
 
オ,219681,株式会社央新
〒062-0933,北海道札幌市豊平区平岸三条１２丁⽬１番３０号ランドビル南平岸３階
2024-04-27
 
オ,126513,王⼦インターパック株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座５−１２−８ ４階
2024-01-26
http://www.hipl.co.jp
 
オ,101973,王⼦運送株式会社
〒135-0044,東京都江東区越中島３−６−１５
2023-12-10
http://www.ojitrn.co.jp
 
オ,227149,王⼦⼯営北海道株式会社
〒059-1372,北海道苫⼩牧市字勇払１５２番地
2023-11-01
 
オ,220945,株式会社王⼦⼯業
〒857-0066,⻑崎県佐世保市⼩島町４４４番地２
2025-03-29
https://ojikogyo.bsj.jp/
 
オ,104383,王⼦コンテナー株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座５−１２−８ 王⼦ＨＤ１号館
2025-09-14
http://www.oji-container.co.jp
 
オ,113594,王⼦コンテナー株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座５−１２−８ 王⼦ホールディングス１号館
2025-09-14



 
オ,121604,王⼦コンテナー株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座５−１２−８ 王⼦ＨＤ１号館
2025-09-07
http://www.oji-container.co.jp
 
オ,120362,王⼦合⾦株式会社
〒101-0036,東京都千代⽥区神⽥北乗物町１１ 乗物町中央ビル５階
2023-09-02
http://www.ogkalloy.co.jp
 
オ,154062,王⼦製鉄株式会社
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋三丁⽬２番５号 毎⽇⽇本橋ビル８Ｆ
2025-12-02
 
オ,111768,王⼦電機株式会社
〒333-0816,埼⽟県川⼝市差間３−２−５
2024-04-06
http://www.ojielectric.co.jp/
 
オ,501599,株式会社旺電舎
〒211-0053,神奈川県川崎市中原区上⼩⽥中５−１−３ ⿅島ビル５Ｆ
2024-05-22
https://www.oudensha.jp
 
オ,101365,近江化⼯株式会社
〒544-0001,⼤阪市⽣野区新今⾥２−４−２
2025-03-06
http://www.ohmikako.co.jp
 
オ,101735,近江電⼦⼯業株式会社
〒520-0242,滋賀県⼤津市本堅⽥６−３０−１
2025-10-07
http://www.ohmi-ele.com
 
オ,220532,近江屋ロープ株式会社
〒600-8310,京都府京都市下京区七条通⻄洞院東⼊夷之町６８９番地
2024-12-14
https://www.ohmirope.co.jp/
 
オ,120191,⻘梅商⼯会議所
〒198-8585,東京都⻘梅市上町３７３−１
2023-07-31
http://www.omecci.jp/
 
オ,230552,株式会社王本
〒522-0024,滋賀県彦根市正法寺町３６７番地の６
2025-07-26
https://www.ohmoto.ltd/
 
オ,212648,翁有建設株式会社
〒581-0003,⼤阪府⼋尾市本町５丁⽬２番３１号
2025-05-29
http://www.ouyu.co.jp
 



オ,210348,応⽤地質株式会社
〒101-8486,東京都千代⽥区神⽥美⼟代町７番地
2024-06-05
http://www.oyo.co.jp
 
オ,101007,応⽤電機株式会社
〒610-0101,京都府城陽市平川中道表６３−１
2026-02-19
http://www.oyoe.co.jp/
 
オ,229044,株式会社応⽤電業社
〒950-0947,新潟県新潟市中央区⼥池北１丁⽬１４番２号
2025-05-31
http://www.ouyou-ec.co.jp/
 
オ,504041,株式会社オウルテック
〒243-0422,神奈川県海⽼名市中新⽥５−２４−１
2024-08-22
https://www.owltech.co.jp/
 
オ,222412,株式会社⼩漆間⼯業
〒521-1225,滋賀県東近江市⼭路町３２２番地２
2023-11-01
 
オ,105395,⼤網梱包株式会社
〒181-0013,東京都三鷹市下連雀４−４−９
2024-12-20
http://www.oami.co.jp
 
オ,230825,株式会社⼤井
〒146-0093,東京都⼤⽥区⽮⼝⼆丁⽬２７番５号
2025-09-13
 
オ,220834,⼤井川重機有限会社
〒421-0213,静岡県焼津市飯淵８４２番地
2025-03-15
http://oigawajyuki.com
 
オ,111508,株式会社⼤井川電機製作所
〒428-0104,静岡県島⽥市川根町家⼭１３４３
2025-01-05
https://www.oigawa.com
 
オ,217451,⼤井建設株式会社
〒220-0023,神奈川県横浜市⻄区平沼２−４−１０森ビル
2026-01-14
https://www.oikensetu.co.jp
 
オ,232011,⼤井建設⼯業株式会社
〒389-0207,⻑野県北佐久郡御代⽥町⼤字⾺瀬⼝１６７０番地７４
2026-05-23
https://www.ooi-kensetsu.co.jp/
 
オ,100996,⼤井光機株式会社
〒213-0001,神奈川県川崎市⾼津区溝⼝６−１７−１８



2024-01-20
http://www.ohi-optical.co.jp/
 
オ,213633,⼤井⼯業株式会社
〒110-0011,東京都台東区三ノ輪１−２２−１２
2024-03-17
 
オ,126526,⼤⽯機械株式会社
〒420-0033,静岡市葵区昭和町１０
2024-01-30
http://www.oishi-machine.com/
 
オ,121662,⼤⽯⾦属⼯業株式会社
〒537-0022,⼤阪市東成区中本５−１４−１８
2025-08-16
http://oishikinzoku.com
 
オ,222302,株式会社⼤⽯組
〒418-0073,静岡県富⼠宮市⼸沢町６３５番地
2023-11-01
 
オ,126624,⼤⽯産業株式会社
〒805-0068,北九州市⼋幡東区桃園２−７−１
2024-02-21
http://www.osk.co.jp/
 
オ,218156,⼤⽯産業株式会社
〒231-0057,神奈川県横浜市中区曙町５−６５
2023-08-11
 
オ,106308,有限会社⼤⽯電機⼯業所
〒430-0907,静岡県浜松市中区⾼林２−９−３１
2024-08-04
 
オ,500603,有限会社 ⼤⽯配管
〒437-1203,磐⽥市福⽥３４３２
2024-08-04
 
オ,121595,⼤泉⼯業株式会社
〒370-0523,群⾺県⾢楽郡⼤泉町吉⽥１２２１−７
2024-12-06
http://www.oizumi-kougyo.jp/
 
オ,502777,⼤泉産業株式会社
〒178-0062,東京都練⾺区⼤泉町３−２８−２５
2024-12-11
 
オ,122999,株式会社⼤泉製作所
〒350-1387,埼⽟県狭⼭市新狭⼭１−１１−４
2025-01-20
http://www.ohizumi-mfg.jp
 
オ,219411,株式会社⼤泉電設
〒985-0852,宮城県多賀城市⼭王字⼭王四区１８５ー６
2024-03-23



 
オ,100610,株式会社⼤磯精⼯
〒379-0135,群⾺県安中市郷原３９５
2026-02-04
http://www.ohiso.co.jp/
 
オ,125816,⼤分キヤノン株式会社
〒873-0292,⼤分県国東市安岐町下原７１０
2023-09-20
http://www.oita-canon.co.jp/
 
オ,111616,⼤分キヤノンマテリアル株式会社
〒873-8501,⼤分県杵築市熊野１−１１１
2026-05-13
 
オ,215493,⼤分コンクリートポンプ協同組合
〒870-0841,⼤分県⼤分市六坊北町３００８番地８
2024-07-17
 
オ,219386,株式会社⼤分ダクト
〒870-0140,⼤分県⼤分市森町⻄２丁⽬３番３号
2024-03-23
https://oitaduct.co.jp/
 
オ,216006,⼤分中央斫⼯業株式会社
〒879-1504,⼤分県速⾒郡⽇出町⼤字⼤神４１６２番地１
2025-02-05
_
 
オ,104367,⼤分ＴＣＭ株式会社
〒870-0847,⼤分市広瀬町１−２−６
2025-04-18
http://www.oita-tcm.jp
 
オ,122565,⼤分デバイステクノロジー株式会社
〒870-1203,⼤分県⼤分市⼤字野津原１６６０
2024-12-11
http://www.odt.co.jp/
 
オ,111968,⼤分電⼦⼯業株式会社
〒879-1507,⼤分県速⾒郡⽇出町豊岡８６７
2024-09-21
http://www.oitadensi.co.jp/
 
オ,223153,⼤分塗装⼯業有限会社
〒870-0017,⼤分県⼤分市弁天２−６−３２
2024-06-01
 
オ,126407,⼤分パーカライジング株式会社
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋１−１５−１ パーカービル６Ｆ
2023-12-21
http://www.parker-kako.co.jp
 
オ,229852,⼤分プラント⼯業株式会社
〒876-0102,⼤分県佐伯市弥⽣⼤字尺間２２３番地



2023-07-10
http://www.oitaplant.jp/
 
オ,501543,株式会社⼤分放送
〒870-8620,⼤分県⼤分市今津留３丁⽬１番１号
2025-02-15
http://www.e-obs.com/
 
オ,218355,有限会社⼤分ルーフテック
〒874-0838,⼤分県別府市⼤字南⽯垣１５１８番地の３７
2023-09-08
 
オ,210511,株式会社⼤井鉄⼯所
〒520-3426,滋賀県甲賀市甲賀町⽥堵野８１８
2024-09-02
http://www.steel-ooi.co.jp
 
オ,126659,有限会社⼤井鉄芯製作所
〒519-0213,三重県⻲⼭市⽥村町１４１
2024-02-27
 
オ,501545,⼤井電気株式会社
〒222-0011,神奈川県横浜市港北区菊名７−３−１６
2024-01-10
https://www.ooi.co.jp
 
オ,111771,⼤井油機株式会社
〒141-0033,東京都品川区⻄品川１−５−４
2024-02-15
 
オ,220823,株式会社⼤⼊物産
〒243-0417,神奈川県海⽼名市本郷４０３１番地
2025-03-15
 
オ,228495,株式会社⼤岩
〒412-0042,静岡県御殿場市萩原６４５番地１
2024-09-13
 
オ,229145,株式会社⼤岩建設
〒324-0042,栃⽊県⼤⽥原市末広１−４−４０
2025-06-27
http://ooiwa-kensetsu.co.jp
 
オ,219010,株式会社⼤岩マシナリー
〒143-0013,東京都⼤⽥区⼤森南３丁⽬１０番１８号
2024-02-02
http://www.oiwa.co.jp
 
オ,215772,奥⽻建装株式会社
〒997-0045,⼭形県鶴岡市⻄新斎町４番３９号
2024-11-20
 
オ,217957,⼤内⼯業株式会社
〒555-0001,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区佃５丁⽬５番８号
2023-07-21



 
オ,129938,有限会社⼤内⼯業所
〒311-1201,茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦町８１４
2025-04-16
 
オ,231997,有限会社⼤内⼯業所
〒136-0074,東京都江東区東砂四丁⽬５番１１号
2026-05-09
 
オ,218616,株式会社オオウチ⼯芸
〒984-0014,宮城県仙台市若林区六丁の⽬元町３番８号
2023-11-10
 
オ,121577,⼤内新興化学⼯業株式会社
〒103-0024,東京都中央区⽇本橋⼩⾈町７−４
2025-01-30
http://www.jp-noc.co.jp/
 
オ,129968,株式会社⼤内製作所
〒355-0071,埼⽟県東松⼭市新郷８８−４０
2025-05-12
http://www.ouchim.co.jp/
 
オ,213422,太内⽥建築（その他）
〒028-8802,岩⼿県九⼾郡洋野町⼤野２８−４−２
2020-09-09
 
オ,218269,⼤内電気株式会社
〒179-0075,東京都練⾺区⾼松１−３０−１２
2023-08-25
 
オ,221320,⼤浦⼯測株式会社
〒115-0051,東京都北区浮間２丁⽬２５番１号
2025-04-01
http://www.oura.co.jp
 
オ,111846,株式会社⼤江
〒571-0073,⼤阪府⾨真市北巣本町３６−８
2024-07-07
http://www.ooe-tec.co.jp/
 
オ,231465,株式会社⼤栄製作所
〒547-0023,⼤阪府⼤阪市平野区⽠破南⼆丁⽬４番１３号
2025-12-19
https://ooe-ss.co.jp/
 
オ,505793,⼤江電機株式会社
〒232-0004,神奈川県横浜市南区前⾥町１−９
2026-04-13
https://ohe.jp
 
オ,226496,株式会社⼤⽅⼯業所
〒732-0802,広島県広島市南区⼤州２丁⽬１５番８号
2026-03-01
http://www.okata-k.co.jp/



 
オ,229619,有限会社⼤⽅塗装
〒738-0031,広島県廿⽇市市原５２６−６
2026-03-31
 
オ,221728,株式会社⼤⾓建設
〒039-1164,⻘森県⼋⼾市下⻑４ー１９ー２２
2025-06-01
 
オ,231886,株式会社⼤川組
〒755-0054,⼭⼝県宇部市助⽥町５番３０号
2026-04-11
 
オ,213447,⼤川建設株式会社
〒899-1741,⿅児島県阿久根市⼤川１０１３１番地
2023-09-30
 
オ,102838,株式会社⼤川製作所
〒350-1138,埼⽟県川越市中台元町１−１５−２０
2022-10-21
http://www.okawa-in.co.jp/
 
オ,111750,⼤川精螺⼯業株式会社
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥２−２０−４ ＮＯＦ⾼輪ビル７Ｆ
2023-08-10
http://www.okawaseira.co.jp
 
オ,211484,⼤川内建設株式会社
〒849-1401,佐賀県嬉野市塩⽥町⼤字久間甲４７７番地１
2025-12-24
 
オ,214459,株式会社⼤川鐵⼯所
〒314-0047,茨城県⿅嶋市⼤字須賀３番地８
2025-11-07
 
オ,231168,⼤川電気 ⼤川英昭（その他）
〒311-2213,茨城県⿅嶋市中１２３３
2025-10-25
 
オ,111510,株式会社⼤川電機製作所
〒154-0015,東京都世⽥⾕区桜新町２−１１−２０
2023-08-27
http://www.odsinc.co.jp
 
オ,122862,⼤川電商株式会社
〒530-0043,⼤阪府⼤阪市北区天満３−２−３
2024-12-03
http://www.ookawad.co.jp
 
オ,224407,⼤河原建設株式会社
〒427-8522,静岡県島⽥市向島町４５３２番地
2025-04-01
https://ohkawara.co.jp/
 
オ,221133,⼤河原⼯業株式会社



〒350-1305,埼⽟県狭⼭市⼊間川１ー１０ー３３
2025-03-01
 
オ,501571,⼤賀株式会社
〒573-0164,⼤阪府枚⽅市⻑尾⾕町１丁⽬６７番１号
2024-09-20
http://www.ohga.co.jp/
 
オ,121785,⼤垣機⼯株式会社
〒503-8513,岐⾩県⼤垣市神⽥町１−２５
2026-04-18
http://www.oogaki-kikou.co.jp/
 
オ,111190,⼤垣精⼯株式会社
〒503-0945,岐⾩県⼤垣市浅⻄３−９２−１
2026-06-24
http://www.ogakiseiko.co.jp
 
オ,124349,有限会社⼤垣製作所
〒612-8252,京都市伏⾒区横⼤路⼀本⽊５−５
2025-07-09
 
オ,121702,株式会社⼤垣鐵⼯所
〒503-0805,岐⾩県⼤垣市鶴⾒町４８０
2026-04-23
http://www.ogaki-tekkousyo.co.jp/
 
オ,120460,⼤垣電機株式会社
〒503-1322,岐⾩県養⽼郡養⽼町⻄岩道４１４
2023-10-01
http://www.ogakidenki.co.jp
 
オ,100795,株式会社⼤垣村⽥製作所
〒503-0034,岐⾩県⼤垣市荒尾町１１２２
2023-06-27
http://www.ogakimurata.co.jp/
 
オ,227058,⼤垣林業株式会社
〒658-0031,兵庫県神⼾市東灘区向洋町東⼆丁⽬７番地の７
2023-09-01
 
オ,226814,株式会社⼤⾦⼯務店
〒317-0052,茨城県⽇⽴市東滑川町５丁⽬２番２号
2023-06-01
 
オ,230580,有限会社⼤⾦造園
〒324-0605,栃⽊県那須郡那珂川町⼤内３９４２番地
2025-08-02
 
オ,211580,株式会社⼤⽊組
〒183-0042,東京都府中市武蔵台３丁⽬１７番地４
2025-03-01
https://www.ohki-gumi.co.jp/
 
オ,223375,⼤⽊建設株式会社



〒176-0006,東京都練⾺区栄町１０番８号
2024-07-01
 
オ,225354,⼤⽊建設株式会社
〒791-8036,愛媛県松⼭市⾼岡町９０７番地５
2025-06-01
 
オ,228041,⼤⽊建設株式会社
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾４ー２２ー１
2024-05-17
http://www.ohki.co.jp/
 
オ,210510,株式会社⼤⽊設備
〒271-0062,千葉県松⼾市栄町８ー７２３
2024-08-28
http://www.ohkiwbe.co.jp/
 
オ,501521,⼤喜多株式会社
〒550-0021,⼤阪府⼤阪市⻄区川⼝３丁⽬３番１７号
2024-07-10
http://www.ohkitaweb.co.jp/
 
オ,106277,⼤⽊電機⼯業株式会社
〒640-8155,和歌⼭県和歌⼭市九番丁１０
2024-07-21
https://www.ooki-denki.com
 
オ,219030,⼤⽊電気⼯事株式会社
〒168-0064,東京都杉並区永福３丁⽬１３番５号
2024-02-09
 
オ,111593,株式会社扇商会
〒530-0047,⼤阪市北区⻄天満３−１３−７
2024-12-19
 
オ,122802,株式会社扇⾕
〒550-0001,⼤阪府⼤阪市⻄区⼟佐堀１−３−７
2024-11-20
http://www.ogico.co.jp
 
オ,215178,扇⽥建機株式会社
〒478-0017,愛知県知多市新知字虎⾺２６番地
2024-01-16
 
オ,504123,株式会社扇⾕
〒285-0824,千葉県佐倉市江原２９１−３
2024-10-18
http://www.ogiya.net
 
オ,121589,扇屋電機産業株式会社
〒150-0022,東京都渋⾕区恵⽐寿南２−８−１３
2025-03-08
https://ohgiyaelectric.com/2018/11/19/new-products-info-2018
0201/
 



オ,121694,扇屋塗料株式会社
〒161-0034,東京都新宿区上落合３−２−４
2025-09-27
 
オ,211006,株式会社⼤給組
〒679-4221,兵庫県姫路市林⽥町林⾕２０番地１
2025-03-24
https://oogyugumi.co.jp
 
オ,226845,⼤久保硝⼦株式会社
〒231-0033,神奈川県横浜市中区⻑者町１丁⽬３番地１０横浜ペインチング第３ビル４階
2023-07-01
 
オ,210650,有限会社⼤久保⾦属
〒232-0066,神奈川県横浜市南区六ッ川４−１１３７−２９
2021-10-28
 
オ,213739,有限会社⼤久保⼯業
〒349-0211,埼⽟県⽩岡市野⽜２０５ー２
2024-06-23
 
オ,219701,⼤久保興業株式会社
〒183-0026,東京都府中市南町２丁⽬３８番地の８
2024-05-11
https://www.ohkubokogyo.com
 
オ,226868,⼤久保産業株式会社
〒770-0942,徳島県徳島市昭和町８丁⽬８番地
2023-07-01
 
オ,111853,株式会社⼤久保製作所
〒116-0012,東京都荒川区東尾久６−６−１０
2024-07-12
http://www.okubo-seisakusho.co.jp/
 
オ,219967,⼤久保設備⼯業株式会社
〒802-0031,福岡県北九州市⼩倉北区⾚坂海岸７番７号
2024-06-29
http://www.ohkubo.co.jp
 
オ,230508,株式会社⼤久保電気
〒566-0055,⼤阪府摂津市新在家⼆丁⽬２８番３９号
2025-07-19
 
オ,106071,株式会社⼤熊
〒701-0204,岡⼭県岡⼭市南区⼤福３７８−１
2023-10-30
http://www.k-okuma.co.jp
 
オ,105047,オオクマ・ソリューション関⻄株式会社
〒610-0332,京都府京⽥辺市興⼾地蔵⾕１ Ｄ−ｅｇｇ３０８号室
2024-02-26
http://www.os-kansai.co.jp
 
オ,111666,オオクマ電⼦株式会社



〒861-8037,熊本県熊本市東区⻑嶺⻄１−８−１０４
2026-06-04
http://www.okm.co.jp
 
オ,231015,⼤熊電設株式会社
〒870-1132,⼤分県⼤分市⼤字光吉字ヲサテ４５６番地の２
2025-10-11
http://www.okuma-ltd.jp/
 
オ,501899,株式会社⼤倉アクト
〒278-0013,千葉県野⽥市上三ヶ尾字⾦剛寺２５９−１５
2025-10-13
 
オ,103872,⼤倉⼯業株式会社
〒763-8508,⾹川県丸⻲市中津町１５１５
2024-06-05
http://www.okr-ind.co.jp
 
オ,121338,⼤倉⼯業株式会社
〒985-0854,宮城県多賀城市新⽥字⻄４６−３
2025-03-31
https://www.okurainc.co.jp
 
オ,218362,有限会社⼤蔵⼯業
〒904-0111,沖縄県中頭郡北⾕町字砂辺３１０番地５
2023-09-08
 
オ,215702,有限会社⼤倉産業
〒700-0815,岡⼭県岡⼭市北区野⽥屋町２ー５ー１６
2024-10-30
 
オ,111200,⼤倉商⼯株式会社
〒144-0043,東京都⼤⽥区⽻⽥１−７−１２
2026-06-25
http://www.okura-web.com
 
オ,111914,⼤蔵商事株式会社
〒461-0004,名古屋市東区葵１−９−１８
2024-08-04
http://www.ookura.co.jp
 
オ,501575,⼤倉電気株式会社
〒350-0269,埼⽟県坂⼾市にっさい花みず⽊⼀丁⽬４番地４
2024-02-05
http://www.ohkura.co.jp/
 
オ,123875,⼤河内⾦属株式会社
〒660-0092,兵庫県尼崎市鶴町７−２５
2025-05-18
http://www.okouchi.co.jp
 
オ,104768,⼤古精機株式会社
〒329-1311,栃⽊県さくら市⽒家１１７６
2026-05-11
http://www.precision-ooko.co.jp/



 
オ,225014,⼤越⼯業株式会社
〒950-0885,新潟県新潟市東区下⽊⼾２丁⽬２３番７号
2025-04-01
_
 
オ,120814,⼤阪アサヒ商事株式会社
〒531-0072,⼤阪市北区豊崎５−６−２
2024-01-31
http://www.osaka-asahi.com
 
オ,121787,株式会社⼤阪アサヒメタル⼯場
〒557-0063,⼤阪市⻄成区南津守３−１−１７
2026-06-18
 
オ,106545,⼤阪圧搾コルク株式会社
〒532-0034,⼤阪市淀川区野中北１−１−７４
2025-01-25
https://www.osaka-cork.co.jp/
 
オ,216291,⼤阪アンカー株式会社
〒530-0047,⼤阪府⼤阪市北区⻄天満３丁⽬２番４号
2025-04-09
http://osaka-anchor.com/
 
オ,226734,⼤阪イーエス株式会社
〒567-0854,⼤阪府茨⽊市島１丁⽬１８番２号
2026-05-01
 
オ,229157,⼤阪板硝⼦販売株式会社
〒542-0061,⼤阪府⼤阪市中央区安堂寺町１丁⽬３番１９号
2025-07-04
http://www.osgco.com
 
オ,121582,⼤阪化学薬品株式会社
〒561-0882,⼤阪府豊中市南桜塚３−９−１
2025-01-22
http://www.osaka-chemicals.com/
 
オ,129212,⼤阪化⼯紙⼯業株式会社
〒553-0002,⼤阪市福島区鷺洲５−６−４５
2024-01-05
 
オ,222219,株式会社⼤阪川島商店
〒550-0014,⼤阪府⼤阪市⻄区北堀江２丁⽬１５ー１８
2026-06-01
 
オ,505574,⼤阪ガスネットワーク株式会社
〒541-0046,⼤阪府⼤阪市中央区平野町４丁⽬１−２
2024-04-12
未設定
 
オ,103651,株式会社⼤阪化粧合板製作所
〒597-0094,⼤阪府⾙塚市⼆⾊南町２−１０
2024-02-20



 
オ,101298,オオサカコーワ株式会社
〒556-0022,⼤阪府⼤阪市浪速区桜川３−４−１５
2024-04-25
 
オ,128360,⼤阪光学⼯業株式会社
〒571-0073,⼤阪府⾨真市北巣本町１９−３０
2025-10-29
 
オ,225967,株式会社⼤坂⼯務店
〒020-0111,岩⼿県盛岡市黒⽯野１丁⽬２５番６号
2025-09-01
 
オ,111661,⼤阪コロナ株式会社
〒571-0017,⼤阪府⾨真市四宮６−１−３０
2026-03-29
http://www.osaka-corona.co.jp
 
オ,213177,⼤阪砕⽯エンジニアリング株式会社
〒530-0003,⼤阪府⼤阪市北区堂島１丁⽬５番１７号
2026-04-01
https://www.osakasaiseki.co.jp/engineering/
 
オ,225446,株式会社⼤阪砕⽯⼯業所
〒530-0003,⼤阪府⼤阪市北区堂島１丁⽬５番１７号
2025-06-01
https://www.osakasaiseki.co.jp/
 
オ,123708,⼤阪シーリング印刷株式会社
〒543-0028,⼤阪市天王寺区⼩橋町１−８
2025-03-15
https://www.osp.co.jp/
 
オ,223958,株式会社⼤阪シール
〒530-0043,⼤阪府⼤阪市北区天満４丁⽬１１番１６号
2024-12-01
http://www.osaka-seal.co.jp
 
オ,111935,⼤阪紙器⼯業株式会社
〒569-1142,⼤阪府⾼槻市宮⽥町１−３−２
2024-07-21
http://www.osakashikikogyo.com
 
オ,124598,⼤阪章栄堂
〒540-0038,⼤阪府⼤阪市中央区内淡路町２−３−４
2025-11-11
 
オ,224223,株式会社⼤阪城⼝研究所
〒530-0017,⼤阪府⼤阪市北区⾓⽥町２番１５号
2025-03-01
https://www.o-shiroguchi.co.jp/
 
オ,100556,株式会社⼤阪真空機器製作所
〒541-0042,⼤阪市中央区今橋３−３−１３ ニッセイ淀屋橋イースト
2026-01-17



http://www.osakavacuum.co.jp/
 
オ,121505,⼤阪⾃動電機株式会社
〒535-0002,⼤阪府⼤阪市旭区⼤宮４−２０−１８
2024-11-17
 
オ,505231,株式会社⼤阪⼈材センター
〒540-0012,⼤阪府⼤阪市中央区⾕町１−２−６ 京阪⾕町ビル９階
2022-06-12
https://www.o-jinzai.co.jp/
 
オ,220078,株式会社⼤阪スイコー
〒581-0865,⼤阪府⼋尾市服部川３丁⽬７７番の１
2024-07-20
 
オ,227262,株式会社⼤阪ステンレス⼯業
〒572-0077,⼤阪府寝屋川市点野２丁⽬１４ー８
2023-12-15
 
オ,217352,株式会社⼤阪誠建
〒567-0057,⼤阪府茨⽊市豊川５ー１ー１０
2025-12-03
 
オ,105009,⼤阪精⼯株式会社
〒553-0005,⼤阪市福島区野⽥５−７−２０
2024-01-17
http://www.osakaseiko.co.jp
 
オ,150047,⼤阪製鐵株式会社
〒541-0045,⼤阪府⼤阪市中央区道修町３−６−１（京阪神御堂筋ビル１１階）
2024-11-05
 
オ,219303,株式会社⼤阪設備
〒536-0007,⼤阪府⼤阪市城東区成育１ー３ー２９
2024-03-16
 
オ,214569,⼤阪総合内装株式会社
〒591-8011,⼤阪府堺市北区南花⽥町３７６ー４
2026-02-07
http://osaka-sogonaiso.com
 
オ,221653,⼤阪装飾株式会社
〒550-0003,⼤阪府⼤阪市⻄区京町堀１−１３−２４
2025-05-01
http://www.osaka-soshoku.co.jp/
 
オ,219260,⼤阪断熱株式会社
〒530-0035,⼤阪府⼤阪市北区同⼼１−９−１８
2024-03-09
https://dannetu.wixsite.com/mysite
 
オ,111523,⼤阪中央ダイカスト株式会社
〒574-0063,⼤阪府⼤東市南郷町８−８
2024-11-17
http://www.osakacyuo.com/



 
オ,223514,⼤阪鐵材商事株式会社
〒556-0021,⼤阪府⼤阪市浪速区幸町２丁⽬１番１２号
2024-08-01
http://www.osaka-tetsuzai.co.jp/
 
オ,111519,⼤阪電技株式会社
〒661-0001,兵庫県尼崎市塚⼝本町６−１０−８
2024-05-20
http://www.sirmit-gr.co.jp
 
オ,121565,⼤阪電研⼯業株式会社
〒531-0071,⼤阪市北区中津５−１０−１４
2024-12-01
 
オ,126756,⼤阪電設⼯業株式会社
〒570-0023,⼤阪府守⼝市⽇向町８−６
2024-03-20
http://www.o-densetsu.co.jp/
 
オ,505309,⼤阪特殊硝⼦株式会社
〒530-0035,⼤阪府⼤阪市北区同⼼１−７−２
2025-12-03
http://www.osglass.com/
 
オ,230465,株式会社⼤坂塗装⼯業所
〒039-1163,⻘森県⼋⼾市⾼州⼆丁⽬２３番２７号
2025-07-19
https://oosaka-painting.co.jp
 
オ,103619,⼤阪⽇電運輸株式会社
〒569-0055,⼤阪府⾼槻市⻄冠３−５４−１
2024-02-09
 
オ,231420,⼤阪⽇東エース株式会社
〒592-8334,⼤阪府堺市⻄区浜寺⽯津町中⼀丁⽬３番２９号
2025-12-13
 
オ,102305,⼤阪布⾕精器株式会社
〒551-0013,⼤阪府⼤阪市⼤正区⼩林⻄１−１４−２２
2025-02-19
 
オ,218855,⼤阪避雷針⼯業株式会社
〒531-0073,⼤阪府⼤阪市北区本庄⻄⼆丁⽬１５番１４号
2024-01-05
http://www.ohklps.com/
 
オ,121518,⼤阪美錠⼯業株式会社
〒577-0834,⼤阪府東⼤阪市柏⽥本町１６−２７
2025-05-01
 
オ,219616,株式会社⼤阪ビルト⼯業
〒558-0004,⼤阪府⼤阪市住吉区⻑居東２−１１−３０
2024-04-20
 



オ,103387,⼤阪富⼠⼯業株式会社
〒660-0811,尼崎市常光寺１−９−１
2023-09-02
http://www.ofic.co.jp
 
オ,225123,⼤阪ベントナイト事業協同組合
〒559-0025,⼤阪府⼤阪市住之江区平林南２ー８ー３７
2025-05-01
http://www.daiko-group.com
 
オ,219704,⼤阪保温⼯業株式会社
〒812-0017,福岡県福岡市博多区美野島３丁⽬１０ー４
2024-05-11
 
オ,211560,株式会社⼤阪防⽔建設社
〒543-0016,⼤阪府⼤阪市天王寺区餌差町７番６号
2024-04-01
 
オ,214635,株式会社⼤阪防⽔⼯業所
〒570-0015,⼤阪府守⼝市梶町１丁⽬４０−５
2026-03-21
https://www.obk-wp.co.jp/
 
オ,210625,株式会社⼤阪マルマ
〒565-0832,⼤阪府吹⽥市五⽉が丘南９番１
2024-10-16
http://www.osaka-maruma.co.jp
 
オ,101197,株式会社⼤阪磨ナット製作所
〒557-0063,⼤阪市⻄成区南津守６−７−３４
2024-03-19
 
オ,228863,株式会社⼤阪三葉電熔社
〒590-0825,⼤阪府堺市堺区昭和通１丁１５の２
2025-02-01
 
オ,216919,⼤阪満⼯業株式会社
〒570-0011,⼤阪府守⼝市⾦⽥町２ー２８ー２８
2025-07-23
 
オ,111704,⼤阪銘板株式会社
〒577-0005,⼤阪府東⼤阪市七軒家１８−１５
2023-11-29
http://www.daimei.jp
 
オ,126539,⼤阪メッシュ販売株式会社
〒580-0045,⼤阪府松原市三宅⻄４−５６７−１
2024-02-02
 
オ,211260,⼤阪ユニロン株式会社
〒553-0004,⼤阪府⼤阪市福島区⽟川２丁⽬１１番２１号
2025-07-01
 
オ,106449,⼤阪ライティング株式会社
〒571-0016,⼤阪府⾨真市島頭３−１８−２１



2024-12-15
https://osaka-lighting.jp/
 
オ,112816,株式会社⼤阪螺⼦製作所
〒573-1132,⼤阪府枚⽅市招提⽥近１−８−３
2024-10-25
http://www.osakarashi.co.jp/
 
オ,101621,⼤阪螺⼦販売株式会社
〒599-0236,⼤阪府阪南市桃の⽊台２−１−３
2024-08-24
http://www.rashihambai.co.jp/
 
オ,121632,⼤阪ラセン管⼯業株式会社
〒555-0025,⼤阪市⻄淀川区姫⾥３−１２−３３
2025-08-09
http://www.ork.co.jp
 
オ,500197,株式会社⼤崎
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１丁⽬１１番２号
2024-01-29
http://www.oosaki.co.jp/index.html
 
オ,104213,株式会社⼤崎⾦属
〒144-0033,東京都⼤⽥区東糀⾕６−３−１
2024-12-21
http://www.osaki-kinzoku.com
 
オ,221014,⼤崎建設株式会社
〒112-0004,東京都⽂京区後楽１ー７ー１２
2025-01-01
 
オ,121555,株式会社⼤崎⼯作所
〒651-2228,神⼾市⻄区⾒津が丘２−１−５
2024-11-28
 
オ,111737,株式会社⼤崎コンピュータエンヂニアリング
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１−１１−２
2023-11-22
http://www.oce.co.jp/
 
オ,502206,⼤崎システック株式会社
〒290-0066,千葉県市原市五所１６０２番地
2026-02-24
http://www.cstech.jp/
 
オ,105194,株式会社⼤崎製作所
〒970-1144,福島県いわき市好間⼯業団地４−１
2024-07-26
 
オ,120700,株式会社⼤崎製作所
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥２−１２−１１
2023-12-09
 
オ,216653,⼤崎設備⼯業株式会社



〒524-0013,滋賀県守⼭市下之郷⼆丁⽬５番８号
2025-06-18
http://oskc.co.jp/
 
オ,501512,⼤崎電気⼯業株式会社
〒141-8646,東京都品川区東五反⽥２−１０−２ 東五反⽥スクエア
2024-03-21
http://www.osaki.co.jp
 
オ,121615,⼤崎電気システムズ株式会社
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥２−１−１０
2025-07-12
http://www.osaki-systems.com/
 
オ,228575,有限会社⼤﨑塗装店
〒581-0866,⼤阪府⼋尾市東⼭本新町２−４−２４
2024-10-24
 
オ,223621,株式会社オオサコ
〒566-0034,⼤阪府摂津市⾹露園７番５号
2024-10-01
 
オ,225844,株式会社⼤迫
〒120-0006,東京都⾜⽴区⾕中２丁⽬１９番１６号
2025-08-01
 
オ,225261,有限会社⼤迫電気⼯事
〒462-0031,愛知県名古屋市北区⽶が瀬町１９２番地の５
2025-06-01
 
オ,219029,有限会社⼤沢⼯業
〒971-8183,福島県いわき市泉町下川字萱⼿３６
2024-02-02
 
オ,224908,⼤沢⼯業株式会社
〒210-0866,神奈川県川崎市川崎区⽔江町６番１２号
2025-04-01
_
 
オ,221674,有限会社⼤沢左官⼯業
〒360-0803,埼⽟県熊⾕市柿沼９４４ー１４
2025-05-01
 
オ,224894,⼤澤塗装⼯業株式会社
〒390-0874,⻑野県松本市⼤⼿５丁⽬４番６号
2025-04-01
 
オ,216293,株式会社⼤澤⼟⽊⼯業
〒328-0106,栃⽊県栃⽊市都賀町⼤橋２８５ー１
2025-04-16
 
オ,214980,⼤⾥総合建材株式会社
〒901-1204,沖縄県南城市⼤⾥字稲嶺１９８１
2023-09-05
http://ozato-kenzai.com



 
オ,101571,株式会社⼤塩精⼯
〒329-1412,栃⽊県さくら市喜連川４０７１
2024-08-03
 
オ,224627,⼤信太⼯業株式会社
〒018-2301,秋⽥県⼭本郡三種町志⼾橋字割道４４２
2025-04-01
http://www.ooshida.co.jp
 
オ,101215,株式会社⼤島
〒673-0501,兵庫県三⽊市志染町吉⽥４７２−１
2024-07-28
http://www.ohsima.co.jp/
 
オ,214657,株式会社⼤島
〒135-0007,東京都江東区新⼤橋３−１２−８
2026-04-04
http://www.ooshima-k.co.jp/
 
オ,218434,株式会社オオシマ
〒323-0034,栃⽊県⼩⼭市神⿃⾕五丁⽬２番７号
2023-09-29
 
オ,226291,⼤島応⽤株式会社
〒535-0001,⼤阪府⼤阪市旭区太⼦橋⼀丁⽬１５番２２号
2026-01-01
www.oshima-ohyo.co.jp
 
オ,111529,⼤島⾦属⼯業株式会社
〒658-0041,神⼾市東灘区御影塚町２−１−１
2024-06-04
http://www.oshima-kk.com/
 
オ,211507,株式会社⼤島組
〒190-1221,東京都⻄多摩郡瑞穂町⼤字箱根ケ崎字武蔵野８７４番地
2026-01-12
http://www.ohshimagumi.co.jp/
 
オ,214685,⼤島建設⼯業株式会社
〒321-0214,栃⽊県下都賀郡壬⽣町⼤字壬⽣甲３８２１ー３
2026-04-18
https://www.oshimakenko.co.jp
 
オ,218920,⼤嶋建装株式会社
〒171-0052,東京都豊島区南⻑崎３丁⽬３８番２号
2024-01-19
 
オ,220112,株式会社⼤島⼯業
〒007-0882,北海道札幌市東区北丘珠２条４丁⽬１番１８号
2024-07-27
 
オ,101665,有限会社⼤嶋製作所
〒606-8216,京都市左京区⽥中南⻄浦町８９−２
2025-08-24



 
オ,106442,⼤島精密⼯業株式会社
〒463-0024,名古屋市守⼭区脇⽥町１０５
2024-12-13
http://www.oshima-kk.co.jp/
 
オ,224905,⼤島造園⼟⽊株式会社
〒460-0008,愛知県名古屋市中区栄１丁⽬１０番３４号
2025-04-01
https://www.oshimazoen.co.jp/
 
オ,231488,⼤島鉄⼯建設株式会社
〒963-1152,福島県郡⼭市⽥村町細⽥字⼭際２３４番地２
2025-12-19
 
オ,217661,⼤島電気株式会社
〒948-0046,新潟県⼗⽇町市明⽯町２５番地
2026-03-24
https://www.odec.co.jp/
 
オ,505193,株式会社⼤城組
〒901-2122,沖縄県浦添市勢理客四丁⽬１８番５号
2025-03-20
http://oshirogumi.co.jp
 
オ,229443,有限会社⼤城測建
〒252-0813,神奈川県藤沢市⻲井野３丁⽬１７番地１３
2026-01-11
 
オ,102692,株式会社⼤須賀
〒448-0007,愛知県刈⾕市東境町新林２２
2025-07-18
 
オ,129782,株式会社⼤須賀製作所
〒422-8006,静岡市駿河区曲⾦７−１６−３１
2025-01-29
 
オ,225269,株式会社⼤菅⼯業
〒501-0118,岐⾩県岐⾩市⼤菅北２１番２８号
2025-06-01
_
 
オ,125149,株式会社オオスミ
〒246-0008,神奈川県横浜市瀬⾕区五貫⽬町２０−１７
2026-01-26
https://www.o-smi.co.jp/
 
オ,111615,⼤隅化⼯株式会社
〒143-0015,東京都⼤⽥区⼤森⻄１−１−５
2025-03-03
http://www.ohsumi.co.jp
 
オ,216270,株式会社⼤隅建設
〒577-0028,⼤阪府東⼤阪市新家⻄町１１番１９号
2025-04-09



http://www.o-ken.net/
 
オ,101277,⼤隅産業株式会社
〒460-0022,名古屋市中区⾦⼭２−１−４
2024-04-12
http://www.osumi-sg.co.jp/
 
オ,222910,⼤隅鉄⼯株式会社
〒462-0847,愛知県名古屋市北区⾦城１−７−１４
2024-04-01
 
オ,111760,株式会社⼤瀬化成
〒501-3786,岐⾩県美濃市⼄狩１４７３−１
2023-08-18
 
オ,125456,⼤瀬⼯業株式会社
〒236-0004,神奈川県横浜市⾦沢区福浦１−８−１５
2026-05-20
http://www.ohsekogyo.co.jp
 
オ,224143,⼤迫⼯業株式会社
〒130-0003,東京都墨⽥区横川４丁⽬１２番５号
2025-02-01
 
オ,121867,株式会社合瀬製作所
〒842-0031,佐賀県神埼郡吉野ヶ⾥町吉⽥２２２０−１０
2024-06-24
http://www.ose.co.jp/
 
オ,219715,有限会社⼤瀬塗装店
〒036-8316,⻘森県弘前市⼤字⽯渡４−１−３
2024-05-11
 
オ,505423,⼤関化学株式会社
〒386-0001,⻑野県上⽥市上⽥１４８４
2023-06-24
 
オ,224781,⼤関技術株式会社
〒658-0041,兵庫県神⼾市東灘区住吉南町１丁⽬１番１５号
2025-04-01
https://www.ozekiwpe.co.jp/
 
オ,211708,株式会社⼤関鉄筋⼯業
〒321-4345,栃⽊県真岡市寺内７７３番地１
2023-06-20
 
オ,218860,⼤関電設株式会社
〒115-0042,東京都北区志茂１丁⽬３０番８号
2024-01-05
 
オ,231964,株式会社⼤空
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥⼆丁⽬８番５号
2026-05-09
http://ozora.co.jp/
 



オ,230920,株式会社オオタ
〒862-0903,熊本県熊本市東区若葉三丁⽬１５番地２２号
2025-09-27
https://www.o-ta.co.jp/
 
オ,222498,株式会社⼤髙組
〒870-0131,⼤分県⼤分市⼤字皆春字⾼畑４７１ー４
2023-12-01
 
オ,216627,有限会社⼤髙設備機⼯
〒862-0918,熊本県熊本市東区花⽴６丁⽬１７番１３４号
2022-06-18
 
オ,100088,株式会社太⽥機械
〒250-0002,神奈川県⼩⽥原市寿町４−２−２４
2025-07-28
http://www.ohtakikai.com/
 
オ,213878,株式会社⼤滝⼯務店
〒624-0853,京都府舞鶴市字南⽥辺１２６−５
2024-10-20
https://ohtaki.co.jp/
 
オ,213491,⼤⽥機材株式会社
〒113-0022,東京都⽂京区千駄⽊５ー５ー１５
2023-11-04
 
オ,212643,株式会社オオタケ
〒760-0013,⾹川県⾼松市扇町２丁⽬２番５号
2025-05-29
http://www.ohtake-hilti.com
 
オ,216399,株式会社オータケ
〒450-0002,愛知県名古屋市中村区名駅三丁⽬９番１１号
2022-05-14
 
オ,222545,株式会社⼤嶽安城
〒446-0032,愛知県安城市御幸本町４−１５
2024-01-01
http://www.ootake.co.jp
 
オ,228237,⼤⽵運輸株式会社
〒467-0852,愛知県名古屋市瑞穂区明前町７番１３号
2024-06-29
 
オ,223744,⼤⽵⾦属株式会社
〒454-0806,愛知県名古屋市中川区澄池町２０ー１９
2024-11-01
 
オ,222261,⼤⽵建機産業株式会社
〒456-0014,愛知県名古屋市熱⽥区中⽥町５番２３号
2023-10-01
http://www.o-take.co.jp
 
オ,218936,⼤⽵⼯業株式会社



〒110-0003,東京都台東区根岸２−４−４
2024-01-19
 
オ,224792,株式会社⼤⽵⼯務店
〒252-0253,神奈川県相模原市中央区南橋本２丁⽬４番１２号
2025-04-01
 
オ,217629,株式会社オオタケ産業
〒981-1222,宮城県名取市上余⽥字千刈⽥８７６ー１
2026-03-03
 
オ,222691,⼤岳産業株式会社
〒103-0028,東京都中央区⼋重洲１ー５ー８
2021-02-01
 
オ,103461,有限会社⼤⽵製作所
〒370-0604,群⾺県⾢楽郡⾢楽町⼤字⽯打３０１−１
2023-10-10
 
オ,121619,有限会社⼤⽵製作所
〒319-1413,茨城県⽇⽴市⼩⽊津町６６５−１
2025-10-03
 
オ,215654,⼤⽵第⼀⼯業株式会社
〒739-0604,広島県⼤⽵市北栄１２−１１
2024-10-16
https://hsfa.jp/members/ootake/
 
オ,222212,株式会社⼤嶽名古屋
〒460-0012,愛知県名古屋市中区千代⽥５丁⽬８番２２号
2026-06-01
https://www.otake-nagoya.co.jp/
 
オ,228382,⼤⽵⽊材⼯業株式会社
〒604-8417,京都府京都市中京区⻄ノ京内畑町２６
2024-08-16
 
オ,214715,太⽥建設株式会社
〒332-0034,埼⽟県川⼝市並⽊３ー８ー６
2026-05-09
http://www.oota-kensetsu.jp
 
オ,217054,⼤⽥建設⼯業株式会社
〒143-0012,東京都⼤⽥区⼤森東三丁⽬１７番３号
2025-09-03
http://www.oota-group.jp
 
オ,211736,株式会社太⽥⼯業
〒210-0851,神奈川県川崎市川崎区浜町４ー６ー２３
2026-06-29
 
オ,221652,太⽥⼯業株式会社
〒400-0824,⼭梨県甲府市蓬沢町１１４６
2025-05-01
https://www.ota-kogyo.com/



 
オ,121664,株式会社太⽥⼯業所
〒470-1151,愛知県豊明市前後町五軒屋１５１０−２
2025-09-20
 
オ,212619,株式会社太⽥⼯務店
〒989-2324,宮城県亘理郡亘理町逢隈⾼屋字中原３９番地の１
2025-05-15
_
 
オ,223416,太⽥産業株式会社
〒804-0082,福岡県北九州市⼾畑区新池⼆丁⽬２番４−２０２号
2024-08-01
 
オ,228867,太⽥商事株式会社
〒448-8655,愛知県刈⾕市南桜町⼀丁⽬７３番地
2025-02-01
http://www.ota-shoji.co.jp/
 
オ,125890,⼤⽥精⼯株式会社
〒143-0027,東京都⼤⽥区中⾺込３−２４−６
2023-10-12
http://www.ohtaseiko.com
 
オ,111574,株式会社太⽥製作所
〒183-0035,東京都府中市四⾕５−４０−１３
2024-04-18
http://www.ohta-works.co.jp/
 
オ,226724,有限会社太⽥鉄筋⼯業所
〒989-1311,宮城県柴⽥郡村⽥町⼤字⾜⽴字アセ市１番地
2026-05-01
 
オ,222790,太⽥鉄⼯株式会社
〒350-1201,埼⽟県⽇⾼市⼤字⽥波⽬１０３７ー１
2024-03-01
 
オ,129236,有限会社太⽥鉄⼯所
〒510-0263,三重県鈴⿅市郡⼭町８２１−２
2024-01-23
 
オ,231418,株式会社太⽥電気
〒846-0023,佐賀県多久市南多久町⼤字⻑尾４１２６番地３
2025-12-13
 
オ,111649,有限会社太⽥電機⼯業所
〒806-0026,北九州市⼋幡⻄区⻄神原町７−３
2026-02-16
 
オ,231081,⼤⽥電⼯株式会社
〒745-0801,⼭⼝県周南市⼤字久⽶４００４−１０
2025-10-18
 
オ,100022,太⽥電⼦⼯業株式会社
〒313-0049,茨城県常陸太⽥市天神林町１０３５−１



2025-06-24
 
オ,125218,株式会社オオタニ
〒230-0074,横浜市鶴⾒区北寺尾７−２３−１２
2026-02-14
 
オ,121629,株式会社⼤⾕加⼯
〒210-0005,神奈川県川崎市川崎区東⽥町２−１１ ⼤⾕加⼯川崎⼤通りビル
2025-10-23
http://www.ohtani-kakoh.co.jp
 
オ,227461,株式会社⼤⾕硝⼦店
〒192-0052,東京都⼋王⼦市本郷町５番１３号
2024-02-28
 
オ,501595,株式会社⼤⾕⼯業
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥７―２２―１７
2024-02-25
http://www.otanikogyo.com
 
オ,112829,株式会社⼤⾕⼯業所
〒232-0072,横浜市南区永⽥東１−５−１７
2024-10-19
 
オ,232036,⼤⾕産業株式会社
〒649-6331,和歌⼭県和歌⼭市北野２０１番地
2026-05-23
 
オ,210887,有限会社⼤⾕商店
〒231-0812,神奈川県横浜市中区錦町１６ー１横浜マリンハイツ１ー９１４
2025-02-04
 
オ,216296,⼤⾕総業株式会社
〒791-8062,愛媛県松⼭市住吉２丁⽬１０番２９号
2025-04-16
 
オ,212376,株式会社⼤⾕鉄⼯
〒271-0042,千葉県松⼾市主⽔新⽥５３４−８
2021-11-14
 
オ,106613,株式会社太⽥廣
〒454-0056,愛知県名古屋市中川区⼗⼀番町２−６
2025-03-23
https://www.ootahiro.co.jp
 
オ,229392,太⽥武⼯業株式会社
〒559-0015,⼤阪府⼤阪市住之江区南加賀屋４ー１８ー２２
2025-11-21
 
オ,120626,太⽥プレス株式会社
〒265-0045,千葉県千葉市若葉区上泉町４２４−１７
2023-11-15
 
オ,111781,太⽥⽊⼯株式会社
〒221-0014,横浜市神奈川区⼊江２−２０−１２



2024-02-21
 
オ,214364,⼤台⼯業株式会社
〒299-1141,千葉県君津市君津１番地
2025-09-06
http://oodaikogyo.co.jp/
 
オ,224420,株式会社⾢智組
〒554-0021,⼤阪府⼤阪市此花区春⽇出北１ー１２ー１１
2025-04-01
http://www5b.biglobe.ne.jp/~ochigumi/
 
オ,129469,株式会社⼤千⾥精機製作所
〒330-0854,埼⽟県さいたま市⼤宮区桜⽊町４−１０３
2024-06-05
http://www.ochiriseiki.co.jp/
 
オ,228177,株式会社⼤塚
〒416-0907,静岡県富⼠市中島４４９
2024-06-14
http://www.ohtsuka.co.jp
 
オ,229601,オオツカ株式会社
〒791-3134,愛媛県伊予郡松前町⻄古泉２８２番地２
2026-03-24
 
オ,505172,⼤塚化学株式会社
〒540-0021,⼤阪府⼤阪市中央区⼤⼿通３丁⽬２番２７号
2025-02-15
https://www.otsukac.co.jp/
 
オ,231487,⼤塚硝⼦建材株式会社
〒360-0112,埼⽟県熊⾕市樋春字⾕北１９６８番地
2025-12-19
 
オ,225029,⼤塚⾦属株式会社
〒349-1125,埼⽟県久喜市⾼柳２４３６
2025-04-01
http://www.otsukakinzoku.co.jp
 
オ,231814,有限会社⼤塚⾦属⼯業
〒940-0013,新潟県⻑岡市原町⼀丁⽬４番２号
2026-03-20
 
オ,100247,株式会社⼤塚組
〒144-0033,東京都⼤⽥区東糀⾕２−３−６
2025-09-01
http://www.otsukagumi.co.jp/
 
オ,220816,有限会社⼤塚⼯業
〒349-1134,埼⽟県加須市北下新井９１８番地
2025-03-15
 
オ,231949,株式会社⼤塚⼯業
〒362-0057,埼⽟県上尾市⼤字⻄⾙塚２０番地１



2026-04-25
 
オ,124597,株式会社⼤塚⼯場
〒542-0083,⼤阪市中央区東⼼斎橋１−１１−１７
2025-11-11
http://www.pin-otsuka.co.jp
 
オ,226820,株式会社⼤塚⼯務店
〒787-0010,⾼知県四万⼗市古津賀３０９６番地３０
2023-06-01
 
オ,111515,株式会社⼤塚商会
〒102-8573,東京都千代⽥区飯⽥橋２−１８−４
2023-10-02
http://www.otsuka-shokai.co.jp/
 
オ,214096,株式会社⼤塚伸栄
〒573-0137,⼤阪府枚⽅市春⽇北町５丁⽬１４番５号
2025-03-29
http://www.otsuka-shinei.jp
 
オ,121677,⼤塚精⼯株式会社
〒811-2231,福岡県糟屋郡志免町別府東３−４−６
2025-08-31
http://www.otsuka-pr.co.jp
 
オ,120782,株式会社⼤塚製作所
〒124-0006,東京都葛飾区堀切２−４７−１０
2024-01-21
http://ohtsuka-ss.co.jp/
 
オ,120344,⼤塚セラミックス株式会社
〒304-0056,茨城県下妻市⻑塚３０
2023-08-28
http://www.ohtsuka-ceramics.co.jp/
 
オ,219025,株式会社⼤塚庭園
〒243-0803,神奈川県厚⽊市⼭際８０９−１
2024-02-02
https://otsuka-teien.com/
 
オ,122919,⼤塚テクノ株式会社
〒771-0360,徳島県鳴⾨市瀬⼾町明神字板屋島１２０−１
2024-12-24
http://www.otsuka-techno.co.jp/
 
オ,103257,⼤塚電機株式会社
〒114-0023,東京都北区滝野川６−６２−５
2026-07-01
 
オ,120573,⼤塚電⼦株式会社
〒573-1132,⼤阪府枚⽅市招提⽥近３−２６−３
2023-11-01
http://www.otsukael.jp
 



オ,216840,⼤塚電設株式会社
〒330-0064,埼⽟県さいたま市浦和区岸町２丁⽬３番１５号
2025-07-09
 
オ,231584,株式会社⼤塚電設
〒370-1135,群⾺県佐波郡⽟村町⼤字板井９３５番地
2026-01-24
https://otsuka-densetsu.co.jp/
 
オ,126631,株式会社オオツカハイテック
〒365-0012,埼⽟県鴻巣市上会下６２６
2024-02-21
https://otsuka-hi-tech.co.jp
 
オ,218285,株式会社⼤塚美建
〒406-0033,⼭梨県笛吹市⽯和町⼩⽯和１６５６−４
2023-09-01
 
オ,121590,⼤塚包装⼯業株式会社
〒772-8511,徳島県鳴⾨市⼤津町⽊津野字東⾠⺒１
2024-11-16
http://www.otsuka-houso.co.jp/
 
オ,121693,株式会社⼤塚ポリテック福島製作所
〒963-3521,福島県⽥村郡⼩野町飯豊字⼆本⽊４８
2026-01-21
http://www.poly-tech.co.jp
 
オ,225614,株式会社⼤⽉
〒460-0003,愛知県名古屋市中区錦１ー７ー３６
2025-07-01
_
 
オ,222894,有限会社オオツキ化研
〒708-0814,岡⼭県津⼭市東⼀宮７６ー７
2024-03-01
 
オ,220975,有限会社⼤附⼯務店
〒243-0426,神奈川県海⽼名市⾨沢橋⼆丁⽬２３番１２号
2025-04-05
 
オ,122359,⼤⽉精⼯株式会社
〒401-0022,⼭梨県⼤⽉市初狩町中初狩２４４３−１
2024-08-22
http://www.ohtsuki.jp
 
オ,216178,⼤槻電設⼯業株式会社
〒960-0102,福島県福島市鎌⽥字卸町１３番地７
2025-03-19
http://www.otukidensetu.co.jp/
 
オ,211737,⼤津鉄⼯株式会社
〒490-1402,愛知県弥富市五⽃⼭三丁⽬１３８番地２
2026-06-29
https://www.otsutekko.co.jp/



 
オ,127349,有限会社⼤津電機
〒489-0868,愛知県瀬⼾市今林町３５２
2024-08-28
 
オ,214127,株式会社⼤津堂
〒486-0809,愛知県春⽇井市町屋町下仲⽥４０６８番地
2025-04-05
 
オ,125216,⼤津発條株式会社
〒520-2152,滋賀県⼤津市⽉輪１−１１−３
2026-02-14
 
オ,220984,株式会社⼤坪建設
〒897-0133,⿅児島県南九州市川辺町下⼭⽥２５５５番地１
2025-04-05
 
オ,219593,株式会社オオツボスポーツ
〒984-0828,宮城県仙台市若林区⼀本杉町５−４
2024-04-13
 
オ,221111,⼤坪電気株式会社
〒130-0014,東京都墨⽥区⻲沢１丁⽬１４番５号
2025-02-01
http://www.ohtsubo-e.com
 
オ,210504,⼤坪塗装⼯業株式会社
〒803-0824,福岡県北九州市⼩倉北区板櫃町２１番１６号
2024-08-28
 
オ,102916,株式会社⼤津屋
〒510-0886,三重県四⽇市市⽇永東３−２−６６
2025-12-11
https://www.ootsuya.co.jp
 
オ,101315,株式会社⼤⼿
〒113-0033,東京都⽂京区本郷１−１１−６
2025-02-08
http://www.k-ohte.co.jp
 
オ,126580,株式会社⼤⼿技研
〒305-0047,茨城県つくば市千現２−９−１
2024-02-13
http://www.ohtegiken.co.jp
 
オ,216315,株式会社オオテツ
〒810-0001,福岡県福岡市中央区天神４丁⽬８番２５号
2025-04-16
 
オ,129137,⼤利根精機株式会社
〒210-0826,神奈川県川崎市川崎区塩浜１−１０−２２
2023-10-24
http://www.otone-seiki.com
 
オ,229543,⼤富運輸株式会社



〒410-0302,静岡県沼津市東椎路６５０ー２
2026-03-05
http://www.ootomiunyu.co.jp
 
オ,227436,⼤富エンジニアリング株式会社
〒979-2174,福島県南相⾺市⼩⾼区⼤富字⽝塚２２番地
2024-02-22
 
オ,217994,⼤富⼯業株式会社
〒403-0002,⼭梨県富⼠吉⽥市⼩明⾒１−６−５
2023-07-21
 
オ,222243,株式会社⼤友
〒493-0001,愛知県⼀宮市⽊曽川町黒⽥⼗⼀ノ通り８９
2023-09-01
http://www.ohtomo-fw.co.jp/
 
オ,221355,株式会社⼤智建設
〒490-1207,愛知県あま市⼆ツ寺⼩畑２７番地
2025-04-01
http://www.ootomotobi.jp/
 
オ,220497,⼤友⼯業株式会社
〒410-0873,静岡県沼津市⼤諏訪８６４−２
2024-11-30
https://ohtomo-ind.co.jp
 
オ,211713,株式会社鳳エルバース
〒357-0006,埼⽟県飯能市中⼭５７２ー８
2020-06-20
http://www.ohtori-elbirth.com/
 
オ,228750,鳳⼯業株式会社
〒554-0002,⼤阪府⼤阪市此花区伝法４丁⽬３番５９号
2024-12-06
https://www.ohtorikogyo.co.jp/
 
オ,111300,株式会社鵬製作所
〒144-0032,東京都⼤⽥区北糀⾕２−１５−２２
2023-07-17
http://www.ohtoriss.co.jp
 
オ,105175,株式会社オオトリテクニカ
〒144-0032,東京都⼤⽥区北糀⾕２−１５−２２
2024-07-04
http://www.ohtoriss.co.jp
 
オ,129273,株式会社オオニシ
〒679-4021,兵庫県たつの市揖⻄町⼩⽝丸１９９０
2024-02-13
http://www.kabu-oonishi.co.jp
 
オ,121529,⼤⻄化成株式会社
〒812-0006,福岡市博多区上牟⽥１−１７−２４
2025-03-01



https://onisikasei.co.jp/
 
オ,111918,⼤⻄化成興業株式会社
〒530-0044,⼤阪府⼤阪市北区東天満２−８−８
2024-09-13
 
オ,231629,株式会社⼤⻄組
〒501-5126,岐⾩県郡上市⽩⿃町向⼩駄良１０１４番地の１
2026-01-31
https://www.ong.co.jp
 
オ,210985,有限会社⼤⻄⼯業
〒802-0802,福岡県福岡県北九州市⼩倉南区城野４丁⽬１ー３６
2025-03-18
_
 
オ,216911,⼤⻄⼯業株式会社
〒595-0033,⼤阪府泉⼤津市板原町３丁⽬２５番４０号
2025-07-23
 
オ,223045,株式会社⼤⻄⼯業所
〒252-0822,神奈川県藤沢市葛原１０４４−１
2024-04-01
 
オ,111798,株式会社⼤⻄コルク⼯業所
〒673-1451,兵庫県加東市家原５７５
2024-04-10
http://www.oonishi-cork.jp
 
オ,103377,株式会社⼤⻄商会
〒640-8301,和歌⼭市岩橋９７４−１
2023-08-29
http://www.onishi-shokai.co.jp/
 
オ,220636,株式会社⼤⻄商会
〒640-8281,和歌⼭県和歌⼭市湊通丁南四丁⽬８番地
2025-01-25
http://wem.co.jp
 
オ,121712,株式会社⼤⻄製作所
〒602-8491,京都市上京区芦⼭寺通智恵光院⻄⼊⻄社町１８２−３
2023-04-26
http://www.oonishi-ss.co.jp
 
オ,129684,株式会社⼤⻄製作所
〒349-1155,埼⽟県加須市砂原２５７０
2024-12-09
http://www.ohnishi-ss.co.jp/
 
オ,111876,⼤⻄電⼦株式会社
〒523-0034,滋賀県近江⼋幡市若宮町２２６−８
2024-07-07
http://www.one-h.co.jp
 
オ,111646,株式会社⼤⻄熱学



〒130-0021,東京都墨⽥区緑１−１９−９
2026-06-03
http://www.ohnishi.co.jp
 
オ,222312,株式会社⼤⻄東⼭造園
〒541-0059,⼤阪府⼤阪市中央区博労町１丁⽬５番８号
2023-11-01
http://www.oonishiz.jp/oonishiz.htm
 
オ,103571,株式会社⼤⻄ライト⼯業所
〒379-2206,群⾺県伊勢崎市⾹林町２−１２８４
2024-01-23
http://www.onishilite.co.jp
 
オ,101104,株式会社⼤貫⼯業所
〒316-0025,茨城県⽇⽴市森⼭町５−１０−８
2024-03-05
http://www.ohnuki.co.jp
 
オ,212750,株式会社おおぬま
〒125-0062,東京都葛飾区⻘⼾３−３４−１
2025-07-17
 
オ,101005,⼤根⽥電機株式会社
〒108-0014,東京都港区芝４−５−１９
2023-12-20
http://www.oneda.co.jp/
 
オ,225335,オオノ開發株式会社
〒791-0242,愛媛県松⼭市北梅本町甲１８４番地
2025-06-01
https://www.ohno-as.jp
 
オ,221494,⼤野ガス圧接株式会社
〒839-0809,福岡県久留⽶市東合川６丁⽬２番１０号
2025-04-01
_
 
オ,222993,⼤野機械⼟⽊株式会社
〒177-0034,東京都練⾺区富⼠⾒台４ー２９ー８
2024-04-01
 
オ,211188,有限会社⼤野機⼯
〒800-0102,福岡県北九州市⾨司区⼤字猿喰９２６−１
2025-06-04
https://oonokikou.co.jp/
 
オ,111810,株式会社⼤野⽊産業
〒367-0052,埼⽟県本庄市銀座２−１０−１２
2024-04-13
 
オ,222940,⼤野建設株式会社
〒243-0303,神奈川県愛甲郡愛川町中津４０７１−１
2024-04-01
http://www.ohnokensetsu.com



 
オ,120480,株式会社⼤野光
〒500-8841,岐⾩市⾼野町１−４
2023-10-07
http://www.ohnoko.co.jp
 
オ,210643,⼤野⼯業株式会社
〒473-0922,愛知県豊⽥市⾼岡本町中部６１番地
2024-10-28
http://www.oono-co.jp/
 
オ,210700,有限会社⼤野⼯務店
〒880-0913,宮崎県宮崎市恒久５丁⽬２０ー９
2024-11-12
 
オ,121653,⼤野精⼯株式会社
〒950-1455,新潟県新潟市南区新飯⽥２６１５−１
2025-12-27
 
オ,210575,有限会社⼤野綜合研究所
〒164-0001,東京都中野区中野⼆丁⽬２９番１５号
2024-09-25
http://www.daikei.tokyo
 
オ,505519,弁護⼠法⼈ ⼤野総合法律事務所
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内１丁⽬６番５号 丸の内北⼝ビル２１階
2024-01-29
https://www.oslaw.org
 
オ,220585,株式会社⼤野テック
〒311-2423,茨城県潮来市⽇の出七丁⽬１５番地１２
2024-12-27
 
オ,224004,有限会社⼤野塗装店
〒791-0101,愛媛県松⼭市溝辺町甲１０２番地１
2025-01-01
https://www.oono-toso-ten.jp/
 
オ,125675,⼤野ネームプレート株式会社
〒146-0082,東京都⼤⽥区池上６−４４−７
2023-07-21
 
オ,501983,⼤野ベロー⼯業株式会社
〒146-0093,東京都港区芝５丁⽬３番４号
2025-12-15
https://ohnobellows.co.jp/
 
オ,221603,株式会社⼤橋
〒971-8151,福島県いわき市⼩名浜岡⼩名字⾼⽥３番地の７
2025-04-01
 
オ,225216,⼤橋エアシステム株式会社
〒810-0022,福岡県福岡市中央区薬院２ー３ー４１
2025-05-01
http://www.oasys.co.jp



 
オ,121685,⼤橋化学⼯業株式会社
〒567-0028,⼤阪府茨⽊市畑⽥町６−２１
2025-07-30
http://www.ohashi-chem.com/
 
オ,213632,有限会社⼤橋硝⼦建材
〒243-0012,神奈川県厚⽊市幸町６ー１１
2024-03-17
 
オ,100896,有限会社⼤橋商会
〒224-0057,横浜市都筑区川和町２７５４−９
2023-10-06
 
オ,100599,株式会社⼤橋製作所
〒143-0013,東京都⼤⽥区⼤森南３−１−１０
2026-02-02
http://www.ohashi-engineering.co.jp
 
オ,231331,株式会社⼤橋鉄⼯所
〒462-0065,愛知県名古屋市北区喜惣治⼀丁⽬１５３番地
2025-11-21
 
オ,221400,⼤畑建設株式会社
〒698-0012,島根県益⽥市⼤⾕町３６番地３
2025-04-01
http://ohata.jp/how/
 
オ,105917,株式会社⼤畠製作所
〒300-4351,茨城県つくば市上⼤島１６８１
2026-05-15
 
オ,231237,株式会社⼤濱組
〒813-0062,福岡県福岡市東区松島三丁⽬２３番４５号
2025-11-08
 
オ,216074,⼤浜建設⼯業株式会社
〒829-0321,福岡県築上郡築上町⼤字坂本５２３番地１
2025-02-19
 
オ,505261,⼤浜商事株式会社
〒171-0022,東京都豊島区南池袋２−２６−５
2025-07-26
https://www.ohama-sj.co.jp/
 
オ,220236,株式会社⼤原建装
〒901-2304,沖縄県中頭郡北中城村字屋宜原２４５番地７
2024-09-14
 
オ,218494,有限会社⼤原建装⼯業
〒164-0014,東京都中野区南台２−１５−２２
2023-10-06
 
オ,121633,有限会社⼤原⼯業
〒384-2104,⻑野県佐久市甲１６３３−１



2025-12-27
http://ohara-kougyo.com/
 
オ,227277,株式会社⼤原興業
〒277-0053,千葉県柏市酒井根６５２番地２
2024-01-10
 
オ,123609,有限会社⼤原⼯業所
〒411-0816,静岡県三島市梅名８１８−２
2025-02-20
 
オ,111836,⼤場機⼯株式会社
〒418-0037,静岡県富⼠宮市安居⼭４４−８
2024-07-06
http://www.ohbakiko.co.jp/
 
オ,214412,有限会社⼤場組
〒476-0003,愛知県東海市荒尾町中切２４番地
2025-10-04
 
オ,226886,株式会社⼤場⼯業
〒321-0943,栃⽊県宇都宮市峰町５７０番地１
2023-07-01
 
オ,220066,株式会社オオバ⼯務店
〒963-8041,福島県郡⼭市富⽥町字権現林３番地の４
2024-07-20
https://www.oba21.com/
 
オ,111969,⼤場紙器印刷株式会社
〒111-0054,東京都台東区⿃越２−８−１６
2024-08-14
 
オ,106074,⼤⽻精研株式会社
〒441-3124,愛知県豊橋市寺沢町字深沢１７０
2023-11-02
 
オ,216658,株式会社⼤庭装⼯
〒806-0003,福岡県北九州市⼋幡⻄区⽥町２丁⽬２ー１７
2025-06-18
 
オ,228442,株式会社⼤場造園
〒168-0064,東京都杉並区永福２ー４７ー１２
2024-08-30
 
オ,213648,株式会社⼤場斫⼯業
〒995-0111,⼭形県村⼭市⼤字⼤久保⼄７７番地の５
2024-03-24
 
オ,211010,株式会社⼤林組
〒108-8502,東京都港区港南２ー１５ー２
2024-04-01
http://www.obayashi.co.jp
 
オ,222847,⼤林道路株式会社



〒101-8228,東京都千代⽥区神⽥猿楽町２ー８ー８
2024-03-01
http://www.obayashi-road.co.jp
 
オ,226982,⼤林ファシリティーズ株式会社
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町⼀丁⽬６番地
2023-08-01
http://www.obayashi-f.co.jp
 
オ,215460,⼤東建設株式会社
〒716-0111,岡⼭県⾼梁市成⽻町下原３１６ー６
2024-06-19
 
オ,225098,株式会社⼤平
〒311-0111,茨城県那珂市後台字野中１８０９
2025-05-01
 
オ,219265,株式会社⼤平組
〒311-4144,茨城県⽔⼾市開江町１５９０−４
2024-03-09
 
オ,505702,株式会社⼤平計測器サービス
〒312-0003,茨城県ひたちなか市⾜崎１３２０−２８
2025-05-19
 
オ,222355,⼤平⼯業株式会社
〒890-0021,⿅児島県⿅児島市⼩野２丁⽬８番１２号
2023-11-01
 
オ,102167,株式会社⼤浩
〒252-0328,神奈川県相模原市南区⿇溝台１−６−１３
2025-01-21
http://www.oohiros.co.jp/
 
オ,221505,⼤藤建材⼯業株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋６丁⽬１３番１２号⽊澤ビル３階
2025-04-01
http://www.oofuji.net
 
オ,210423,有限会社⼤藤⼯業
〒870-0128,⼤分県⼤分市森３４８番地２
2024-07-15
 
オ,221212,⼤藤興業株式会社
〒134-0088,東京都江⼾川区⻄葛⻄４丁⽬２番６３号
2025-03-01
http://www.ofuji-kogyo.jp
 
オ,223266,株式会社おおふで
〒612-8496,京都府京都市伏⾒区久我⻄出町４番地６
2024-06-01
http://www.ohfude.co.jp/
 
オ,106255,株式会社⼤船製作所
〒530-0043,⼤阪府⼤阪市北区天満１−２０−１５



2024-06-30
 
オ,230877,有限会社オオブ⼯業
〒511-1121,三重県桑名市⻑島町東殿名１０５６番地
2025-09-20
https://oobu.co.jp/
 
オ,111774,株式会社⼤部製作所
〒212-0025,神奈川県川崎市幸区古川町６９
2023-12-06
 
オ,225126,株式会社⼤洞組
〒311-2212,茨城県⿅嶋市⾓折１３９４−１
2025-05-01
 
オ,222805,株式会社⼤堀
〒572-0827,⼤阪府寝屋川市萱島本町１３−２６
2024-03-01
http://www.ohori.co.jp/
 
オ,222532,⼤堀測建株式会社
〒136-0072,東京都江東区⼤島６ー８ー１８
2023-12-01
http://www.oohori.ico.bz/
 
オ,216751,⼤堀電気⼯事株式会社
〒305-0821,茨城県つくば市春⽇３丁⽬２２番地６⾼野ビル１号棟１階
2025-06-25
https://ohoridenki.co.jp/
 
オ,212543,株式会社⼤前⼯務店
〒733-0812,広島県広島市⻄区⼰斐本町２丁⽬１２番３０号
2025-03-21
http://omae-k.co.jp/
 
オ,213974,株式会社⼤前電気通信
〒488-0024,愛知県尾張旭市井⽥町２丁⽬１９１番地
2025-01-19
 
オ,216033,株式会社⼤政組
〒870-0883,⼤分県⼤分市⼤字永興８６１番地の１
2025-02-12
_
 
オ,111801,株式会社⼤松製作所
〒191-0012,東京都⽇野市⽇野６１４−２
2024-06-28
 
オ,220481,株式会社ＯＭＩ
〒590-0027,⼤阪府堺市堺区榎元町５丁３−２３
2024-11-22
https://www.omi-ltd.com
 
オ,154057,近江産業株式会社
〒551-0023,⼤阪府⼤阪市⼤正区鶴町４−１３−１３



2023-11-25
 
オ,121799,株式会社⼤実製作所
〒142-0064,東京都品川区旗の台５−１６−１８
2024-06-05
https://www.omi.co.jp
 
オ,231468,⼤港鉄筋株式会社
〒245-0016,神奈川県横浜市泉区和泉町４８４３番地６
2025-12-19
 
オ,111579,⼤宮化成株式会社
〒103-0014,東京都中央区⽇本橋蛎殻町２−１４−８
2024-07-09
http://www.oomiya.co.jp
 
オ,101759,有限会社⼤宮精⼯
〒328-0011,栃⽊県栃⽊市⼤宮町１９８１−２
2024-10-15
http://www.cc9.ne.jp/~ohmiya-seikou/
 
オ,213233,株式会社⼤牟⽥鉄⾻
〒836-0067,福岡県⼤牟⽥市四⼭町８０番地２０
2026-05-13
 
オ,101796,⼤村技研株式会社
〒244-0845,神奈川県横浜市栄区⾦井町３６０−１
2024-10-17
https://omuragiken.jp
 
オ,105039,⼤村技研株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎４−１３−８
2024-02-15
http://www.otec-jp.com/
 
オ,215174,⼤村組 ⼤村康之（その他）
〒671-1542,兵庫県揖保郡太⼦町⽶⽥１９８−４
2024-01-16
 
オ,216097,⼤村建設株式会社
〒125-0051,東京都葛飾区新宿２丁⽬３１番９号
2025-03-05
 
オ,229917,⼤村⼯業株式会社
〒602-8363,京都府京都市上京区御前通上ノ下⽴売⻄⼊⼤宮町５０２
2023-08-25
http://www.ohmurakogyou.com/
 
オ,103330,株式会社⼤村⼯業所
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内１−８−３
2023-08-07
 
オ,231579,有限会社⼤村産業
〒891-0404,⿅児島県指宿市東⽅塩⼊橋ノ本８０８０番地１
2026-01-17



 
オ,220754,株式会社⼤村商会
〒818-0021,福岡県筑紫野市⼤字下⾒４０６番地
2025-03-01
 
オ,111623,株式会社⼤村総業
〒416-0931,静岡県富⼠市蓼原４９−４
2023-06-16
http://www.ohmura-sogyo.com
 
オ,220220,株式会社⼤本組
〒700-8550,岡⼭県岡⼭市北区内⼭下１−１−１３
2024-09-07
https://www.ohmoto.co.jp/
 
オ,106364,⼤森クローム⼯業株式会社
〒143-0015,東京都⼤⽥区⼤森⻄１−１−３
2024-10-07
https://www.ohmori-cr.co.jp/
 
オ,218763,株式会社⼤森組
〒173-0004,東京都板橋区板橋２ー４１ー１２⼤森ビル
2023-12-15
http://www.omori-gumi.co.jp/
 
オ,218398,⼤森建設株式会社
〒016-0171,秋⽥県能代市河⼾川字北⻄⼭４８番地１
2023-09-15
 
オ,210508,⼤森建設運輸株式会社
〒920-0848,⽯川県⾦沢市京町１８ー５
2024-08-28
 
オ,122711,株式会社⼤森鋼管
〒290-0056,千葉県市原市五井６０６３
2024-10-29
 
オ,216796,株式会社⼤森⼯業
〒802-0014,福岡県北九州市⼩倉北区砂津１丁⽬２番３２号
2025-06-25
https://ohmori-k.jp/
 
オ,221654,⼤森⼯業株式会社
〒021-0013,岩⼿県⼀関市宮下町８番１１号
2025-05-01
http://www.oomori-k.co.jp
 
オ,223941,⼤森鉄筋⼯業有限会社
〒515-0303,三重県多気郡明和町⼤字⼭⼤淀５３２番地１
2024-12-01
 
オ,111420,⼤森電機⼯業株式会社
〒224-0024,神奈川県横浜市都筑区東⼭⽥町１
2023-08-01
http://www.oomori.co.jp



 
オ,128238,株式会社⼤森電器⼯業
〒317-0064,茨城県⽇⽴市神峰町４−１３−６
2025-09-03
 
オ,222707,株式会社オオモリ・マテリクス
〒101-0023,東京都千代⽥区神⽥松永町１８
2024-03-01
 
オ,227343,株式会社⼤⽮運送
〒136-0082,東京都江東区新⽊場１ー１２ー１９
2024-02-01
http://www.human-ohya.co.jp
 
オ,121618,⼤⽮化学⼯業株式会社
〒153-0051,東京都⽬黒区上⽬黒１−１０−１４
2026-02-14
http://www.ohyakagaku.co.jp
 
オ,213210,株式会社オオヤギ
〒279-0002,千葉県浦安市北栄２ー１４ー２６
2026-04-28
http://www.ohyagi.co.jp/
 
オ,225281,⼤⽮建設⼯業株式会社
〒030-0152,⻘森県⻘森市⼤字野沢字川部６３
2025-06-01
http://www6.ocn.ne.jp/~ooyaken/
 
オ,211483,⼤家⼯業株式会社
〒121-0064,東京都⾜⽴区保⽊間⼀丁⽬６−１７
2025-12-24
 
オ,216357,⼤⽮重機株式会社
〒468-0028,愛知県名古屋市天⽩区島⽥黒⽯９０８番地
2025-04-23
_
 
オ,216517,株式会社⼤柳空調設備
〒277-0055,千葉県柏市⻘葉台２丁⽬２６番６３号⼤柳ビル
2025-05-28
 
オ,231614,有限会社⼤薮⼯務店
〒761-0130,⾹川県⾼松市庵治町６３９１番地１４６
2026-01-31
 
オ,111748,株式会社オオヤマ
〒537-0013,⼤阪市東成区⼤今⾥南６−２−６
2024-03-29
http://www1.e-ooyama.co.jp
 
オ,222020,⼤⼭硝⼦株式会社
〒173-0036,東京都板橋区向原２丁⽬１番５号
2025-10-01
 



オ,216331,株式会社⼤⼭建設
〒520-1212,滋賀県⾼島市安曇川町⻄万⽊５０４番地１
2022-04-23
 
オ,103322,株式会社⼤⼭光学
〒170-0012,東京都豊島区上池袋１−１２−５
2023-07-31
http://ohyama-kogaku.co.jp
 
オ,215456,株式会社⼤⼭⼯業
〒193-0812,東京都⼋王⼦市諏訪町１０８−４
2024-06-12
 
オ,219793,⼤⼭⼯業株式会社
〒891-0102,⿅児島県⿅児島市星ヶ峯３−４５−１２
2024-05-25
 
オ,212228,有限会社⼤⼭商店
〒920-0211,⽯川県⾦沢市湊１丁⽬７４番地
2024-06-20
http://www.ooyama-kaitai.jp/
 
オ,102837,⼤⼭製作所
〒990-0301,⼭形県東村⼭郡⼭辺町⼤字⼭辺４８９
2025-10-18
 
オ,219272,株式会社⼤⼭設備
〒455-0832,愛知県名古屋市港区宝神五丁⽬３４０４−１
2024-03-09
http://www.ooyamasetubi.com/
 
オ,227352,⼤⼭設備⼯業株式会社
〒169-0072,東京都新宿区⼤久保２ー３３ー３６
2024-02-01
 
オ,231829,⼤⼭電気⼯事株式会社
〒257-0004,神奈川県秦野市下⼤槻１７２番地セシリアマンション１０２号
2026-03-28
 
オ,216375,⼤⼭⼟⽊株式会社
〒506-0055,岐⾩県⾼⼭市上岡本町３丁⽬４１０番地
2025-05-08
http://ohyamadoboku.co.jp/
 
オ,106717,有限会社⼤⼭ヘラ絞り製作所
〒277-0931,千葉県柏市藤ケ⾕１９２６−７０
2025-07-05
http://oyama-herashibori.co.jp/
 
オ,221262,株式会社⼤湯板⾦
〒926-0011,⽯川県七尾市佐味町⼝部２０番地１
2025-03-01
 
オ,218517,⼤⽤⼯業株式会社
〒112-0004,東京都⽂京区後楽２−２２−１２



2023-10-13
 
オ,212536,⼤吉⽥株式会社
〒110-0016,東京都台東区台東１丁⽬３８番５号
2025-03-21
http://www.ooyoshida.jp/
 
オ,223950,⼤淀開発株式会社
〒885-0042,宮崎県都城市上⻑飯町５４２７番地１
2024-12-01
http://www.oyd.jp
 
オ,121725,株式会社オオワダ
〒205-0023,東京都⽻村市神明台２−８−１６
2026-04-04
 
オ,211520,株式会社⼤和⽥⼯務店
〒254-0054,神奈川県平塚市中⾥３０ー１８
2024-04-01
 
オ,216094,株式会社⼤和⽥測量設計
〒979-0406,福島県双葉郡広野町⼤字上浅⾒川字⼭崎５０ー４
2025-03-05
http://geo999.com/
 
オ,121742,株式会社岡井鉄⼯所
〒598-0071,⼤阪府泉佐野市鶴原３−１２−４１
2026-05-07
http://www.okai.co.jp/
 
オ,216784,株式会社岡運輸機⼯
〒379-0111,群⾺県安中市板⿐２４５番地
2025-06-25
https://www.okaunyu.com/
 
オ,220115,株式会社オカカン
〒703-8223,岡⼭県岡⼭市中区⻑利３１５番地１
2024-08-03
https://okakan.jp/
 
オ,210771,オカコー静岡株式会社
〒411-0824,静岡県三島市⻑伏２８６番地
2024-12-16
https://www.okakoshz.com/
 
オ,215565,ＯＫＡＣＯＮ株式会社
〒465-0064,愛知県名古屋市名東区⼤針⼀丁⽬２８番地
2024-09-11
 
オ,215586,岡三リビック株式会社
〒105-0075,東京都港区港南１ー８ー２７
2024-09-18
 
オ,216897,株式会社オカザキ
〒861-1116,熊本県合志市福原３１２２ー８



2025-07-23
https://www.okazaki-gp.co.jp/
 
オ,218998,株式会社オカザキ
〒635-0032,奈良県⼤和⾼⽥市⼤字今⾥川合⽅２−２
2024-01-26
http://www.okazaki-c.co.jp/
 
オ,217721,岡崎建設株式会社
〒028-3307,岩⼿県紫波郡紫波町桜町⼆丁⽬５番地１０
2026-04-20
http://okazaki-const.jp/
 
オ,230288,株式会社オカザキ建装
〒558-0003,⼤阪府⼤阪市住吉区⻑居四丁⽬９番２１号
2025-06-28
 
オ,215806,株式会社岡崎産業
〒444-0924,愛知県岡崎市⼋帖北町１３ー４
2024-12-04
 
オ,230871,岡崎産業株式会社
〒550-0015,⼤阪府⼤阪市⻄区南堀江四丁⽬２３番３４号
2025-09-20
 
オ,111761,株式会社岡崎製作所
〒651-0087,神⼾市中央区御幸通３−１−３
2024-02-09
http://www.okazaki-mfg.com/
 
オ,126528,株式会社岡崎製作所
〒651-0087,神⼾市中央区御幸通３−１−３
2024-01-30
http://www.okazaki-mfg.com/
 
オ,129048,株式会社岡崎製作所
〒651-0087,神⼾市中央区御幸通３−１−３
2023-08-06
http://www.okazaki-mfg.com/
 
オ,223915,岡﨑⽊材⼯業株式会社
〒753-0872,⼭⼝県⼭⼝市⼩郡上郷９０１番地の２３
2024-12-01
http://www.okazaki-wood.co.jp/
 
オ,122122,岡城産業株式会社
〒812-0033,福岡県福岡市博多区⼤博町８−５
2024-07-30
http://www.okashiro.co.jp/
 
オ,210733,株式会社岡伸
〒462-0861,愛知県名古屋市北区辻本通４ー１ー４
2024-12-02
 
オ,126598,株式会社岡島



〒101-0044,東京都千代⽥区鍛冶町２−４−６
2024-02-15
http://www.kk-okajima.co.jp
 
オ,111725,岡住⼯業株式会社
〒807-0831,北九州市⼋幡⻄区則松５−２０−１３
2023-08-26
http://www.okazumi.co.jp
 
オ,112296,岡住⼯業株式会社
〒807-0831,福岡県北九州市⼋幡⻄区則松５−２０−１３
2023-07-23
http://www.okazumi.co.jp/
 
オ,111637,岡總株式会社
〒542-8691,⼤阪市中央区島之内１−１４−１９
2025-09-14
http://www.okaso.co.jp
 
オ,220501,株式会社オカダ
〒649-0307,和歌⼭県有⽥市初島町⾥２４２１−１
2024-11-30
 
オ,218861,有限会社オカダエレテック
〒421-0134,静岡県静岡市駿河区⻘⽊３７１番地の５
2024-01-05
 
オ,228107,岡⽥⾦物 岡⽥修⼀（その他）
〒376-0035,群⾺県桐⽣市仲町１−１２−４６
2024-05-31
 
オ,211510,株式会社岡⽥組
〒257-0028,神奈川県秦野市東⽥原１５０ー２
2024-04-01
 
オ,219945,株式会社岡⽥組
〒732-0009,広島県広島市東区⼾坂千⾜１丁⽬２１番１７号
2024-06-29
 
オ,222153,有限会社岡⽥組
〒370-2621,群⾺県⽢楽郡下仁⽥町⼤字上⼩坂９８６
2026-04-01
 
オ,229420,株式会社岡⽥組
〒552-0011,⼤阪府⼤阪市港区南市岡３ー２ー１９
2025-12-05
http://www.okadagumi.co.jp/
 
オ,222389,岡⽥建材株式会社
〒451-0044,愛知県名古屋市⻄区菊井１ー１５ー１
2023-11-01
 
オ,222987,岡⽥⼯業株式会社
〒510-0886,三重県四⽇市市⽇永東三丁⽬２番３９号
2021-04-01



http://www.okadakogyo.co.jp
 
オ,125407,オカダ合⾦株式会社
〒929-1121,⽯川県かほく市宇気い６
2026-04-18
http://www.okadagokin.co.jp/
 
オ,121408,株式会社岡⽥商会
〒921-8163,⽯川県⾦沢市横川３−１８３
2024-04-09
http://www.s-okada.co.jp
 
オ,223207,有限会社岡⽥商会
〒962-0001,福島県須賀川市森宿字ヒジリ⽥９番地の２
2024-06-01
 
オ,224797,岡⽥商事株式会社
〒130-0026,東京都墨⽥区両国１丁⽬１１番５号
2025-04-01
_
 
オ,100458,オカダジーエージェイ株式会社
〒182-0024,東京都調布市布⽥３−２８−１０
2025-12-08
http://www.okadagaj.co.jp/
 
オ,214111,岡⽥重機株式会社
〒245-0016,神奈川県横浜市泉区和泉町１０４３ー７
2025-04-05
http://okaju.co.jp/
 
オ,106485,株式会社岡⽥製作所
〒525-0022,滋賀県草津市川原町３３０−４
2025-01-11
http://okada-seisakusho.jp
 
オ,111815,株式会社岡⽥製作所
〒389-0602,⻑野県埴科郡坂城町中之条１７５０−５
2024-04-27
 
オ,230772,岡⽥設備⼯業株式会社
〒347-0051,埼⽟県加須市⼾川２４１番地の１
2025-08-30
https://www.okada-setsubi.co.jp/
 
オ,230092,岡⽥鉄筋⼯業株式会社
〒619-0206,京都府⽊津川市⼭城町北河原北⼭２５番地１
2025-05-17
https://okatetu.com
 
オ,102583,株式会社オカダ電気
〒757-0216,⼭⼝県宇部市⼤字船⽊３８３９−１
2025-06-03
http://okada-denki.com/
 



オ,501729,岡⽥電気産業株式会社
〒970-8625,福島県いわき市平⾕川瀬１丁⽬６番地の１
2025-04-14
http://www.okadad.com/company/
 
オ,106525,有限会社岡⽥電研⼯業所
〒791-8016,愛媛県松⼭市久万ノ台２３３−１
2025-01-21
 
オ,225935,岡⽥電⼯株式会社
〒683-0805,⿃取県⽶⼦市⻄福原６丁⽬６番１０号
2025-09-01
http://okakou.sdgr.co.jp/
 
オ,220113,岡⽥電設 岡⽥⾄弘（その他）
〒314-0341,茨城県神栖市⽮⽥部６７７７−４
2024-07-27
 
オ,217212,岡⽥⼟建⼯業株式会社
〒944-0047,新潟県妙⾼市⽩⼭町２ー１１−６
2022-10-15
 
オ,100544,岡⽥鈑⾦株式会社
〒144-0054,東京都⼤⽥区新蒲⽥１−２２−１８
2026-01-12
http://www.oban.co.jp/
 
オ,121630,岡⽥パッケージ株式会社
〒519-2144,三重県松阪市⼋太町字クリ⽳５５０−４
2024-05-16
http://www.okadapackage.co.jp
 
オ,223105,株式会社岡⽥雅建設
〒701-0301,岡⼭県都窪郡早島町⽮尾２９０番地１
2024-05-01
 
オ,121527,岡常商事株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町３−１−８
2025-01-25
http://www.okatsune.co.jp
 
オ,101738,株式会社岡常⻭⾞製作所
〒670-0991,兵庫県姫路市神⽥町１−１７
2024-10-09
http://www.o-haguruma.com
 
オ,218536,オカテツ⼯業株式会社
〒486-0945,愛知県春⽇井市勝川町２丁⽬５−７
2023-10-13
http://www.okatetsu.jp/
 
オ,215666,株式会社岡電
〒412-0042,静岡県御殿場市萩原６７５ー１０
2024-10-23
 



オ,212064,有限会社オカト
〒672-8084,兵庫県姫路市飾磨区英賀清⽔町２丁⽬３５番２
2024-03-05
 
オ,223912,岡塗装⼯業株式会社
〒831-0026,福岡県⼤川市⼤字三丸２０７６ー５
2024-12-01
 
オ,215360,有限会社オカニワ建⼯
〒399-0704,⻑野県塩尻市広丘郷原１５９９番地１
2021-04-23
 
オ,219770,株式会社オカノ
〒713-8114,岡⼭県倉敷市⽟島道越５３０
2024-05-25
 
オ,106705,有限会社岡上電機
〒780-0965,⾼知県⾼知市福井町５００−２
2025-06-29
 
オ,112132,株式会社岡野エレクトロニクス
〒895-1202,⿅児島県薩摩川内市樋脇町塔之原８５３−１
2025-01-05
http://okano-e.co.jp
 
オ,210627,岡野技建株式会社
〒455-0032,愛知県名古屋市港区⼊船２丁⽬２番４６号
2024-10-16
http://www.okanogiken.co.jp
 
オ,128926,岡野商事株式会社
〒800-0039,福岡県北九州市⾨司区中町１−１７
2026-04-17
http://www.okanosyouji.jp/
 
オ,111772,有限会社岡野製作所
〒143-0014,東京都⼤⽥区⼤森中１−１５−５
2023-10-25
 
オ,122990,オカノ電機株式会社
〒203-0003,東京都東久留⽶市⾦⼭町２−８−１８
2025-01-19
http://www.okano-denki.co.jp/
 
オ,101183,岡野電線株式会社
〒242-0018,神奈川県⼤和市深⾒⻄１−５−２８
2025-03-16
http://www.okano-cable.co.jp
 
オ,106052,岡野バルブ製造株式会社
〒800-8601,福岡県北九州市⾨司区中町１−１４
2023-10-05
http://www.okano-valve.co.jp
 
オ,501525,岡畑産業株式会社



〒640-8154,和歌⼭県和歌⼭市中ノ店中ノ丁２８番地
2026-07-22
 
オ,223691,岡部株式会社
〒131-8505,東京都墨⽥区押上２ー８ー２
2024-11-01
https://www.okabe.co.jp
 
オ,121792,岡部機械⼯業株式会社
〒811-3101,福岡県古賀市天神２−６−１
2026-05-13
http://www.okabe-seisakusho.co.jp
 
オ,121581,岡部技研株式会社
〒140-0004,東京都品川区南品川１−２−３３
2025-03-16
 
オ,226842,株式会社オカベ建⼯
〒175-0082,東京都板橋区⾼島平九丁⽬４５番２０号
2020-07-01
 
オ,215237,岡部建材⼯業株式会社
〒819-0038,福岡県福岡市⻄区⼤字⽻根⼾６８７番５
2024-02-20
 
オ,214074,株式会社オカベ建窓
〒861-8015,熊本県熊本市東区中江町２ー１
2025-03-15
 
オ,213483,株式会社岡部⼯業
〒334-0076,埼⽟県川⼝市本蓮３ー１１ー３
2023-10-28
 
オ,118069,岡部⼯業株式会社 ⼋⽃島⼯場
〒372-0827,群⾺県伊勢崎市⼋⽃島町９１１
2024-06-24
https://www.okbmfg.com
 
オ,221263,株式会社岡部⼯務店
〒957-0082,新潟県新発⽥市佐々⽊２５３８−４
2025-03-01
 
オ,121670,株式会社岡部新電元
〒369-0214,埼⽟県深⾕市本郷３４２−１
2025-06-29
http://osd.shindengen.co.jp/company.html
 
オ,127860,株式会社岡部製作所
〒197-0822,東京都あきる野市⼩川東１−２−２０
2025-04-18
http://www.okabe-works.co.jp/
 
オ,503433,オカベマーキングシステム株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿１−５−１０
2025-07-16



https://www.okabe-ms.co.jp/
 
オ,111586,株式会社岡部マイカ⼯業所
〒809-0034,福岡県中間市中間１−８−７
2024-10-23
http://www.okabe-mica.co.jp/
 
オ,111536,株式会社オカムラ
〒220-0004,神奈川県横浜市⻄区北幸１−４−１  天理ビル１９階
2024-09-02
http://www.okamura.co.jp
 
オ,212336,株式会社岡村
〒559-0025,⼤阪府⼤阪市住之江区平林南１丁⽬２番５７号ヘッドビル３０７
2024-10-03
 
オ,218653,株式会社オカムラ
〒498-0006,愛知県弥富市佐古⽊６−２１６−２
2023-11-24
 
オ,501692,株式会社ＯＫＡＭＵＲＡ
〒652-0831,兵庫県神⼾市兵庫区七宮町１丁⽬１０番１号
2026-06-07
http://www.okamura-industry.co.jp/
 
オ,111668,岡村印刷⼯業株式会社
〒635-0143,奈良県⾼市郡⾼取町⾞⽊２１５
2023-07-15
http://www.okamura-pic.co.jp
 
オ,126708,有限会社岡村⾦型製作所
〒224-0027,横浜市都筑区⼤棚町６４
2024-03-08
 
オ,124313,岡村機⼯株式会社
〒503-1532,岐⾩県不破郡関ヶ原町野上７４０
2025-07-01
http://www.okamura-kiko.com/
 
オ,218478,岡村建興株式会社
〒210-0852,神奈川県川崎市川崎区鋼管通４−５−３
2023-10-06
http://okamurakenkoh.jp/
 
オ,111730,株式会社岡村⼯機
〒992-0119,⼭形県⽶沢市アルカディア１−８０８−２８
2023-08-05
http://www3.omn.ne.jp/~okamurak/
 
オ,217186,株式会社岡村⾻材
〒181-0005,東京都三鷹市中原３丁⽬２番２３号
2025-10-08
 
オ,213821,株式会社岡村商会
〒611-0011,京都府宇治市五ケ庄⽇皆⽥６１ー１１



2024-08-25
 
オ,101072,株式会社岡村鉄⼯所
〒736-0084,広島県広島市安芸区⽮野新町２−３−２３
2024-02-20
http://www.okamura-iw.co.jp
 
オ,231498,岡村電気株式会社
〒158-0082,東京都世⽥⾕区等々⼒四丁⽬２番１７号
2025-12-27
http://okamuradenki.co.jp/index.html
 
オ,215789,有限会社岡村電業社
〒755-0066,⼭⼝県宇部市⼩松原町２ー７ー５０ー１
2024-11-27
 
オ,122966,株式会社オカモト
〒338-0832,埼⽟県さいたま市桜区⻄堀５−１１−２
2025-01-13
https://ok-okamoto.jp
 
オ,231500,株式会社オカモト
〒290-0082,千葉県市原市五井中央南⼀丁⽬１１番地８
2025-12-27
https://kk-okamoto.jp/
 
オ,311500,岡本株式会社
〒635-8550,奈良県北葛城郡広陵町⼤字⼤塚１５０番地の１
2024-06-02
http://www.okamotogroup.com/
 
オ,121526,株式会社オカモトオプティクス
〒235-0008,横浜市磯⼦区原町８−３４
2025-03-22
http://www.okamoto-optics.co.jp/
 
オ,111855,岡本硝⼦株式会社
〒277-0872,千葉県柏市⼗余⼆３８０
2024-05-11
https://ogc-jp.com/
 
オ,219190,株式会社岡本空調設備
〒284-0001,千葉県四街道市⼤⽇２１４４番地１
2024-03-02
https://okaku.co.jp
 
オ,221511,株式会社岡本組
〒700-0087,岡⼭県岡⼭市北区津島京町３丁⽬３番１３号
2025-04-01
_
 
オ,129766,株式会社岡本⼯機
〒500-8439,岐⾩県岐⾩市村⾥町６９
2025-01-22
http://www.okamotokoki.co.jp



 
オ,224124,株式会社岡本⼯業
〒314-0022,茨城県⿅嶋市⼤字⻑栖字蒲地１８７９番地３８６
2025-02-01
https://okamotokogyo.com/
 
オ,231191,岡本⼯業株式会社
〒140-0002,東京都品川区東品川四丁⽬１２番６号品川シーサイドキャナルタワー１５Ｆ
2025-10-25
https://www.okamoto-kk.co.jp
 
オ,227282,株式会社岡本興建
〒732-0032,広島県広島市東区上温品１丁⽬１１番３号
2024-01-10
 
オ,224982,株式会社岡本⼯務店
〒444-0075,愛知県岡崎市伊賀町字南郷中６７番地
2025-04-01
 
オ,230905,株式会社オカモト・コンストラクション・システム
〒660-0052,兵庫県尼崎市七松町⼆丁⽬２７番地２３号
2025-09-27
http://www.okamoto-cs.co.jp/
 
オ,100272,岡本産業株式会社
〒744-0027,⼭⼝県下松市南花岡５−２−１
2025-09-06
http://www.okamoto-sangyo.jp/
 
オ,226968,岡本産業株式会社
〒061-3258,北海道⽯狩市樽川⼋条１丁⽬１９８番地
2023-08-01
http://www.okamotosangyo.co.jp
 
オ,220427,株式会社岡本正太郎商店
〒130-0001,東京都墨⽥区吾妻橋１−１３−１１
2024-11-09
http://www.okasho-steel.co.jp/
 
オ,100953,株式会社岡本製作所
〒578-0932,⼤阪府東⼤阪市⽟串町東３−５−１８
2023-12-12
http://www.okamoto-ss.jp/
 
オ,221009,株式会社岡元タイル
〒989-3121,宮城県仙台市⻘葉区郷六字葛岡３８
2025-01-01
_
 
オ,220781,株式会社岡本鉄筋
〒270-1337,千葉県印⻄市草深２５８番地３
2025-03-01
https://okamototekkin.jimdofree.com/
 
オ,129268,岡本鉄⼯株式会社



〒652-0823,兵庫県神⼾市兵庫区東出町２−２−３
2024-02-12
 
オ,222825,オカモト鐵⼯株式会社
〒910-0142,福井県福井市上森⽥１ー１０２ー２
2024-03-01
 
オ,106605,株式会社岡本鉄⼯所
〒678-0239,兵庫県⾚穂市加⾥屋１１１９
2025-03-15
 
オ,217695,株式会社岡本塗装店
〒880-0032,宮崎県宮崎市霧島３丁⽬５１番地
2026-04-14
 
オ,226812,有限会社岡本斫⼯業
〒930-0009,富⼭県富⼭市神通町１丁⽬４番１１号
2026-06-01
 
オ,217418,株式会社岡本ペンキ店
〒914-0811,福井県敦賀市中央町２丁⽬１１ー３０
2025-12-24
 
オ,101600,岡本無線電機株式会社
〒556-0005,⼤阪市浪速区⽇本橋４−８−４
2024-03-18
http://www.okamotonet.co.jp
 
オ,102335,岡⾕エレクトロニクス株式会社
〒222-0033,横浜市港北区新横浜２−３−１９ プライム新横浜ビル８階
2026-01-25
http://www.oec.okaya.co.jp/
 
オ,217114,岡⾕建材株式会社
〒130-0013,東京都墨⽥区錦⽷１ー２ー１アルカセントラル６Ｆ
2025-09-17
https://okaya-kenzai.co.jp
 
オ,101760,岡⾕鋼機株式会社
〒460-8666,名古屋市中区栄２−４−１８
2024-06-12
http://www.okaya.co.jp
 
オ,210077,岡⾕鋼機九州株式会社
〒810-0001,福岡県福岡市中央区天神四丁⽬１番７号
2023-12-02
 
オ,111571,岡⾕酸素株式会社
〒394-8585,⻑野県岡⾕市幸町６−６
2024-08-15
http://www.okayasanso.co.jp
 
オ,101640,岡安ゴム株式会社
〒537-0024,⼤阪市東成区東⼩橋３−９−１３
2024-04-12



http://www.okayasu-rubber.co.jp/
 
オ,211696,岡⾕スチール株式会社
〒450-0003,愛知県名古屋市中村区名駅南⼀丁⽬１６番３０号
2023-06-15
http://www.okaya-steel.co.jp/
 
オ,503960,岡⾕セイケン株式会社
〒236-0002,神奈川県横浜市⾦沢区⿃浜町３−１２
2024-04-20
http://www.okaya-seiken.co.jp
 
オ,104906,岡⾕精密⼯業株式会社
〒394-0004,⻑野県岡⾕市神明町４−１８−３６
2023-09-04
http://www.okayaseimitsu.co.jp
 
オ,230839,岡⾕精⽴⼯業株式会社
〒120-0044,東京都⾜⽴区千住緑町⼀丁⽬１８番１号
2025-09-20
https://www.okaya-seiritsu.co.jp/
 
オ,111544,岡⾕電機産業株式会社
〒158-8543,東京都世⽥⾕区等々⼒６−１６−９
2024-03-31
http://www.okayaelec.co.jp
 
オ,121548,株式会社岡⾕特殊鋼センター
〒480-0124,愛知県丹⽻郡⼤⼝町萩島１−４５−１
2025-05-24
http://www.kotc.co.jp
 
オ,101570,株式会社岡⼭
〒113-0034,東京都⽂京区湯島２−３２−７
2024-03-07
http://www.kk-okayama.co.jp/
 
オ,226718,岡⾕マート株式会社
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾１丁⽬２８番６号
2026-05-01
https://www.okaya-mart.jp/
 
オ,230255,株式会社岡⼭技研
〒700-0035,岡⼭県岡⼭市北区⾼柳⻄町１７番５０号
2025-06-21
http://www.okayamagiken.co.jp
 
オ,111545,岡⼭県貨物運送株式会社
〒700-0027,岡⼭市北区清⼼町４−３１
2023-10-21
http://www.okaken.co.jp
 
オ,501626,株式会社岡⼭県⾷⾁センター
〒703-8285,岡⼭県岡⼭市中区桜橋１丁⽬２番４３号
2025-03-08



 
オ,223137,株式会社岡⼭建設
〒039-3215,⻘森県上北郡六ヶ所村⼤字倉内字笹崎１０５０番地１
2024-06-01
 
オ,217168,岡⼭県⽣コンクリート販売協同組合
〒700-0943,岡⼭県岡⼭市南区新福１丁⽬２１番３６号
2025-10-01
http://www.onhk.or.jp
 
オ,214999,岡⼭製畳株式会社
〒154-0005,東京都世⽥⾕区三宿２−２７−２９
2023-09-19
 
オ,217930,岡⼭鉄⼯（その他）
〒512-1105,三重県四⽇市市⽔沢町３０２９−１４
2023-07-14
 
オ,216263,岡⼭美建株式会社
〒700-0075,岡⼭県岡⼭市北区⽮坂本町６番７号
2025-04-02
 
オ,501598,岡⼭放送株式会社
〒700-8635,岡⼭県岡⼭市北区下⽯井２−１０−１２
2025-08-28
https://www.ohk.co.jp/
 
オ,120715,岡⼭宮地弘商事株式会社
〒702-8603,岡⼭市南区福成２−２０−２５
2023-12-16
http://www.okayama-miyachi.co.jp
 
オ,111828,株式会社岡⼭村⽥製作所
〒701-4241,岡⼭県瀬⼾内市⾢久町福元７７
2024-07-14
https://corporate.murata.com/ja-jp/group/okayamamurata
 
オ,111865,岡⼭薬品⼯業株式会社
〒701-2155,岡⼭市北区中原５５１
2024-05-19
http://www.okayaku.jp/
 
オ,221962,株式会社岡吉建設
〒700-0027,岡⼭県岡⼭市北区清⼼町７−１０
2025-09-01
https://www.okayoshi-kensetsu.com/
 
オ,121730,株式会社⼩垣江鉄⼯所
〒448-0813,愛知県刈⾕市⼩垣江町東中根１４−２
2026-03-15
http://www.ogakie.co.jp
 
オ,224891,株式会社⼩笠原
〒812-0016,福岡県福岡市博多区博多駅南６丁⽬１２番２５号
2025-04-01



http://www.ogasawara-agp.com/
 
オ,121512,⼩笠原アルミ⼯業株式会社
〒447-0854,愛知県碧南市須磨町２−１５
2024-12-13
http://www.al-ogasawara.co.jp/
 
オ,210703,⼩笠原興業株式会社
〒177-0044,東京都練⾺区上⽯神井１ー４１ー２
2024-11-12
 
オ,215288,⼩笠原⼯芸株式会社
〒596-0049,⼤阪府岸和⽥市⼋阪町２−２−５
2024-03-13
 
オ,229679,株式会社オガシワ
〒221-0841,神奈川県横浜市神奈川区松本町５ー３６ー１ー５０６
2026-04-28
 
オ,231683,株式会社オガタ
〒940-2121,新潟県⻑岡市喜多町２８９番地１
2026-02-14
https://www.ogata.niigata.jp/
 
オ,125320,尾形⼯業株式会社
〒101-0025,東京都千代⽥区神⽥佐久間町３−１７
2026-03-15
https://ogatakogyo.co.jp/
 
オ,120852,⼩形商⼯株式会社
〒950-0034,新潟市東区浜⾕町２−３−６７
2024-02-10
http://www.ogatashoko.co.jp/
 
オ,106091,株式会社尾形製作所
〒969-1402,福島県⼆本松市⽶沢字名⽬志７８
2023-11-18
 
オ,224158,株式会社緒⽅鉄⼯所
〒679-4343,兵庫県たつの市新宮町⼤屋７０５番地
2025-02-01
http://ogata-ironworks.co.jp/
 
オ,221094,株式会社緒⽅塗装
〒880-0055,宮崎県宮崎市南花ケ島町３４１番地３
2025-02-01
https://www.ogatatosou.com/
 
オ,225227,株式会社緒⽅⽊⼯所
〒840-0811,佐賀県佐賀市⼤財４丁⽬４番２１号
2025-05-01
_
 
オ,229940,株式会社緒⽅⽊⼯建具店
〒866-0805,熊本県⼋代市宮地町１６１２ー１



2023-09-09
 
オ,101630,雄勝セラミックス株式会社
〒019-0203,秋⽥県湯沢市寺沢字本郷８２−１
2024-08-28
http://www.ock.co.jp/
 
オ,500211,株式会社 オガノ
〒564-0052,⼤阪府吹⽥市広芝町６−１
2024-02-18
http://www.ogano.co.jp
 
オ,122616,⼩川管商株式会社
〒460-0021,名古屋市中区平和１−５−１
2024-10-14
 
オ,227959,株式会社⼩川技研
〒578-0912,⼤阪府東⼤阪市⾓⽥１丁⽬４番２８号
2024-04-20
 
オ,217203,株式会社⼩川組
〒648-0018,和歌⼭県橋本市隅⽥町垂井４９８−１
2025-10-08
 
オ,230474,⼩川建設株式会社
〒314-0254,茨城県神栖市太⽥４２７２番地
2025-07-19
 
オ,122480,⼩川⼯業株式会社
〒648-0011,和歌⼭県橋本市隅⽥町真⼟３９
2024-09-30
https://www.ogawa-industry.co.jp
 
オ,215490,⼩川⼯業株式会社
〒361-0022,埼⽟県⾏⽥市桜町１ー５ー１６
2024-07-17
http://www.ogawa-k.co.jp/
 
オ,121515,⼩川⾹料株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町４−１−１１
2024-11-21
http://www.ogawa.net
 
オ,101086,⼩川産業株式会社
〒101-0063,東京都千代⽥区神⽥淡路町２−１
2024-02-22
http://www.ogawa-sangyo.jp
 
オ,153023,株式会社⼩河商店
〒460-0012,愛知県名古屋市中区千代⽥２−２５−３
2025-09-12
 
オ,220577,株式会社⼩川情報システム
〒355-0322,埼⽟県⽐企郡⼩川町東⼩川⼀丁⽬１５番地１
2024-12-27



 
オ,111588,株式会社オガワ製作所
〒355-0321,埼⽟県⽐企郡⼩川町⼩川１２７２
2025-02-04
 
オ,111840,株式会社⼩川製作所
〒124-0025,東京都葛飾区⻄新⼩岩５−１１−１２
2024-04-20
http://www.ogawa-ss.jp
 
オ,111903,株式会社⼩川製作所
〒981-2116,宮城県伊具郡丸森町字⽯倉１５５
2024-09-04
http://www.ogawa-mfg.com/
 
オ,111951,有限会社⼩川製作所
〒819-0162,福岡市⻄区今宿⻘⽊４０８
2024-08-25
 
オ,219898,株式会社⼩川鉄⼯所
〒500-8434,岐⾩県岐⾩市向陽町１５
2024-06-22
 
オ,230021,株式会社⼩川電気
〒639-0205,奈良県北葛城郡上牧町下牧⼆丁⽬１番２１号
2025-04-12
https://www.ogawadenki1518.com/
 
オ,213945,株式会社⼩川電業
〒700-0973,岡⼭県岡⼭市南区下中野１４１５−１
2024-12-22
 
オ,230691,⼩川電設⼯業株式会社
〒532-0036,⼤阪府⼤阪市淀川区三津屋中⼀丁⽬３番２０号
2025-08-09
http://www.ogawadk.co.jp/
 
オ,105577,株式会社ＯＫＩアイディエス
〒370-8585,群⾺県⾼崎市双葉町３−１
2025-05-31
https://www.oki-oids.jp/
 
オ,224677,沖ウィンテック株式会社
〒140-8688,東京都品川区北品川１−１９−４
2022-04-01
http://www.okiwintech.co.jp/
 
オ,121574,沖エンジニアリング株式会社
〒179-0084,東京都練⾺区氷川台３−２０−１６
2025-02-21
http://www.oeg.co.jp
 
オ,223187,沖ガラス株式会社
〒130-0004,東京都墨⽥区本所四丁⽬１９番３号本所吾妻橋ＤＪビル３階
2024-06-01



http://www.oki-glass.co.jp/
 
オ,218247,有限会社沖クリー
〒190-0004,東京都⽴川市柏町１−７−７
2023-08-18
 
オ,231823,起グループ株式会社
〒271-0064,千葉県松⼾市上本郷９０７番地１
2026-03-28
http://o-k-i-gr.com/
 
オ,222383,株式会社オキ・コーポレーション
〒210-0821,神奈川県川崎市川崎区殿町２−３−１５
2023-11-01
 
オ,216234,株式会社オキココーポレーション
〒531-0064,⼤阪府⼤阪市北区国分寺１丁⽬３番４号
2025-03-26
http://www.okiko.co.jp/
 
オ,103112,ＯＫＩサーキットテクノロジー株式会社
〒997-0011,⼭形県鶴岡市宝⽥１−１５−６８
2026-03-28
http://www.oki-otc.jp/
 
オ,231615,沖島建設株式会社
〒210-0827,神奈川県川崎市川崎区四⾕下町２６番１９号
2026-01-31
 
オ,102887,ＯＫＩシンフォテック株式会社
〒960-8057,福島県福島市笹⽊野字館１
2025-11-14
http://www.oki-osc.jp/
 
オ,129456,ＯＫＩシンフォテック株式会社
〒960-8057,福島県福島市笹⽊野字館１
2024-05-25
https://www.oki-osc.jp/
 
オ,217365,株式会社オキジツ船場
〒902-0067,沖縄県那覇市安⾥⼀丁⽬８番９号ペイサージュ崇元寺２Ｆ
2025-12-03
 
オ,230600,株式会社沖創⼯
〒902-0077,沖縄県那覇市⻑⽥⼆丁⽬５番４号
2025-08-02
https://www.okisokou.co.jp
 
オ,505679,株式会社沖ソフトウェアエキスパートサービス
〒335-8510,埼⽟県蕨市中央１丁⽬１６番８号 ＯＫＩシステムセンター
2025-03-11
 
オ,229703,株式会社オキタ
〒737-0115,広島県呉市広町字若宮２３４５ー３
2026-05-09



 
オ,224856,有限会社沖⽥⼯業
〒679-4170,兵庫県たつの市⿓野町中霞城３番地の３８
2025-04-01
 
オ,105286,沖⽥産業株式会社
〒923-0965,⽯川県⼩松市串町⼯業団地１−１１
2024-10-16
http://okita-sg.jp/
 
オ,230030,有限会社沖⽥塗装
〒921-8066,⽯川県⾦沢市⽮⽊三丁⽬２６３番地
2025-04-19
https://okitatosou.jp
 
オ,217434,株式会社沖津
〒252-0804,神奈川県藤沢市湘南台６丁⽬５１ー１３イー・セブン湘南１０１
2026-01-07
 
オ,103477,オキツモ株式会社
〒518-0751,三重県名張市蔵持町芝出１１０９−７
2023-10-20
http://www.okitsumo.co.jp/
 
オ,120693,興津螺旋株式会社
〒424-0204,静岡県静岡市清⽔区興津中町１４２４
2023-12-04
http://www.okitsurasen.co.jp
 
オ,105382,株式会社ＯＫＩデータＭＥＳ
〒960-2196,福島県福島市庄野字⽴⽥１−１
2024-12-13
https://www.oki-odmes.com/
 
オ,101165,沖電気⼯業株式会社
〒105-8460,東京都港区虎ノ⾨１−７−１２ 虎ノ⾨ファーストガーデン
2024-06-29
https://www.oki.com/
 
オ,101340,沖電気⼯業株式会社
〒105-8460,東京都港区虎ノ⾨１−７−１２ 虎ノ⾨ファーストガーデン
2023-10-18
http://www.oki.com
 
オ,101823,沖電線株式会社
〒211-8585,川崎市中原区下⼩⽥中２−１２−８
2023-09-07
http://www.okidensen.co.jp/
 
オ,210413,有限会社沖塗⼯業
〒900-0015,沖縄県那覇市久茂地⼆丁⽬１０番２０ー５０２号
2024-07-10
 
オ,217056,株式会社オキナ
〒241-0023,神奈川県横浜市旭区本宿町６７番地の１１



2025-09-03
http://www.kk-okina.co.jp
 
オ,221052,株式会社オキナヤ
〒360-0114,埼⽟県熊⾕市江南中央２−１７−１
2023-08-01
http://www.okinaya.co.jp
 
オ,505026,株式会社沖縄エジソン
〒902-0072,沖縄県那覇市字真地３６９番地
2024-01-24
http://www.edison.co.jp/
 
オ,215934,沖縄環境整美（その他）
〒904-2245,沖縄県うるま市字⾚道２４８−７
2022-01-22
 
オ,211192,有限会社沖縄ガス圧接
〒901-0152,沖縄県那覇市⼩禄５ー９ー７
2025-06-04
 
オ,215640,有限会社沖繩基礎開発
〒900-0002,沖縄県那覇市曙２丁⽬４番地６
2024-10-16
https://www.kisokai.com/
 
オ,505529,株式会社沖縄計装
〒900-0012,沖縄県那覇市泊３−５−７
2024-02-16
http://www.oki-keisou.com/work/index.html
 
オ,229830,沖縄古賀防⽔⼯業株式会社
〒901-0301,沖縄県⽷満市字阿波根４９５番地の１
2026-07-10
 
オ,103822,有限会社沖縄⼩堀電機
〒901-2132,沖縄県浦添市伊祖３−１−７
2024-05-07
http://www.okinawakobori.com/contact.html
 
オ,228556,沖縄三和シヤッター株式会社
〒901-0212,沖縄県豊⾒城市字平良８４ー１
2024-10-16
 
オ,213446,沖縄シャーリング株式会社
〒901-2122,沖縄県浦添市勢理客４ー２１ー１２
2023-09-30
 
オ,216206,合資会社沖縄実業
〒902-0067,沖縄県那覇市安⾥⼀丁⽬８番４号
2025-03-26
http://okijitsu.co.jp/
 
オ,504684,沖縄テクノス株式会社
〒900-0015,沖縄県那覇市久茂地１−３−１久茂地セントラルビル７階



2026-06-16
https://www.tecnos.co.jp/ot/
 
オ,502694,沖縄テレビ放送株式会社
〒900-8588,沖縄県那覇市久茂地１−２−２０
2024-07-26
https://www.otv.co.jp/
 
オ,215960,沖縄東芝エレベータ株式会社
〒900-0004,沖縄県那覇市銘苅１８０番地７
2025-01-29
 
オ,214965,株式会社沖縄⽇興
〒904-2164,沖縄県沖縄市字桃原３４０番地７
2020-08-29
 
オ,231229,沖縄ニッタン株式会社
〒900-0001,沖縄県那覇市港町⼆丁⽬１４番７号
2025-11-01
 
オ,212113,株式会社沖縄⽇⽴
〒900-0003,沖縄県那覇市安謝２３０番地
2024-04-04
http://www.okinichi.co.jp
 
オ,505063,沖縄⽇⽴ネットワークシステムズ株式会社
〒900-0006,沖縄県那覇市おもろまち⼀丁⽬３番３１号 那覇新都⼼メディアビル
2024-04-13
https://www.ohns.co.jp/
 
オ,218808,沖縄ホーチキ株式会社
〒901-2102,沖縄県浦添市前⽥２丁⽬２０番１５号
2023-12-22
 
オ,219496,沖縄三菱電機販売株式会社
〒901-2223,沖縄県宜野湾市⼤⼭７丁⽬１２番１号
2024-03-30
https://www.okimitsu.co.jp/
 
オ,226684,沖縄菱電ビルシステム株式会社
〒900-0015,沖縄県那覇市久茂地１丁⽬３ー１
2026-05-01
http://www.okinawa-ryoden.jp/
 
オ,114896,ＯＫＩネクステック株式会社
〒359-1153,埼⽟県所沢市上⼭⼝１
2024-03-27
https://www.oki-ont.jp/
 
オ,115684,ＯＫＩネクステック株式会社
〒359-1153,埼⽟県所沢市上⼭⼝１
2024-06-21
https://www.oki-ont.jp/
 
オ,102785,オキノ⼯業株式会社



〒939-1315,富⼭県砺波市太⽥１８９２
2025-09-20
http://www.okino-i.co.jp
 
オ,210055,有限会社沖野⼯業
〒697-0007,島根県浜⽥市⾼佐町８５２番地
2023-11-17
 
オ,125687,沖プリンテッドサーキット株式会社
〒942-0032,新潟県上越市福⽥町１
2023-07-27
https://www.oki-printed.co.jp/
 
オ,126594,沖マイクロ技研株式会社
〒969-1403,福島県⼆本松市渋川字⼗⽂字１０
2024-02-14
http://www.oki-microeng.co.jp
 
オ,226295,株式会社尾⽊建⼯
〒802-0981,福岡県北九州市⼩倉南区企救丘５丁⽬１８番５号
2026-01-01
 
オ,213887,⼩⽊建設⼯業株式会社
〒358-0035,埼⽟県⼊間市中神１０３６ー１
2024-11-10
https://ogiken.jp/
 
オ,211100,⼩城⼯業有限会社
〒819-1325,福岡県⽷島市志摩⻄⾙塚６２９−１
2025-04-27
_
 
オ,220177,有限会社⼩城商会
〒489-0988,愛知県瀬⼾市東⼭町１−１４０−１５
2024-08-24
 
オ,215219,⼩城重機建設株式会社
〒840-0861,佐賀県佐賀市嘉瀬町⼤字中原２０２５番地８
2024-02-13
http://www.ogi-juki.com
 
オ,129607,⼩⽊曽⼯業株式会社
〒454-0823,愛知県名古屋市中川区富船町２−１
2024-11-24
http://www.ogisokogyo.jp/
 
オ,228404,株式会社⼩⽊曽タイル店
〒615-0051,京都府京都市右京区⻄院安塚町３０番地
2024-08-23
http://www.ogiso.co.jp
 
オ,226701,株式会社オギノ
〒960-1104,福島県福島市⼩⽥字掛ノ下１
2026-05-01
http://www.ogino1950.com



 
オ,226899,株式会社荻野建設
〒513-0811,三重県鈴⿅市柳町８４２ー１
2023-07-01
 
オ,125269,荻野⼯業株式会社
〒731-4229,広島県安芸郡熊野町平⾕１−１２−１
2026-03-01
http://www.oginokk.co.jp/
 
オ,224392,株式会社荻野⼯務店
〒332-0003,埼⽟県川⼝市東領家４丁⽬１５番１１号
2025-04-01
http://www.ogino-koumuten.com/
 
オ,111533,株式会社荻野製作所
〒350-1205,埼⽟県⽇⾼市原宿６０３−３
2024-11-25
http://ogino-ss.o.oo7.jp
 
オ,211361,オギノセメン株式会社
〒465-0015,愛知県名古屋市名東区若葉台５１４番地
2025-09-17
http://www.oginocemen.co.jp/
 
オ,228972,荻野防⽔株式会社
〒031-0801,⻘森県⼋⼾市江陽⼆丁⽬８−１７
2022-04-11
 
オ,102287,株式会社オギハラ
〒400-0111,⼭梨県甲斐市⻯王新町２１０６−２
2025-02-18
 
オ,128430,株式会社荻原製作所
〒396-0111,⻑野県伊那市美篶８０６０
2025-12-12
http://www.ogihara-mfg.co.jp
 
オ,505414,有限会社荻原製作所
〒389-0207,⻑野県北佐久郡御代⽥町⾺瀬⼝１６７０−１１０
2023-06-18
 
オ,124966,有限会社荻原商会
〒245-0009,横浜市泉区新橋町１８９９
2026-01-14
 
オ,218343,奥アンツーカ株式会社
〒577-0012,⼤阪府東⼤阪市⻑⽥東三丁⽬２番７号
2023-09-08
 
オ,121578,株式会社オクイ
〒300-0051,茨城県⼟浦市真鍋１−１４−１７
2025-05-30
 
オ,215984,株式会社奥家商店



〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕３−１−９
2025-01-29
 
オ,210414,株式会社奥井組
〒358-0055,埼⽟県⼊間市新光１９１ー１
2024-07-10
http://www.okuigumi.co.jp/
 
オ,154120,奥澤産業株式会社
〒323-0804,栃⽊県⼩⼭市⼤字萱橋１２１０−１
2024-11-22
 
オ,221462,株式会社オクジュー
〒530-0047,⼤阪府⼤阪市北区⻄天満５丁⽬３番７号
2025-04-01
http://okuju.co.jp/
 
オ,217890,屋上緑化システム株式会社
〒654-0081,兵庫県神⼾市須磨区⾼倉台２丁⽬１番２６号
2023-07-07
 
オ,229138,株式会社オクソン
〒453-0064,愛知県名古屋市中村区草薙町３丁⽬８０番地
2025-06-21
 
オ,212293,株式会社オクタケ
〒919-0321,福井県福井市下河北町８ー１７ー２
2024-08-01
http://www.okutake.jp
 
オ,227226,奥武建設⼯業株式会社
〒918-8202,福井県福井市⼤東２丁⽬１ー５
2023-11-30
 
オ,216984,株式会社オクタス
〒168-0064,東京都杉並区永福４ー１８ー７
2025-08-20
 
オ,224349,株式会社オクタニ
〒731-5128,広島県広島市佐伯区五⽇市中央２丁⽬１０番５号五⽇市ＯＫビル２階
2025-03-01
https://www.oku-tani.jp/
 
オ,129289,株式会社奥⾕⾦網製作所
〒650-0025,兵庫県神⼾市中央区相⽣町４−５−５
2024-02-18
http://www.okutanikanaami.co.jp
 
オ,220548,有限会社オクタニ建創
〒730-0851,広島県広島市中区榎町３番９号
2024-12-21
 
オ,127732,奥⽥⾦属株式会社
〒543-0014,⼤阪市天王寺区⽟造元町１９−２
2025-02-09



http://www.okuda-kinzoku.co.jp/
 
オ,221101,奥⽥建設株式会社
〒852-8031,⻑崎県⻑崎市三芳町８番３号
2025-02-01
 
オ,121732,株式会社奥⽥商会
〒461-0001,名古屋市東区泉２−４−１６
2026-05-07
 
オ,218236,奥⽥商⼯株式会社
〒597-0062,⼤阪府⾙塚市澤１２８２番地
2023-08-18
 
オ,111845,奥⽥スプリング⼯業株式会社
〒463-0045,名古屋市守⼭区菱池町２１−３２
2024-05-11
 
オ,125181,奥⽥精⼯株式会社
〒427-0032,静岡県島⽥市神座２６２０−３
2026-02-03
http://www.okuda-seiko.com/
 
オ,100531,株式会社オクダソカベ
〒578-0977,⼤阪府東⼤阪市鴻池徳庵町３
2025-12-28
http://www.okuda-sogabe.co.jp
 
オ,104556,奥地建産株式会社
〒580-0002,⼤阪府松原市⼩川４−１６−１５
2022-09-30
http://www.okuji.co.jp/
 
オ,221173,オクヅカ塗装株式会社
〒190-0012,東京都⽴川市曙町２ー１９ー８⽇神パレステージ⽴川曙町７０１号室
2025-03-01
 
オ,218394,株式会社オクト
〒263-0001,千葉県千葉市稲⽑区⻑沼原町５７５番地１
2023-09-15
 
オ,225047,株式会社オクト
〒929-1177,⽯川県かほく市⽩尾ネ１００番地１
2025-04-01
http://okuto.co.jp/
 
オ,231776,有限会社オクト
〒950-0157,新潟県新潟市江南区鵜ノ⼦１０９７番地
2026-03-14
http://www.niigata-okuto.jp/
 
オ,231856,株式会社オクト
〒577-0809,⼤阪府東⼤阪市永和三丁⽬１１番９号
2026-04-04
https://www.oct-inspection.com



 
オ,103352,有限会社オクトシステム
〒989-1274,宮城県柴⽥郡⼤河原町字新桜町１２−７−１０１
2023-08-19
 
オ,219950,有限会社オクノ
〒257-0054,神奈川県秦野市緑町１５−２７
2024-06-29
 
オ,226013,株式会社奥野組
〒547-0027,⼤阪府⼤阪市平野区喜連６丁⽬１−３０
2025-09-01
_
 
オ,218448,奥野⼯業株式会社
〒596-0103,⼤阪府岸和⽥市稲場町１７５
2023-09-29
http://okuno-kougyou.com/
 
オ,216368,株式会社オクノコトー
〒569-0034,⼤阪府⾼槻市⼤塚町１丁⽬１４番１３号
2025-05-08
http://www.okunokotoh.jp/
 
オ,125476,株式会社奥野製作所
〒591-8011,堺市北区南花⽥町１５
2023-05-30
http://www18.ocn.ne.jp/~okuno/
 
オ,111630,奥野製薬⼯業株式会社
〒541-0045,⼤阪市中央区道修町４−７−１０
2025-02-19
http://www.okuno.co.jp
 
オ,230044,奥村管⼯株式会社
〒520-2132,滋賀県⼤津市神領三丁⽬１４番７号
2025-04-26
https://www.okukan.net/
 
オ,220439,奥村機械製作株式会社
〒555-0033,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区姫島３丁⽬５番２６号
2024-11-09
https://www.okumura-kikai.com/
 
オ,122331,奥村⾦属株式会社
〒520-3041,滋賀県栗東市出庭５７５
2024-08-12
http://www.fitec.co.jp/okumura/
 
オ,211030,株式会社奥村組
〒545-8555,⼤阪府⼤阪市阿倍野区松崎町２ー２ー２
2024-04-01
http://www.okumuragumi.co.jp
 
オ,210115,奥村組興業株式会社



〒103-0015,東京都中央区⽇本橋箱崎町２７ー８
2023-12-25
http://www.okumura-net.co.jp
 
オ,223613,奥村組⼟⽊興業株式会社
〒552-0016,⼤阪府⼤阪市港区三先１丁⽬１１番１８号
2024-10-01
http://www.okumuradbk.co.jp
 
オ,216156,株式会社奥村⼯業
〒501-0234,岐⾩県瑞穂市⽜牧１７１４番地
2025-03-19
 
オ,129342,株式会社奥村製作所
〒509-0109,岐⾩県各務原市テクノプラザ３−１４−１
2024-02-27
http://www.okuo.jp/
 
オ,104292,オクメティック株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜３−８−１１ メットライフ新横浜ビル３階
2025-02-12
http://okmetic.com
 
オ,231383,奥本圧送有限会社
〒722-2405,広島県尾道市瀬⼾⽥町福⽥１０８８番地１
2025-12-06
 
オ,221854,株式会社奥⼭
〒264-0025,千葉県千葉市若葉区都賀３丁⽬２１番８号
2025-08-01
https://www.co-okuyama.co.jp/
 
オ,224446,奥⼭化⼯業株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座８丁⽬４番９号
2025-04-01
http://www.om-kk.co.jp
 
オ,129583,有限会社奥⼭⼯業所
〒373-0801,群⾺県太⽥市台之郷町１３３８
2024-11-02
 
オ,212439,株式会社奥⼭内装店
〒065-0026,北海道札幌市東区北２６条東２１丁⽬４ー５
2025-01-09
http:///www.okuyama-n.co.jp/
 
オ,217145,奥友建設株式会社
〒661-0033,兵庫県尼崎市南武庫之荘九丁⽬１１番４８号
2025-09-24
http://www.okuyu.co.jp/
 
オ,127801,株式会社奥脇製作所
〒402-0045,⼭梨県都留市⼤幡１１７０−１
2025-03-12
http://okuwaki-ss.com/



 
オ,111220,株式会社⼩⼝合⾦鋳造所
〒332-0006,埼⽟県川⼝市末広２−２−１３
2026-06-25
http://www16.ocn.ne.jp/~oguchi
 
オ,219070,有限会社⼩⼝熱研
〒394-0002,⻑野県岡⾕市⾚⽻⼀丁⽬３番２１号
2024-02-09
http://www.oguchi-net.com/
 
オ,126910,株式会社オグマ商会
〒416-0947,静岡県富⼠市宮下５２６−２
2024-06-06
http://www.oguma-group.co.jp/
 
オ,128960,オグラ⾦属株式会社
〒326-0013,栃⽊県⾜利市川崎町１３１０
2026-05-22
http://www.ogura-gr.co.jp/
 
オ,111765,⼩倉クラッチ株式会社
〒376-0011,群⾺県桐⽣市相⽣町２−６７８
2023-09-06
http://www.oguraclutch.co.jp
 
オ,212607,株式会社⼩椋組
〒192-0375,東京都⼋王⼦市鑓⽔２丁⽬１１５番地２
2025-05-08
http://www.oguragumi.jp
 
オ,225716,株式会社⼩椋組
〒078-1732,北海道上川郡上川町字共進１５６番地２１
2025-07-01
 
オ,127958,株式会社⼩椋⼯業
〒532-0032,⼤阪市淀川区三津屋北２−９−１３
2025-07-10
http://www.ogura-op.co.jp
 
オ,121603,⼩倉産業株式会社
〒456-0053,名古屋市熱⽥区⼀番１−３−１９
2022-12-17
http://www.ogura-sg.co.jp/
 
オ,212164,⼩倉商事株式会社
〒555-0032,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区⼤和⽥１丁⽬２番７号
2024-05-09
https://ogura-corp.co.jp/
 
オ,211014,株式会社⼩倉造園
〒351-0031,埼⽟県朝霞市宮⼾４ー１ー３６
2025-03-29
 
オ,217892,株式会社⼩倉内装



〒030-0943,⻘森県⻘森市⼤字幸畑字阿部野１４１−７
2023-07-07
 
オ,111568,オグラ宝⽯精機⼯業株式会社
〒143-0016,東京都⼤⽥区⼤森北５−７−１２
2025-01-30
http://www.ogura-indus.co.jp
 
オ,505426,株式会社オグロ
〒945-0071,新潟県柏崎市安政町２−４４
2023-06-25
www.oguro-mfg.com
 
オ,223066,株式会社⼩黒組
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾２丁⽬１７番１５号
2024-05-01
http://www.oguro-gumi.co.jp
 
オ,220630,株式会社⼩黒設備⼯業
〒979-1525,福島県双葉郡浪江町⾼瀬字⼩⾼瀬原１９７番地
2025-01-25
 
オ,220200,桶庄トーヨー住器株式会社
〒299-4312,千葉県⻑⽣郡⼀宮町宮原８６３
2024-08-31
http://www.lixil-madolier.jp/okesyou
 
オ,105262,株式会社桶⾕製作所
〒601-8203,京都府京都市南区久世築⼭町３７６−７ ＫＫＤ会館２Ｆ
2024-10-11
http://www.e-oketani.co.jp
 
オ,106256,株式会社⻑壁建築事務所
〒370-0802,群⾺県⾼崎市並榎町１４４
2024-07-02
http://www.osakabe-ken.jp
 
オ,225769,株式会社尾﨑⼯務店
〒781-1134,⾼知県⼟佐市家俊１５０１番地１
2025-07-01
http://osakikoumuten.com/
 
オ,224361,株式会社オサダ
〒468-0013,愛知県名古屋市天⽩区荒池２丁⽬１３０８番地
2025-04-01
http://kaitai-osada.jp
 
オ,501504,株式会社オサダ
〒192-0156,東京都⼋王⼦市上恩⽅町８２５番地
2023-08-27
https://www.osada-terminal.co.jp
 
オ,504352,有限会社 ⻑⽥運輸（その他）
〒140-0015,品川区⻄⼤井３−７−１６
2026-05-27



 
オ,220752,株式会社⻑⽥鉄筋⼯業
〒381-0043,⻑野県⻑野市吉⽥⼀丁⽬８番６号
2025-03-01
http://www.osadatk.com/
 
オ,231410,株式会社オサテ
〒143-0023,東京都⼤⽥区⼭王⼀丁⽬３番１１号
2025-12-06
 
オ,220486,株式会社おさない
〒036-8086,⻘森県弘前市⼤字⽥園５丁⽬１ー４
2024-11-30
http://www.osanai0371.com/
 
オ,223625,⼩佐野⼯業株式会社
〒403-0004,⼭梨県富⼠吉⽥市下吉⽥７ー３４ー４５
2024-10-01
 
オ,220249,株式会社⻑村電機⼯業所
〒144-0031,東京都⼤⽥区東蒲⽥２−１５−５
2024-09-14
 
オ,231077,株式会社尾崎
〒680-0934,⿃取県⿃取市徳尾４４０番地２
2025-10-18
 
オ,214256,有限会社尾崎建築
〒510-0304,三重県津市河芸町上野３３４ー６０
2025-06-28
 
オ,106860,株式会社尾崎⼯業所
〒300-0022,茨城県⼟浦市⽩⿃町３６１
2026-01-20
 
オ,111608,尾崎製袋店
〒382-0015,⻑野県須坂市太⼦町６６５
2026-07-02
 
オ,106392,株式会社オザック
〒581-0001,⼤阪府⼋尾市末広町２−３−１２
2024-11-05
 
オ,105296,オザックス株式会社
〒101-8054,東京都千代⽥区神⽥三崎町３−１−１６ 神保町北東急ビル７Ｆ
2024-10-17
http://www.ozax.co.jp
 
オ,218335,株式会社ＯＺＡＭＩ
〒533-0013,⼤阪府⼤阪市東淀川区豊⾥２−１１−６５
2023-09-08
https://ozami.jp/
 
オ,226567,株式会社オザワ
〒390-0801,⻑野県松本市美須々７ー８



2026-04-01
 
オ,111595,オザワ科学株式会社
〒460-0003,名古屋市中区錦３−９−２２
2023-11-11
https://www.ozawasc.co.jp
 
オ,217829,株式会社⼩澤建材
〒437-0214,静岡県周智郡森町草ケ⾕４５８
2023-06-23
 
オ,216867,株式会社⼩澤建設⼯業
〒311-2222,茨城県⿅嶋市⼩⼭１１５９ー８９
2025-07-16
 
オ,121557,⼩沢⼯業株式会社
〒212-0026,川崎市幸区紺屋町２０
2025-01-29
http://www.ozawa-kk.com
 
オ,212494,株式会社尾澤⼯業
〒405-0024,⼭梨県⼭梨市歌⽥６８０番地の２
2025-02-27
http://ozawakogyo.co.jp/
 
オ,212495,有限会社オザワ⼯販
〒396-0032,⻑野県伊那市⼩沢８０１５番地２
2025-02-27
 
オ,121599,株式会社⼩沢製作所
〒198-0051,東京都⻘梅市友⽥町４−２４８−１
2025-03-08
http://www.kk-ozawa.co.jp/
 
オ,226018,有限会社⼩澤装室
〒420-0913,静岡県静岡市葵区瀬名川１ー２８ー１８
2025-09-01
 
オ,214498,株式会社⼩沢建具店
〒259-0301,神奈川県⾜柄下郡湯河原町中央１ー１６５１ー１０
2025-12-13
 
オ,121634,株式会社⼩澤鐵⼯所
〒316-0003,茨城県⽇⽴市多賀町５−４−１６
2025-09-12
 
オ,211711,株式会社⼩沢鉄⼯所
〒966-0036,福島県喜多⽅市字柳清⽔３３９４番地の６
2026-06-20
 
オ,230173,株式会社⼩澤⼟⽊
〒432-8048,静岡県浜松市中区森⽥町６番地
2025-06-07
https://www.ozawa-doboku.co.jp
 



オ,111764,有限会社押尾⼯作所
〒230-0032,横浜市鶴⾒区⼤東町１０−１
2023-12-06
 
オ,212537,株式会社オシケン
〒308-0845,茨城県筑⻄市⻄⽅１４６５
2025-03-21
 
オ,101720,押⾕産業株式会社
〒553-0006,⼤阪市福島区吉野４−１６−１２
2024-05-16
http://www.oshitani-sangyo.co.jp/
 
オ,111658,押⾕フェルト化成株式会社
〒104-8131,東京都中央区銀座１−２０−１７
2026-07-13
http://www.oshitani.co.jp
 
オ,229641,株式会社忍⾜研究所
〒350-1322,埼⽟県狭⼭市下広瀬７５５ー１
2026-04-08
http://www.oshitari.co.jp/
 
オ,231042,株式会社押⽥電機製作所
〒223-0057,神奈川県横浜市港北区新⽻町６８１番９
2025-10-11
 
オ,120871,株式会社押野電気製作所
〒140-0004,東京都品川区南品川２−５−２
2024-02-17
http://www.oshinolamps.co.jp
 
オ,215682,株式会社押部
〒651-2312,兵庫県神⼾市⻄区神出町南６２１−１４
2024-10-23
 
オ,129034,押⽔化学⼯業株式会社
〒929-1304,⽯川県⽻咋郡宝達志⽔町南吉⽥ほ之部１０
2026-07-17
 
オ,217805,株式会社ＯＳＨＩＲＯＸ
〒559-0011,⼤阪府⼤阪市住之江区北加賀屋４ー１ー５５
2026-06-23
 
オ,227168,株式会社王⿅
〒279-0043,千葉県浦安市富⼠⾒３ー３ー１４
2023-11-01
 
オ,222971,有限会社⼩島技建
〒780-0056,⾼知県⾼知市北本町１ー４ー１３
2024-04-01
 
オ,224569,⼩代⼯業株式会社
〒167-0023,東京都杉並区上井草１丁⽬９番２５号メゾン福島１０１号
2025-04-01



 
オ,111788,オスコ産業株式会社
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨１−３−７
2024-04-07
http://www.osco.co.jp/
 
オ,220862,尾鈴電気株式会社
〒240-0044,神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区仏向町２２５番３
2025-03-15
http://www.osuzu-denki.co.jp
 
オ,217221,有限会社オスト
〒174-0051,東京都板橋区⼩⾖沢３丁⽬６番７−５０９号室
2025-10-15
 
オ,216777,オスモ＆エーデル株式会社
〒673-1111,兵庫県三⽊市吉川町上荒川字奥⼭７４８番の６
2025-06-25
https://osmo-edel.jp/
 
オ,122405,オスラム株式会社
〒221-0056,神奈川県横浜市神奈川区⾦港町１−７ 横浜ダイヤビルディング１９階
2024-09-05
http://www.osram.co.jp/
 
オ,212884,オセアンリフォーム株式会社
〒244-0003,神奈川県横浜市⼾塚区⼾塚町４７１１ー１オセアン⽮沢ビル２Ｆ
2025-10-23
http://ocean-reform.co.jp/
 
オ,229611,株式会社オセヤ
〒312-0047,茨城県ひたちなか市表町６番８号
2026-03-27
 
オ,224189,⼩瀬屋建硝⼯業有限会社
〒316-0003,茨城県⽇⽴市多賀町５丁⽬９番１８号
2025-02-01
 
オ,111886,オゼキ株式会社
〒460-0008,名古屋市中区栄５−２−２１
2024-07-07
http://www.it-ozeki.com/
 
オ,125787,株式会社尾関
〒104-0041,東京都中央区新富１−１４−１ いちご⼋丁堀ビル７Ｆ
2023-09-14
http://www.ozekinet.com
 
オ,218326,有限会社⼩副川建設
〒845-0003,佐賀県⼩城市⼩城町岩蔵２８２５―３
2023-09-01
 
オ,222257,尾園建設株式会社
〒812-0016,福岡県福岡市博多区博多駅南６丁⽬１５番２１号
2023-10-01



 
オ,105478,株式会社尾⾼⼯作所
〒649-6202,和歌⼭県岩出市根来２３４７−１９７
2025-03-12
 
オ,100521,オタリ株式会社
〒167-0052,東京都杉並区南荻窪４−２９−１８
2025-12-22
https://www.otari.co.jp/
 
オ,104059,オタリテック株式会社
〒169-0051,東京都新宿区⻄早稲⽥３−３０−１６
2024-10-13
http://www.otaritec.co.jp
 
オ,123390,株式会社オダ
〒456-0034,愛知県名古屋市熱⽥区伝⾺２−６−４
2025-01-30
 
オ,121688,⼩⾼製作所
〒174-0063,東京都板橋区前野町１−３−１
2026-03-06
 
オ,104931,株式会社オダギリ
〒111-0042,東京都台東区寿２−５−７
2023-09-14
http://www.odagiri.co.jp
 
オ,230494,有限会社⼩⽥建設
〒891-0114,⿅児島県⿅児島市⼩松原⼆丁⽬１２番２号仮屋ビル１Ｆ
2025-07-19
 
オ,225994,オダコーポレーション株式会社
〒712-8046,岡⼭県倉敷市福⽥町古新⽥７６８ー１９
2025-09-01
https://oda-corp.com/
 
オ,217647,株式会社尾⽥⼯業
〒078-8347,北海道旭川市東光七条５丁⽬３番２１号
2026-03-17
 
オ,223297,⼩⽥⼯業株式会社
〒175-0083,東京都板橋区徳丸３ー２０ー７
2024-07-01
http://www.koeki.net/sakan/kakunin/0339347923/
 
オ,230411,⼩⽥⼯業有限会社
〒591-8012,⼤阪府堺市北区中村町１０４４番地１
2025-07-12
 
オ,222638,株式会社⼩⽥鐡⼯
〒443-0036,愛知県蒲郡市浜町８９
2024-02-01
 
オ,124534,株式会社織⽥鐵⼯所



〒720-1133,広島県福⼭市駅家町⼤字近⽥３０１−１
2025-10-04
http://www.oda-iron-works.co.jp
 
オ,225801,⼩⽥鐵網株式会社
〒454-0818,愛知県名古屋市中川区松葉町３丁⽬４１番地
2025-08-01
http://www.odax.co.jp/
 
オ,100134,株式会社⼩⽥原アクト
〒250-0862,神奈川県⼩⽥原市成⽥６５７
2025-08-03
http://www.e-act.jp/
 
オ,105056,株式会社⼩⽥原機器
〒250-0005,神奈川県⼩⽥原市中町１−１１−３
2024-03-12
https://www.odawarakiki.com/
 
オ,105804,⼩⽥原鉱⽯株式会社
〒256-0815,神奈川県⼩⽥原市⼩⼋幡２−３−６ ２階
2025-12-18
http://www.odawarakoseki.co.jp
 
オ,214894,株式会社⼩⽥原体育器具社
〒258-0021,神奈川県⾜柄上郡開成町吉⽥島１６８５番地２
2023-07-25
 
オ,219576,⼩⽥原緑化開発株式会社
〒378-0062,群⾺県沼⽥市町⽥町６９４番地１
2024-04-13
https://www.odawara-rk.com/
 
オ,111564,株式会社オチアイ
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾１−１１−１２
2024-04-16
http://www.ochiai-if.co.jp
 
オ,226708,株式会社オチアイ
〒360-0035,埼⽟県熊⾕市河原町１丁⽬１２０番地
2026-05-01
 
オ,221686,株式会社落合組
〒654-0151,兵庫県神⼾市須磨区北落合４丁⽬３８番地２
2025-06-01
_
 
オ,224256,落合⼯業株式会社
〒980-0004,宮城県仙台市⻘葉区宮町２丁⽬１番４号
2025-03-01
_
 
オ,501368,株式会社 落合⼯務店
〒328-0113,栃⽊県栃⽊市都賀町合戦場２４８−１
2024-09-05



 
オ,223522,株式会社落合商店
〒143-0016,東京都⼤⽥区⼤森北４丁⽬２６番１２号東美ビル１Ｆ
2024-08-01
 
オ,210981,有限会社落合建具製作所
〒690-0815,島根県松江市⻄持⽥町８００ー５
2025-03-18
 
オ,128808,株式会社落合堂製作所
〒992-0472,⼭形県南陽市宮内２４３８−６
2026-02-22
http://www.ochiaido-ss.co.jp/
 
オ,224214,株式会社越智運送店
〒136-0082,東京都江東区新⽊場１丁⽬２番３号
2025-02-01
http://www.ochiunso.co.jp
 
オ,231951,株式会社オチカイ・テクノス
〒328-0112,栃⽊県栃⽊市都賀町平川８２１番地１
2026-04-25
 
オ,218685,有限会社越智⼯業
〒736-0085,広島県広島市安芸区⽮野⻄四丁⽬２６番３５号
2023-12-01
 
オ,221026,越智産業株式会社
〒810-0071,福岡県福岡市中央区那の津３丁⽬１２番２０号
2025-01-01
https://www.ochisangyo.co.jp/
 
オ,210227,越智電機産業株式会社
〒794-0015,愛媛県今治市常盤町五丁⽬１番４号
2024-03-19
http://www.ochi-e.co.jp
 
オ,121503,オヂヤセイキ株式会社
〒947-0042,新潟県⼩千⾕市平沢２−１１−１９
2025-04-06
http://www.ojiyas.co.jp
 
オ,104534,株式会社⼩千⾕精⼯
〒949-8722,新潟県⼩千⾕市⼤字川井５７５−１
2025-09-12
https://www.ojiya-seiko.co.jp/
 
オ,121593,オックスジャッキ株式会社
〒104-0041,東京都中央区新富１−２−１０
2025-04-23
http://www.oxjack.co.jp
 
オ,121724,オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社
〒140-0002,東京都品川区東品川３−３２−４２ ＩＳビル
2026-06-24



https://www.oxinst.jp/
 
オ,231115,株式会社⾳環境研究所
〒101-0044,東京都千代⽥区鍛冶町⼆丁⽬４番７号
2025-10-18
http://www.otokan.co.jp/
 
オ,214288,有限会社⼄川組
〒292-0043,千葉県⽊更津市東太⽥２丁⽬１３番２０号 メゾン樹Ｂ棟１０１
2025-07-12
 
オ,213287,有限会社オトキタ設備
〒031-0001,⻘森県⼋⼾市類家１ー２ー１０
2020-06-24
 
オ,214485,株式会社⾳沢⼟建
〒938-0174,富⼭県黒部市宇奈⽉町⾳沢５８４
2022-11-29
http://www.otozawa.com
 
オ,215377,⼄姫建設株式会社
〒508-0501,岐⾩県中津川市⼭⼝３０５８ー１
2024-05-01
 
オ,215033,⾳⽻開発株式会社
〒441-0201,愛知県豊川市萩町後⽥奥３０
2023-10-10
 
オ,231962,株式会社オトワコーエイ
〒410-0308,静岡県沼津市柳澤４９２番地
2026-04-25
https://gecoss.com/otowa/
 
オ,501625,⾳⽻電機⼯業株式会社
〒661-0976,⼤阪府⼤阪市北区豊崎１丁⽬１２番１３−４０１号
2025-12-14
http://www.otowadenki.co.jp/
 
オ,215745,株式会社オナイ
〒165-0024,東京都中野区松が丘１ー３０ー２
2024-11-13
 
オ,221778,株式会社尾中塗装店
〒750-0045,⼭⼝県下関市元町８の２５
2025-07-01
 
オ,229046,株式会社⼩名浜製作所
〒971-8182,福島県いわき市泉町滝尻字中瀬６５番地
2025-05-31
http://www.onasei.co.jp
 
オ,223733,⿁塚電気⼯事株式会社
〒870-0930,⼤分県⼤分市⼤字津留字六本松１９８１ー６
2024-11-01
http://www.onizuka.co.jp



 
オ,230730,オニテック 仁張均（その他）
〒620-0311,京都府福知⼭市⼤江町蓼原２７７
2025-08-16
 
オ,212539,有限会社⼩貫⼯業
〒315-0116,茨城県⽯岡市柿岡３４３５ー１８
2025-03-21
 
オ,228707,⼩沼建設株式会社
〒314-0012,茨城県⿅嶋市⼤字平井１３４５番地
2024-11-29
 
オ,215643,有限会社⼩沼⼯業
〒250-0106,神奈川県南⾜柄市怒⽥１３２４ー９
2024-10-16
 
オ,120358,株式会社⼩沼製作所
〒386-0005,⻑野県上⽥市古⾥１９９８−６
2023-09-02
 
オ,111674,株式会社オネスト
〒699-0111,島根県松江市東出雲町意宇南６−３−１
2026-01-28
http://www.onest.co.jp
 
オ,111690,株式会社オネスト
〒170-6038,東京都豊島区東池袋３−１−１ サンシャイン６０ ３８階
2025-03-03
https://www.honest.co.jp/
 
オ,216161,株式会社オネスト
〒579-8064,⼤阪府東⼤阪市池島町３丁⽬６番６号
2025-03-19
http://www.e-honest.co.jp/
 
オ,220013,オネスト東⽇本株式会社
〒980-0021,宮城県仙台市⻘葉区中央４丁⽬７−１７ベルザ仙台９階９０１号室
2024-07-13
 
オ,127471,株式会社⼩野
〒130-0011,東京都墨⽥区⽯原１−７−１０ 佐藤ビル１Ｆ
2024-10-19
https://ymg-ono.co.jp
 
オ,230980,⼩野岡塗装株式会社
〒325-0017,栃⽊県那須塩原市黒磯６番地４４７
2025-10-04
 
オ,218066,株式会社⼩野⾦物
〒130-0022,東京都墨⽥区江東橋２−１３−４
2023-08-04
 
オ,210850,株式会社⼩野垣組
〒085-0057,北海道釧路市愛国⻄３丁⽬２番８号



2025-01-25
 
オ,121970,有限会社⼩野⾦属⼯業所
〒808-0109,福岡県北九州市若松区南⼆島２−２６−１７
2024-07-23
 
オ,216037,株式会社⼩野組
〒959-2646,新潟県胎内市⻄栄町２番２３号
2025-02-12
https://www.ono-gumi.co.jp/
 
オ,223565,株式会社⼩野組
〒571-0016,⼤阪府⾨真市島頭１丁⽬１番１６号
2024-09-01
 
オ,223759,⼩野建株式会社
〒803-8558,福岡県北九州市⼩倉北区⻄港町１２ー１
2024-11-01
http://www.onoken.co.jp/
 
オ,214989,⼩野建沖縄株式会社
〒900-0015,沖縄県那覇市久茂地３−２１−１國場ビルディング８Ｆ
2023-09-12
 
オ,218586,⼩野建材株式会社
〒502-0858,岐⾩県岐⾩市下⼟居２−１３−７
2023-11-04
 
オ,218708,⼩野建設株式会社
〒990-2484,⼭形県⼭形市篭⽥１−６−７
2023-12-08
 
オ,125223,⼩野⼯業有限会社
〒243-0431,神奈川県海⽼名市上今泉５−５−３２
2023-02-14
 
オ,220887,株式会社⼩野興業
〒043-0111,北海道爾志郡⼄部町字⿃⼭１１０番地２
2025-03-22
https://ono-kougyo.com
 
オ,227064,株式会社⼩野⼯業
〒812-0039,福岡県福岡市博多区冷泉町１−３エクセレンス祇園２１３
2023-09-01
 
オ,220972,尾野⼯業 尾野正光（その他）
〒654-0052,兵庫県神⼾市須磨区⾏幸町４丁⽬４ー１０ー５０１
2025-04-05
 
オ,216241,株式会社⼩野⼯業所
〒960-2261,福島県福島市町庭坂字堀ノ内３番地１
2025-03-26
https://onokogyosyo.takumino.co.jp/
 
オ,226801,株式会社⼩野⼯業所



〒130-0011,東京都墨⽥区⽯原四丁⽬１２番１号
2026-06-01
http://www.onokougyosho.co.jp
 
オ,218121,株式会社⼩野⼯建
〒566-0001,⼤阪府摂津市千⾥丘６丁⽬４番２号
2023-08-04
 
オ,224610,株式会社⼩野⼯務店
〒203-0053,東京都東久留⽶市本町３丁⽬４番９号
2025-04-01
https://onokoumuten.co.jp/
 
オ,214333,株式会社⼩野⾥⼯務店
〒300-3572,茨城県結城郡⼋千代町⼤字菅⾕１０１５
2025-08-23
 
オ,100649,⼩野産業システム株式会社
〒651-2228,兵庫県神⼾市⻄区⾒津が丘５−２−１１
2026-03-09
http://www.ono-is.jp
 
オ,104287,有限会社オノザト
〒378-0065,群⾺県沼⽥市堀廻町３１６
2025-02-08
http://www.onozato.jp/index.html
 
オ,100470,株式会社⼩野商会
〒996-0027,⼭形県新庄市本町１−２
2025-12-09
 
オ,105369,株式会社⼩野製作所
〒394-0034,⻑野県岡⾕市湖畔１−１４−２２
2024-12-06
http://www.ono-seisakusho.co.jp/
 
オ,125836,有限会社⼩野製作所
〒399-0651,⻑野県塩尻市⼤字北⼩野９４４−３
2023-09-26
http://onosei.xsrv.jp/
 
オ,227455,株式会社⼩野設備
〒244-0805,神奈川県横浜市⼾塚区川上町８９３ー１
2024-02-28
 
オ,231202,⼩野設備⼯業株式会社
〒430-0903,静岡県浜松市中区助信町３１番１９号
2025-11-01
http://www.tech-ono.co.jp
 
オ,211050,⼩野⽥ケミコ株式会社
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町３ー２１
2026-04-01
https://www.chemico.co.jp/
 



オ,211922,⼩野⽥ケミコ株式会社
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町三丁⽬２１番地
2023-12-05
http://www.chemico.co.jp/
 
オ,111745,株式会社オノックスエムティーティー
〒434-0003,静岡県浜松市浜北区新原５９４０
2023-09-06
http://www.onox.jp
 
オ,121704,⼩野塚精機株式会社
〒370-3513,群⾺県⾼崎市北原町８５３
2026-06-19
http://www.onozka.com/
 
オ,215747,⼩野電気株式会社
〒473-0914,愛知県豊⽥市若林東町棚⽥１０９番地２
2024-11-13
http://www.onodenki.com/
 
オ,229121,株式会社⼩野電気商会
〒503-0321,岐⾩県海津市平⽥町今尾１８２６−１
2025-06-18
https://onodenki-shokai.co.jp/
 
オ,217912,⼩野電産業株式会社
〒503-0854,岐⾩県⼤垣市築捨町４丁⽬３８番地の３
2023-07-07
 
オ,121755,株式会社⼩野電⼦⼯業
〒616-8184,京都市右京区太秦中筋町１２
2026-04-08
https://onodenshi.co.jp
 
オ,217858,合同会社⼩野原⼯業（その他）
〒234-0056,神奈川県横浜市港南区野庭町９６０−４３
2023-06-30
 
オ,211247,有限会社⼩野板⾦⼯業
〒998-0842,⼭形県酒⽥市⻲ケ崎三丁⽬２番５９号
2025-06-29
https://www.onometal.com/
 
オ,102655,株式会社ｏｎｏｍｉ
〒721-0972,広島県福⼭市⽇吉台３−９−１２
2025-07-05
 
オ,214746,株式会社⼩野光商事
〒983-0031,宮城県仙台市宮城野区⼩鶴２丁⽬５番５５号
2026-05-30
https://onomitsusyouji.com/
 
オ,218680,⼩野リース株式会社
〒983-0034,宮城県仙台市宮城野区扇町４丁⽬１−２６
2023-12-01



 
オ,213623,有限会社⼩野⼒銘⽊店
〒983-0035,宮城県仙台市宮城野区⽇の出町１ー１ー３４
2024-03-10
 
オ,121558,株式会社オハラ
〒252-5286,神奈川県相模原市中央区⼩⼭１−１５−３０
2025-05-28
http://www.ohara-inc.co.jp
 
オ,129084,株式会社オハラ・クオーツ
〒640-8404,和歌⼭県和歌⼭市湊１８５０
2023-09-05
http://www.ohara-quartz.co.jp
 
オ,101410,⼩原化⼯株式会社
〒103-8352,東京都中央区⽇本橋⼩⾈町３−８
2023-12-03
http://www.ohara.co.jp
 
オ,213576,株式会社オバタ
〒171-0043,東京都豊島区要町２丁⽬１４番１８号
2024-02-03
 
オ,215658,株式会社尾端仮設
〒701-0221,岡⼭県岡⼭市南区藤⽥６４９−２８
2024-10-16
 
オ,216113,株式会社⼩畑ガラス
〒359-0027,埼⽟県所沢市⼤字松郷１５２ー１２
2025-03-05
 
オ,215462,株式会社尾端組
〒700-0845,岡⼭県岡⼭市南区浜野３ー８ー２０
2024-06-19
 
オ,215616,株式会社尾花組
〒646-0061,和歌⼭県⽥辺市上の⼭１−１５−２２
2024-10-02
http://www.obana.co.jp/
 
オ,225355,尾花興業株式会社
〒124-0023,東京都葛飾区東新⼩岩７ー２４ー１２
2025-06-01
_
 
オ,501577,ＯＢＡＲＡ株式会社
〒406-0853,⼭梨県笛吹市境川町藤垈４１５１
2026-07-08
http://www.obara.co.jp/
 
オ,231059,株式会社⼩原組
〒290-0011,千葉県市原市能満２０８０番地
2025-10-11
http://www.obaragumi.co.jp



 
オ,229954,株式会社⼩原⼯業
〒130-0022,東京都墨⽥区江東橋４−１６−１
2023-09-18
 
オ,211228,株式会社⼩原⼯務店
〒120-0041,東京都⾜⽴区千住元町３３ー３
2025-06-29
 
オ,111526,有限会社⼩原精⼯所
〒144-0056,東京都⼤⽥区⻄六郷１−１７−６
2024-09-01
 
オ,211570,株式会社帯建⼯業
〒080-0811,北海道帯広市東⼗⼀条南⼋丁⽬⼀番地の⼆〇
2025-03-01
http://www.obiken.com
 
オ,123910,帯広電⼦株式会社
〒947-0044,新潟県⼩千⾕市⼤字坪野８５３
2025-05-31
http://www.obihirodenshi.co.jp/
 
オ,228012,帯広ハウスクリーニング有限会社
〒080-0861,北海道帯広市南の森東４丁⽬３番地４
2021-05-08
 
オ,216910,オビヤ管機株式会社
〒332-0003,埼⽟県川⼝市東領家４ー１２ー２３
2025-07-23
http://www.obikan.com
 
オ,125992,株式会社オフィス・ケイ
〒210-0014,川崎市川崎区⾙塚１−１５−３ 杉⼭ビル７０１号
2023-11-07
 
オ,231043,株式会社オフィスＩＫＥＤＡ
〒350-0066,埼⽟県川越市連雀町２７番地４ルネサンスシティ川越１１０４号室
2025-10-11
 
オ,218870,株式会社オフィスエヌアーク
〒063-0830,北海道札幌市⻄区発寒⼗条５丁⽬１番５号１０１
2024-01-05
https://www.n-arch.co.jp/index.html
 
オ,102474,株式会社オフィスエフエイ・コム
〒329-0216,栃⽊県⼩⼭市楢⽊２９３−２１
2025-03-15
 
オ,101962,株式会社オフィスエムアンドエム
〒317-0076,茨城県⽇⽴市会瀬町３−２５−１１
2024-11-26
http://www.office-mm.jp
 
オ,220874,株式会社オフィスコーポレーション



〒731-0103,広島県広島市安佐南区緑井三丁⽬１４番６号
2025-03-15
http://www.office-pits.co.jp/
 
オ,111702,オフィスメーション株式会社
〒850-0037,⻑崎県⻑崎市⾦屋町２−６
2023-09-20
http://www.nagasaki-om.co.jp
 
オ,106821,株式会社Ｏｆｆｉｃｅ ＭＥＢＩＵＳ
〒107-0062,東京都港区南⻘⼭１−１５−１９ グランドメゾン乃⽊坂２０５号
2025-12-16
https://www.office-mebius.com/
 
オ,216965,株式会社⼩淵
〒372-0824,群⾺県伊勢崎市柴町７３８番地３
2025-08-06
https://obuchi-denki.co.jp
 
オ,111507,株式会社オブチ電機製作所
〒252-0184,神奈川県相模原市緑区⼩渕６８０
2024-01-31
https://www.obuchi.co.jp/
 
オ,216203,株式会社オブロン
〒595-0011,⼤阪府泉⼤津市曽根町２丁⽬３番２４号
2025-03-26
 
オ,100887,株式会社オプサス
〒164-0013,東京都中野区弥⽣町１−５４−１２ 豊久ビル
2023-09-30
http://www.opsas.co.jp/
 
オ,217708,株式会社オプスフェクス
〒108-0022,東京都港区海岸３ー１７ー１５ー４０２号室
2026-04-14
 
オ,500162,株式会社オプテージ
〒540-8622,⼤阪府⼤阪市中央区城⾒２丁⽬１番５号 オプテージビル
2023-11-27
https://optage.co.jp/
 
オ,126581,株式会社オプティックス ナガノ
〒399-4511,⻑野県上伊那郡南箕輪村３６７５−１
2024-02-13
 
オ,104044,株式会社オプティマ
〒141-0032,東京都品川区⼤崎３−５−２
2024-10-09
http://www.opt.co.jp/
 
オ,105788,オプテクノ株式会社
〒252-0317,神奈川県相模原市南区御園２−１５−７ ドゥエル御園１Ｆ
2025-12-10
http://www.optechno.co.jp/



 
オ,106417,オプテックス・エフエー株式会社
〒600-8815,京都府京都市下京区中堂寺粟⽥町９１ 京都リサーチパーク９号館
2024-11-19
 
オ,106424,オプテックス・エムエフジー株式会社
〒612-8418,京都市伏⾒区⽵⽥向代町２１
2024-11-29
https://www.mfg.optexgroup.co.jp/
 
オ,103208,オプテックス⼯業株式会社
〒999-4221,⼭形県尾花沢市⼤字尾花沢３３００−１５
2023-06-16
http://www.optecs.co.jp
 
オ,127840,株式会社オプト・システム
〒610-0313,京都府京⽥辺市三⼭⽊野神１００
2025-03-26
http://www.opto-system.co.jp
 
オ,121757,株式会社オプトエレクトロニクス
〒335-0002,埼⽟県蕨市塚越４−１２−１７
2026-06-06
https://www.opto.co.jp
 
オ,102051,株式会社オプトサイエンス
〒160-0014,東京都新宿区内藤町１
2024-12-21
https://www.optoscience.com/index.html
 
オ,121654,株式会社オプトサイエンス
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥２−２４−４ ウエストヒル３Ｆ
2025-09-17
http://www.optscience.co.jp/
 
オ,106079,株式会社オプトニクス精密
〒326-0037,栃⽊県⾜利市富⼠⾒町２６
2023-11-09
http://www.optnics.co.jp
 
オ,103049,株式会社オプトピア
〒213-0012,神奈川県川崎市⾼津区坂⼾３−２−１ かながわサイエンスパーク⻄棟６１１
2023-02-19
http://www.optopia.co.jp
 
オ,503501,株式会社オプトピア
〒770-0052,徳島県徳島市中島⽥町三丁⽬５６番地１
2025-08-23
https://www.optpia.co.jp/
 
オ,120203,株式会社オプトライン
〒170-0013,東京都豊島区東池袋１−２４−１
2023-08-01
http://www.opto-line.co.jp
 



オ,129874,株式会社オプトロンサイエンス
〒113-0033,東京都⽂京区本郷３−２１−８
2025-03-31
http://www.opt-ron.com/
 
オ,126646,オプトンジャパン株式会社
〒211-0004,神奈川県川崎市中原区新丸⼦東２−９２６ ユタカビル２Ｆ
2024-02-23
http://www.optonjapan.co.jp/
 
オ,123280,株式会社オプナス
〒103-0007,東京都中央区⽇本橋浜町２−１７−８ 浜町平和ビル４Ｆ
2025-07-30
 
オ,230334,株式会社オプロス
〒603-8022,京都府京都市北区上賀茂東後藤町２０番地１８
2025-07-05
https://www.opros.co.jp
 
オ,121636,株式会社オホギ
〒744-0027,⼭⼝県下松市南花岡１−６−５
2025-12-11
http://www.ohogi.com
 
オ,222175,⼩俣シャッター⼯業株式会社
〒114-0022,東京都北区王⼦本町２丁⽬２３番９号
2026-05-01
https://www.omata-s.co.jp/
 
オ,215180,株式会社⼩⾒解体
〒270-2213,千葉県松⼾市五⾹１−１１−８
2024-01-16
http://www.omikaitai.co.jp
 
オ,220470,有限会社⾂建
〒349-0133,埼⽟県蓮⽥市⼤字閏⼾４１２２番地の７７
2024-11-22
https://omiken.pro/index.html
 
オ,128705,株式会社オム印刷
〒587-0062,⼤阪府堺市美原区太井５６５−１
2026-01-16
http://www.om-print.co.jp/
 
オ,226872,オムステンレス⼯業有限会社
〒179-0071,東京都練⾺区旭町３ー１１ー２１
2023-07-01
 
オ,227019,株式会社オムテック
〒171-0021,東京都豊島区⻄池袋５丁⽬２６番１９号
2023-09-01
http://www.omtecinc.co.jp
 
オ,121420,オムニフィジックス株式会社
〒213-0001,川崎市⾼津区溝⼝６−２３−１４



2024-04-11
http://www.omniphysics.co.jp
 
オ,215699,有限会社オムラ
〒422-8034,静岡県静岡市駿河区⻄脇１２８１−３
2024-10-30
 
オ,104080,オムロン株式会社
〒600-8530,京都市下京区塩⼩路通堀川東⼊南不動堂町８０１
2025-04-13
https://www.omron.co.jp
 
オ,127443,オムロンアミューズメント株式会社
〒491-0201,愛知県⼀宮市奥町字野越４６
2024-10-04
http://www.omron-amusement.jp
 
オ,123559,オムロン関⻄制御機器株式会社
〒530-0004,⼤阪市北区堂島浜２−２−８ 東洋紡ビル８階
2025-10-17
https://www.omron-kansai.co.jp/
 
オ,505477,オムロンソーシアルソリューションズ株式会社
〒108-0075,東京都港区港南２−３−１３ 品川フロントビル７Ｆ
2023-10-20
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/
 
オ,223165,株式会社⾯川建機製作所
〒116-0001,東京都荒川区町屋４ー１８ー１４
2021-06-01
http://www.omokawa.jp/
 
オ,220728,表⻄鉄⼯建設株式会社
〒566-0042,⼤阪府摂津市東別府⼀丁⽬２番４０号
2025-02-21
 
オ,120583,雄⼭株式会社
〒650-0047,神⼾市中央区港島南町１−４−６
2023-11-05
http://www.oyama-web.com
 
オ,210112,株式会社⼩⼭⼯作所
〒323-0804,栃⽊県⼩⼭市⼤字萱橋１１９３ー９
2023-12-25
 
オ,111100,⼩⼭鋼材株式会社
〒323-0158,栃⽊県⼩⼭市梁２３３３−３１
2023-06-04
http://www.oyama-kozai.com
 
オ,214599,株式会社⼩⼭⽥⼯事
〒187-0032,東京都⼩平市⼩川町１ー９６２ー１
2026-02-28
 
オ,212048,⼩⼭⽥重機株式会社



〒193-0801,東京都⼋王⼦市川⼝町１５８９番地
2024-02-23
 
オ,102929,オリーブ情報処理サービス株式会社
〒060-0042,札幌市中央区⼤通⻄６−５−４ ５８⼭京ビル３Ｆ
2025-12-20
http://www.olive.co.jp
 
オ,505680,オリエクス株式会社
〒661-0976,東京都台東区上野６丁⽬１６番１６号
2025-03-14
http://www.oriex.co.jp/
 
オ,224494,株式会社オリエンタル
〒064-0952,北海道札幌市中央区宮の森２条１０丁⽬１ー６
2025-04-01
 
オ,228654,オリエンタル技研⼯業株式会社
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町２丁⽬９番地
2024-11-16
https://www.orientalgiken.co.jp/
 
オ,105487,オリエンタル酵⺟⼯業株式会社
〒174-8505,東京都板橋区⼩⾖沢３−６−１０
2025-03-18
http://www.oyc.co.jp/
 
オ,226297,オリエンタル⽩⽯株式会社
〒135-0061,東京都江東区豊洲五丁⽬６ー５２
2026-01-01
https://www.orsc.co.jp/
 
オ,213544,オリエンタル設備⼯業株式会社
〒243-0815,神奈川県厚⽊市妻⽥⻄３ー２４ー３４
2024-01-06
 
オ,106033,オリエンタルチエン⼯業株式会社
〒924-0016,⽯川県⽩⼭市宮永市町４８５
2023-09-16
https://www.ocm.co.jp/
 
オ,111991,株式会社オリエンタルパーツ
〒192-0906,東京都⼋王⼦市北野町５４９−１８
2024-08-28
 
オ,215994,オリエンタルプラントサービス株式会社
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町３丁⽬１番１７号
2025-02-05
http://www.oriental-ps.co.jp
 
オ,224188,オリエンタルメタル株式会社
〒335-0002,埼⽟県蕨市塚越５丁⽬１２番２号
2025-02-01
http://www.orimeta.co.jp/
 



オ,111525,オリエンタルモーター株式会社
〒110-8536,東京都台東区東上野４−８−１
2023-10-07
http://www.orientalmotor.co.jp
 
オ,503787,株式会社オリエンティ
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕３丁⽬９番２号渋⾕ロイヤルビル
2026-05-24
http//www.orienty.co.jp
 
オ,111787,株式会社オリエント
〒870-0905,⼤分市向原⻄２−７−４１
2023-11-29
 
オ,104316,オリヱント化学⼯業株式会社
〒541-0054,⼤阪市中央区南本町１−７−１５ 明治安⽥⽣命堺筋本町ビル１１階
2025-03-04
https://www.orientchemical.com/index.html
 
オ,222427,株式会社オリエント技研
〒133-0022,東京都江⼾川区⾕河内２丁⽬４番６号メゾンエスユー２Ｆ
2023-12-01
http://www.orientogiken.co.jp/
 
オ,224381,オリエント産業株式会社
〒810-0073,福岡県福岡市中央区舞鶴１丁⽬４番１９号
2025-04-01
http://www.orient-sangyo.co.jp
 
オ,503287,オリエント商事株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀２−２０−８ ⼋丁堀綜通ビル
2024-11-16
https://www.orientshoji.co.jp/
 
オ,111534,株式会社オリエントマイクロウエーブ
〒532-0002,⼤阪市淀川区東三国１−３３−１２
2024-03-31
https://www.orient-microwave.co.jp
 
オ,504674,株式会社オリオグローバル
〒101-0031,東京都千代⽥区東神⽥１−１６−７
2026-06-14
http://www.orioglobal.com/
 
オ,111611,オリオ精機株式会社
〒806-0004,北九州市⼋幡⻄区黒崎城⽯１−２
2026-03-08
http://www.orioseiki.co.jp
 
オ,101403,オリオン株式会社
〒604-0837,京都市中京区東洞院⼆条下る⽡之町３７４
2025-11-30
http://www.orion.co.jp/
 
オ,505408,オリオンオートクラフト株式会社



〒389-0601,⻑野県埴科郡坂城町⼤字坂城９４１７
2026-06-17
https://orionac.co.jp/
 
オ,501690,オリオン科学株式会社
〒350-0833,埼⽟県川越市芳野台１−１０３−１６
2025-11-02
http://www.orion-science.co.jp/
 
オ,505164,オリオン機械株式会社
〒382-8502,⻑野県須坂市幸⾼２４６
2024-12-27
http://www.orionkikai.co.jp/
 
オ,124371,有限会社オリオン精機
〒389-0206,⻑野県北佐久郡御代⽥町御代⽥３７６２−１
2025-07-15
 
オ,102972,オリオン精⼯株式会社
〒382-0041,⻑野県須坂市⼤字⽶持５７１−３
2023-01-23
http://www.orionseikou.co.jp
 
オ,125617,オリオン精⼯株式会社
〒370-0501,群⾺県⾢楽郡千代⽥町福島６３３
2026-06-20
http://www.orion-seiko.co.jp
 
オ,125831,株式会社オリオンテック
〒144-0045,東京都⼤⽥区南六郷２−２６−２０
2023-09-26
http://www.oriontec.co.jp
 
オ,231968,オリオン電気⼯事株式会社
〒265-0061,千葉県千葉市若葉区⾼根町５９９番１
2026-05-09
 
オ,106646,オリオン電⼦株式会社
〒357-0215,埼⽟県飯能市坂⽯６４０−６
2025-05-10
http://oriden.wix.com/oriondenshi
 
オ,210402,折笠測建墨⼯株式会社
〒112-0002,東京都⽂京区⼩⽯川１丁⽬１０番１３⼩⽯川⽂天ビル４階
2024-06-30
 
オ,501527,株式会社オリコム
〒105-0004,東京都港区新橋１丁⽬１１番７号
2026-02-26
https://www.oricom.co.jp
 
オ,221485,折式⽥鋼建株式会社
〒850-0875,⻑崎県⻑崎市栄町３番４号
2025-04-01
 



オ,217771,オリジナル建装株式会社
〒600-8150,京都府京都市下京区上珠数屋町通東洞院⻄⼊上珠数屋町３３３番地２
2026-06-09
https://www.ork-kyoto.com
 
オ,101715,株式会社オリジン
〒338-0823,埼⽟県さいたま市桜区栄和３−３−２７
2025-09-18
https://www.origin.co.jp/
 
オ,101033,株式会社オリジン商事
〒530-0001,⼤阪府⼤阪市北区梅⽥１−１１−４−８００ ⼤阪駅前第４ビル８１２号
2024-12-14
https://origin-shoji.co.jp/
 
オ,228325,有限会社織⽥シーリング
〒918-8026,福井県福井市渕四丁⽬１５０３番地
2024-07-27
 
オ,121788,株式会社織⽥螺旋製作所
〒537-0001,⼤阪府⼤阪市東成区深江北３−５−２
2024-06-03
 
オ,227269,オリックス・ファシリティーズ株式会社
〒600-8385,京都府京都市下京区⼤宮通仏光寺下る五坊⼤宮町９９
2020-12-21
https://www.orix-f.co.jp/
 
オ,101985,オリックス・レンテック株式会社
〒141-0001,東京都品川区北品川５−５−１５ ⼤崎ブライトコア
2026-02-13
http://www.orixrentec.jp/
 
オ,101223,オリップ株式会社
〒558-0003,⼤阪市住吉区⻑居１−２−９
2025-05-14
https://www.olip.com/
 
オ,223195,折出産業株式会社
〒734-0026,広島県広島市南区仁保４ー５ー７
2024-06-01
 
オ,123104,株式会社オリナス
〒530-0003,⼤阪市北区堂島２−４−２７ 新藤⽥ビル１４Ｆ
2025-04-13
http://www.olinas.co.jp
 
オ,221356,株式会社渡橋組
〒725-0011,広島県⽵原市⼩梨町９３０３番地
2025-04-01
_
 
オ,222568,株式会社折橋政次郎商店
〒930-0087,富⼭県富⼭市安野屋町３ー１ー６
2024-01-01



 
オ,121551,折原⼯業株式会社
〒242-0007,神奈川県⼤和市中央林間２−１６−１３
2025-03-13
http://www.orihara-kk.co.jp/
 
オ,121643,オリムベクスタ株式会社
〒111-0056,東京都台東区⼩島２−１９−１０ ＯＭ新御徒町ビル２Ｆ
2025-12-27
http://www.orimvexta.co.jp/
 
オ,127604,オリンパス株式会社
〒163-0914,東京都新宿区⻄新宿２−３−１ 新宿モノリス
2024-12-04
https://www.olympus.co.jp/
 
オ,501630,オリンパス株式会社
〒163-0914,東京都新宿区⻄新宿２−３−１ 新宿モノリス１４Ｆ
2022-09-28
https://www.olympus.co.jp/
 
オ,122597,オリンパスマーケティング株式会社
〒163-0914,東京都新宿区⻄新宿２−３−１ 新宿モノリス
2025-03-23
https://www.olympus-marketing.co.jp/
 
オ,102806,オリンピア⼯業株式会社
〒190-0013,東京都⽴川市富⼠⾒町７−３３−２８
2025-10-02
 
オ,121556,オリンピア照明株式会社
〒107-0062,東京都港区南⻘⼭４−１−１５
2025-04-04
http://www.olympia-jp.co.jp
 
オ,111664,オルガノ株式会社
〒136-8631,東京都江東区新砂１−２−８
2026-01-13
https://www.organo.co.jp/
 
オ,111879,オルガン針株式会社
〒386-1436,⻑野県上⽥市前⼭１
2024-06-26
https://www.organ-needles.com
 
オ,219583,株式会社オルター
〒239-0822,神奈川県横須賀市浦賀５−２７−７
2024-04-13
 
オ,100429,オルティカテクニカルソリューション株式会社
〒194-0011,東京都町⽥市成瀬が丘２−２７−１
2025-11-18
https://www.otsc.co.jp
 
オ,106374,株式会社オレンジアーチ



〒120-0034,東京都⾜⽴区千住１−１１−２ 北千住Ｖビルディング７階
2024-10-20
 
オ,121747,株式会社尾張クリーンパイプ
〒485-0016,愛知県⼩牧市間々原新⽥１０５３
2023-06-06
http://www.owaricp.jp/
 
オ,111932,尾張精機株式会社
〒461-8678,名古屋市東区⽮⽥３−１６−８５
2024-07-26
http://www.owariseiki.co.jp
 
オ,223041,株式会社尾張鉄
〒604-8853,京都府京都市中京区壬⽣東淵⽥町３
2024-04-01
 
オ,123649,オン・セミコンダクター株式会社
〒141-6006,東京都品川区⼤崎２−１−１ ＴｈｉｎｋＰａｒｋ Ｔｏｗｅｒ６階
2025-02-27
 
オ,220319,有限会社オンアイ興業
〒351-0114,埼⽟県和光市本町３１−２−１５０３
2024-10-05
 
オ,124342,株式会社オンガエンジニアリング
〒822-0022,福岡県直⽅市知古２−１０−４１
2025-07-08
http://www.oec-hp.com/
 
オ,121640,株式会社⾳研
〒173-0027,東京都板橋区南町６０−２
2025-06-21
http://www.onken.co.jp
 
オ,217863,オン・スライド合同会社
〒088-2157,北海道釧路郡釧路町わらび１丁⽬４６番地
2026-06-30
 
オ,120756,恩⽥⼯業株式会社
〒501-2251,岐⾩県⼭県市柿野６１−２
2024-01-14
http://www.e-onda.co.jp
 
オ,121780,恩智製鋲株式会社
〒581-0022,⼤阪府⼋尾市柏村町３−１２２
2026-03-29
 
オ,121567,株式会社オンテック
〒564-0062,⼤阪府吹⽥市垂⽔町３−２０−２７
2025-01-29
http://www.ontec.co.jp
 
オ,125521,オントゥ・イノベーション・ジャパン株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥８−９−５ ＦＯＲＥＣＡＳＴ五反⽥ＷＥＳＴ１階



2025-11-19
https://ontoinnovation.com/
 
オ,222672,株式会社⼥澤建設
〒007-0890,北海道札幌市東区中沼町１８１ー１
2024-02-01
 
オ,106816,株式会社オンライン
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町１−１−１ 久保キクビル３Ｆ
2025-12-14
 
カ,120772,株式会社カーク
〒460-0002,名古屋市中区丸の内３−８−５
2024-01-17
http://www.cahc.co.jp
 
カ,231878,株式会社カーズ
〒961-8001,福島県⻄⽩河郡⻄郷村⼤字⽻太字原ノ前２番地
2026-04-11
https://fukushimacars.jimdofree.com/
 
カ,503285,カーデックス株式会社
〒106-0044,東京都港区東⿇布１−２３−５
2024-11-13
https://www.cardex.jp/
 
カ,100536,カードサービス株式会社
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町１−８−４ 東商共同ビル
2026-01-06
https://www.cardservice.asia/index.html
 
カ,122161,株式会社カーマン
〒555-0034,⼤阪市⻄淀川区福町１−１０−１５
2025-09-10
http://www.karman.co.jp
 
カ,503474,株式会社カールビット
〒220-0004,神奈川県横浜市⻄区北幸１−１１−１５ 横浜ＳＴビル ８階
2025-08-18
http://www.karbit.co.jp/
 
カ,505798,株式会社トリパス
〒061-3241,北海道⽯狩市新港⻄３丁⽬７５０−７
2026-04-19
https://tripath.co.jp/
 
カ,104986,株式会社カイ
〒183-0054,東京都府中市幸町３−１−１ １０４
2023-11-28
http://www.kai-ltd.com
 
カ,102456,甲斐エレクトロニクス株式会社
〒350-1304,埼⽟県狭⼭市狭⼭台４−２４−２０
2025-03-13
https://www.kai-elc.co.jp



 
カ,102129,株式会社海外テクノロジー
〒359-1145,埼⽟県所沢市⼭⼝１５０４−１
2025-01-15
http://www.kaiteku.jp
 
カ,504377,株式会社海外物産
〒136-0082,東京都江東区新⽊場４−７−４５
2023-09-25
http://www.kaigaibussan.jp/
 
カ,213886,株式会社甲斐ガス圧接
〒131-0041,東京都墨⽥区⼋広４−４８−５
2024-11-02
http://www.kaigass.co.jp/
 
カ,112355,会機⼯業株式会社
〒969-3132,福島県耶⿇郡猪苗代町堅⽥字⼊江⽋前７８６−３
2023-09-29
http://www.kaiki.co.jp
 
カ,122205,株式会社開研
〒331-0823,埼⽟県さいたま市北区⽇進町２−６４９
2025-12-10
http://www.kaiken-net.jp
 
カ,103810,株式会社甲斐⼯業
〒424-0301,静岡県静岡市清⽔区宍原６２２−１９
2024-04-24
http://www.k-kai-k.com/
 
カ,122043,海光電業株式会社
〒150-8502,東京都渋⾕区恵⽐寿南１−１１−１５ 恵⽐寿ＫＤビル
2025-03-16
http://www.kaikou.co.jp
 
カ,230847,海崎クレーン株式会社
〒876-1105,⼤分県佐伯市海崎３６４８番地１１
2025-09-20
 
カ,215449,株式会社⾙沢設備⼯業
〒370-0004,群⾺県⾼崎市井野町１１４１ー１Ｆｅｌｉｃｉｔａ・Ｆ
2024-06-05
 
カ,218893,⾙沢電設株式会社
〒370-0042,群⾺県⾼崎市⾙沢町４７１ー１
2024-01-12
 
カ,212819,株式会社ＫＡＩＸＩＡ
〒310-0803,茨城県⽔⼾市城南⼀丁⽬４番７号
2025-09-04
http://www.kaixia.jp
 
カ,505431,カイシンエレクトロニクス 株式会社
〒381-0008,⻑野県⻑野市⼤字下駒沢字五反⽥７９３−１



2023-07-01
http://kaisin-g.com/
 
カ,102953,カイシン⼯業株式会社
〒381-0008,⻑野市下駒沢８００−１０
2025-02-23
http://kaisin-g.com/
 
カ,218755,株式会社開進電設
〒165-0027,東京都中野区野⽅２丁⽬５番１１号
2023-12-15
 
カ,221372,株式会社開進堂
〒933-0804,富⼭県⾼岡市問屋町１１番地
2025-04-01
http://www.kaishindo-elec.co.jp/
 
カ,231314,株式会社かいじコンストラクション
〒133-0056,東京都江⼾川区南⼩岩⼀丁⽬１３番１０号
2025-11-21
 
カ,112238,株式会社カイジョー
〒205-8607,東京都⽻村市栄町３−１−５
2023-08-23
http://www.kaijo.co.jp
 
カ,104844,カイズ電気株式会社
〒490-1114,愛知県あま市下萱津坪井３６−１
2023-07-03
http://kaizu-denki.jp
 
カ,214876,株式会社海成
〒780-8027,⾼知県⾼知市⾼⾒町３７９ー３ー１０１号
2023-07-18
 
カ,217204,株式会社カイセイ
〒732-0803,広島県広島市南区南蟹屋２丁⽬１−３６−１３０９
2025-10-08
http://kaisei.to.cx
 
カ,223248,株式会社開成
〒190-0022,東京都⽴川市錦町６ー２４ー１４⽇野橋⽴川ビル２階
2024-06-01
 
カ,229733,株式会社海成
〒262-0013,千葉県千葉市中央区中央３丁⽬１０番６号
2026-05-27
https://k-kaisei.co.jp/
 
カ,210076,開成建機株式会社
〒143-0003,東京都⼤⽥区京浜島２丁⽬２１番７号
2023-12-02
http://www.kaisei-kenki.com/
 
カ,228830,皆成建設株式会社



〒984-0014,宮城県仙台市若林区六丁の⽬元町２番１１号
2025-01-18
http://www.kaiseikensetsu.com
 
カ,211999,株式会社開誠⼯業
〒538-0051,⼤阪府⼤阪市鶴⾒区諸⼝１丁⽬２番１５号
2024-01-27
 
カ,102306,開成産業株式会社
〒652-0821,兵庫県神⼾市兵庫区佐⽐江町３０−３
2025-02-19
 
カ,211795,開成鉄筋株式会社
〒285-0846,千葉県佐倉市上志津１６３９−８
2023-08-03
http://www.kaisei-tekkin.co.jp
 
カ,217016,有限会社海星浜松機搬
〒433-8122,静岡県浜松市中区上島三丁⽬２４−１１
2025-08-27
 
カ,106227,株式会社カイセ⼯業
〒194-0011,東京都町⽥市成瀬が丘３−４−３
2024-05-19
http://kaise.co.jp
 
カ,219147,有限会社甲斐設備
〒573-0164,⼤阪府枚⽅市⻑尾⾕町２丁⽬５０８
2024-02-22
 
カ,218612,解体興業株式会社
〒394-0025,⻑野県岡⾕市⼤栄町１−７−１１
2023-11-10
 
カ,214721,株式会社カイダーベースボード⼯業
〒101-0024,東京都千代⽥区神⽥和泉町１番地３ー４
2026-05-16
https://www.kaider.co.jp/
 
カ,129693,甲斐ダイアログシステム株式会社
〒400-0314,⼭梨県南アルプス市下市之瀬１４２９−８
2024-12-11
http://www.kaids.co.jp/
 
カ,223004,株式会社戒⽥商事
〒791-1114,愛媛県松⼭市井⾨町１９０番地１
2024-04-01
http://www.kaidaee.com
 
カ,222843,海津建設株式会社
〒451-0025,愛知県名古屋市⻄区上名古屋４−１７−２６
2024-03-01
 
カ,217343,有限会社カイテック
〒300-1622,茨城県北相⾺郡利根町⼤字布川４５４−２２６



2025-11-26
 
カ,230379,株式会社⾙電
〒246-0012,神奈川県横浜市瀬⾕区東野１０７番地５
2025-07-12
 
カ,231238,株式会社カイデン
〒133-0061,東京都江⼾川区篠崎町六丁⽬２１番１８号
2025-11-08
 
カ,219640,株式会社甲斐電気
〒409-3612,⼭梨県⻄⼋代郡市川三郷町上野２３６４番地の３
2024-04-20
 
カ,230366,甲斐電気⼯事株式会社
〒651-2121,兵庫県神⼾市⻄区⽔⾕三丁⽬１２番１号
2025-07-12
 
カ,104905,株式会社海電社
〒424-0911,静岡県静岡市清⽔区宮加三５５２
2023-09-04
 
カ,210274,株式会社海⼈
〒546-0023,⼤阪府⼤阪市東住吉区⽮⽥４丁⽬９番１６号
2024-04-17
 
カ,210657,株式会社カイト
〒650-0045,兵庫県神⼾市中央区港島２丁⽬１
2024-10-30
 
カ,217173,海都建設株式会社
〒703-8207,岡⼭県岡⼭市中区祇園５７
2025-10-01
https://kaito-b.jp/
 
カ,218481,株式会社海⽃⼯業
〒059-1307,北海道苫⼩牧市ウトナイ南５丁⽬２番６６号
2023-10-06
 
カ,230608,海道建設株式会社
〒981-3213,宮城県仙台市泉区南中⼭⼆丁⽬２４番１０号
2025-08-02
http://www.kaidou-kk.jp
 
カ,105739,株式会社皆藤製作所
〒525-0033,滋賀県草津市東草津２−９−６１
2025-11-19
http://www.kaido.co.jp/
 
カ,222079,開發株式会社
〒010-0941,秋⽥県秋⽥市川尻町字⼤川反１７０番地１９１
2026-01-01
http://www.kaihatsu-net.co.jp/
 
カ,214871,開発運輸株式会社



〒022-0005,岩⼿県⼤船渡市⽇頃市町字中板⽤４５番地８
2023-07-18
 
カ,227473,株式会社開発機⼯
〒960-8202,福島県福島市⼭⼝字⼥形９ー１
2024-02-28
 
カ,218302,開発建材株式会社
〒124-0006,東京都葛飾区堀切１−４０−８
2023-09-01
 
カ,123835,開発資材販売株式会社
〒317-0074,茨城県⽇⽴市旭町３−９−１３
2025-04-28
 
カ,214417,開発重機株式会社
〒023-0002,岩⼿県奥州市⽔沢⼯業団地⼀丁⽬５２番４
2025-10-04
http://www.k-juki.com/
 
カ,123799,株式会社カイバラ
〒639-1037,奈良県⼤和郡⼭市額⽥部北町１２１６−３
2025-04-14
http://www.kaibara.co.jp
 
カ,218910,株式会社カイバラ
〒745-0612,⼭⼝県周南市⼤字呼坂１９４６番地の１
2024-01-12
 
カ,214613,株式会社海原⼯業
〒530-0041,⼤阪府⼤阪市北区天神橋３ー７ー１８
2026-03-07
http://www.kaibarakogyo.co.jp
 
カ,225174,有限会社開原⼯業
〒321-0973,栃⽊県宇都宮市岩曽町１５１１ー６
2025-05-01
 
カ,216350,有限会社甲斐鈑⾦⼯作所
〒805-0068,福岡県北九州市⼋幡東区桃園２丁⽬６番１１号
2025-04-23
 
カ,504269,株式会社カイブング
〒910-0242,福井県坂井市丸岡町⻄⾥丸岡１０−１７
2022-07-25
 
カ,105227,株式会社甲斐ベスト
〒400-0045,⼭梨県甲府市後屋町７３７−３
2024-09-03
 
カ,126262,株式会社開明製作所
〒241-0014,神奈川県横浜市旭区市沢町５７５−８
2023-11-22
http://www.kaimei.co.jp/
 



カ,223765,海洋技術建設株式会社
〒134-0084,東京都江⼾川区東葛⻄６ー１ー１７第６カネ⻑ビル
2024-11-01
 
カ,218506,株式会社海洋建設
〒986-0021,宮城県⽯巻市緑町１丁⽬１−５
2023-10-13
 
カ,124448,株式会社海洋テクノ
〒370-1103,群⾺県佐波郡⽟村町桶越１７８−２
2025-08-30
http://www.kaiyotechno.net/
 
カ,228092,株式会社皆楽園
〒860-0832,熊本県熊本市中央区萩原町６番２１号
2024-05-25
http://www.kairaku-en.co.jp
 
カ,505506,株式会社カイレン・テクノ・ブリッジ
〒359-1115,埼⽟県所沢市御幸町１１−１
2023-12-18
https://www.kairen.info/
 
カ,112414,株式会社かいわ
〒409-0112,⼭梨県上野原市上野原３７９６
2024-07-03
http://www.kaiwa-net.co.jp
 
カ,125999,カイワ⼯業株式会社
〒101-0043,東京都千代⽥区神⽥富⼭町２４ 神⽥富⼭町ビル５Ｆ
2023-11-09
 
カ,122958,株式会社カウネット
〒108-8459,東京都港区港南１−２−７０ 品川シーズンテラス１８階
2025-01-07
https://www.kaunet.com
 
カ,211895,株式会社カウラ
〒663-8114,兵庫県⻄宮市上甲⼦園４丁⽬１１番３４号
2023-11-04
 
カ,212246,株式会社下越道路
〒957-0017,新潟県新発⽥市新富町１丁⽬１番５号
2024-07-04
http://www.kaetsuroad.co.jp
 
カ,227069,下越⽣コンクリート圧送協同組合
〒950-0944,新潟県新潟市中央区愛宕１ー４ー１８
2023-10-01
 
カ,227129,下越物産株式会社
〒980-0014,宮城県仙台市⻘葉区本町２丁⽬２ー３
2023-11-01
http://www.kaetsu-b.co.jp/
 



カ,216386,楓⼯業株式会社
〒578-0915,⼤阪府東⼤阪市古箕輪１丁⽬４番５号
2025-05-14
https://www.kaedeindustry.com
 
カ,102460,花王株式会社
〒103-8210,東京都中央区⽇本橋茅場町１−１４−１０
2023-12-20
http://www.kao.co.jp
 
カ,223335,株式会社芳総業
〒336-0017,埼⽟県さいたま市南区南浦和２ー４０ー１第⼆愛興ビル３Ｆ
2024-07-01
 
カ,213514,株式会社加賀
〒984-0001,宮城県仙台市若林区鶴代町３番１９号
2023-12-02
 
カ,107330,加賀ＦＥＩ株式会社
〒222-8508,神奈川県横浜市港北区新横浜２−１００−４５ 新横浜中央ビル
2026-02-02
 
カ,102026,株式会社加賀エンジニアリング
〒923-0342,⽯川県⼩松市⽮⽥野町ヨ３５
2024-12-10
 
カ,103756,株式会社科学情報システムズ
〒221-0056,神奈川県横浜市神奈川区⾦港町２−６
2024-03-31
http://www.sisinc.co.jp/
 
カ,123651,加賀⼯業株式会社
〒331-0812,埼⽟県さいたま市北区宮原町１−６５−１
2025-02-27
http://www.kcm.co.jp/
 
カ,125408,加賀精機株式会社
〒144-0052,東京都⼤⽥区蒲⽥４−２１−７ エクセレントＫ−１Ｆ
2023-04-18
http://www.kagaseiki.co.jp
 
カ,212245,株式会社加賀⽥組
〒950-8586,新潟県新潟市中央区万代４丁⽬５番１５号
2024-07-04
http://www.kagata.co.jp/
 
カ,112138,かがつう株式会社
〒103-0016,東京都中央区⽇本橋⼩網町１１−１０ 岩尾⼤和ビル６Ｆ
2026-02-05
https://www.kagainc.co.jp
 
カ,127467,加賀テック株式会社
〒101-0023,東京都千代⽥区神⽥松永町２０
2024-10-18
http://www.kagatech.co.jp/



 
カ,111683,加賀デバイス株式会社
〒101-0023,東京都千代⽥区神⽥松永町２０
2023-06-28
http://www.kgdev.co.jp/
 
カ,127427,加賀デバイス株式会社
〒101-0023,東京都千代⽥区神⽥松永町２０
2024-09-28
http://www.kgdev.co.jp/
 
カ,102993,加賀電⼦株式会社
〒101-8629,東京都千代⽥区神⽥松永町２０
2025-03-24
https://www.taxan.co.jp
 
カ,123645,加賀東芝エレクトロニクス株式会社
〒923-1293,⽯川県能美市岩内町１−１
2025-02-26
http://www.toshiba-kaga.co.jp
 
カ,505742,加賀発条株式会社
〒922-0241,⽯川県加賀市加茂町ヲの８９番地の１
2025-08-25
 
カ,100816,加賀マイクロソリューション株式会社
〒101-0023,東京都千代⽥区神⽥松永町２０ 加賀電⼦本社ビル４Ｆ
2026-07-13
http://www.microsol.co.jp
 
カ,112226,加賀マイクロソリューション株式会社 ＥＤＭＳカンパニー
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀３−２７−１０ ⼋丁堀プラザビル２Ｆ
2023-07-21
http://sc.microsol.co.jp/company.html
 
カ,210893,有限会社加々美組
〒406-0821,⼭梨県笛吹市⼋代町北３１７９−４
2025-02-09
 
カ,223301,株式会社カガヤ
〒028-4131,岩⼿県盛岡市芋⽥字武道９番地９５
2024-07-01
http://www.iwate-kagaya.jp/
 
カ,210202,輝建設株式会社
〒271-0077,千葉県松⼾市根本１２４番地
2024-03-06
 
カ,230178,株式会社カガヤプラス
〒028-4132,岩⼿県盛岡市渋⺠字岩⿐２０番地１５
2025-06-07
_
 
カ,220385,加川建業株式会社
〒132-0001,東京都江⼾川区新堀１−２７−２



2024-10-26
 
カ,214565,⾹川建設株式会社
〒580-0046,⼤阪府松原市三宅中７丁⽬８−３０
2026-02-07
 
カ,219996,株式会社⾹川⼯社
〒761-0121,⾹川県⾼松市牟礼町牟礼１１３５−４⾹川ビル
2024-07-06
 
カ,222786,株式会社⾹川電飾
〒761-8045,⾹川県⾼松市⻄⼭崎町３９２
2024-03-01
 
カ,100321,有限会社垣内製作所
〒144-0056,東京都⼤⽥区⻄六郷２−５−３
2025-09-17
 
カ,226932,株式会社柿⽩タイル
〒565-0847,⼤阪府吹⽥市千⾥⼭⽉が丘４３番１号
2023-08-01
http://www5b.biglobe.ne.jp/~kakisiro/
 
カ,228368,株式会社カキトー
〒511-0068,三重県桑名市中央町２丁⽬３９番地
2024-08-10
http://www.kakito.jp
 
カ,112377,柿沼⾦属精機株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１−９−１３
2023-11-26
https://www.kakinuma-grp.co.jp
 
カ,214877,柿沼林業建設株式会社
〒970-0311,福島県いわき市江名字藪倉３４３
2023-07-18
 
カ,112124,柿原⼯業株式会社
〒721-0956,広島県福⼭市箕沖町９９−１３
2025-06-08
http://www.kakihara.co.jp
 
カ,112400,有限会社柿原銘板製作所
〒721-8528,広島県福⼭市箕島町南丘３９９−１１
2024-04-05
http://www.kakiharameiban.co.jp/
 
カ,224921,垣⾒鉄⼯株式会社
〒496-0905,愛知県愛⻄市北⼀⾊町東⽥⾯９０番地
2025-04-01
 
カ,102269,株式会社カキモ
〒370-0726,群⾺県⾢楽郡千代⽥町上五箇７５１
2025-02-05
http://www.kakimo.jp/



 
カ,127650,有限会社柿本技研
〒581-0854,⼤阪府⼋尾市⼤⽵５−１２６
2024-12-27
 
カ,225664,垣本建設⼯業株式会社
〒669-3606,兵庫県丹波市氷上町上成松１８８の８
2025-07-01
http://kcm-kakimoto.jp
 
カ,217612,株式会社柿本建築測量
〒156-0057,東京都世⽥⾕区上北沢四丁⽬２０番２８号広学社ビル１Ｆ
2026-02-25
https://kakimoto-corp.co.jp
 
カ,211532,株式会社柿本商会
〒920-0346,⽯川県⾦沢市藤江南２丁⽬２８番地
2026-02-03
https://www.kakimoto.co.jp
 
カ,103018,有限会社柿元製機所
〒510-8103,三重県三重郡朝⽇町柿９８８
2026-02-13
 
カ,210957,有限会社カギ錠
〒720-0815,広島県福⼭市野上町３丁⽬１ー５
2025-03-04
http://www.kagijou.co.jp
 
カ,124438,株式会社鍵助商店
〒511-0014,三重県桑名市三崎通４１
2025-08-23
 
カ,220812,株式会社鍵本⼯業
〒738-0036,広島県廿⽇市市四季が丘九丁⽬４番地１４
2025-03-15
 
カ,122279,株式会社鍵⾕製作所
〒195-0062,東京都町⽥市⼤蔵町３１７１
2026-03-19
https://www.kagiya-ss.co.jp/
 
カ,112114,有限会社カクイ
〒567-0863,⼤阪府茨⽊市沢良宜東町５−７
2022-05-25
 
カ,225541,有限会社カクイチ
〒299-1121,千葉県君津市常代１ー１８ー２６
2025-06-01
http://www.kakuichi-stamp.com
 
カ,102850,⾓⼀化成株式会社
〒564-0051,⼤阪府吹⽥市豊津町３１−１０
2025-01-22
http://www.kakuichikasei.jp



 
カ,213577,株式会社カクオウ
〒113-0022,東京都⽂京区千駄⽊３丁⽬４３番３号
2024-02-03
http://www.kakuou.co.jp/
 
カ,120673,カクケイ株式会社
〒799-0404,愛媛県四国中央市三島宮川４−９−５３
2023-11-27
http://www.kakukei.co.jp/
 
カ,220340,株式会社⾓建設
〒519-0435,三重県度会郡⽟城町⽮野９４６
2024-10-12
 
カ,222961,株式会社加来⼯務店
〒615-8084,京都府京都市⻄京区桂坤町４７ー５
2024-04-01
 
カ,226975,株式会社加来⼯務店
〒814-0111,福岡県福岡市城南区茶⼭４丁⽬２２番２６号
2023-08-01
 
カ,228881,株式会社確進重機
〒257-0005,神奈川県秦野市上⼤槻４５
2025-02-07
 
カ,121778,有限会社⾓⽥⾦型製作所
〒321-4346,栃⽊県真岡市松⼭町１０−１
2024-06-02
 
カ,102320,⾓⽥無線電機株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥３−１４−１０
2026-05-30
http://www.kakuta.co.jp
 
カ,121471,⾓⽥精⼯株式会社
〒981-1505,宮城県⾓⽥市⾓⽥字⻄⽥１６８−２０
2024-04-28
 
カ,221304,⾓⽥⼟⽊株式会社
〒653-0037,兵庫県神⼾市⻑⽥区⼤橋町５丁⽬３番１アスタプラザイースト２０３号
2025-04-01
 
カ,221971,株式会社⾓藤
〒381-8686,⻑野県⻑野市南屋島５１５番地
2025-09-01
https://www.kakuto.co.jp
 
カ,230017,株式会社⾓平組
〒912-0014,福井県⼤野市中保第１５号１０９番地６
2025-04-12
 
カ,222132,株式会社⾓弘
〒030-8543,⻘森県⻘森市新町⼆丁⽬５ー１



2026-04-01
http://www.kakuhiro.co.jp/
 
カ,211278,株式会社⿅熊組
〒380-0813,⻑野県⻑野市⼤字鶴賀緑町１６３１番地３号
2022-07-14
http://www.kakumagumi.com/
 
カ,231621,格正建設株式会社
〒734-0023,広島県広島市南区東雲本町⼀丁⽬３番１９号
2026-01-31
http://www.kakumasa.net/
 
カ,122236,株式会社カクマル
〒467-0863,名古屋市瑞穂区⽜巻町１３−２２
2026-04-11
 
カ,220535,株式会社かぐいし内装
〒557-0063,⼤阪府⼤阪市⻄成区南津守六丁⽬８−３３
2024-12-14
 
カ,213967,株式会社かぐや
〒350-1333,埼⽟県狭⼭市上奥富３８番地１
2025-01-19
http://www.ka-gu-ya.co.jp/
 
カ,112793,株式会社⾹久⼭製作所
〒567-0845,⼤阪府茨⽊市平⽥２−１０−２４
2024-09-25
 
カ,228842,有限会社神楽美装
〒070-8005,北海道旭川市神楽五条６丁⽬２番１２号
2025-01-18
 
カ,106813,株式会社ＫＡＫＥＡＩ
〒107-0061,東京都港区北⻘⼭２−１３−５ ⻘⼭サンクレストビル８階
2025-12-12
https://kakeai.co.jp
 
カ,231138,株式会社掛川空調サービス
〒436-0043,静岡県掛川市⼤池３１番地の３
2025-10-25
http://www.kakeku.com
 
カ,101429,掛川鋳造所
〒713-8127,岡⼭県倉敷市⽟島黒崎新町８−４
2024-06-20
 
カ,223103,株式会社カケタ
〒023-1131,岩⼿県奥州市江刺区愛宕字⾣丸５００−１
2021-05-01
 
カ,220050,株式会社掛⾕⼯務店
〒567-0881,⼤阪府茨⽊市上中条１丁⽬１１番２３号
2025-02-01



http://www.kakeya.co.jp/
 
カ,224062,株式会社カケン
〒462-8540,愛知県名古屋市北区⼤杉１丁⽬４番１４号
2025-01-01
http://www.e-kaken.co.jp
 
カ,211442,株式会社化研⼯業
〒385-0022,⻑野県佐久市岩村⽥３２３３ー１
2025-11-18
 
カ,213476,科建⼯業株式会社
〒359-0021,埼⽟県所沢市東所沢３ー３５ー２６
2023-10-21
 
カ,505537,化研テクノ株式会社
〒770-0873,徳島県徳島市東沖洲２丁⽬１７番地
2024-02-24
https://kaken-techno.co.jp/about
 
カ,122015,化研テック株式会社
〒576-0036,⼤阪府交野市森北１−２３−２
2024-11-17
http://www.kaken-tech.co.jp
 
カ,502982,家研販売株式会社
〒577-0814,⼤阪府東⼤阪市南上⼩阪１１−２６
2023-09-26
http://www.kaken-hanbai.co.jp/
 
カ,222100,化研マテリアル株式会社
〒105-0003,東京都港区⻄新橋２丁⽬１４番１号興和⻄新橋ビルＢ棟
2026-02-01
https://www.kaken-material.co.jp/
 
カ,102226,影島⼯業株式会社
〒417-0841,静岡県富⼠市富⼠岡１３７０−１
2025-01-25
http://www.kageshima.co.jp/
 
カ,105765,影島興産株式会社
〒221-0024,横浜市神奈川区恵⽐須町７−６
2025-11-29
 
カ,224163,影近設備⼯業株式会社
〒606-8267,京都府京都市左京区北⽩川⻄町８３番地
2025-02-01
http://kagechika.co.jp/
 
カ,210288,株式会社カゲヤマ
〒880-0837,宮崎県宮崎市村⾓町⻑⼭２８３３番地５
2024-04-22
 
カ,217227,株式会社蔭⼭組
〒641-0006,和歌⼭県和歌⼭市中島５４７−３



2025-10-15
http://www.kageyamagumi.com
 
カ,227872,株式会社陰⼭組
〒963-8033,福島県郡⼭市⻲⽥１丁⽬４５番２２号
2024-04-10
http://www.kageyama-kk.jp
 
カ,216323,株式会社影⼭建設
〒720-0076,広島県福⼭市本庄町中２−１４−１８−２０１
2022-04-23
 
カ,120682,影⼭⼯業株式会社
〒210-0808,川崎市川崎区旭町１−２−１
2023-11-29
http://www.k-kk.co.jp
 
カ,227522,株式会社影⼭⼯業
〒985-0842,宮城県多賀城市桜⽊１ー２ー１１ー６０１
2024-02-28
 
カ,222930,影⼭商事株式会社
〒693-0006,島根県出雲市⽩枝町１１４７番地
2024-04-01
 
カ,120551,陰⼭電機株式会社
〒678-0024,兵庫県相⽣市双葉２−１７−１１
2023-10-25
http://kageyamadenki.com/
 
カ,122421,株式会社カコ
〒289-0116,千葉県成⽥市名古屋１３７４−２１
2024-09-08
http://www.kako-narita.com/
 
カ,112148,化興株式会社
〒393-0000,⻑野県諏訪郡下諏訪町社１３３−４
2026-02-05
http://www.caco.co.jp/
 
カ,210280,化⼯機商事株式会社
〒210-8560,神奈川県川崎市川崎区⼤川町２番１号
2024-04-22
http://www.kakokishoji.co.jp
 
カ,211470,加向建設株式会社
〒454-0834,愛知県名古屋市中川区丸⽶町１丁⽬６７番地
2025-12-13
 
カ,112297,株式会社加古電機製作所
〒457-0824,名古屋市南区神松町１−１５
2026-05-14
 
カ,230217,株式会社⿅児島イワイ⼯業
〒899-5105,⿅児島県霧島市隼⼈町⼩⽥２８２番地２



2025-06-14
 
カ,222376,⿅児島仮設機械株式会社
〒891-0132,⿅児島県⿅児島市七ツ島１ー３ー１
2023-11-01
 
カ,112449,⿅児島⾦属株式会社
〒579-8013,⼤阪府東⼤阪市⻄⽯切町３−２−１０
2024-07-24
https://www.kagoshima-metal.co.jp/
 
カ,105375,⿅児島ケース株式会社
〒899-3309,⿅児島県⽇置市吹上町与倉４９５４−１９
2024-12-11
https://www.kcase.jp
 
カ,217533,株式会社⿅児島建⼯
〒463-0081,愛知県名古屋市守⼭区川宮町１５２ー１
2026-01-28
 
カ,220655,合資会社⿅児島広告社
〒890-0053,⿅児島県⿅児島市中央町２８番地１
2025-02-01
http://www4.synapse.ne.jp/kago-koukoku/
 
カ,101271,かごしま⼤東エンジニアリング株式会社
〒891-0132,⿅児島県⿅児島市七ッ島１−５−５
2024-04-09
http://www.daito-eng.com
 
カ,502140,⿅児島テレビ放送株式会社
〒890-8666,⿅児島県⿅児島市紫原６丁⽬１５−８
2025-01-23
http://www.kts-tv.co.jp
 
カ,106398,株式会社⿅児島北⽃製作所
〒891-1107,⿅児島県⿅児島市有屋⽥町２０８
2024-11-10
 
カ,127653,⿅児島宮園電⼦株式会社
〒897-1122,⿅児島県南さつま市加世⽥⼩湊２４０２−１
2024-12-27
http://www.mdenshi.co.jp/
 
カ,502599,株式会社 ⿅児島讀賣テレビ
〒890-8574,⿅児島県⿅児島市与次郎１−９−３４
2024-02-28
https://www.kyt-tv.com/
 
カ,221336,株式会社籠⾕鉄⼯所
〒527-0052,滋賀県東近江市寺町５６６
2025-04-01
 
カ,217216,株式会社カサイ
〒956-0015,新潟県新潟市秋葉区川⼝５７８番地２３



2022-10-15
http://www.kasai-corporation.co.jp/
 
カ,104338,笠井建設⼯業株式会社
〒183-0021,東京都府中市⽚町１−５−２・２Ｆ
2025-03-22
 
カ,222769,株式会社笠井⼯務店
〒547-0033,⼤阪府⼤阪市平野区平野⻄６ー４ー７
2021-03-01
 
カ,213944,加⻄商事株式会社
〒530-0041,⼤阪府⼤阪市北区天神橋２丁⽬北２番２５号タキガワビル５Ｆ
2024-12-22
 
カ,124677,株式会社カサイ製作所
〒481-0033,愛知県北名古屋市⻄之保藤塚７１
2025-12-07
http://www.kasai-wks.co.jp/
 
カ,220175,有限会社葛⻄塗装
〒053-0052,北海道苫⼩牧市新開町１−１２−１３
2024-08-24
 
カ,222920,有限会社笠井板⾦⼯業所
〒444-0825,愛知県岡崎市福岡町字上⻄野１９−１
2024-04-01
 
カ,112367,笠置産業株式会社
〒461-0001,名古屋市東区泉１−１７−２４
2023-11-25
http://www.kasagi.co.jp
 
カ,220230,株式会社笠倉⼯業
〒212-0026,神奈川県川崎市幸区紺屋町９番地
2024-09-14
 
カ,212915,株式会社笠組
〒834-0123,福岡県⼋⼥郡広川町⼤字藤⽥１２８０ー３
2025-11-13
 
カ,217963,株式会社笠興
〒123-0864,東京都⾜⽴区⿅浜三丁⽬２４番５号
2023-07-21
 
カ,231411,有限会社笠崎重機
〒790-0952,愛媛県松⼭市朝⽣⽥町⼀丁⽬１１番２２号
2025-12-06
 
カ,102403,株式会社カサタニ
〒532-0036,⼤阪市淀川区三津屋中３−２−３４
2023-07-06
http://www.kasatani.co.jp/
 
カ,100362,笠⼾設計⼯業株式会社



〒744-0028,⼭⼝県下松市藤光町１−２−１０
2025-09-30
http://www.kasadosekkei.co.jp
 
カ,122226,株式会社笠殿製作所
〒604-8482,京都市中京区⻄ノ京笠殿町５３
2026-04-11
 
カ,212157,株式会社笠原起業
〒125-0052,東京都葛飾区柴⼜３−２−１９
2024-04-25
http://www.kasaharak.co.jp
 
カ,218519,笠原建設株式会社
〒847-0832,佐賀県唐津市⽯志４４５９−１
2023-10-13
http://www.kasahara-g.co.jp/
 
カ,228195,有限会社笠原建装
〒662-0082,兵庫県⻄宮市苦楽園⼆番町１６−２７
2021-06-21
 
カ,102943,笠原⼯業株式会社
〒386-8611,⻑野県上⽥市常⽥１−１０−３
2025-02-23
http://www.kasahara.co.jp
 
カ,122191,笠原特殊印刷株式会社
〒252-0331,神奈川県相模原市南区⼤野台４−３−７
2025-09-17
https://www.kasahara-printing.co.jp/
 
カ,122433,笠間発條株式会社
〒104-0031,東京都中央区京橋２−１１−６ 京橋彌⽣ビル１０階
2024-09-11
http://www.kasamahj.com
 
カ,217185,カザマ空調株式会社
〒125-0033,東京都葛飾区東⽔元３丁⽬１８番３号
2025-10-08
https://kazakduct1101.com/
 
カ,210379,⾵間塗装株式会社
〒653-0012,兵庫県神⼾市⻑⽥区⼆番町四丁⽬１番地
2024-06-18
 
カ,212508,株式会社⾹椎
〒168-0064,東京都杉並区永福４丁⽬２５番１２号
2025-03-06
http://www.kashii.biz
 
カ,215388,株式会社カシイ
〒939-3548,富⼭県富⼭市三郷１８番地
2024-05-08
 



カ,211269,株式会社⾹椎造園
〒813-0001,福岡県福岡市東区唐原１丁⽬２番１号
2025-07-07
http://www.k-greenbox.co.jp
 
カ,102200,カシオ計算機株式会社
〒151-8543,東京都渋⾕区本町１−６−２
2026-02-05
 
カ,229164,柏倉建設株式会社
〒062-0052,北海道札幌市豊平区⽉寒東⼆条６丁⽬２番１８号
2025-07-04
http://kashikurakk.com/
 
カ,222846,株式会社樫野
〒530-0002,⼤阪府⼤阪市北区曽根崎新地２ー５ー２６
2024-03-01
 
カ,217301,株式会社かしの浦⼯務店
〒523-0022,滋賀県近江⼋幡市⾺淵町６９５番地２
2025-11-12
 
カ,120844,株式会社樫の⽊製作所
〒343-0827,埼⽟県越⾕市川柳町１−１−３
2024-02-07
http://www.oak-tree.co.jp
 
カ,212777,樫原建設株式会社
〒279-0041,千葉県浦安市堀江１ー１６ー７レガーロ１０１
2025-08-12
http://kasiharakensetu.com/
 
カ,213747,株式会社カシハラ商会
〒536-0021,⼤阪府⼤阪市城東区諏訪２丁⽬１５番４１号
2024-06-30
 
カ,103464,橿原電機株式会社
〒634-0012,奈良県橿原市膳夫町４７７−１１
2023-10-14
http://www.kashihara.co.jp
 
カ,215025,有限会社⿅島伊藤博組
〒314-0115,茨城県神栖市知⼿３４０９−３０７
2023-10-03
 
カ,112370,⿅島エレクトロニクス株式会社
〒370-3603,群⾺県北群⾺郡吉岡町陣場２０３
2023-09-13
http://www.kashima-electro.com
 
カ,210723,⿅島花壇⼟⽊株式会社
〒314-0252,茨城県神栖市柳川１７０７
2024-11-25
 
カ,213907,株式会社⿅島環境サービス



〒314-0258,茨城県神栖市柳川中央１ー１０ー２
2024-12-01
http://www.kks.co.jp/
 
カ,120356,⿅嶋⼯業株式会社
〒252-0253,神奈川県相模原市中央区南橋本２−１８−１０
2023-08-30
http://www.kashima-ind.co.jp
 
カ,231289,株式会社⿅島三友鋼機
〒314-0148,茨城県神栖市深芝２８７１番地１４
2025-11-15
https://www.kashima-sanyu.com/
 
カ,128332,⿅島精機⼯業株式会社
〒651-1512,兵庫県神⼾市北区⻑尾町上津５７４−２
2025-10-01
 
カ,129950,有限会社⿅島綜合防災
〒312-0032,茨城県ひたちなか市津⽥２０１４−１６
2025-04-23
 
カ,122265,⿅島通商株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町２−８−１２ ＮＫビル４Ｆ
2025-12-26
http://www.kashimatk.co.jp
 
カ,230904,株式会社⿅島電機製作所
〒314-0148,茨城県神栖市深芝２８７１番地８
2025-09-27
 
カ,222453,⿅島道路株式会社
〒112-8566,東京都⽂京区後楽１ー７ー２７
2023-12-01
http://kajimaroad.co.jp
 
カ,223131,株式会社⿅島美装
〒314-0032,茨城県⿅嶋市宮下１ー６ー７
2024-06-01
 
カ,218367,株式会社⿅島フェンス
〒300-2622,茨城県つくば市要南⼝堀１１１番地
2023-09-08
 
カ,105057,有限会社⿅志村紙器
〒312-0061,茨城県ひたちなか市稲⽥３１３
2024-03-14
 
カ,213387,株式会社柏本商事
〒470-0356,愛知県豊⽥市⼋草町⽴⽥４９８番地１
2023-08-19
 
カ,215019,かしや建設⼯業株式会社
〒222-0036,神奈川県横浜市港北区⼩机町７５７
2023-09-26



 
カ,122410,樫⼭⼯業株式会社
〒385-8511,⻑野県佐久市根々井１−１
2024-09-08
http://www.kashiyama.com/
 
カ,211504,株式会社樫⼭ハード・ウェア
〒811-2317,福岡県糟屋郡粕屋町⻑者原東四丁⽬８番２７号
2026-01-12
http://kashiyama-hw.co.jp/
 
カ,224162,加州建設株式会社
〒920-0805,⽯川県⾦沢市⼩⾦町３番３１号
2025-02-01
https://kashu.co.jp/
 
カ,102626,佳秀⼯業株式会社
〒808-0109,福岡県北九州市若松区南⼆島２−２４−１０
2025-06-24
https://kasyu-kogyo.com
 
カ,122187,株式会社頭久保
〒039-1556,⻘森県三⼾郡五⼾町油出１９−２
2025-06-21
 
カ,102157,株式会社カシワ
〒830-1113,福岡県久留⽶市北野町中字福王１４２３
2025-01-18
http://www.casiwa.com
 
カ,231990,柏井建設株式会社
〒372-0022,群⾺県伊勢崎市⽇乃出町５３１番地４
2026-05-09
http://www.kashiwai.jp/
 
カ,125141,有限会社柏⽊照明器具製作所
〒577-0816,⼤阪府東⼤阪市友井５−６−３４
2026-01-24
 
カ,214460,株式会社柏⽊鉄筋
〒230-0073,神奈川県横浜市鶴⾒区獅⼦ケ⾕３ー８ー２０
2025-11-07
 
カ,226693,株式会社柏建設
〒241-0023,神奈川県横浜市旭区本宿町５５−７
2026-05-01
https://www.kashiwakensetsu.com/
 
カ,210540,有限会社柏⼯務店
〒921-8063,⽯川県⾦沢市⼋⽇市出町８９
2024-09-11
 
カ,211934,柏﨑建設株式会社
〒113-0031,東京都⽂京区根津２ー６ー１６
2023-12-08



 
カ,230406,株式会社柏崎⼯業
〒115-0052,東京都北区⾚⽻北⼆丁⽬１９番１０号
2025-07-12
 
カ,216406,株式会社柏崎製作所
〒173-0004,東京都板橋区板橋４丁⽬２８番２号
2025-05-14
 
カ,217660,柏崎電設⼯業株式会社
〒945-0307,新潟県刈⽻郡刈⽻村⼤字刈⽻６８２番地１
2026-03-24
 
カ,225292,株式会社柏商会
〒530-0043,⼤阪府⼤阪市北区天満１丁⽬１５番１４号
2025-06-01
http://www.kashiwashokai.com/
 
カ,112336,株式会社カシワセ
〒326-0141,栃⽊県⾜利市⼩俣町１７２０
2024-02-28
http://www.kashiwase.co.jp
 
カ,225856,株式会社カシワバラ・コーポレーション
〒740-0022,⼭⼝県岩国市⼭⼿町⼀丁⽬５番１６号
2025-08-01
https://www.kashiwabara.co.jp/
 
カ,224122,株式会社柏原鐵⼯所
〒425-0045,静岡県焼津市祢宜島１２４の２
2025-02-01
http://www.e-kashiwa.com/
 
カ,225667,柏プレコン株式会社
〒278-0002,千葉県野⽥市⽊野崎１６３８
2025-07-01
http://www.kashiwa-precon.jp
 
カ,231843,柏⽊⼯株式会社
〒506-8585,岐⾩県⾼⼭市上岡本町⼀丁⽬２６０番地
2026-04-04
https://www.kashiwa.gr.jp
 
カ,213016,株式会社柏⾕電⼯
〒010-1202,秋⽥県秋⽥市雄和芝野新⽥字中台７６番地
2026-01-29
 
カ,104214,株式会社カジカトレーディング
〒206-0024,東京都多摩市諏訪１−２−１５
2024-12-21
 
カ,216887,株式会社梶川建設
〒447-0033,愛知県碧南市天神町⼆丁⽬８番地
2025-07-16
https://kajikawa.co.jp/



 
カ,231387,有限会社カジクリ
〒807-1306,福岡県鞍⼿郡鞍⼿町古⾨２１４１番地
2025-12-06
 
カ,213129,加治組 加治⽂明（その他）
〒441-8026,愛知県豊橋市⽻根井⻄町５ー１６
2026-03-19
 
カ,216793,有限会社加治佐電設
〒306-0115,茨城県古河市北⼭⽥４４６番地の６
2025-06-25
 
カ,112493,有限会社鍛冶俊鐵⼯
〒510-8111,三重県三重郡川越町当新⽥５８５−１
2024-09-11
 
カ,228291,株式会社梶⽥組
〒673-0424,兵庫県三⽊市⾃由が丘本町２丁⽬３４６番地
2024-07-24
 
カ,127771,株式会社梶⽥製作所
〒252-0806,神奈川県藤沢市⼟棚８２１
2025-03-02
http://www.kajita-ss.co.jp
 
カ,213581,梶⽥鉄⼯株式会社
〒729-0252,広島県福⼭市本郷町⼭ノ中２１２６ー５
2024-02-03
 
カ,227082,有限会社梶⾕建築
〒513-0807,三重県鈴⿅市三⽇市１ー１５ー１３
2023-10-01
 
カ,128983,株式会社カジテック
〒571-0017,⼤阪府⾨真市四宮３−８−４３
2026-06-09
http://www.kajitech.co.jp/
 
カ,106716,有限会社カジデン
〒193-0821,東京都⼋王⼦市川町６２８−３
2025-07-05
 
カ,220258,カジノン株式会社
〒700-0811,岡⼭県岡⼭市北区番町１丁⽬１１番２５号
2024-09-21
https://www.kajinon.net/
 
カ,220373,有限会社梶原建設クレーン
〒883-0034,宮崎県⽇向市⼤字富⾼５８０４番地
2024-10-19
http://kajiharacrane.com/
 
カ,223990,株式会社カジマアイシーティ
〒107-0052,東京都港区⾚坂６丁⽬１３番７号



2025-01-01
https://www.kajima-ict.co.jp/
 
カ,212044,⿅島環境エンジニアリング株式会社
〒107-0051,東京都港区元⾚坂⼀丁⽬５番３１号
2024-02-23
 
カ,225237,⿅島クレス株式会社
〒107-0051,東京都港区元⾚坂１丁⽬５番３１号
2025-05-01
http://www.kajima-kress.co.jp
 
カ,212060,⿅島建設株式会社
〒107-8388,東京都港区元⾚坂１ー３ー１
2024-04-01
https://www.kajima.co.jp
 
カ,216771,⿅島サービス株式会社
〒107-0051,東京都港区元⾚坂１−３−１
2022-06-25
 
カ,222397,⿅島建物総合管理株式会社
〒162-0845,東京都新宿区市⾕本村町２ー１
2023-11-01
https://www.kajima-tatemono.com/
 
カ,215221,⿅島フィット株式会社
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨４−１−１７神⾕町プライムプレイス８階
2024-02-20
http://www.kajima-fit.co.jp
 
カ,224215,カジマメカトロエンジニアリング株式会社
〒107-0051,東京都港区元⾚坂１丁⽬１番５号
2025-02-01
 
カ,212531,カジマ・リノベイト株式会社
〒162-0065,東京都新宿区住吉町１番２０号
2025-03-13
http://www.kajima-renovate.co.jp
 
カ,220696,梶⼭建設株式会社
〒481-0043,愛知県北名古屋市沖村東ノ郷１２番地
2025-02-15
 
カ,505644,株式会社梶⼭⼯業
〒313-0037,茨城県常陸太⽥市内⽥町３３２２
2024-11-16
 
カ,218868,株式会社かじり
〒510-0082,三重県四⽇市市中部１５−１３
2024-01-05
http://kajiri.jp/
 
カ,226389,有限会社梶原組
〒800-0251,福岡県北九州市⼩倉南区葛原２丁⽬８番８号



2026-02-01
 
カ,215987,梶原鉄筋⼯業株式会社
〒193-0833,東京都⼋王⼦市めじろ台４丁⽬１０番地１６
2025-01-29
http://www.kajiwara-tk.com/
 
カ,223126,梶原塗装株式会社
〒805-0019,福岡県北九州市⼋幡東区中央３ー８ー３１
2024-05-01
http://www.kajiwaratosou.co.jp
 
カ,112378,有限会社春⽇井⾦属塗装所
〒486-0925,愛知県春⽇井市中切町７５
2024-04-03
http://www.kktcoat.co.jp/
 
カ,211955,春⽇基礎株式会社
〒171-0021,東京都豊島区⻄池袋１ー３９ー４
2023-12-21
https://www.kasuga-kiso.co.jp
 
カ,219769,株式会社春⽇技研
〒816-0851,福岡県春⽇市昇町４丁⽬２４番地
2024-05-25
 
カ,230802,有限会社春⽇⼯業
〒963-0201,福島県郡⼭市⼤槻町字三⾓⽥１番地の１
2025-08-30
 
カ,105285,株式会社カスタネット
〒601-8037,京都府京都市南区東九条⻄河辺町３３
2024-10-16
 
カ,124214,株式会社カスタムアイ
〒144-0056,東京都⼤⽥区⻄六郷３−２４−４
2025-06-28
 
カ,103019,カストマシステム株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥１−３１−１ ⽇本⽣命五反⽥ビル２Ｆ
2026-02-13
http://www.csys.co.jp
 
カ,222438,⿅住⼯務店株式会社
〒060-0007,北海道札幌市中央区北７条⻄１５丁⽬２８番地
2023-12-01
 
カ,104526,粕⾕機⼯株式会社
〒350-1308,埼⽟県狭⼭市中央２−２４−６
2025-09-06
http://www.kasuyakiko.co.jp
 
カ,104741,かすや産業株式会社
〒359-1145,埼⽟県所沢市⼭⼝１９２９−１ アドバンス１号館１０２号
2026-04-21



 
カ,230442,粕⾕舗装⼯業株式会社
〒457-0055,愛知県名古屋市南区星宮町７７番地
2025-07-12
http://www.kasuya-hosou.com/
 
カ,220790,株式会社カズキ
〒231-0043,神奈川県横浜市中区福富町仲通３４番地
2025-03-08
http://www.kazuki-inc.co.jp/
 
カ,229724,株式会社⼀⼯業
〒230-0012,神奈川県横浜市鶴⾒区下末吉６丁⽬２４番１−１０５号
2026-05-22
https://kazu-kogyo.com/
 
カ,220322,株式会社カズサッポロ
〒062-0051,北海道札幌市豊平区⽉寒東１条１丁⽬７番１９号
2024-10-05
 
カ,112212,株式会社カズ・テクニカ
〒165-0022,東京都中野区江古⽥１−１２−８
2026-03-05
 
カ,122228,株式会社カズテクニカ
〒252-0239,神奈川県相模原市中央区中央１−９−１８
2026-05-24
http://www.kazu-technica.co.jp/
 
カ,213018,株式会社カズテクノ
〒231-0032,神奈川県横浜市中区不⽼町２−１１−４スカイパークビル３階
2026-01-29
http://www.kzu.co.jp/
 
カ,105331,カズテック株式会社
〒612-8263,京都府京都市伏⾒区横⼤路下三栖⾥ノ内１３−３
2024-10-31
http://www.kaztec.co.jp
 
カ,212556,株式会社和⽃⼯業
〒651-1302,兵庫県神⼾市北区藤原台中町２丁⽬２ー１
2025-03-25
 
カ,312080,株式会社カズマ
〒910-0123,福井県福井市⼋重巻町１０５
2024-12-09
http://e-kazuma.jp/
 
カ,129237,株式会社加積製作所
〒936-0841,富⼭県滑川市柴１９５
2024-01-23
http://www.kzm-g.com
 
カ,229280,株式会社カズミック
〒640-8303,和歌⼭県和歌⼭市鳴神１０４６ー５



2025-09-07
 
カ,106582,化成⼯業株式会社
〒474-0011,愛知県⼤府市横根町坊主⼭１−６４
2025-02-21
http://www.kaseikogyo.com
 
カ,125024,化成⼯業株式会社
〒395-0301,⻑野県下伊那郡阿智村春⽇１５３３−１
2026-01-14
http://www.kasei.co.jp
 
カ,503729,カセイ商事株式会社
〒530-0001,⼤阪府⼤阪市北区梅⽥３−４−５ 毎⽇新聞ビル
2025-11-26
http://www.1950-kasei.co.jp
 
カ,122035,化成品商事株式会社
〒103-0004,東京都中央区東⽇本橋３−１０−６ Ｄａｉｗａ東⽇本橋ビル７階
2024-11-20
http://www.kaseihin.co.jp
 
カ,216591,株式会社加世⽥組
〒546-0012,⼤阪府⼤阪市東住吉区中野２丁⽬７番２３号
2025-06-11
 
カ,217950,仮設機材⼯業株式会社
〒998-0852,⼭形県酒⽥市こがね町⼀丁⽬２２番地の１２
2023-07-14
 
カ,215866,株式会社架設⼯事佐々⽊組
〒959-2117,新潟県阿賀野市下黒瀬１８２７番地
2024-12-18
http://k-sasakigumi.jp/
 
カ,500616,カセツリース株式会社
〒329-1412,栃⽊県さくら市喜連川１１７５
2024-08-04
ｈｔｔｐｓ：//www.kasetsu.co.jp
 
カ,102101,化繊ノズル株式会社
〒530-0047,⼤阪市北区⻄天満６−３−１７
2025-01-08
http://www.kasen.co.jp
 
カ,219931,株式会社⾵
〒061-3202,北海道⽯狩市花川南⼆条６丁⽬９５番地
2024-06-29
 
カ,214066,株式会社⽚岡
〒510-0886,三重県四⽇市市⽇永東３丁⽬８−２２
2025-03-15
 
カ,223993,株式会社カタオカ
〒546-0031,⼤阪府⼤阪市東住吉区⽥辺１丁⽬８番１号



2025-01-01
http://www.kataoka-katarack.co.jp
 
カ,223448,⽚岡建設株式会社
〒979-2131,福島県南相⾺市⼩⾼区福岡字有⼭１５８番地
2024-08-01
 
カ,127897,⽚岡⼯業株式会社
〒578-0973,⼤阪府東⼤阪市東鴻池町１−７−６５
2025-05-25
http://www.kataoka-injection.com/
 
カ,229419,株式会社⽚岡鋼業
〒078-8251,北海道旭川市東旭川北⼀条７丁⽬１１番２５号
2025-12-05
https://www.kataoka-kk.jp/
 
カ,216830,有限会社⽚岡⼟建
〒311-4306,茨城県東茨城郡城⾥町⼤字春園１５９９
2025-07-09
 
カ,213738,株式会社⽚岡屋
〒410-0043,静岡県沼津市柳町３ー１１
2024-06-23
http://www.kataokaya.co.jp
 
カ,224889,有限会社⽚上⼯務店
〒792-0035,愛媛県新居浜市⻄の⼟居町２丁⽬９番３３号
2025-04-01
 
カ,231991,株式会社形川設備⼯業
〒214-0036,神奈川県川崎市多摩区南⽣⽥六丁⽬８番１号プレミール１０３
2026-05-09
 
カ,124589,株式会社⽚桐エンジニアリング
〒230-0001,神奈川県横浜市鶴⾒区⽮向１−１６−３３−４０１
2025-11-10
http://www.kk-eng.co.jp
 
カ,213694,⽚桐機械株式会社
〒060-0051,北海道札幌市中央区南⼀条東七丁⽬２番地４
2024-05-12
http://www.katagiri-g.com/katagiri/
 
カ,218123,株式会社⽚桐建鋼
〒378-0126,群⾺県沼⽥市⽩沢町上古語⽗１６５
2023-08-04
 
カ,211619,⽚桐⼯業株式会社
〒614-8236,京都府⼋幡市内⾥柿⾕３９ー６
2026-04-27
http://www.ks-group.cc
 
カ,122941,株式会社⽚桐紙器
〒078-8272,北海道旭川市⼯業団地２条２−２−６



2024-12-26
http://katagiri-shiki.co.jp/
 
カ,122037,株式会社⽚桐製作所
〒999-3103,⼭形県上⼭市⾦⾕字⿏⾕地１４５３
2024-12-20
http://www.katagiri.co.jp/
 
カ,221135,有限会社⽚倉左官⼯業所
〒983-0046,宮城県仙台市宮城野区⻄宮城野４番１４号
2025-03-01
http://www.katakurasakan.co.jp
 
カ,213546,有限会社⽚倉板⾦⼯業
〒243-0012,神奈川県厚⽊市幸町６ー１８
2024-01-06
 
カ,102276,型研精⼯株式会社
〒259-1146,神奈川県伊勢原市鈴川６１−１
2025-02-15
https://kataken-web.com
 
カ,225107,⽚瀬⾦属⼯業株式会社
〒424-0037,静岡県静岡市清⽔区袖師町５７８ー１
2025-05-01
 
カ,112162,堅⽥電機株式会社
〒520-0232,⼤津市真野６−２−６
2025-02-09
http://www.katata.co.jp
 
カ,216022,株式会社カタデン
〒260-0844,千葉県千葉市中央区千葉寺町３０２番地
2025-02-12
_
 
カ,105607,株式会社ＫＡＴＡＮＡ
〒355-0071,埼⽟県東松⼭市⼤字新郷８８−３４
2025-06-26
http://www.e-katana.com
 
カ,105972,カタニ産業株式会社
〒920-0910,⽯川県⾦沢市下新町６−３３
2023-07-20
https://www.katani.co.jp/
 
カ,105756,⽚野ケミカルズ株式会社
〒341-0044,埼⽟県三郷市⼾ヶ崎３２３７
2025-11-27
 
カ,219542,株式会社⽚野商店
〒123-0873,東京都⾜⽴区扇１−５５−９
2024-04-06
 
カ,221866,かたばみ興業株式会社



〒107-0051,東京都港区元⾚坂１丁⽬５番８号
2025-08-01
https://www.katabami.co.jp/
 
カ,223544,有限会社⽚⼭組
〒756-0847,⼭⼝県⼭陽⼩野⽥市新沖３丁⽬１番３７号
2024-09-01
 
カ,227723,⽚⼭建設（その他）
〒001-0905,北海道札幌市北区新琴似５条１５丁⽬６ー７
2021-03-23
 
カ,221169,カタヤマ⼯営株式会社
〒192-0912,東京都⼋王⼦市絹ケ丘１丁⽬１１番７号
2025-03-01
http://katayamakoei.com/
 
カ,222897,株式会社⽚⼭⼯務店
〒712-8061,岡⼭県倉敷市神⽥４丁⽬１０番１５号
2024-03-01
http://www.katayama-co.jp/
 
カ,100231,⽚⼭チエン株式会社
〒578-0965,⼤阪府東⼤阪市本庄⻄２−３−４３
2025-08-27
http://www.kana.co.jp/
 
カ,112486,⽚⼭特殊⼯業株式会社
〒532-0025,⼤阪府⼤阪市淀川区新北野１−１４−１１
2024-08-30
http://katayama-spi.co.jp
 
カ,129727,⽚⼭ナルコ株式会社
〒533-0023,⼤阪府⼤阪市東淀川区東淡路１−６−７
2024-12-22
http://www.katayama-nalco.jp/
 
カ,122121,⽚⼭鋲螺⼯業株式会社
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨２−１１−４
2025-08-30
http://www.katayama-screw.co.jp/
 
カ,231445,⽚⼭亮⼀建築 ⽚⼭亮⼀（その他）
〒489-0889,愛知県瀬⼾市原⼭町２７９番地の９
2025-12-13
 
カ,104437,株式会社科⼤国創
〒108-0073,東京都港区三⽥１−４−２８ 三⽥国際ビル１６階
2025-06-30
https://www.gcsoft-jp.com/index.html
 
カ,504685,華智ジャパン株式会社
〒105-0013,東京都港区浜松町１−２−１５ モデューロ浜松町４階
2026-06-16
https://www.whizen.co.jp



 
カ,112802,有限会社葛⻄⼯業所
〒519-0214,三重県⻲⼭市⻑明寺町３８８−１
2024-10-05
 
カ,214089,株式会社活誠
〒861-4101,熊本県熊本市南区近⾒１丁⽬５番１６号
2025-03-22
https://www.kassei.co.jp/
 
カ,215861,株式会社勝⽊組
〒920-2131,⽯川県⽩⼭市森島町い６８番地１
2024-12-18
 
カ,225672,株式会社⾹⽉組
〒730-0847,広島県広島市中区⾈⼊南５丁⽬２番２７号
2025-07-01
 
カ,121958,株式会社勝⽊太郎助商店
〒923-0932,⽯川県⼩松市寺町７６
2024-07-22
http://www.katuki.jp
 
カ,211096,株式会社勝沢重機
〒192-0373,東京都⼋王⼦市上柚⽊２丁⽬１８８６ー１８
2025-04-27
 
カ,112363,株式会社勝島製作所
〒125-0063,東京都葛飾区⽩⿃４−１６−１８
2024-03-16
https://www.katsujima.co.jp
 
カ,504773,株式会社 勝製作所
〒419-0313,静岡県富⼠宮市⻄⼭２５２８
2023-08-04
http://www.katsu-ss.co.jp/
 
カ,101211,株式会社カツタカ
〒394-0086,⻑野県岡⾕市⻑地源２−２−３４
2024-03-21
http://www.katsutaka.co.jp/
 
カ,105674,勝⽥化⼯株式会社
〒340-0022,埼⽟県草加市瀬崎５−４０−１
2025-08-28
http://www.katsuta-kako.co.jp
 
カ,212099,勝⽥環境株式会社
〒312-0032,茨城県ひたちなか市⼤字津⽥２５５４−２
2024-03-23
http://katsukan.com
 
カ,215870,勝⽥電設⼯業株式会社
〒132-0003,東京都江⼾川区春江町２丁⽬１４番３号
2024-12-25



http://www.katsuden.jp/
 
カ,218169,株式会社克電
〒221-0802,神奈川県横浜市神奈川区六⾓橋２丁⽬２２番１３号
2023-08-11
 
カ,226808,勝原塗装株式会社
〒931-8336,富⼭県富⼭市⾼畠町２丁⽬１２番３１号
2026-06-01
https://katsuhara.biz/
 
カ,211689,勝間設備⼯業株式会社
〒636-0111,奈良県⽣駒郡斑鳩町法隆寺北２丁⽬１番２５号
2020-06-09
 
カ,122894,株式会社カツマタ
〒351-0031,埼⽟県朝霞市宮⼾１６７８−５
2024-12-15
http://www.katsumata-m.co.jp/
 
カ,211727,株式会社カツマタ
〒986-0855,宮城県⽯巻市⼤街道東２丁⽬１番５７号
2026-06-23
 
カ,221138,勝⼜⾦属⼯業株式会社
〒030-0151,⻘森県⻘森市⼤字⾼⽥字⽇野５８ー１
2025-03-01
 
カ,214740,株式会社勝俣組
〒250-0401,神奈川県⾜柄下郡箱根町宮城野９１３番地
2026-05-23
http://katsumatagumi.jp/
 
カ,220474,株式会社勝⼜組
〒253-0086,神奈川県茅ヶ崎市浜之郷４８６−２２
2024-11-22
 
カ,215759,有限会社勝間⽥重機
〒412-0007,静岡県御殿場市永塚７９３の２
2024-11-20
 
カ,129199,勝亦精密⼯業株式会社
〒410-0872,静岡県沼津市⼩諏訪５７４
2023-12-16
 
カ,223160,勝⼜鉄筋⼯業株式会社
〒206-0001,東京都多摩市和⽥１５４１
2024-06-01
 
カ,230711,有限会社勝俣電気商会
〒250-0407,神奈川県⾜柄下郡箱根町⼆ノ平１０８３番地
2025-08-09
 
カ,129192,株式会社勝亦電機製作所
〒140-8702,東京都品川区北品川４−１０−９



2023-12-12
http://www.kew.co.jp/
 
カ,231532,有限会社カツミ⼯業
〒818-0053,福岡県筑紫野市天拝坂六丁⽬７番地３１
2025-12-27
 
カ,101497,有限会社カツミ⼯作所
〒578-0982,⼤阪府東⼤阪市吉⽥本町１−１３−３５
2024-07-19
http://katsumi-gear.com/
 
カ,505390,勝⾒事務機販売株式会社
〒385-0051,⻑野県佐久市中込２８１３
2023-06-15
www.katumi.co.jp
 
カ,223911,株式会社勝本⼯務店
〒860-0823,熊本県熊本市中央区世安町３５１番地
2024-12-01
 
カ,225956,株式会社勝森産業
〒520-3308,滋賀県甲賀市甲南町野⽥３７３番地
2025-09-01
http://www.katsumori.co.jp/
 
カ,104451,カツヤマキカイ株式会社
〒650-0048,兵庫県神⼾市中央区神⼾空港３−１２
2025-07-13
http://www.katsuyama.co.jp
 
カ,126851,株式会社勝⼭⼯作所
〒808-0109,北九州市若松区南⼆島２−１２−５
2024-05-18
http://katuyama.co.jp
 
カ,112376,勝⼭精機株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町４−２−２
2024-03-03
http://www.katsuyamaseiki.co.jp/
 
カ,220127,株式会社勝⼭鉄⼯所
〒717-0023,岡⼭県真庭市江川８４４番地
2024-08-03
 
カ,122296,有限会社桂川製作所
〒410-2414,静岡県伊⾖市本⽴野２３４−５
2026-04-19
 
カ,222692,桂城建設株式会社
〒169-0075,東京都新宿区⾼⽥⾺場２丁⽬５番２３号
2024-02-01
http://www.katsuragi-net.com
 
カ,214858,桂建設株式会社



〒168-0074,東京都杉並区上⾼井⼾１丁⽬９番３号
2023-07-11
 
カ,215209,株式会社桂建築計画⼯房
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿７ー９ー１２
2024-02-06
http://www.katsura-kkk.co.jp/
 
カ,210707,有限会社桂⼯業
〒030-0113,⻘森県⻘森市第⼆問屋町３丁⽬６ー１６
2024-11-19
 
カ,220225,桂興産株式会社
〒132-0003,東京都江⼾川区春江町三丁⽬２２番１８号
2024-09-07
http://www.katsura-kohsan.co.jp
 
カ,105986,桂産業株式会社
〒104-0028,東京都中央区⼋重洲２−４−１ ユニゾ⼋重洲ビル９Ｆ
2023-07-31
http://www.katsura-ks.co.jp/
 
カ,125627,カツラ商事株式会社
〒610-1112,京都市⻄京区⼤枝北福⻄町２−２８−３
2023-07-01
 
カ,120941,有限会社葛⼭製作所
〒410-1103,静岡県裾野市葛⼭２０２−３
2024-03-03
 
カ,102043,株式会社カテックス
〒460-8331,名古屋市中区上前津１−３−３
2025-06-24
http://katecs.jp/
 
カ,231604,株式会社カテナ補償サービス
〒274-0825,千葉県船橋市前原⻄⼆丁⽬１２番７号
2026-01-24
https://catena-hs.co.jp/
 
カ,104092,カテナレンタルシステム株式会社
〒141-0031,東京都品川区⼤崎１−６−４ 新⼤崎勧業ビル１３階
2024-10-19
http://www.superrental.co.jp
 
カ,127831,株式会社カトー
〒288-0821,千葉県銚⼦市⼩浜町２５３８ ⼩浜⼯業団地内
2025-03-22
http://www.kato-cast.jp/
 
カ,503954,株式会社 カトー
〒403-0032,⼭梨県富⼠吉⽥市上吉⽥東九丁⽬１０番１２号
2024-03-27
 
カ,213719,有限会社カトー商会



〒920-0003,⽯川県⾦沢市⽦⽥１丁⽬２１８番地
2024-06-02
 
カ,505578,株式会社カトー精⼯
〒566-0045,⼤阪府摂津市南別府町８番４０号
2024-04-16
http://www.katoseiko.co.jp
 
カ,122227,カトーレック株式会社
〒135-0051,東京都江東区枝川２−８−７
2026-02-04
http://www.katolec.com/
 
カ,229915,カトウ株式会社
〒080-0016,北海道帯広市⻄六条南３１丁⽬５番地１１
2023-08-25
 
カ,500205,加藤⾦属興業株式会社
〒540-0004,⼤阪府⼤阪市中央区⽟造２−２８−１０
2024-02-07
http://www.kato-metals.co.jp
 
カ,210913,株式会社加藤業務店
〒440-0853,愛知県豊橋市佐藤２丁⽬１６番地の２１
2025-02-17
 
カ,212584,有限会社加藤組
〒721-0975,広島県福⼭市⻄深津町５ー１０ー１２
2025-04-17
 
カ,219733,株式会社加藤組
〒714-0081,岡⼭県笠岡市笠岡３０４６
2024-05-11
 
カ,221117,株式会社加藤組
〒079-8420,北海道旭川市永⼭⼗条⼆丁⽬１番１８号
2025-03-01
https://katou-gumi.com/
 
カ,222542,株式会社加藤組
〒552-0004,⼤阪府⼤阪市港区⼣凪２ー７ー２５
2024-01-01
 
カ,229801,株式会社加藤組
〒870-0883,⼤分県⼤分市⼤字永興９５番地の１
2023-07-02
 
カ,231587,株式会社加藤組
〒501-6035,岐⾩県⽻島郡笠松町円城寺１４３３番地
2026-01-24
 
カ,223506,株式会社加藤組鉄⼯所
〒220-0004,神奈川県横浜市⻄区北幸２ー９ー３０
2024-08-01
http://www.katetu.co.jp/



 
カ,504264,株式会社カトウケミカル
〒514-0816,三重県津市⾼茶屋⼩森上野町１３４６番地４号
2022-07-04
http://www.katochemical.com/
 
カ,221139,加藤建材株式会社
〒114-0015,東京都北区中⾥１ー３０ー４
2025-03-01
 
カ,222121,株式会社加藤建材
〒371-0056,群⾺県前橋市⻘柳町８７５番地の６
2026-03-01
 
カ,220282,加藤建材⼯業株式会社
〒375-0013,群⾺県藤岡市上⼾塚１１ー１
2024-09-28
 
カ,230884,加藤建材⼯業株式会社
〒979-2324,福島県南相⾺市⿅島区川⼦字滝沢１４８番地
2025-09-20
http://www.katokenzai.co.jp/
 
カ,213754,加藤建設株式会社
〒185-0021,東京都国分寺市南町３丁⽬４番５号
2024-07-07
http://www.katoh-k.co.jp
 
カ,216160,加藤建設株式会社
〒010-0916,秋⽥県秋⽥市泉北３丁⽬４番２０号
2025-03-19
https://kato-construction.co.jp/
 
カ,218096,株式会社加藤建設
〒010-0431,秋⽥県男⿅市払⼾字⼤樋１６番地１
2023-08-04
 
カ,225063,株式会社加藤建設
〒497-8501,愛知県海部郡蟹江町⼤字蟹江新⽥字下市場１９ー１
2025-04-01
http://www.kato-kensetu.co.jp
 
カ,225787,加藤建設株式会社
〒466-0041,愛知県名古屋市昭和区出⼝町⼆丁⽬４０番地
2025-07-01
http://kato-ken.biz/
 
カ,228690,株式会社加藤建設
〒432-8021,静岡県浜松市中区佐鳴台１ー１２ー２０
2024-11-22
http://www.kato-kensetsu.co.jp
 
カ,228176,株式会社加藤建設⼯業
〒357-0063,埼⽟県飯能市⼤字飯能３９９番１号
2024-06-14



http://www.katoh-kk.co.jp
 
カ,211702,かとう建装株式会社
〒455-0887,愛知県名古屋市港区福⽥⼀丁⽬２０８番地１号
2026-06-15
http://www.kato-kenso.com
 
カ,228883,株式会社加藤建装
〒486-0964,愛知県春⽇井市宗法町３５番地の３
2025-02-07
 
カ,229977,加藤建築⾦物株式会社
〒731-3164,広島県広島市安佐南区伴東５丁⽬３０番１８号
2023-10-02
 
カ,112115,加藤光学⼯業株式会社
〒179-0081,東京都練⾺区北町２−４１−２８
2024-10-20
 
カ,215279,有限会社加藤⼯業
〒341-0037,埼⽟県三郷市⾼州２ー２６３ー１
2024-03-06
 
カ,217916,有限会社加藤⼯業
〒174-0043,東京都板橋区坂下１−１８−１２
2023-07-07
 
カ,217998,有限会社加藤興業
〒243-0422,神奈川県海⽼名市中新⽥５ー６ー７
2026-07-21
 
カ,218721,株式会社加藤⼯業
〒571-0012,⼤阪府⾨真市江端町３９番１９号
2023-12-08
 
カ,219076,有限会社河東⼯業
〒382-0034,⻑野県須坂市⼤字仁礼１８８０−３
2024-02-09
 
カ,222562,加藤⼯業有限会社
〒299-0211,千葉県袖ケ浦市野⾥１５０１−１
2024-01-01
 
カ,224528,株式会社加藤⼯業
〒202-0001,東京都⻄東京市ひばりが丘１丁⽬６番１０号
2025-04-01
 
カ,231361,加藤⼯業 加藤進也（その他）
〒839-0822,福岡県久留⽶市善導寺町⽊塚５５４−１
2025-11-29
 
カ,211835,株式会社嘉藤⼯業所
〒457-0051,愛知県名古屋市南区笠寺町字柚ノ⽊２１
2023-09-08
http://www.katokogyo.co.jp



 
カ,211583,株式会社加藤⼯務店
〒444-1162,愛知県安城市⼩川町御林１８７
2026-03-15
 
カ,216442,株式会社加藤⼯務店
〒410-0873,静岡県沼津市⼤諏訪８８５番地
2022-05-14
 
カ,218182,有限会社加藤⼯務店
〒987-0331,宮城県登⽶市⽶⼭町中津⼭字筒場埣２９７番地１
2023-08-11
 
カ,112448,加藤産商株式会社
〒103-8228,東京都中央区⽇本橋兜町２１−７
2024-09-19
http://www.katosansho.com
 
カ,120634,株式会社加藤紙器
〒993-0033,⼭形県⻑井市今泉６９１−１
2023-11-18
http://www.katoshiki.co.jp
 
カ,224907,有限会社加藤商店
〒135-0023,東京都江東区平野１丁⽬２番２０号
2025-04-01
http://www.kato-shoten.co.jp/
 
カ,126373,加藤樹脂⼯業株式会社
〒142-0063,東京都品川区荏原５−１−４
2023-12-14
 
カ,102100,加藤精⼯株式会社
〒441-0103,愛知県豊川市⼩坂井町北浦４０
2025-10-30
 
カ,122210,株式会社加藤製作所
〒452-0942,愛知県清須市清洲１６６８
2025-11-29
http://www.katovalvefittings.jp
 
カ,112427,株式会社加藤製作所
〒956-0101,新潟県新潟市秋葉区⼩須⼾３８４８−１
2024-06-21
https://www.kato-s.co.jp
 
カ,105839,株式会社加藤設備
〒241-0014,神奈川県横浜市旭区市沢町６４９
2026-02-07
 
カ,230646,株式会社加藤設備
〒047-0021,北海道⼩樽市⼊船四丁⽬３１番１６号
2025-08-02
http://katosetsubi.co.jp
 



カ,218495,加藤潜建有限会社
〒039-1104,⻘森県⼋⼾市⼤字⽥⾯⽊字松⻑根２１−５
2023-10-06
 
カ,213869,加藤タイル株式会社
〒174-0074,東京都板橋区東新町１−３−２
2024-10-06
 
カ,106389,有限会社加藤端⼦⼯業
〒514-2303,三重県津市安濃町内多１８５８−１
2024-11-04
 
カ,104654,加藤段ボール株式会社
〒270-0222,千葉県野⽥市⽊間ケ瀬５３６７−１
2026-02-20
https://www.kato-dan.co.jp/
 
カ,219051,株式会社加藤厨房設備
〒144-0042,東京都⼤⽥区⽻⽥旭町２番６号
2024-02-09
 
カ,223707,株式会社加藤鉄筋⼯業
〒411-0932,静岡県駿東郡⻑泉町南⼀⾊５５０ー７
2024-11-01
http://www.katokin.net
 
カ,121651,株式会社かとうテック
〒556-0016,⼤阪市浪速区元町１−２−１７
2025-11-26
 
カ,106213,株式会社加藤電機
〒462-0833,愛知県名古屋市北区⽔切町２−３４
2024-04-23
 
カ,112254,加藤電機株式会社
〒226-0025,横浜市緑区⼗⽇市場町８２６−１０
2026-05-20
http://www.katohem.co.jp/
 
カ,124727,加藤電機株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥７−２２−１７ ＴＯＣビル４階４３号
2025-12-15
http://www.katofl.com
 
カ,217435,有限会社加藤電気
〒421-1132,静岡県藤枝市岡部町三輪１０９６ー９
2026-01-07
 
カ,220689,加藤電気⼯事株式会社
〒142-0062,東京都品川区⼩⼭四丁⽬３番６号
2025-02-07
http://kk-k.co.jp/
 
カ,218539,株式会社加藤電設
〒615-8216,京都府京都市⻄京区松尾鈴川町３１ー７



2023-10-20
https://www.katou-electricfacility.co.jp/
 
カ,215719,有限会社加藤塗装店
〒997-0024,⼭形県鶴岡市朝暘町２９番２４号
2024-11-06
 
カ,212816,有限会社加藤光建設
〒950-0134,新潟県新潟市江南区曙町４−２−３０
2025-09-04
https://katohikaru-kensetsu.jp/
 
カ,212100,加藤⽊材⼯業株式会社
〒357-0045,埼⽟県飯能市⼤字笠縫４１８番地の８
2026-04-01
http://www.katomokuzai.co.jp
 
カ,210498,株式会社加藤⽊⼯
〒456-0053,愛知県名古屋市熱⽥区⼀番⼆丁⽬２４番４号
2024-08-24
 
カ,226728,株式会社加藤⽊⼯
〒509-6103,岐⾩県瑞浪市稲津町⼩⾥７５９ー３
2026-05-01
 
カ,221209,株式会社加藤⽊⼯所
〒354-0045,埼⽟県⼊間郡三芳町⼤字上富１１４１番地３
2025-03-01
http://www.katohwood.co.jp
 
カ,126324,株式会社加藤洋⾏
〒530-0041,⼤阪市北区天神橋２−３−８ ＭＦ南森町ビル
2023-12-05
http://www.katoyoko.co.jp
 
カ,123890,株式会社加藤螺⼦製作所
〒489-0979,愛知県瀬⼾市坊⾦町２２７−１
2025-05-24
http://www.kato-ss.co.jp
 
カ,212065,株式会社カトペン
〒442-0853,愛知県豊川市新⻘⾺町６丁⽬２９番地
2025-04-01
https://www.katopen.jp/
 
カ,120592,株式会社カトメ
〒950-1446,新潟県新潟市南区庄瀬３５０−１
2023-11-11
 
カ,212092,株式会社カトリ
〒154-0002,東京都世⽥⾕区下⾺５ー２４ー５
2025-03-01
 
カ,216314,株式会社かとり
〒731-0137,広島県広島市安佐南区⼭本町１００４番地２２



2025-04-16
https://hasuhi.jimdofree.com/
 
カ,220801,株式会社⾨井⼯業
〒230-0073,神奈川県横浜市鶴⾒区獅⼦ケ⾕⼀丁⽬３７番２号
2025-03-08
 
カ,224653,⾨倉⼯業株式会社
〒235-0036,神奈川県横浜市磯⼦区中原２ー１ー１
2025-04-01
http://www.a-vd.com/kadokura/
 
カ,220995,⾨倉テクノ株式会社
〒371-0037,群⾺県前橋市上⼩出町三丁⽬１番地５
2025-04-05
https://www.kadokuratech.co.jp
 
カ,216496,株式会社嘉⼾⼯務店
〒465-0081,愛知県名古屋市名東区⾼間町１４６番地の２
2025-05-21
https://www.kadokoumuten.co.jp/
 
カ,216871,株式会社カドモト
〒745-0801,⼭⼝県周南市⼤字久⽶３１４４番地の７
2025-07-16
 
カ,112241,株式会社加登屋
〒144-0052,東京都⼤⽥区蒲⽥５−２６−８
2023-07-15
http://www.kadoya-act.com
 
カ,212425,株式会社⾓⾕電気商会
〒593-8326,⼤阪府堺市⻄区鳳⻄町２ー２３ー１７
2024-12-19
 
カ,122013,有限会社カドワキ産業
〒316-0003,茨城県⽇⽴市多賀町５−１５−８
2025-03-14
 
カ,210466,株式会社⾨脇商会
〒466-0026,愛知県名古屋市昭和区陶⽣町⼆丁⽬１４番地の２
2024-08-03
 
カ,129058,株式会社カナイ
〒340-0833,埼⽟県⼋潮市⻄袋７１７−１
2023-08-11
http://www.kana-e.co.jp
 
カ,226790,株式会社⾦井
〒559-0011,⼤阪府⼤阪市住之江区北加賀屋２丁⽬１番２３号
2026-06-01
https://kanai-corp.com/
 
カ,100365,⾦井⾦属⼯業株式会社
〒744-0074,⼭⼝県下松市潮⾳町８−５−２５



2025-09-30
http://kanaikinzoku.co.jp
 
カ,123421,⾦井⾦属⼯業株式会社
〒371-0846,群⾺県前橋市元総社町３３７−４
2025-02-02
 
カ,122261,有限会社⾦井⼯業
〒174-0063,東京都板橋区前野町１−４４−７
2026-03-27
 
カ,104972,⾦井産業株式会社
〒955-0803,新潟県三条市⽉岡１−２３−３６
2023-11-13
http://www.kanai-marukin.com
 
カ,214531,⾦井産業機械株式会社
〒293-0001,千葉県富津市⼤堀２ー２８ー３
2026-01-10
 
カ,122276,有限会社⾦井製作所
〒174-0052,東京都板橋区蓮沼町７４−７
2026-04-15
http://www.kanai-works.com
 
カ,102779,⾦井電器産業株式会社
〒371-0846,群⾺県前橋市元総社町３３７
2025-09-20
http://www.kanai-denki.co.jp
 
カ,230595,株式会社⾦井電設
〒952-1208,新潟県佐渡市⾦井新保⼄１０５１番地３
2025-08-02
http://park.wakwak.com/~kanai_densetsu/
 
カ,221370,株式会社カナイワ
〒921-8027,⽯川県⾦沢市神⽥２丁⽬９番１９号
2025-04-01
http://www.kanaiwa.co.jp
 
カ,112239,株式会社カナエ
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町２−２６−５
2026-06-04
 
カ,223889,株式会社⾦江
〒442-0844,愛知県豊川市⼩⽥渕町４ー５３
2024-12-01
 
カ,229041,株式会社カナエ
〒105-0013,東京都港区浜松町２ー１０ー２
2025-05-31
https://www.kanae.co.jp
 
カ,505621,カナヱ化学⼯業株式会社
〒660-0086,兵庫県尼崎市丸島町８番地の２



2024-09-01
http://www.kanaekagaku.co.jp/
 
カ,122079,株式会社カナオカ
〒110-0016,東京都台東区台東１−３４−６
2025-02-16
https://www2.kanaoka.co.jp
 
カ,228290,⾦岡造園緑地建設株式会社
〒665-0814,兵庫県宝塚市⼭本野⾥２丁⽬１ー４０
2024-07-24
 
カ,221383,⾦岡忠商事株式会社
〒930-8566,富⼭県富⼭市鍋⽥１番７２号
2025-04-01
 
カ,127705,株式会社神奈川
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１−９−１２ ＮＴビル８Ｆ
2025-01-29
http://www.e-kanagawa.co.jp
 
カ,217463,有限会社神奈川エイム
〒232-0022,神奈川県横浜市南区⾼根町３ー１７ー２０ー５０１
2026-01-14
 
カ,215869,株式会社神奈川ケイテクノ
〒220-0023,神奈川県横浜市⻄区平沼１丁⽬１番８号
2024-12-25
http://www.k-k-techno.co.jp/
 
カ,218016,神奈川⼯事ライト株式会社
〒221-0865,神奈川県横浜市神奈川区⽻沢南１−４３−１９
2023-07-28
 
カ,129688,有限会社神奈川鉄⼯
〒239-0802,神奈川県横須賀市⾺堀町４−５−２
2024-12-10
 
カ,106104,株式会社神奈川電気計装
〒252-0013,神奈川県座間市栗原８７３−１７
2023-12-08
 
カ,122245,神奈川電機⼯業株式会社
〒221-0042,横浜市神奈川区浦島町３６７
2025-12-19
https://www.kana-den.co.jp
 
カ,217410,神奈川電設株式会社
〒253-0071,神奈川県茅ヶ崎市萩園３０４１
2025-12-24
https://www.kanacom.co.jp/
 
カ,222676,株式会社神奈川ナブコ
〒220-0022,神奈川県横浜市⻄区花咲町７ー１５０
2024-02-01



http://www.knabco.co.jp
 
カ,215966,株式会社神奈川パワーテクノ
〒220-8540,神奈川県横浜市⻄区平沼１丁⽬１番８号
2025-01-29
http://k-pt.co.jp
 
カ,228715,神奈川ファイリング株式会社
〒231-0064,神奈川県横浜市中区野⽑町３丁⽬１３１番地の１
2024-11-29
https://www.k-filing.co.jp/
 
カ,126469,神奈川防災株式会社
〒210-0805,神奈川県川崎市川崎区伊勢町６−４
2024-01-13
 
カ,220450,株式会社神奈川ユーティリティーサービス
〒259-1307,神奈川県秦野市横野６４６−１０
2024-11-16
 
カ,227181,カナケイ東京株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町２丁⽬７−７
2023-12-01
http://www.kanakeitokyo.com/
 
カ,101657,株式会社⾦沢化成
〒379-0223,群⾺県安中市松井⽥町⼆軒在家１００７−５
2024-09-12
http://www.kanazawakasei.co.jp
 
カ,102173,⾦沢機⼯株式会社
〒920-0332,⽯川県⾦沢市無量寺町ハ３８−２
2025-12-14
https://www.kanazawakiko.jp/
 
カ,223175,株式会社カナザワ技建
〒612-8414,京都府京都市伏⾒区⽵⽥段川原町１９７
2024-06-01
 
カ,231917,有限会社⾦澤空調サービス
〒132-0033,東京都江⼾川区東⼩松川⼆丁⽬２５番７−５０２号
2026-04-18
 
カ,214393,株式会社⾦沢組
〒577-0054,⼤阪府東⼤阪市⾼井⽥元町２丁⽬１３−１０
2025-10-04
http://kanazawagumi.co.jp/
 
カ,216051,有限会社⾦沢組
〒812-0041,福岡県福岡市博多区吉塚４丁⽬１２番２７号
2025-02-12
https://kanazawa-gumi.co.jp
 
カ,224115,株式会社⾦沢建設
〒451-0015,愛知県名古屋市⻄区⾹呑町２丁⽬８１番地



2025-02-01
 
カ,122118,⾦澤⼯業株式会社
〒306-0226,茨城県古河市⼥沼１６６３
2025-11-14
http://www.kanazawakogyo.co.jp
 
カ,221307,株式会社⾦澤鋼業
〒028-4134,岩⼿県盛岡市下⽥字⽯⽻根９９番地７８９
2025-04-01
_
 
カ,112041,株式会社⾦沢シール
〒920-0912,⾦沢市⼤⼿町１−３
2024-04-16
http://www.kanazawaseal.co.jp
 
カ,226723,株式会社⾦沢商会
〒248-0016,神奈川県鎌倉市⻑⾕⼀丁⽬１１番１４号
2026-05-01
http://www.kanazawashoukai.com/
 
カ,226075,株式会社⾦沢商⾏
〒920-0853,⽯川県⾦沢市本町１丁⽬３番３６号
2025-10-01
 
カ,120564,⾦沢スリーボンド株式会社
〒920-0364,⽯川県⾦沢市松島２−６７
2023-10-28
http://www.threebond.co.jp
 
カ,220443,株式会社⾦澤製作所
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥７丁⽬７番９号
2024-11-16
http://www.kanazawa-ss.jp/abserver/
 
カ,221265,⾦沢セメント商事株式会社
〒920-0025,⽯川県⾦沢市駅⻄本町１ー８ー２５
2025-03-01
https://kince.biz/
 
カ,229926,⾦沢建具⼯房株式会社
〒921-8025,⽯川県⾦沢市増泉１ー２０ー２９
2023-08-28
http://www.matsuda-factory.com
 
カ,120737,⾦沢中央発条⼯業株式会社
〒924-0011,⽯川県⽩⼭市横江町１５０３
2023-12-25
http://www.kanazawa-chuhatsu.co.jp/
 
カ,112462,株式会社⾦沢鉄⼯所
〒210-0822,川崎市川崎区⽥町１−６−１１
2024-06-12
http://www.kanazawa-tekko.co.jp/



 
カ,220712,⾦沢塗装⼯業株式会社
〒921-8061,⽯川県⾦沢市森⼾⼀丁⽬２１３番地
2025-02-15
https://www.kanazawa-t.com/
 
カ,216487,株式会社⾦沢斫解体業
〒920-0008,⽯川県⾦沢市今昭町甲１０番地
2025-05-21
https://haturi.jp/
 
カ,112076,株式会社⾦沢村⽥製作所
〒920-2101,⽯川県⽩⼭市曽⾕町チ１８
2024-06-26
http://www.murata.co.jp/kanazawamurata/
 
カ,112168,⾦沢ロック株式会社
〒921-8842,⽯川県野々市市徳⽤３−３４
2026-02-12
http://www.kanazawarock.co.jp/
 
カ,504488,株式会社ＫａＮａシステム
〒221-0822,神奈川県横浜市神奈川区⻄神奈川１−６−１２ＳＵＧＩＵＲＡ東神奈川駅前ビル７階
2024-11-10
http://kana-system.com/
 
カ,210911,株式会社⾦七⾦物店
〒933-0804,富⼭県⾼岡市問屋町１９８番地
2025-02-17
https://www.kanasiti.co.jp
 
カ,215194,カナショウ産業株式会社
〒940-0035,新潟県⻑岡市東神⽥３ー２ー２
2024-01-30
http://www.kanasyou.co.jp/
 
カ,214324,株式会社⾦杉電設
〒278-0014,千葉県野⽥市下三ケ尾３２３番地
2025-08-09
http://kanasugidensetsu.co.jp
 
カ,100901,株式会社カナセキユニオン
〒221-8588,神奈川県横浜市神奈川区⾦港町７−３−４Ｆ
2023-10-12
http://www.kanaseki.co.jp/
 
カ,211332,株式会社⾦⽥学⼯務店
〒441-8023,愛知県豊橋市⼋通町５３番地の２
2025-08-12
 
カ,103702,株式会社カナック
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨２−１０−１ 第⼀⼤⾨ビル５階
2024-03-13
http://www.cannac.co.jp/
 



カ,104353,株式会社カナック企画
〒125-0032,東京都葛飾区⽔元１−４−１０
2025-03-31
http://www.kanack.co.jp
 
カ,502060,株式会社カナックス
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内１丁⽬７番１２号 サピアタワー１３Ｆ
2023-11-02
http://www.kk-kanax.co.jp
 
カ,112819,株式会社⾦津技研
〒919-0812,福井県あわら市柿原４５−７６−１
2024-10-19
http://www.kanazu-g.com/
 
カ,100796,株式会社⾦津村⽥製作所
〒919-0633,福井県あわら市花乃杜２−１０−２８
2023-06-27
http://www.murata.co.jp/kanazu/
 
カ,101006,カナテック株式会社
〒564-0052,⼤阪府吹⽥市広芝町１０−２８
2024-01-26
http://www.kanatec.jp
 
カ,230732,株式会社神名テックス
〒243-0014,神奈川県厚⽊市旭町⼀丁⽬１７番１０号
2025-08-16
http://kana-inc.com/
 
カ,102590,株式会社カナデン
〒104-6215,東京都中央区晴海１−８−１２ トリトンスクエアＺ棟
2024-03-22
http://www.kanaden.co.jp
 
カ,214793,⾦原開発株式会社
〒934-0055,富⼭県射⽔市沖塚原１３４
2026-06-20
http://www.kanahara.co.jp
 
カ,112381,株式会社⾦菱エンジニアリング
〒464-0075,名古屋市千種区内⼭３−１７−１０
2024-02-22
 
カ,218344,⾦星電気⼯業株式会社
〒632-0071,奈良県天理市⽥井庄町３２２番地
2023-09-08
 
カ,224033,株式会社⾦⾒⼯務店
〒690-0015,島根県松江市上乃⽊２ー１８ー１
2025-01-01
http://www.kanami-k.jp
 
カ,214106,有限会社カナミ産業
〒272-0115,千葉県市川市富浜３ー１７ー１ー１０８



2025-03-29
 
カ,226894,株式会社カナメ
〒321-0905,栃⽊県宇都宮市平出⼯業団地３８番５２号
2023-07-01
http://www.caname.net/
 
カ,103199,株式会社要建設
〒310-0804,茨城県⽔⼾市⽩梅１−２−３６
2023-06-10
http://www.kaname-k.com/
 
カ,226895,株式会社カナモト
〒060-0041,北海道札幌市中央区⼤通東３丁⽬１番地１９
2026-07-01
http://www.kanamoto.co.jp
 
カ,225049,株式会社⾦本鉄筋⼯業
〒601-8006,京都府京都市南区東九条東岩本町３４番地
2025-04-01
_
 
カ,127944,株式会社カナモリエンジニアリング
〒995-0112,⼭形県村⼭市⼤字湯野沢字南原３２９３−２
2022-06-29
 
カ,210670,株式会社⾦森⼯務店
〒719-1131,岡⼭県総社市中央４ー２４ー１０７
2024-11-05
 
カ,222599,株式会社⾦森⼯務店
〒125-0052,東京都葛飾区柴⼜三丁⽬２７番６号
2021-01-01
 
カ,112106,⾦森産業株式会社
〒933-8558,富⼭県⾼岡市昭和町１−４−１
2025-10-08
http://kanamorisangyo.co.jp
 
カ,112489,株式会社⾦森製作所
〒143-0013,東京都⼤⽥区⼤森南２−８−１６
2024-07-31
http://www.kanamori-gr.co.jp/
 
カ,112885,⾦森藤平商事株式会社
〒104-0028,東京都中央区⼋重洲２−１１−４
2024-10-04
http://www.k-tobei.co.jp
 
カ,122686,⾦森藤平商事株式会社
〒104-0028,東京都中央区⼋重洲２−１１−４
2024-10-22
http://www.k-tobei.co.jp/
 
カ,225652,株式会社カナヤ



〒236-0004,神奈川県横浜市⾦沢区福浦２ー１８ー１９
2025-07-01
 
カ,100753,カナヤブラシ産業株式会社
〒111-0024,東京都台東区今⼾２−８−８
2023-05-19
http://www.kanaya-brush.com
 
カ,216300,株式会社⾦⼭
〒384-0414,⻑野県佐久市下越６３９ー１
2025-04-16
 
カ,122285,⾦⼭商事株式会社
〒607-8322,京都市⼭科区川⽥清⽔焼団地町４−９
2025-12-27
 
カ,122294,株式会社⾦⼭精機製作所
〒607-8322,京都市⼭科区川⽥清⽔焼団地町４−９
2026-03-08
https://www.kanayamajapan.com
 
カ,221776,⾦⼭板⾦⼯業株式会社
〒752-0927,⼭⼝県下関市⻑府扇町３番６号
2025-07-01
https://www.kybankin-industry.co.jp/
 
カ,126489,カナヤママシナリー株式会社
〒938-0013,富⼭県黒部市沓掛３２５９
2024-01-19
http://www.kanayama-m.com/
 
カ,220152,有限会社⾦⼭⽊⼯所
〒574-0062,⼤阪府⼤東市氷野３−１２−５２
2024-08-10
 
カ,122146,カナレ電気株式会社
〒470-0112,愛知県⽇進市藤枝町奥廻間１２０１−１０
2025-10-03
http://www.canare.co.jp
 
カ,226854,株式会社かな和⼯業
〒939-1734,富⼭県南砺市⽵林１３７ー１
2026-07-01
http://www.kanawa-k.co.jp/
 
カ,218319,有限会社⿅南シンワ
〒892-0871,⿅児島県⿅児島市吉野町３９８４−１４
2023-09-01
 
カ,102037,株式会社カナン製作所
〒020-0841,岩⼿県盛岡市⽻場１０−１−１０
2024-12-14
http://www.kanan-ss.co.jp
 
カ,123630,河南製鋲株式会社



〒577-0067,⼤阪府東⼤阪市⾼井⽥⻄５−４−１０
2025-02-23
http://www.kananseibyou.com
 
カ,220703,河南⽣コンクリート株式会社
〒986-1111,宮城県⽯巻市⿅⼜字⼭下⻄２９番地
2025-02-15
 
カ,222291,蟹江⼯業株式会社
〒472-0013,愛知県知⽴市⾕⽥町宝⼟１
2023-11-01
 
カ,125487,有限会社蟹澤製作所
〒399-0428,⻑野県上伊那郡⾠野町⼤字伊那富３５４８
2023-06-06
 
カ,224287,カニヤ⼯業株式会社
〒306-0304,茨城県猿島郡五霞町⼤字幸主１６９
2025-03-01
 
カ,226667,有限会社⿅糠板⾦⼯業
〒028-8111,岩⼿県久慈市宇部町第３地割１２１番地１５４
2026-05-01
https://www.kanuka-roof.com/
 
カ,218768,⿅沼建柱有限会社
〒322-0028,栃⽊県⿅沼市栄町２丁⽬３番地１６
2023-12-15
 
カ,218935,株式会社⾦内建設
〒277-0863,千葉県柏市豊四季９４５−５３５
2024-01-19
 
カ,102743,株式会社カネカ
〒530-8288,⼤阪市北区中之島２−３−１８ 中之島フェスティバルタワー
2024-07-11
https://www.kaneka.co.jp/
 
カ,231160,株式会社カネカ建設
〒949-6543,新潟県南⿂沼市早川１８９番地１
2025-10-25
https://k-kaneka.co.jp/
 
カ,122105,⾦勝産業株式会社
〒144-0033,東京都⼤⽥区東糀⾕４−９−５
2025-04-19
 
カ,212998,⾦⽊建設株式会社
〒490-1136,愛知県海部郡⼤治町⼤字花常字⼈⾒６２番地の１
2026-01-22
 
カ,225666,鐘建⼯業株式会社
〒504-0047,岐⾩県各務原市那加岩地町３−１２３
2025-07-01
https://kanekenkogyo.com/



 
カ,211723,株式会社ＫＡＮＥＫＯ
〒010-1617,秋⽥県秋⽥市新屋松美ガ丘東町２番１５号
2023-06-23
 
カ,212082,株式会社かねこ
〒941-0058,新潟県⽷⿂川市寺町３丁⽬８番３３号
2025-03-01
 
カ,225685,株式会社カネコ
〒167-0051,東京都杉並区荻窪５ー２６ー１３
2025-07-01
http://www.kaneko-ks.co.jp
 
カ,229197,株式会社カネコ
〒003-0838,北海道札幌市⽩⽯区北郷⼋条３丁⽬５番３８号
2025-07-23
 
カ,101518,兼⼯業株式会社
〒485-0802,愛知県⼩牧市⼤草２０３６
2024-07-24
https://www.kanevalve.co.jp
 
カ,500966,鐘⼯業株式会社
〒534-0011,⼤阪府⼤阪市都島区⾼倉町１丁⽬１１番１２号
2024-08-06
 
カ,221033,⾦⼦架設⼯業株式会社
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋１丁⽬２番１５号
2025-01-01
http://www.kanekokasetsu.co.jp/
 
カ,213380,株式会社⾦⼦組
〒591-8031,⼤阪府堺市北区百⾆⿃梅北町３ー１２５ー１７０
2023-08-12
 
カ,213602,株式会社⾦⼦組
〒713-8102,岡⼭県倉敷市⽟島１丁⽬８番１８号
2024-02-24
http://kanekogumi.co.jp/
 
カ,211037,株式会社⾦⼦建材⼟⽊
〒253-0106,神奈川県⾼座郡寒川町宮⼭３５０ー３
2025-04-13
_
 
カ,218268,⾦⼦建設株式会社
〒411-0945,静岡県駿東郡⻑泉町本宿３２０−３
2023-08-25
 
カ,227273,兼⼦建設株式会社
〒771-0216,徳島県板野郡松茂町⻑原１３６番地
2023-12-21
http://www.kaneko-const.co.jp/
 



カ,112277,⾦⼦コード株式会社
〒143-0026,東京都⼤⽥区⻄⾺込２−１−５
2026-05-12
http://www.kaneko-cord.com
 
カ,229983,株式会社カネコ・コーポレーション
〒373-0816,群⾺県太⽥市東⽮島町２０２番地
2023-10-07
https://www.kaneko.ne.jp/
 
カ,214407,⾦⼦⼯業株式会社
〒509-2598,岐⾩県下呂市萩原町萩原１５００番地
2025-10-04
https://www.kaneko-kougyo.co.jp/
 
カ,214588,有限会社⾦⼦興業
〒120-0047,東京都⾜⽴区宮城１ー１９ー１６
2026-02-21
 
カ,218552,株式会社⾦⼦⼯業所
〒244-0002,神奈川県横浜市⼾塚区⽮部町９３９
2023-10-20
http://www.kaneko-ind.co.jp/
 
カ,216616,株式会社⾦⼦商会
〒810-0072,福岡県福岡市中央区⻑浜１丁⽬１番３４号
2025-06-11
 
カ,227467,株式会社カネコ商会
〒951-8011,新潟県新潟市中央区⼊船町五丁⽬３９３５番地
2024-02-28
 
カ,216346,株式会社⾦⼦商店
〒982-0011,宮城県仙台市太⽩区⻑町⼀丁⽬１番１３号
2025-04-23
 
カ,112474,株式会社⾦⼦製作所
〒339-0072,埼⽟県さいたま市岩槻区古ヶ場１−３−１３
2024-07-10
http://www.t-kaneko.co.jp
 
カ,505178,株式会社 ⾦⼦製作所
〒335-0026,埼⽟県⼾⽥市新曽南３丁⽬１６番２３号
2025-03-01
http://e-kaneko.com/
 
カ,505257,株式会社 ⾦⼦製作所
〒116-0014,東京都荒川区東⽇暮⾥１−３７−８
2025-07-16
http://www.kaneko-ss.co.jp
 
カ,219362,株式会社⾦⼦設備⼯業
〒190-0003,東京都⽴川市栄町４丁⽬４５番地の３９
2024-03-16
 



カ,225318,有限会社⾦⼦鉄筋⼯業
〒230-0073,神奈川県横浜市鶴⾒区獅⼦ケ⾕３丁⽬５番３３号
2025-06-01
_
 
カ,224072,株式会社⾦⼦鉄⼯
〒663-8234,兵庫県⻄宮市津⾨住江町１１番１８号
2025-01-01
 
カ,122260,株式会社⾦⼦鉄⼯所
〒441-8113,愛知県豊橋市⻄幸町字古並２０５
2025-12-04
http://www.kaneko-tk.com
 
カ,120909,⾦⼦農機株式会社
〒348-8503,埼⽟県⽻⽣市⼩松台１−５１６−１０
2024-02-25
https://www.kanekokk.co.jp/
 
カ,213636,⾦⼦⽊材株式会社
〒230-0012,神奈川県横浜市鶴⾒区下末吉３ー１２ー１
2024-03-17
 
カ,220477,⾦坂⼯業有限会社
〒692-0023,島根県安来市黒井⽥町２７１番地
2024-11-22
 
カ,221266,カネサ⼯業株式会社
〒950-0941,新潟県新潟市中央区⼥池３丁⽬５８番１７号
2025-03-01
http://kanesa-katawaku.jp/
 
カ,217498,株式会社兼定
〒179-0074,東京都練⾺区春⽇町６−１０−１２−１０
2026-01-21
 
カ,220885,⾦﨑産業株式会社
〒524-0012,滋賀県守⼭市播磨⽥町３１０番地の２
2025-03-22
https://www.kanezaki-sangyo.com/
 
カ,225485,兼澤⼯業株式会社
〒731-0144,広島県広島市安佐南区髙取北１丁⽬４−３０
2025-06-01
 
カ,220818,カネ敷商事株式会社
〒462-0810,愛知県名古屋市北区⼭⽥⼆丁⽬７番２７号
2025-03-15
https://kaneshiki.p-kit.com/
 
カ,210195,株式会社鐘商
〒572-0832,⼤阪府寝屋川市本町１−１９
2021-02-27
 
カ,220022,有限会社カネショウ



〒309-1725,茨城県笠間市南⼩泉５１９−１１
2024-07-13
 
カ,223196,株式会社カネショウ⼯務店
〒491-0002,愛知県⼀宮市時之島字吹上２３ー１
2024-06-01
 
カ,213083,カネ硝⽵⽥商店有限会社
〒002-8023,北海道札幌市北区篠路三条七丁⽬３番１４号
2026-03-05
 
カ,214931,カネセイ合同会社（その他）
〒516-0053,三重県伊勢市中須町１０２９ー１
2023-08-08
 
カ,215215,株式会社カネタ商会
〒134-0083,東京都江⼾川区中葛⻄１ー４８ー１２
2024-02-13
http://www.kaneta-shokai.co.jp
 
カ,221252,株式会社兼タ丸浅野鉄⼯所
〒049-0111,北海道北⽃市七重浜１丁⽬４番８号
2025-03-01
 
カ,112257,カネダ株式会社
〒103-8413,東京都中央区⽇本橋本町１−４−１２
2026-05-06
https://www.kaneda.co.jp/
 
カ,221297,株式会社カネダ
〒321-0404,栃⽊県宇都宮市芦沼町字湯殿神社前３８２７番地
2025-04-01
 
カ,101038,株式会社カネダエンジニアリング
〒310-0804,茨城県⽔⼾市⽩梅２−５−７
2024-02-08
http://www.kanedaeg.co.jp/
 
カ,218388,株式会社⾦⽥組
〒731-5102,広島県広島市佐伯区五⽇市町⽯内５１６５−９
2023-09-08
 
カ,122353,株式会社⾦⽥鉄⼯所
〒924-0051,⽯川県⽩⼭市福留町２９２
2024-08-21
http://www.kaneda-t.com/
 
カ,106148,⾦⽥銅業⽇本株式会社
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨３−２２−１ 虎ノ⾨桜ビル４０４
2024-02-05
http://www.jtcopper.co.jp
 
カ,219752,有限会社⾦⽥防⽔
〒950-3102,新潟県新潟市北区島⾒町３８１４−５
2024-05-18



 
カ,126236,⾦⽥理化⼯業株式会社
〒273-0003,千葉県船橋市宮本４−４−１０
2023-11-17
http://www.knr.jp/
 
カ,223387,株式会社カネダン
〒110-0015,東京都台東区東上野２ー１１ー６
2024-08-01
 
カ,210609,株式会社カネックス
〒458-0842,愛知県名古屋市緑区鳴海町字上ノ⼭８９番地の８
2024-10-13
http://www.kanex-j.com/
 
カ,102540,鐘通株式会社
〒601-8448,京都市南区⻄九条豊⽥町１
2024-02-18
http://www.kanetuu.co.jp
 
カ,102746,株式会社カネト製作所
〒999-3246,⼭形県上⼭市中⼭５６３３
2025-08-13
http://kaneto-ss.co.jp
 
カ,226358,株式会社⾦原⼯業
〒590-0048,⼤阪府堺市堺区⼀条通１９ー１４
2026-02-01
 
カ,122244,カネパッケージ株式会社
〒358-0046,埼⽟県⼊間市南峯１０９５−１５
2026-03-06
http://www.kanepa.co.jp
 
カ,102282,株式会社カネヒデ
〒444-1221,愛知県安城市和泉町庄司作１０−３５
2025-02-15
http://www.kanehide.net/
 
カ,214068,⾦秀アルミ⼯業株式会社
〒903-0204,沖縄県中頭郡⻄原町字掛保久２１７番地
2025-03-15
http://kanehide-alumi.com/
 
カ,215588,⾦秀鉄⼯株式会社
〒903-0118,沖縄県中頭郡⻄原町字⼩波津５６７番地
2024-09-18
 
カ,123323,株式会社カネヒラ
〒143-0015,東京都⼤⽥区⼤森⻄２−１３−６
2025-01-29
 
カ,112157,株式会社カネヒロ
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町２−１１−２ イトーピア岩本町⼆丁⽬ビル８Ｆ
2025-04-09



http://www.kanehiro-kk.co.jp/
 
カ,221422,株式会社兼藤
〒142-0064,東京都品川区旗の台６ー２８ー８
2025-04-01
https://kipto.co.jp/
 
カ,213289,株式会社カネフル
〒990-0071,⼭形県⼭形市流通センター３丁⽬８番地の３
2026-06-24
https://kanefuru.co.jp/
 
カ,210534,兼正興業株式会社
〒653-0022,兵庫県神⼾市⻑⽥区東尻池町１丁⽬９番１０号
2024-09-11
 
カ,112354,カネマサ鋼材株式会社
〒547-0001,⼤阪市平野区加美北２−２−４０
2024-01-12
http://www.kanemasakouzai.co.jp/
 
カ,102290,兼松株式会社
〒650-0032,神⼾市中央区伊藤町１１９
2026-03-15
https://www.kanematsu.co.jp/
 
カ,224602,有限会社かね松
〒377-0008,群⾺県渋川市渋川２１０２番地２１
2025-04-01
 
カ,103666,兼松アドバンスド・マテリアルズ株式会社
〒103-0004,東京都中央区東⽇本橋３−４−１３
2024-02-26
 
カ,122074,兼松エレクトロニクス株式会社
〒104-8338,東京都中央区京橋２−１３−１０
2025-01-29
https://www.kel.co.jp/
 
カ,112187,兼松寒川株式会社
〒805-8536,北九州市⼋幡東区前⽥企業団地５−１
2025-05-06
http://www.kangawa.co.jp/
 
カ,112211,株式会社兼松ケージーケイ
〒104-8510,東京都中央区京橋１−７−２ ミュージアムタワー京橋１５階
2023-06-28
http://www.kgk-j.co.jp
 
カ,220746,兼松⼯業株式会社
〒615-8055,京都府京都市⻄京区下津林佃５番地の１６７
2025-03-01
 
カ,101654,株式会社兼松⼯務店
〒018-0153,秋⽥県にかほ市象潟町⼩滝字下⼭９−４



2024-09-12
 
カ,503703,兼松コミュニケーションズ株式会社
〒151-8601,東京都渋⾕区代々⽊３丁⽬２２番７号
2025-10-05
https://www.kcs.ne.jp
 
カ,153122,兼松トレーディング株式会社
〒103-0016,東京都中央区⽇本橋⼩網町１９−５ ａｋｅｂｏｎｏ⽇本橋ビル
2025-09-20
 
カ,503759,兼松ＰＷＳ株式会社
〒223-0057,神奈川県横浜市港北区新⽻町９２５
2026-02-25
https://www.pwsj.co.jp/
 
カ,105034,兼松フューチャーテックソリューションズ株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀１−１０−７ ＴＭＧ⼋丁堀ビル８Ｆ
2024-02-07
http://www.kft.kanematsu.co.jp/
 
カ,129216,兼松ペトロ株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町１−１ 神⽥須⽥町スクエアビル９Ｆ
2024-01-09
http://www.kanematsu-oilgas.co.jp
 
カ,218692,有限会社⾦丸電設
〒250-0864,神奈川県⼩⽥原市⽳部新⽥４６
2023-12-08
http://www.kanemaru-ds.co.jp
 
カ,217621,株式会社カネミツ
〒088-0569,北海道⽩糠郡⽩糠町⼯業団地１ー３ー７
2026-03-03
 
カ,213969,株式会社⾦光組
〒723-0014,広島県三原市城町３丁⽬８番２３号
2025-01-19
 
カ,215265,カネヤ⼯業株式会社
〒410-1117,静岡県裾野市⽯脇４１１番地
2024-03-06
 
カ,210962,株式会社かねやす
〒819-0022,福岡県福岡市⻄区福重４丁⽬８番１３号
2025-03-04
http://www.kaneyasu.net/
 
カ,105118,有限会社⾦⼭⼯業
〒394-0002,⻑野県岡⾕市⾚⽻３−１０−２６
2024-05-01
 
カ,104219,株式会社⾦由
〒104-0061,東京都中央区銀座１−２０−１５
2024-12-24



http://www.kaneyoshi.co.jp
 
カ,112329,株式会社カノークス
〒451-8570,名古屋市⻄区那古野１−１−１２
2024-01-27
http://www.canox.co.jp
 
カ,220265,株式会社カノウ
〒468-0015,愛知県名古屋市天⽩区原１−２３１０
2024-09-21
 
カ,504651,叶エンジニアリング株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町１−１３−８
2026-04-19
 
カ,222834,加納ガラス株式会社
〒177-0042,東京都練⾺区下⽯神井１丁⽬１４番３２号
2024-03-01
 
カ,213865,加濃建設株式会社
〒168-0061,東京都杉並区⼤宮２ー６ー４
2024-10-06
https://www.kanou-k.co.jp/
 
カ,219826,株式会社加納興業
〒124-0023,東京都葛飾区東新⼩岩７−２４−１２
2024-06-08
 
カ,223760,株式会社加納⼯業所
〒983-0835,宮城県仙台市宮城野区⼤梶１３ー３０
2024-11-01
http://www.kano-kogyo.co.jp
 
カ,223003,株式会社加納⼯務店
〒460-0012,愛知県名古屋市中区千代⽥１ー４ー１５
2024-04-01
http://www.kanokom.com
 
カ,228462,有限会社狩野⼯務店
〒379-1103,群⾺県渋川市⾚城町津久⽥２８９１
2023-03-10
 
カ,221675,叶産業株式会社
〒105-7118,東京都港区東新橋⼀丁⽬５番２号
2025-06-01
http://www.kano-industry.com/
 
カ,127842,叶精⼯株式会社
〒410-0007,静岡県沼津市⻄沢⽥６５−１
2025-03-29
http://kanou-seikou.com/
 
カ,220782,株式会社⿅野⼯業
〒998-0114,⼭形県酒⽥市⼗⾥塚字⾼砂⼦８３番地の１
2025-03-01



 
カ,502129,有限会社 ⿅野精⼯所
〒252-0132,神奈川県相模原市緑区橋本台３−１４−６
2026-01-21
 
カ,230603,株式会社Ｋａｎｏｙａ
〒221-0002,神奈川県横浜市神奈川区⼤⼝通１３４番地１３
2025-08-02
http://kakou.co.jp
 
カ,216355,樺電⼯業株式会社
〒041-0821,北海道函館市港町１丁⽬３２番３７号
2025-04-23
https://kabaden.com/
 
カ,218676,株式会社かぶきや
〒121-0054,東京都⾜⽴区⾠沼２−１７−２２
2023-12-01
 
カ,500281,株式会社 ワールドパーツ製作所
〒505-0013,岐⾩県美濃加茂市下⽶⽥町信友２６９−１７
2024-05-13
http://world-parts.jp
 
カ,505800,株式会社ｉサポート
〒359-1124,埼⽟県所沢市東住吉７−８ 富⼠⼭ビル５階
2026-05-02
https://www.i-spt.com/
 
カ,505418,株式会社アサマダンボール
〒384-0304,⻑野県佐久市北川５３０−３
2026-06-19
http://www.asamadanboru.co.jp/
 
カ,102314,株式会社クレスコ
〒709-0625,岡⼭県岡⼭市東区上道北⽅１６５
2025-02-20
http://www.oka-cresco.co.jp/
 
カ,505791,株式会社ストラテジック
〒444-3622,愛知県岡崎市樫⼭町字⼋ツ⽥３３−１
2026-04-05
 
カ,505794,株式会社⼤栄製作所
〒243-0807,神奈川県厚⽊市⾦⽥９００番地
2026-04-13
 
カ,505797,株式会社ミライスタイル
〒300-2417,茨城県つくばみらい市富⼠⾒が丘２−１４−５
2026-04-13
 
カ,122204,カブトプラテク株式会社
〒311-3136,茨城県東茨城郡茨城町宮ヶ崎向⼭１４３６−１６
2026-02-22
http://www.kabutoplatec.co.jp



 
カ,231211,株式会社カヘイ
〒771-0129,徳島県徳島市川内町北原１７９番地１
2025-11-01
http://www.kahei-khi.co.jp
 
カ,231734,壁紙屋ＦＲＥＡＫ 佐々⽊貢（その他）
〒509-6105,岐⾩県瑞浪市明賀台３−１４
2026-02-28
 
カ,212656,有限会社可部組
〒735-0004,広島県安芸郡府中町⼭⽥４丁⽬１４番２号
2025-06-05
http://www.kabegumi.co.jp/
 
カ,212729,河北建設株式会社
〒982-0031,宮城県仙台市太⽩区泉崎２丁⽬２３番４１号
2025-07-03
https://www.kahoku-kk.com/
 
カ,129880,河北ライティングソリューションズ株式会社
〒986-0132,宮城県⽯巻市⼩船越字⾈形１４７
2025-04-02
http://www.kls-co.com
 
カ,210341,釜⽯⼯業株式会社
〒272-0015,千葉県市川市⿁⾼３丁⽬１３番６号
2024-05-29
 
カ,229462,鎌ケ⾕巧業株式会社
〒273-0122,千葉県鎌ケ⾕市東初富６丁⽬７番２０号
2026-01-31
 
カ,228766,鎌倉建装⼯業株式会社
〒781-0111,⾼知県⾼知市池２８２番地７３
2024-12-14
 
カ,103862,株式会社鎌⽥
〒221-0005,神奈川県横浜市神奈川区松⾒町４−１０９８−２
2024-05-28
http://www.kamata-c-c.co.jp
 
カ,102708,株式会社鎌⽥エンジニアリング
〒236-0005,神奈川県横浜市⾦沢区並⽊２−５−１−１０８
2025-07-22
 
カ,221958,有限会社カマタキ
〒020-0004,岩⼿県盛岡市⼭岸６丁⽬４０−２０
2025-09-01
 
カ,214215,株式会社カマタ興業
〒233-0015,神奈川県横浜市港南区⽇限⼭１丁⽬６７番地１７号
2025-05-31
http://www.kamata-k.com
 



カ,218277,蒲⽥⼯業株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座六丁⽬１０番１号
2023-08-25
 
カ,221717,鎌⽥⼯業株式会社
〒103-0015,東京都中央区⽇本橋箱崎町４１番８号
2025-06-01
 
カ,122212,蒲⽥ゴム株式会社
〒144-8656,東京都⼤⽥区東蒲⽥２−２９−１５
2026-01-11
http://www.kamata.gomu.gr.jp/
 
カ,102091,カマタ電⼦⼯業所
〒319-1224,茨城県⽇⽴市南⾼野町２−１３−４９
2025-01-07
 
カ,230346,株式会社鎌⽥技研
〒880-0855,宮崎県宮崎市⽥代町２３５番地
2025-07-05
https://www.kamada-giken.co.jp
 
カ,215272,有限会社鎌⽥⼯業
〒987-0114,宮城県遠⽥郡涌⾕町字新町裏１１５ー１
2024-03-06
 
カ,112022,株式会社鎌⽥スプリング
〒330-0835,埼⽟県さいたま市北袋町１−１６５
2023-09-24
http://www.kamada-spring.com/
 
カ,129980,鎌⽥段ボール⼯業株式会社
〒023-0032,岩⼿県奥州市⽔沢字多賀６−５
2025-05-24
http://www.kamadan.jp
 
カ,215253,有限会社鎌⽥鉄筋⼯業
〒640-8422,和歌⼭県和歌⼭市松江東４丁⽬１−１１
2024-02-27
http://www.kamadatekkin.com
 
カ,231865,有限会社鎌⽥塗装
〒816-0862,福岡県春⽇市弥⽣七丁⽬６２番地
2026-04-11
 
カ,213324,株式会社鎌⽥鈑⾦⼯業
〒028-3204,岩⼿県花巻市⼤迫町⻲ケ森６ー７ー１
2023-07-08
 
カ,215926,株式会社鎌⽥メンテナンス
〒570-0045,⼤阪府守⼝市南寺⽅中通３ー１６ー７
2025-01-22
 
カ,103786,株式会社カマチ鉄⼯
〒833-0055,福岡県筑後市⼤字熊野１３２２−３５



2024-04-09
 
カ,210250,有限会社釜⻑
〒401-0512,⼭梨県南都留郡忍野村内野４０２
2024-03-30
 
カ,214008,株式会社カマック
〒870-0301,⼤分県⼤分市⼤字⽇吉原１番２７
2025-02-16
http://kamak.co.jp/
 
カ,120059,釜屋株式会社
〒510-0082,三重県四⽇市市中部８−２１
2026-07-11
http://www.kamaya-net.co.jp
 
カ,226234,釜屋硝⼦建材株式会社
〒510-0305,三重県津市河芸町中別保１９６番地の１
2025-12-01
 
カ,102070,釜屋電機株式会社
〒242-0021,神奈川県⼤和市中央６−１−６ ＰＳＡビルディング
2025-08-22
http://www.kamaya.co.jp
 
カ,220281,有限会社釜屋燃料店
〒299-4301,千葉県⻑⽣郡⼀宮町⼀宮３１０３
2024-09-28
http://kamaya-nenryouten.co.jp
 
カ,216151,株式会社上磯建設
〒049-0151,北海道北⽃市桜岱１２１番地
2025-03-19
_
 
カ,122325,上板塑性株式会社
〒354-0045,埼⽟県⼊間郡三芳町上富１８１
2023-06-21
https://kamiita.co.jp
 
カ,216369,株式会社神内電機製作所
〒532-0027,⼤阪府⼤阪市淀川区⽥川２丁⽬５番３１号
2025-05-08
http://www.kamiuchi.co.jp
 
カ,217792,かみおか⼯業株式会社
〒323-1108,栃⽊県栃⽊市藤岡町太⽥１０６４ー１
2026-06-16
 
カ,125450,神岡部品⼯業株式会社
〒506-1131,岐⾩県⾶騨市神岡町⿇⽣野３６３
2026-05-19
http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/group/kamioka-c/
 
カ,129567,紙⼩津産業株式会社



〒515-0019,三重県松阪市中央町３８４−１ ＯＺビルシエテ
2024-10-06
http://www.kamioz.co.jp/
 
カ,216991,有限会社上川組
〒729-0141,広島県尾道市⾼須町５４０２
2025-08-20
 
カ,214440,株式会社神寛
〒374-0016,群⾺県館林市松原２−６−２６
2025-10-18
http://www.kamikan.co.jp/
 
カ,221027,株式会社神垣組
〒819-0165,福岡県福岡市⻄区⼤字今津字津本５４１３番１０
2025-01-01
https://www.kamigakigumi.co.jp/
 
カ,226058,株式会社上窪⼯務店
〒949-0303,新潟県⽷⿂川市⼤字⽥海５５７５
2025-10-01
 
カ,231817,株式会社上組
〒651-0083,兵庫県神⼾市中央区浜辺通四丁⽬１番１１号
2026-03-28
https://www.kamigumi.co.jp/
 
カ,229311,有限会社上弘
〒791-8084,愛媛県松⼭市⽯⾵呂町５２０番地
2025-10-02
 
カ,124400,株式会社上沢製作所
〒311-1301,茨城県東茨城郡⼤洗町五反⽥４５５−２
2022-08-02
 
カ,125894,上代⼯業株式会社
〒213-0006,神奈川県川崎市⾼津区下野⽑１−１１−２３
2023-10-14
http://www.kamishiro.co.jp
 
カ,221170,上條⼯業株式会社
〒185-0012,東京都国分寺市本町⼆丁⽬２番１−Ｅ２００６号
2025-03-01
 
カ,221434,株式会社上條⽯材⼯業
〒390-0851,⻑野県松本市⼤字島内１６６６
2025-04-01
http://www.kamiseki.com/
 
カ,210801,神栖商事株式会社
〒314-0116,茨城県神栖市奥野⾕８０７７ー２
2025-01-06
http://www.kamisusyouji.co.jp/
 
カ,229413,株式会社神栖重機



〒314-0147,茨城県神栖市鰐川３００番地１１２
2025-11-28
 
カ,210018,上武建設株式会社
〒630-0121,奈良県⽣駒市北⼤和４丁⽬２１番地の２
2023-10-27
 
カ,121162,株式会社上⽥興業
〒190-0153,東京都あきる野市⼩峰台３４−４
2025-03-27
 
カ,226696,株式会社紙⾕⼯務店
〒564-0063,⼤阪府吹⽥市江坂町３ー３ー１
2026-05-01
http://www.kamitani-works.co.jp
 
カ,214241,神多野塗装⼯業株式会社
〒135-0021,東京都江東区⽩河１丁⽬４番１４号
2025-06-14
https://www.kamitano.co.jp/
 
カ,231027,株式会社カミックス
〒651-0083,兵庫県神⼾市中央区浜辺通四丁⽬１番１１号
2025-10-11
http://kamix.com/
 
カ,126801,株式会社カミテ
〒017-0204,秋⽥県⿅⾓郡⼩坂町荒⾕字三ツ森６２−１
2024-04-07
http://www.kamite.co.jp/
 
カ,227743,有限会社上出⽯材⼯業
〒085-0063,北海道釧路市⽂苑２丁⽬４７番１１号
2021-03-27
 
カ,112064,加美電⼦⼯業株式会社
〒547-0002,⼤阪市平野区加美東６−１−５
2024-02-07
https://www.kamidenshi.co.jp/
 
カ,122252,加美電⼦⼯業株式会社
〒981-4302,宮城県加美郡加美町字下野⽬雷北６
2026-01-21
http://www.kamidenshi.com/
 
カ,220097,株式会社上⼗コンサル
〒034-0023,⻘森県⼗和⽥市東⼗三番町４２−１９
2024-07-20
 
カ,223427,上⻄鉄筋⼯業株式会社
〒923-0002,⽯川県⼩松市⼩島町ホ５８番地
2024-08-01
 
カ,217135,有限会社神野電設
〒240-0051,神奈川県横浜市保⼟ケ⾕区上菅⽥町３０４−４



2025-09-24
 
カ,220394,上原⼦建⼯株式会社
〒276-0004,千葉県⼋千代市島⽥台７８６番地２
2024-10-26
http://www.kamiharako.co.jp
 
カ,122040,カミマル株式会社
〒105-0013,東京都港区浜松町２−７−１１
2024-11-10
http://www.kamimaru.co.jp/
 
カ,210496,株式会社カミムラ
〒371-0123,群⾺県前橋市⾼花台２ー１ー６
2024-08-24
 
カ,502446,株式会社神村製作所
〒611-0033,京都府宇治市⼤久保町⻄ノ端１番２３
2023-09-16
http://www.kamimurass.com/
 
カ,122145,神村電機⼯業株式会社
〒486-0817,愛知県春⽇井市東野町茨沢２−１
2025-05-01
http://www.kamidk.co.jp/
 
カ,217409,神本⼯業株式会社
〒740-0021,⼭⼝県岩国市室の⽊町３丁⽬６番２２号
2025-12-24
 
カ,213386,カミヤＲ＆Ｉ株式会社
〒189-0014,東京都東村⼭市本町２−１２−３
2023-08-12
http://www.kamiyarandi.com/
 
カ,216258,有限会社上也組
〒733-0876,広島県広島市⻄区⾼須台五丁⽬５番３号
2025-04-02
_
 
カ,215782,神⾕建設⼯業株式会社
〒802-0044,福岡県北九州市⼩倉北区熊本２ー４ー１１
2024-11-27
 
カ,228135,有限会社神⾕⼯務店
〒446-0004,愛知県安城市尾崎町中屋敷２８番地
2024-06-07
 
カ,211635,株式会社神⾕左官
〒444-1212,愛知県安城市根崎町北根９３−２
2026-05-10
 
カ,124763,株式会社神⾕商会
〒430-0806,静岡県浜松市中区⽊⼾町４−４７
2025-12-24



http://www.kamiya.co.jp
 
カ,213522,株式会社神⾕商会
〒453-0818,愛知県名古屋市中村区千成通６−１６
2023-12-09
 
カ,112199,株式会社神⾕製作所
〒174-0051,東京都板橋区⼩⾖沢１−１９−２０
2022-08-31
 
カ,231399,有限会社カミヤプランニング
〒448-0004,愛知県刈⾕市泉⽥町⼤久屋１３３番地１
2025-12-06
https://www.kamiyaplanning.com/
 
カ,217740,有限会社神⼭⼯務店
〒936-8813,福島県郡⼭市芳賀２丁⽬２１番２号
2023-05-19
 
カ,123412,有限会社神⼭製作所
〒321-0901,栃⽊県宇都宮市平出町４０６
2025-02-02
 
カ,210256,有限会社上⼭鉄筋
〒041-0851,北海道函館市本通１丁⽬４番８号
2024-04-09
 
カ,120505,株式会社神⼭鉄⼯所
〒577-0067,⼤阪府東⼤阪市⾼井⽥⻄５−４−８
2023-10-15
http://www.kamiyama-tekkosho.co.jp/
 
カ,112021,神⾕理研株式会社
〒435-0053,静岡県浜松市東区上新屋町１５６
2024-04-02
https://www.kamiyariken.co.jp
 
カ,220731,有限会社神⽻電設
〒196-0022,東京都昭島市中神町⼀丁⽬４番６号
2025-03-01
 
カ,504358,株式会社Ｃｏｍｉｎｇ
〒156-0052,東京都世⽥⾕区経堂２丁⽬１８番１号 経堂ＫＨＳビル３階
2026-06-12
http://www.it-coming.com/
 
カ,219159,カミンズジャパン株式会社
〒105-0022,東京都港区海岸１−１６−１ニューピア⽵芝サウスタワー１５Ｆ
2024-02-22
https://www.cummins.jp/
 
カ,101482,株式会社カムテック
〒300-0813,茨城県⼟浦市富⼠崎１−１−１３−１４０８
2024-07-17
 



カ,215160,有限会社カムレッド
〒102-0093,東京都千代⽥区平河町２−３−１０ライオンズマンション平河町２０９
2023-12-26
 
カ,221477,カメイ株式会社
〒980-8680,宮城県仙台市⻘葉区国分町３丁⽬１番１８号
2025-04-01
https://www.kamei.co.jp/
 
カ,124573,⻲井機⼯株式会社
〒514-0816,三重県津市⾼茶屋⼩森上野町１１５１
2025-11-02
http://kameikiko.com/
 
カ,222077,株式会社⻲井組
〒530-0016,⼤阪府⼤阪市北区中崎２丁⽬１番１７号
2026-01-01
http://www.kameigumi.co.jp/
 
カ,230429,株式会社⻲井組
〒772-0017,徳島県鳴⾨市撫養町⽴岩字七枚１１４番地
2025-07-12
https://kamei93.co.jp/
 
カ,227640,有限会社⻲井建設
〒939-1104,富⼭県⾼岡市⼾出町３丁⽬１３−４６
2021-03-15
 
カ,210325,株式会社⻲井⼯業所
〒116-0001,東京都荒川区町屋６ー２３ー１８
2024-05-21
 
カ,103128,株式会社⻲井製作所
〒505-0071,岐⾩県加茂郡坂祝町黒岩７５２−１
2026-04-08
http://www.repeat-k.co.jp
 
カ,210765,⻲井鐵鋼株式会社
〒790-0053,愛媛県松⼭市⽵原３丁⽬２０番１４号
2024-12-16
http://www.kamei-t.co.jp/index.shtml
 
カ,225158,株式会社⻲岡⼯務店
〒960-2154,福島県福島市佐倉下字前３番地
2025-05-01
 
カ,103159,株式会社⻲岡商会
〒104-0061,東京都中央区銀座２−６−４
2026-04-22
 
カ,501847,株式会社⻲岡商会
〒104-0061,東京都中央区銀座２−６−４
2025-07-12
http://ginza-kameoka.co.jp/
 



カ,112298,⻲岡スプリング株式会社
〒621-0235,京都府⻲岡市東本梅町東⼤⾕外⿃居１０−１
2023-09-02
https://www.maruho-htj.co.jp
 
カ,124626,⻲岡電機株式会社
〒566-0046,⼤阪府摂津市別府３−８−３
2022-11-22
http://www.kameokadenki.co.jp
 
カ,212141,⻲喜⼯業株式会社
〒650-0046,兵庫県神⼾市中央区港島中町２丁⽬２番１
2024-04-18
http://www.kameki.co.jp
 
カ,105621,株式会社⻲太
〒501-6123,岐⾩県岐⾩市柳津町流通センター１−９−４
2025-07-08
http://www.kameta.co.jp
 
カ,226230,株式会社⻲⾕
〒931-8405,富⼭県富⼭市海岸通４１番地
2025-12-01
 
カ,221571,⻲⾕塗装⼯業株式会社
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町２丁⽬９番地
2025-04-01
_
 
カ,213338,株式会社⻲⽥
〒631-0804,奈良県奈良市神功５丁⽬１番地の５
2023-07-15
 
カ,215124,株式会社⻲⽥組
〒545-0043,⼤阪府⼤阪市阿倍野区松⾍通１丁⽬１１番１３号
2023-12-12
http://www.kamedagumi.co.jp/
 
カ,224365,株式会社⻲⽥建装
〒862-0969,熊本県熊本市南区良町１丁⽬１３番３４号
2025-04-01
http://www.kameken.jp
 
カ,226272,⻲⽥⼯業株式会社
〒043-0035,北海道檜⼭郡江差町字桧岱２１５番地
2025-12-01
http://kameda-k.jp
 
カ,212316,株式会社⻲⽥清掃
〒041-0804,北海道函館市⾚川町９０番地の４
2024-09-05
http://kamesei.co.jp
 
カ,123685,株式会社カメダデンキ
〒570-0002,⼤阪府守⼝市佐太中町６−４７−７



2025-03-11
http://www.kameden.com/
 
カ,122475,⻲⽥電機⼯業有限会社
〒806-0005,北九州市⼋幡⻄区⾈町２−１９
2024-09-26
 
カ,210322,株式会社⻲鉄組
〒640-8281,和歌⼭県和歌⼭市湊通丁南４丁⽬１６番地
2024-05-14
 
カ,100874,株式会社⻲屋⼯業所
〒317-0064,茨城県⽇⽴市神峰町４−１１−１２
2023-09-20
http://www.j-kame.co.jp
 
カ,218542,有限会社カメヤマ
〒983-0044,宮城県仙台市宮城野区宮千代２ー２１ー１０
2023-10-20
 
カ,103709,株式会社⻲⼭商店
〒660-0801,兵庫県尼崎市⻑洲東通３−１−１３−３０１
2024-03-18
 
カ,122026,株式会社⻲⼭鉄⼯所
〒504-0957,岐⾩県各務原市⾦属団地２１８
2025-03-06
http://kiw-jp.com
 
カ,219099,株式会社⻲⼭鉄⼯所
〒989-3124,宮城県仙台市⻘葉区上愛⼦字下⼗三枚⽥３４番地の３
2024-02-16
https://www.kameyamag.co.jp/
 
カ,103539,⻲⼭電機株式会社
〒453-0021,名古屋市中村区松原町４−２４
2023-12-15
http://kameyama-denki.co.jp
 
カ,222162,瓶由株式会社
〒500-8401,岐⾩県岐⾩市安良⽥町２丁⽬３ー１
2026-05-01
https://kameyoshi.co.jp/
 
カ,104378,株式会社Ｋａｍｏｇａｗａ
〒612-8444,京都府京都市伏⾒区⽵⽥⽥中宮町７８
2025-05-13
http://www.kamog.co.jp/
 
カ,214496,株式会社カモシダ
〒316-0015,茨城県⽇⽴市⾦沢町４ー２６ー２３
2025-12-06
 
カ,122164,鴨志⽥⼯業株式会社
〒317-0056,茨城県⽇⽴市⽩銀町２−１１−４



2025-07-02
 
カ,120780,株式会社加茂製作所
〒955-0021,新潟県三条市下保内１１９８−１
2024-01-20
http://www.fsinet.or.jp/~kamose
 
カ,124742,賀茂塗料株式会社
〒432-8058,静岡県浜松市新橋町１６９
2025-12-20
 
カ,225436,株式会社加⾨組
〒661-0023,兵庫県尼崎市⼤⻄町３丁⽬８番１７号
2025-06-01
http://www.kamongumi.co.jp
 
カ,214879,株式会社花⾨フラワーゲート
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀３−１９−２
2023-07-18
http://www.flowergate.co.jp
 
カ,218795,カヤク・ジャパン株式会社
〒130-0015,東京都墨⽥区横網１−６−１
2023-12-15
 
カ,215758,株式会社カヤ⼯業
〒802-0813,福岡県北九州市⼩倉南区⼋重洲町７番５５号
2024-11-20
http://www.kayakougyou.jp/
 
カ,231073,カヤ産業株式会社
〒150-0011,東京都渋⾕区東⼀丁⽬１３番３号
2025-10-18
http://www.kaya-inc.com/
 
カ,122360,萱野⼯業株式会社
〒503-0651,岐⾩県海津市海津町平原貫川１６２４−１
2024-08-22
http://www.kayanoind.co.jp
 
カ,220733,萱場⼯業株式会社
〒981-0917,宮城県仙台市⻘葉区葉⼭町１番２６号１番２６号
2025-03-01
http://www.kayaba-ind.co.jp/
 
カ,505175,株式会社⾹⼭組
〒591-8043,⼤阪府堺市北区北⻑尾町７−２−２１
2025-02-27
 
カ,210521,有限会社華陽コンクリートポンプ
〒500-8288,岐⾩県岐⾩市中鶉２丁⽬１０９番
2024-09-08
 
カ,112447,株式会社華陽テクノ・プラザ
〒500-8381,岐⾩市市橋４−９−５



2024-06-26
http://www.kayoh-tech.co.jp
 
カ,100948,カラーリンク・ジャパン株式会社
〒943-0841,新潟県上越市南本町１−５−５
2023-12-08
http://www.colorlink.co.jp
 
カ,210121,有限会社カラーワーク
〒760-0080,⾹川県⾼松市⽊太町３２１４番地４
2023-12-25
 
カ,214814,株式会社カラカマ
〒135-0047,東京都江東区富岡１−２３−１６
2023-06-27
 
カ,103586,有限会社唐澤製作所
〒376-0101,群⾺県みどり市⼤間々町⼤間々１２−８
2024-01-27
 
カ,213290,からす電機株式会社
〒990-0073,⼭形県⼭形市⼤野⽬２−６−３４
2023-06-24
 
カ,210092,唐津⼟建⼯業株式会社
〒847-0861,佐賀県唐津市⼆タ⼦⼆丁⽬７番５１号
2023-12-11
http://www.karatsu.co.jp/
 
カ,223694,株式会社唐渡組
〒653-0054,兵庫県神⼾市⻑⽥区⻑楽町２−１−１５
2024-11-01
 
カ,220527,唐橋塗装株式会社
〒459-8001,愛知県名古屋市緑区⼤⾼町字南⽩砂２６番地
2024-12-14
http://www.karahashitosou.co.jp
 
カ,214637,苅⽥建設⼯業株式会社
〒660-0087,兵庫県尼崎市平左衛⾨町１８ー３１
2026-03-21
http://karitakensetu.com
 
カ,102005,カリツー株式会社
〒446-8540,愛知県安城市三河安城町１−４−４
2025-03-27
http://www.karitsu.co.jp
 
カ,221148,狩野タイル⼯業株式会社
〒182-0033,東京都調布市富⼠⾒町４丁⽬２９番地
2025-03-01
https://karino.co.jp
 
カ,214982,有限会社狩俣組
〒901-2111,沖縄県浦添市経塚８１１−９４



2020-09-05
 
カ,214622,有限会社刈⽻近藤⼯業所
〒945-0316,新潟県刈⽻郡刈⽻村⼤字下⾼町字割前１３２６番地
2023-03-07
 
カ,225815,軽井沢産業株式会社
〒389-0111,⻑野県北佐久郡軽井沢町⻑倉２８７５−２
2025-08-01
 
カ,102003,株式会社カルックス
〒322-0525,栃⽊県⿅沼市⼤和⽥町１
2023-07-19
http://www.karux.com
 
カ,231891,株式会社カルテック
〒671-1107,兵庫県姫路市広畑区⻄蒲⽥８４１番地
2026-04-11
 
カ,228648,株式会社カルテル
〒350-1331,埼⽟県狭⼭市新狭⼭１丁⽬１７番地２
2024-11-16
https://www.karuteru.co.jp/
 
カ,210825,有限会社軽部
〒301-0026,茨城県⿓ヶ崎市⾼須町３７１６
2025-01-13
 
カ,218323,株式会社カルモア
〒104-0033,東京都中央区新川２−９−５
2023-09-01
 
カ,103900,株式会社カワイ
〒213-0031,神奈川県川崎市⾼津区宇奈根７８４
2024-07-06
 
カ,112191,株式会社カワイ
〒481-0041,愛知県北名古屋市九之坪鴨⽥７６
2025-10-07
http://www.kk-kawai.co.jp
 
カ,122269,株式会社カワイ
〒503-0858,岐⾩県⼤垣市世安町２−８６
2026-03-18
http://www.kawaico.jp/
 
カ,227118,株式会社カワイ
〒710-0022,岡⼭県倉敷市早⾼１１８番地の１
2023-10-01
 
カ,100198,株式会社カワイエンジニアリング
〒501-3265,岐⾩県関市⼩瀬字御嶽１５０４−１
2022-08-16
http://www.kawai-engineering.co.jp/
 



カ,210926,株式会社川合組
〒647-0019,和歌⼭県新宮市新町２丁⽬１番地１０
2025-02-23
http://www.kawaioffice.jp
 
カ,229380,株式会社河合組
〒921-8802,⽯川県野々市市押野４丁⽬２２２
2025-11-16
 
カ,112152,有限会社河合⼯業
〒444-3601,愛知県岡崎市⽯原町字栗⽊野５２−３
2025-01-08
 
カ,112234,株式会社河合⼯業所
〒486-0917,愛知県春⽇井市美濃町２−１３９
2026-05-18
 
カ,212062,株式会社川合⼯業所
〒254-0024,神奈川県平塚市⾺⼊本町２ー４
2025-04-01
 
カ,223579,河合産業株式会社
〒651-0086,兵庫県神⼾市中央区磯上通４ー１ー１４
2024-09-01
http://www.kawaisangyo.jp
 
カ,112441,川相商事株式会社
〒535-0021,⼤阪市旭区清⽔２−７−７
2024-08-03
http://www.kawai-g.com
 
カ,125771,川井成型有限会社
〒299-4114,千葉県茂原市本納３２１０−１９
2023-09-07
http://www.kawai-seikei.co.jp/
 
カ,214868,有限会社川井⽥⼯業
〒510-0958,三重県四⽇市市⼩古曽６丁⽬７番８号
2023-07-11
 
カ,122222,株式会社河合電器製作所
〒468-0014,愛知県名古屋市天⽩区中平１−８０３
2026-01-15
https://www.kawaidenki.co.jp/
 
カ,231925,有限会社川内測建
〒359-1121,埼⽟県所沢市元町２７番１−９０１号ライオンズクオーレ所沢元町
2026-04-18
 
カ,218709,川内村復興有限責任事業組合（その他）
〒979-1201,福島県双葉郡川内村⼤字上川内字早渡１１６
2023-12-08
 
カ,211655,株式会社カワオカタイル
〒547-0034,⼤阪府⼤阪市平野区背⼾⼝５丁⽬４番８号



2026-05-24
http://www.kawaokatile.co.jp
 
カ,101326,有限会社カワカツ
〒355-0221,埼⽟県⽐企郡嵐⼭町菅⾕５８１−１２
2024-05-02
 
カ,220762,株式会社カワカツ建装
〒617-0006,京都府向⽇市上植野町脇⽥８番地
2025-03-01
 
カ,112117,河上⾦物株式会社
〒930-0996,富⼭市新庄本町２−１−１２０
2025-03-16
http://www.kawakami-kanamono.co.jp
 
カ,112395,川上⼯業株式会社
〒950-1237,新潟県新潟市南区北⽥中７８０−７
2023-10-14
 
カ,225467,株式会社川上商店
〒960-8061,福島県福島市五⽉町６の９
2025-06-01
 
カ,228472,株式会社河上商店
〒060-0052,北海道札幌市中央区南２条東３丁⽬４番地
2024-09-13
 
カ,211808,有限会社川上鉄⼯所
〒769-1601,⾹川県観⾳寺市豊浜町姫浜８７７番地
2023-08-19
 
カ,106009,川上塗料株式会社
〒661-0001,兵庫県尼崎市塚⼝本町２−４１−１
2023-08-28
http://www.kawakami-paint.co.jp/
 
カ,214592,株式会社川上⼟建
〒506-0025,岐⾩県⾼⼭市天満町２−２２−３
2023-02-21
http://www.kawakamidoken.co.jp/
 
カ,225954,株式会社川上板⾦⼯業所
〒766-0004,⾹川県仲多度郡琴平町榎井６３１ー１１
2025-09-01
http://www.kawakamibankin.co.jp
 
カ,105181,株式会社カワカミパワーシステム
〒918-8238,福井県福井市和⽥１−５−１３
2024-07-12
http://www.k-p-s.jp/
 
カ,212186,株式会社川頭⼯務店
〒731-5116,広島県広島市佐伯区⼋幡３丁⽬１６番１号
2024-05-23



 
カ,125548,カワキ計測⼯業株式会社
〒673-0037,兵庫県明⽯市貴崎５−６−２８
2026-06-15
http://www.kawaki.com
 
カ,220446,株式会社河北⼯業
〒555-0043,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区⼤野２丁⽬２番９号
2024-11-16
https://www.kawakitakougyou.com
 
カ,212002,川北電気⼯業株式会社
〒460-0008,愛知県名古屋市中区栄４ー６ー２５
2024-04-01
http://www.kawakita.co.jp
 
カ,122062,川北電興株式会社
〒532-0013,⼤阪府⼤阪市淀川区⽊川⻄１−２−３
2024-12-15
http://www.kawakita-d.co.jp
 
カ,231088,株式会社川北電⼯
〒891-0115,⿅児島県⿅児島市東開町４番地７９
2025-10-18
http://www.kawakita-denko.co.jp/
 
カ,221703,川北陶業株式会社
〒226-0021,神奈川県横浜市緑区北⼋朔町９８７
2025-06-01
_
 
カ,129804,株式会社川⾦ダイカスト⼯業
〒961-0835,福島県⽩河市⽩坂陣場１５
2025-03-02
http://www.kawakindc.co.jp/
 
カ,221410,川岸⼯業株式会社
〒105-0021,東京都港区東新橋１丁⽬２番１３号
2025-04-01
https://kawagishi.co.jp/
 
カ,231543,川岸精機堂 川岸純⼀郎（その他）
〒327-0834,栃⽊県佐野市若宮下町７−１４
2026-01-10
http://www.kawagishi-s.com/
 
カ,229838,川岸電設株式会社
〒080-0012,北海道帯広市⻄⼆条南３８丁⽬４番１４号
2026-07-10
https://kawagishi-dc.com/
 
カ,225186,株式会社川久保企画
〒233-0016,神奈川県横浜市港南区下永⾕６ー１ー８
2025-05-01
 



カ,210312,株式会社川久保建設
〒557-0063,⼤阪府⼤阪市⻄成区南津守５丁⽬７ー８
2024-05-08
 
カ,218108,有限会社カワグチ
〒457-0043,愛知県名古屋市南区⼾部町⼆丁⽬４８番地の３
2023-08-04
http://kawaguchi-kaitai.com/
 
カ,504175,株式会社河⼝・サポート
〒460-0012,愛知県名古屋市中区千代⽥３丁⽬５番１７号
2024-12-25
http://www.kawaguchi-support.jp
 
カ,230119,川⼝解体⼯業株式会社
〒123-0861,東京都⾜⽴区加賀⼆丁⽬１３番３号
2025-05-24
http://www.kawakai.com
 
カ,122063,川⼝化成品株式会社
〒460-0016,名古屋市中区橘２−１−１２
2025-03-16
http://www.kwg.co.jp
 
カ,122795,株式会社カワグチキカイ
〒424-0886,静岡県静岡市清⽔区草薙２１５０
2024-11-19
http://www.kawaguchi-kikai.co.jp/
 
カ,101374,株式会社川⼝技研
〒333-0844,埼⽟県川⼝市上⻘⽊１−１４−４１
2024-05-28
http://www.kawaguchigiken.co.jp/
 
カ,214367,株式会社河⼝組
〒330-0802,埼⽟県さいたま市⼤宮区宮町⼆丁⽬９１番地３
2025-09-13
http://www.kgs-stud.jp/
 
カ,222512,株式会社川⼝組
〒464-0858,愛知県名古屋市千種区千種３ー１２ー３
2023-12-01
http://www.kawaguchigumi.co.jp
 
カ,127019,株式会社川⼝軽合⾦製作所
〒332-0032,埼⽟県川⼝市中⻘⽊１−９−２０
2024-07-13
http://www.kawakei.jp
 
カ,215819,株式会社川⼝建設
〒802-0052,福岡県北九州市⼩倉北区霧ケ丘２丁⽬２１番６号
2024-12-11
https://www.kawa-ken.co.jp/
 
カ,220634,川⼝⼯業株式会社



〒811-1344,福岡県福岡市南区三宅⼆丁⽬１０番２７号
2025-01-25
 
カ,230796,株式会社川⼝⼯業
〒986-0029,宮城県⽯巻市湊⻄⼆丁⽬２番地３
2025-08-30
http://kawaguchi-g.com/
 
カ,122752,川⼝興産株式会社
〒437-1622,静岡県御前崎市⽩⽻６３６１
2024-11-10
http://www.kawaguchikousan.co.jp
 
カ,112391,川⼝産業株式会社
〒453-0818,名古屋市中村区千成通５−１０
2024-02-24
 
カ,129957,株式会社川⼝ダイカスト
〒333-0861,埼⽟県川⼝市柳崎１−８−３２
2025-04-27
 
カ,215904,株式会社川⼝鉄筋建設
〒329-1571,栃⽊県⽮板市⽚岡１９９１−９
2025-01-15
 
カ,213857,川⼝⼟⽊建築⼯業株式会社
〒332-0012,埼⽟県川⼝市本町４丁⽬１１番６号
2024-09-29
http://www.kawado.co.jp/
 
カ,219639,有限会社河⼝板⼯
〒890-0024,⿅児島県⿅児島市明和１丁⽬７−３
2024-04-20
 
カ,112214,川⼝薬品株式会社
〒103-0016,東京都中央区⽇本橋⼩網町６−７ 第２⼭万ビル
2026-05-18
http://www.kawaguchichemical.co.jp/
 
カ,106958,川研ファインケミカル株式会社
〒103-0012,東京都中央区⽇本橋堀留町２−３−３
2026-05-12
https://www.kawakenfc.co.jp/index.html
 
カ,225718,株式会社カワゴエ
〒861-8031,熊本県熊本市東区⼾島町９２０番地６
2025-07-01
 
カ,222668,河崎運輸機⼯株式会社
〒740-0002,⼭⼝県岩国市新港町４−１５−２５
2024-02-01
http://www.kawasakiunyu.co.jp/
 
カ,220877,株式会社川崎クレーン
〒680-0935,⿃取県⿃取市⾥仁５４９番地２



2025-03-15
 
カ,112874,川崎クローム⼯業株式会社
〒210-0854,川崎市川崎区浅野町３−７
2024-10-17
http://www.kawasaki-chrome.co.jp/
 
カ,217917,株式会社川﨑組
〒598-0021,⼤阪府泉佐野市⽇根野２８５１番地
2023-07-14
http://kawasakigumi.jp
 
カ,225214,株式会社河崎組
〒732-0068,広島県広島市東区⽜⽥新町２ー４ー１９
2025-05-01
http://www.kawasaki-group.com
 
カ,229781,川崎建⼯株式会社
〒216-0015,神奈川県川崎市宮前区菅⽣２ー４ー２０
2026-06-19
 
カ,225199,株式会社川崎建設
〒312-0041,茨城県ひたちなか市⻄⼤島３丁⽬１７番４５号
2025-05-01
 
カ,505242,川崎⼯機株式会社
〒210-0806,神奈川県川崎市川崎区中島２−１９−９
2025-07-01
 
カ,227766,川崎⼯業株式会社
〒324-0613,栃⽊県那須郡那珂川町⾺頭４２２番地
2024-03-28
http://www3.ocn.ne.jp/~kawasaki/
 
カ,230750,川崎興業株式会社
〒540-0008,⼤阪府⼤阪市中央区⼤⼿前⼀丁⽬３番５９号
2025-08-23
https://www.kawasaki-kogyo.co.jp/
 
カ,211490,かわさき⼯務店 河﨑泰次（その他）
〒494-0001,愛知県⼀宮市開明字⼤橋北３５番地２
2026-01-12
 
カ,228537,有限会社河崎商店
〒453-0068,愛知県名古屋市中村区菊⽔町２丁⽬１番２３号
2024-09-28
 
カ,127667,川崎重⼯業株式会社
〒650-8680,神⼾市中央区東川崎町１−１−３ 神⼾クリスタルタワー
2025-01-09
http://www.khi.co.jp
 
カ,502080,川崎重⼯業株式会社
〒650-8680,兵庫県神⼾市中央区東川崎町１丁⽬１番３号
2024-01-20



www.khi.co.jp
 
カ,501496,株式会社川崎精機⼯作所
〒211-0025,神奈川県川崎市中原区⽊⽉４−５４−１０
2025-02-10
http://www.kawasakiseiki.com
 
カ,150005,川崎製鉄株式会社
〒100-0011,東京都千代⽥区内幸町２−２−３ ⽇⽐⾕国際ビル
2023-10-01
 
カ,224318,川崎設備⼯業株式会社
〒460-0011,愛知県名古屋市中区⼤須⼀丁⽬６番４７号
2025-03-01
http://www.kawasaki-sk.co.jp
 
カ,105239,川崎鍛⼯株式会社
〒210-0824,神奈川県川崎市川崎区⽇ノ出２−２−４
2024-09-18
http://www.kawatan.co.jp/
 
カ,229222,川崎地質株式会社
〒108-8337,東京都港区三⽥２丁⽬１１番１５号
2025-08-06
http://www.kge.co.jp/
 
カ,106233,川崎電設株式会社
〒241-0822,神奈川県横浜市旭区さちが丘１−１３
2024-06-04
 
カ,111638,川崎電線株式会社
〒213-0012,神奈川県川崎市⾼津区坂⼾１−１３−３
2023-07-08
http://www.kdkk.co.jp
 
カ,112251,川崎電線株式会社
〒213-0012,神奈川県川崎市⾼津区坂⼾１−１３−３
2023-07-16
http://www.kdkk.co.jp
 
カ,127999,川崎電線株式会社
〒213-0012,神奈川県川崎市⾼津区坂⼾１−１３−３
2025-08-09
http://www.kdkk.co.jp
 
カ,502119,株式会社カワサキ電通
〒168-0073,東京都杉並区下⾼井⼾２丁⽬２６番２号
2026-01-17
 
カ,122217,株式会社川崎熱処理⼯業所
〒252-1108,神奈川県綾瀬市深⾕上８−４−１６
2026-02-04
http://www.kawasaki-ht.co.jp
 
カ,104458,川崎パウメット株式会社



〒940-2022,新潟県⻑岡市鉄⼯町１−２−２
2025-07-14
http://www.kawasaki-pawmet.jp
 
カ,215992,株式会社カワサキフィールドサービス
〒311-0107,茨城県那珂市額⽥南郷２３０７番地８
2025-02-05
https://kk-kfs.co.jp/
 
カ,123850,株式会社カワサキマシンシステムズ
〒530-0057,⼤阪市北区曽根崎２−１２−７ 清和梅⽥ビル１６階
2025-05-07
http://www.khi.co.jp/corp/kms/
 
カ,505624,カワサキモータース株式会社
〒673-8666,兵庫県明⽯市川崎町１番１号
2024-09-07
 
カ,505166,カワサキロボットサービス株式会社
〒673-8666,兵庫県明⽯市川崎町１−１
2025-01-11
http://www.khi.co.jp/corp/krs
 
カ,228696,株式会社川下建設
〒793-0028,愛媛県⻄条市新⽥２１５番地１
2024-11-22
http://www.kawashita.co.jp
 
カ,229971,川下建設有限会社
〒790-0802,愛媛県松⼭市喜与町１丁⽬７番地６
2023-09-29
 
カ,210562,株式会社ＫＡＷＡＳＨＩＭＡ
〒438-0802,静岡県磐⽥市東原３７８ー１
2024-09-25
 
カ,112271,川嶋印刷株式会社
〒029-4194,岩⼿県⻄磐井郡平泉町平泉字佐野原２１
2023-07-21
http://www.kpc.co.jp
 
カ,229196,株式会社川島織物セルコン
〒601-1123,京都府京都市左京区静市市原町２６５番地
2025-07-23
https://www.kawashimaselkon.co.jp/
 
カ,226179,株式会社川島ガラス
〒162-0824,東京都新宿区揚場町２番１７号
2025-11-01
http://g-kawashima.com/
 
カ,224498,株式会社川島組
〒436-0042,静岡県掛川市⼆瀬川４番１号
2025-04-01
http://www.kawashimagumi.co.jp



 
カ,210126,株式会社川島建設
〒662-0942,兵庫県⻄宮市浜町７番２５号
2024-01-09
http://kawashimakensetu.moo.jp
 
カ,225506,株式会社川嶋建設
〒668-0221,兵庫県豊岡市出⽯町町分３９６番地の２
2025-06-01
http://www.kawashima.gr.jp
 
カ,228649,有限会社川島建設
〒734-0061,広島県広島市南区向洋中町３ー５
2024-11-16
 
カ,102493,川島⼯業株式会社
〒374-0024,群⾺県館林市本町１−８−８
2023-10-13
http://www.kawashimakougyou.co.jp
 
カ,122184,川島産業株式会社
〒453-0044,名古屋市中村区⿃居通り５−８
2025-07-16
http://www.kawashimasangyo.co.jp
 
カ,127723,川島産業株式会社
〒850-0006,⻑崎市上⻄⼭町１７−８
2025-02-05
 
カ,112352,川島商事株式会社
〒456-8510,愛知県名古屋市熱⽥区花町１−２０
2023-11-04
http://www.kawashima-shoji.co.jp
 
カ,112044,株式会社川島製作所
〒214-0031,川崎市多摩区東⽣⽥１−３−５
2024-01-29
http://www.kmco.co.jp/
 
カ,220949,株式会社川島設備
〒673-0037,兵庫県明⽯市貴崎五丁⽬２番地４２
2025-03-29
http://kawashima-setsubi.com
 
カ,112266,有限会社川島鉄⼯所
〒830-0413,福岡県三潴郡⼤⽊町上牟⽥⼝８８５
2023-07-22
 
カ,213816,株式会社川嶋⼟⽊
〒241-0005,神奈川県横浜市旭区⽩根２ー７ー２４
2024-08-25
 
カ,102270,川島美術印刷株式会社
〒372-0822,群⾺県伊勢崎市中町７６０
2025-02-05



http://www.kap21.co.jp/
 
カ,122633,有限会社川島銘板
〒343-0812,埼⽟県越⾕市柳町１−２３
2024-10-17
http://www.kawashima-np.co.jp/
 
カ,220468,川下建⼯株式会社
〒270-0105,千葉県流⼭市平⽅１８１−１
2024-11-22
 
カ,219760,有限会社カワショウ
〒020-0801,岩⼿県盛岡市浅岸⼆丁⽬２３番２７号
2024-05-18
 
カ,223058,株式会社河商
〒300-2741,茨城県常総市国⽣８５３
2024-04-01
 
カ,229542,有限会社川商
〒920-0365,⽯川県⾦沢市神野町東９８番地
2026-03-05
 
カ,231649,株式会社河昌
〒596-0052,⼤阪府岸和⽥市並松町２９番５号
2026-02-07
https://www.kwsh.co.jp/
 
カ,128743,川重株式会社
〒527-0142,滋賀県東近江市上⼭町９０７
2026-02-04
http://www.kawajyu.com/
 
カ,217497,川重産業株式会社
〒541-0046,⼤阪府⼤阪市中央区平野町３−１−９
2026-01-21
https://www.kawajusangyo.co.jp/
 
カ,123844,川重冷熱⼯業株式会社
〒525-8558,滋賀県草津市⻘地町１０００
2025-04-30
 
カ,104847,河淳株式会社
〒103-0007,東京都中央区⽇本橋浜町３−１５−１
2023-07-04
 
カ,153106,川重商事株式会社
〒650-0024,兵庫県神⼾市中央区海岸通８番
2024-03-01
 
カ,220851,川尻電業株式会社
〒125-0002,東京都葛飾区⻄⻲有四丁⽬７番２号
2025-03-15
 
カ,501608,株式会社カワセ



〒411-0943,静岡県駿東郡⻑泉町下⼟狩９４７−１
2025-02-20
https://kabu-kawase.jimdofree.com/
 
カ,213156,川瀬⼯業株式会社
〒955-0055,新潟県三条市塚野⽬１ー４ー６９
2026-03-25
http://www.kawase-net.co.jp
 
カ,218378,株式会社川瀬⼯務店
〒381-0102,⻑野県⻑野市若穂保科３２６番地１
2023-09-08
 
カ,120194,株式会社川瀬電気⼯業所
〒466-0064,愛知県名古屋市昭和区鶴舞３−１６−３０
2023-07-31
http://www.kawase-denki.co.jp/
 
カ,220335,川瀬塗装株式会社
〒500-8134,岐⾩県岐⾩市岩栄町２−１４−５
2024-10-12
https://www.kawasetosou.com/
 
カ,122045,カワソーテクセル株式会社
〒550-0005,⼤阪府⼤阪市⻄区⻄本町１−７−１０
2024-11-21
https://www.kawaso-texcel.co.jp/
 
カ,221618,川添硝⼦株式会社
〒851-0136,⻑崎県⻑崎市平間町１３５４ー５
2025-04-01
http://www.kawazoeglass.co.jp
 
カ,500048,株式会社カワタ
〒550-0001,⼤阪府⼤阪市⻄区阿波座１−１５−１５
2023-08-02
https://www.kawata.cc/
 
カ,219143,株式会社カワタエンジニアリング
〒550-0013,⼤阪府⼤阪市⻄区新町１丁⽬１８番５号
2024-02-22
 
カ,222392,有限会社川⽥重機建設
〒779-3402,徳島県吉野川市⼭川町天神２２ー２
2023-11-01
 
カ,214201,株式会社川⽥塗装
〒872-0103,⼤分県宇佐市⼤字北宇佐１７４４番地の１
2025-05-24
https://k-kawata.com/
 
カ,223936,川⾕⽣コン圧送有限会社
〒761-8004,⾹川県⾼松市中⼭町１３１０
2024-12-01
 



カ,100819,カワダ株式会社
〒734-0052,広島県広島市南区堀越２−８−１１
2023-07-22
http://www.kawadakk.jp
 
カ,210101,株式会社川⽥建設
〒059-0921,北海道⽩⽼郡⽩⽼町字⽯⼭１５番地
2023-12-11
 
カ,212778,川⽥建設株式会社
〒114-8505,東京都北区滝野川６丁⽬３番１号
2025-08-12
https://www.kawadaken.co.jp/
 
カ,223112,川⽥⼯業株式会社
〒939-1593,富⼭県南砺市苗島４６１０番地
2024-05-01
https://www.kawada.co.jp/
 
カ,112738,株式会社河内⾦属製作所
〒573-0128,⼤阪府枚⽅市津⽥⼭⼿２−３−１
2024-09-26
http://www.kawachikinzoku.co.jp
 
カ,230524,河内⼯業株式会社
〒538-0042,⼤阪府⼤阪市鶴⾒区今津中⼀丁⽬９番１１号
2025-07-26
http://www.kawachi-k.co.jp
 
カ,122174,河内精機株式会社
〒577-0061,⼤阪府東⼤阪市森河内⻄２−２６−５
2025-07-11
http://www.kawachi-s.co.jp
 
カ,225338,河内屋⾦物株式会社
〒039-1121,⻘森県⼋⼾市卸センター２丁⽬８番３１号
2025-06-01
https://kawachiya-kanamono.com/
 
カ,218218,株式会社カワチヤ装飾
〒400-0858,⼭梨県甲府市相⽣２−４−２４
2023-08-11
 
カ,102874,株式会社カワチュウ
〒915-0057,福井県越前市⽮船町１５−１０−１５
2025-11-08
http://www.kawachu.co.jp
 
カ,102780,河⻑樹脂⼯業株式会社
〒617-0003,京都府向⽇市森本町下町⽥２６
2024-09-20
http://www.kawacho.co.jp
 
カ,123545,河⻑メタルプレシジョン株式会社
〒601-8359,京都市南区吉祥院仁⽊ノ森町１７−２



2024-12-27
 
カ,128694,有限会社川津⼯芸
〒933-0951,富⼭県⾼岡市⻑慶寺９１３
2026-01-15
http://www.kawatsukougei.com/
 
カ,221440,株式会社川津商店
〒732-0045,広島県広島市東区曙２丁⽬５番１４号
2025-04-01
_
 
カ,101325,株式会社河津精機製作所
〒201-0004,東京都狛江市岩⼾北１−２−１４
2024-05-02
https://www.kawaduseiki.biz/
 
カ,215962,株式会社かわでん
〒999-2293,⼭形県南陽市⼩岩沢２２５番地
2025-01-29
https://www.kawaden.co.jp/
 
カ,216860,株式会社カワデン
〒230-0002,神奈川県横浜市鶴⾒区江ケ崎町１５番地４
2025-07-09
http://www.y-kawaden.co.jp
 
カ,105965,株式会社カワトＴ．Ｐ．Ｃ．
〒742-0315,⼭⼝県岩国市玖珂町１１６００−５１
2023-07-08
 
カ,218624,川名建材株式会社
〒275-0022,千葉県習志野市⾹澄２−４−１
2023-11-10
 
カ,226668,株式会社川南ファシリティズ
〒665-0842,兵庫県宝塚市川⾯２丁⽬１番３１号
2026-05-01
https://kawanamif.sakura.ne.jp/HP/
 
カ,223378,川⻄建設株式会社
〒333-0854,埼⽟県川⼝市芝富⼠２丁⽬３番１１号
2024-07-01
 
カ,102340,川⻄航空機器⼯業株式会社
〒666-0022,兵庫県川⻄市下加茂２−１−６
2026-06-18
http://www.kapp.co.jp
 
カ,216670,株式会社川⻄商会
〒666-0011,兵庫県川⻄市出在家町４番２０ー２号
2025-06-18
https://kwnspcj.com/
 
カ,103269,株式会社川熱



〒252-1121,神奈川県綾瀬市⼩園９１０−２
2023-07-04
http://www.kawanetsu.co.jp/
 
カ,213996,株式会社川野
〒135-0016,東京都江東区東陽三丁⽬７番９号東陽⽶⼭ビル２階
2025-02-09
 
カ,231159,株式会社川之江電設
〒799-0111,愛媛県四国中央市⾦⽣町下分１１８２番地
2025-10-25
 
カ,228152,株式会社河野解体⼯業
〒346-0022,埼⽟県久喜市下早⾒１５９１番地
2024-06-07
http://www.kawano-kaitai.com
 
カ,218525,株式会社河野換気
〒583-0008,⼤阪府藤井寺市⼤井１丁⽬３−３８
2023-10-13
https://www.kawanokanki.com/
 
カ,219219,株式会社川野機⼯
〒136-0082,東京都江東区新⽊場１−９−１１
2024-03-02
http://www.kawanokikou.co.jp/
 
カ,212511,川野建設株式会社
〒151-0071,東京都渋⾕区本町２丁⽬４８番１号
2025-03-06
http://kawano-cc.com
 
カ,221897,カワノ⼯業株式会社
〒742-0021,⼭⼝県柳井市柳井１７４０ー１
2025-08-01
https://kawanokk.co.jp/
 
カ,112225,株式会社河野商会
〒802-0002,北九州市⼩倉北区京町３−６−９
2026-02-23
 
カ,230163,河野電気株式会社
〒870-0816,⼤分県⼤分市⽥室町８番３３号
2025-05-31
https://www.kawanodenki.co.jp
 
カ,231493,株式会社河野電気⼯業
〒033-0071,⻘森県上北郡六⼾町⽝落瀬下久保１番地の２４３
2025-12-27
https://kawano-denkikougyo.com/
 
カ,211488,有限会社川原組
〒807-0827,福岡県北九州市⼋幡⻄区楠⽊２丁⽬２番１６号
2025-12-24
 



カ,225985,河原⼯業株式会社
〒130-0014,東京都墨⽥区⻲沢４丁⽬１５番３号
2025-09-01
http://www.kawahara-kogyo.co.jp/
 
カ,215357,株式会社河原⼯務店
〒121-0062,東京都⾜⽴区南花畑２−４７−５
2024-04-17
 
カ,122278,河原紙器株式会社
〒486-0805,愛知県春⽇井市岩野町４２０８
2026-05-24
http://www.kawahara-p.co.jp
 
カ,105707,株式会社川原電機製作所
〒582-0027,⼤阪府柏原市円明町１０００−８６
2025-10-07
http://www.kew-jp.com
 
カ,222496,河端硝⼦株式会社
〒792-0012,愛媛県新居浜市中須賀町２ー２ー５
2023-12-01
http://www.nbb.ne.jp/kawabata/
 
カ,212084,有限会社川端⼯業
〒910-3112,福井県福井市御所垣内町１６ー２２ー１
2024-03-08
 
カ,226431,株式会社川端重機興業
〒031-0833,⻘森県⼋⼾市⼤字⼤久保字⼩久保平９番地１
2026-03-01
 
カ,220531,有限会社川端電気
〒215-0021,神奈川県川崎市⿇⽣区上⿇⽣４番地２３
2024-12-14
http://kawabata-denki.com/
 
カ,220161,株式会社カワバタ電王
〒332-0003,埼⽟県川⼝市東領家３丁⽬１番２７号
2024-08-17
 
カ,230874,株式会社河秀組
〒876-0813,⼤分県佐伯市⻑島町⼀丁⽬３番１３号
2025-09-20
 
カ,211975,川淵⼯業有限会社
〒702-8025,岡⼭県岡⼭市南区浦安⻄町３１−２
2024-01-10
 
カ,227145,株式会社カワベ
〒166-0003,東京都杉並区⾼円寺南２丁⽬２９番５号
2023-11-01
 
カ,504517,株式会社カワベ
〒394-0021,⻑野県岡⾕市郷⽥２−１−２０



2025-02-18
http://www.kwb.co.jp
 
カ,227318,株式会社川辺組
〒463-0080,愛知県名古屋市守⼭区川⻄⼆丁⽬２００６番地
2024-01-24
 
カ,219068,有限会社川邊⼯業
〒192-0005,東京都⼋王⼦市宮下町９３５−２
2024-02-09
http://www.kawabe-kougyo.com/
 
カ,224372,川辺⼯業株式会社
〒101-0064,東京都千代⽥区神⽥猿楽町２丁⽬５番９号
2025-04-01
https://kawabe1968.com/
 
カ,120733,川辺産業株式会社
〒025-0015,岩⼿県花巻市東１２丁⽬第１９地割１０−６
2023-12-24
http://www.kawabesangyo.co.jp/
 
カ,102045,株式会社河辺商会
〒593-8307,⼤阪府堺市⻄区平岡町８５−１
2025-05-31
http://www.kawabe-co.com/
 
カ,112073,株式会社川辺製作所
〒146-0093,東京都⼤⽥区⽮⼝１−２０−１９
2024-07-25
http://www.kawabe-ss.com
 
カ,217353,株式会社川俣組
〒418-0114,静岡県富⼠宮市下条２９８−１
2022-12-03
 
カ,112466,川俣精機株式会社
〒960-1406,福島県伊達郡川俣町⼤字鶴沢字笛⽥３６−１
2024-08-25
http://www.kawamataseiki.co.jp
 
カ,226418,カワマタビルド株式会社
〒041-1122,北海道⻲⽥郡七飯町⼤川３丁⽬５番４３号
2026-03-01
 
カ,224379,株式会社川⾒建設
〒668-0221,兵庫県豊岡市出⽯町町分２５２番地
2025-04-01
http://www.kawamikk.co.jp/
 
カ,103882,株式会社カワムラ
〒486-0906,愛知県春⽇井市下屋敷町字下屋敷１７２−１
2024-06-17
http://www.kawamura-net.com
 



カ,125228,河村株式会社
〒921-8027,⽯川県⾦沢市神⽥２−１−３０
2026-02-16
http://www.p-kawamura.co.jp/
 
カ,213112,株式会社カワムラ
〒306-0313,茨城県猿島郡五霞町⼤字元栗橋６２ー１
2026-03-12
http://kawamura-ltd.com
 
カ,216992,株式会社カワムラ
〒534-0002,⼤阪府⼤阪市都島区⼤東町３ー５ー１５
2025-08-20
 
カ,112184,河村化⼯株式会社
〒567-0004,⼤阪府茨⽊市南⽿原２−８−３５
2025-07-23
http://www.kawamura-kako.co.jp/
 
カ,112331,カワムラ化⼯株式会社
〒704-8122,岡⼭市東区⻄⼤寺新地１９１−１
2024-02-15
http://www.kawamura-kakou.co.jp
 
カ,222751,河村硝⼦株式会社
〒460-0008,愛知県名古屋市中区栄１ー３１ー１７
2024-03-01
 
カ,211053,株式会社川村組
〒080-1408,北海道河東郡上⼠幌町字上⼠幌東２線２３４番地
2022-04-13
 
カ,214915,株式会社川村建設
〒039-4223,⻘森県下北郡東通村⼤字⼩⽥野沢字南通２６
2023-08-01
 
カ,219999,河村建設株式会社
〒979-1308,福島県双葉郡⼤熊町⼤字下野上字⼤野７４３−１
2024-07-06
 
カ,224720,株式会社川村⼯務店
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾３丁⽬７番１号
2025-04-01
 
カ,112463,河村産業株式会社
〒512-8052,三重県四⽇市市⻄⼤鐘町３３０
2024-09-06
http://www.kawamura-s.co.jp
 
カ,218044,有限会社川村室内⼯芸
〒410-0318,静岡県沼津市平沼５４８−１
2023-07-28
 
カ,220749,川村重機⼯事株式会社
〒245-0016,神奈川県横浜市泉区和泉町９２８番地１



2025-03-01
 
カ,122175,株式会社川村製作所
〒198-0014,東京都⻘梅市⼤⾨３−９−２
2025-05-07
 
カ,122209,株式会社河村製作所
〒319-1221,茨城県⽇⽴市⼤みか町２−２−１２
2026-03-12
http://www.kawamura-ss.com/
 
カ,112834,河村電器産業株式会社
〒489-0071,愛知県瀬⼾市暁町３−８６
2024-10-16
http://www.kawamura.co.jp
 
カ,106493,株式会社川村電機商会
〒523-0004,滋賀県近江⼋幡市⻄⽣来町２７５０
2025-01-12
 
カ,216695,株式会社川村⼟⽊
〒039-1564,⻘森県三⼾郡五⼾町字古舘下川原２３番地１
2025-06-25
http://www.kawamura-d.com/
 
カ,220284,川村防⽔⼯業株式会社
〒114-0002,東京都北区王⼦４−２５−８−２０１
2024-09-28
 
カ,230347,株式会社カワムラント
〒299-0111,千葉県市原市姉崎９１１番地４
2025-07-05
 
カ,127333,川本化成株式会社
〒640-8481,和歌⼭市直川１６０−２３
2024-08-18
http://www.pvc-kawamoto.co.jp
 
カ,225802,株式会社河本組
〒615-8031,京都府京都市⻄京区⽜ケ瀬林ノ本町６０番地
2025-08-01
 
カ,231477,カワモト建設株式会社
〒471-0034,愛知県豊⽥市⼩坂本町⼋丁⽬１８番地９
2025-12-19
 
カ,212052,川本⼯業株式会社
〒231-0026,神奈川県横浜市中区寿町２丁⽬５番地の１
2025-04-01
https://www.kawamoto-ind.co.jp/
 
カ,223661,株式会社河本⼯業
〒806-0066,福岡県北九州市⼋幡⻄区若葉３丁⽬６−７
2024-10-01
 



カ,112398,川本鋼材株式会社
〒460-0016,愛知県名古屋市中区橘１−２７−５
2024-04-04
http://www.kawamoto-kozai.co.jp
 
カ,210215,株式会社川元⼯務店
〒359-0021,埼⽟県所沢市東所沢２丁⽬５３番地の６
2024-03-11
 
カ,220031,川本サービス株式会社
〒112-0002,東京都⽂京区⼩⽯川５−３２−８
2024-07-13
https://www.kawamoto-service.jp/
 
カ,122251,川本重⼯株式会社
〒676-0082,兵庫県⾼砂市曽根町字砂川８９９
2026-03-25
http://www.kawamoto-hi.co.jp/
 
カ,212045,株式会社川本製作所
〒460-8650,愛知県名古屋市中区⼤須４ー１１ー３９
2025-04-01
https://www.kawamoto.co.jp
 
カ,219789,株式会社河本総合防災
〒252-0233,神奈川県相模原市中央区⿅沼台２−１−３
2024-05-25
https://www.k-ksb.co.jp/
 
カ,215098,株式会社川本鉄⼯所
〒079-1101,北海道⾚平市共和町２０１番
2023-11-21
http://www.kawamoto-tekko.co.jp
 
カ,100171,川本電機株式会社
〒187-0043,東京都⼩平市学園東町３−７−３
2025-08-09
http://www.kawamoto-electric.co.jp/
 
カ,124718,株式会社川柳商店
〒146-0081,東京都⼤⽥区仲池上１−２４−３
2025-12-14
http://www.toryo-kawayanagi.co.jp/
 
カ,218736,川⼭電気保守サービス 川⼭宇仁（その他）
〒060-0907,北海道札幌市東区北七条東１丁⽬１番１０ー２２０６号
2023-12-15
 
カ,219297,株式会社河原⽊電業
〒031-0801,⻘森県⼋⼾市江陽２丁⽬１１番１３号
2024-03-09
 
カ,500630,⽡寅⼯業株式会社
〒544-0023,⼤阪府⼤阪市⽣野区林寺１丁⽬５番１４号
2024-08-04



http://www.kawaratora.co.jp/
 
カ,112324,株式会社川和⼯業所
〒319-3115,茨城県常陸⼤宮市照⽥１４
2023-12-22
http://www.kawawafoundry.co.jp
 
カ,220165,有限会社環衛創美社
〒990-2412,⼭形県⼭形市松⼭２−７−６
2024-08-17
https://kannei.website/
 
カ,100533,関越ソフトウェア株式会社
〒214-0014,神奈川県川崎市多摩区登⼾３３９８−１ ⼤樹⽣命登⼾ビル６Ｆ
2026-01-04
http://www.kanetsu-sw.co.jp
 
カ,212244,かんき株式会社
〒556-0011,⼤阪府⼤阪市浪速区難波中３ー３ー７
2024-07-04
http://www.kanki-info.com/
 
カ,215903,株式会社環境開発公社
〒733-0035,広島県広島市⻄区南観⾳６丁⽬１２ー２１
2025-01-15
http://www.kankyokaihatsukosha.com
 
カ,212950,株式会社環境管理センター
〒193-0832,東京都⼋王⼦市散⽥町３ー７ー２３
2025-12-11
https://www.kankyo-kanri.co.jp/
 
カ,213773,株式会社環境技術センター
〒101-0052,東京都千代⽥区神⽥⼩川町１丁⽬８番地
2024-07-28
http://i-kankyo.com
 
カ,220536,株式会社環境クリーン
〒701-1224,岡⼭県岡⼭市北区⻑野字鳴⾕⼭５１７番地７
2024-12-14
http://www.kc-tsk3150.co.jp/
 
カ,101556,株式会社環境計量センター
〒421-0113,静岡県静岡市駿河区下川原１−１５−１５
2024-07-31
http://www.kkc-web.jp
 
カ,215851,株式会社環境公害分析センター
〒321-0911,栃⽊県宇都宮市問屋町３１７２ー８５
2024-12-18
http://www.kankyou-kougai.com
 
カ,215035,環境システム株式会社
〒515-0072,三重県松阪市内五曲町１２３番地４
2023-10-10



 
カ,211818,株式会社環境施設
〒819-0001,福岡県福岡市⻄区⼩⼾３ー５０ー２０
2023-08-24
http://www.k-shisetsu.co.jp/
 
カ,218215,環境スペース株式会社
〒150-0013,東京都渋⾕区恵⽐寿３−２８−１２
2023-08-11
https://www.soundzone.jp/
 
カ,220343,株式会社環境セラステクノ
〒167-0053,東京都杉並区⻄荻南⼆丁⽬２９番７号
2024-10-12
http://www.serastechno.com/
 
カ,215798,株式会社環境総合リサーチ
〒619-0237,京都府相楽郡精華町光台⼆丁⽬３番９
2024-11-27
 
カ,214373,株式会社環境美健
〒111-0041,東京都台東区元浅草４丁⽬５番８号
2025-09-13
https://radcon.co.jp/
 
カ,213844,株式会社環境ビジョンアール
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚２ー３１ー１３
2024-09-15
http://kankyovision.co.jp
 
カ,129690,環境未来株式会社
〒390-1242,⻑野県松本市和⽥４０１０−５
2024-12-10
https://kankyomirai.co.jp
 
カ,211285,環境リサーチ株式会社
〒192-0054,東京都⼋王⼦市⼩⾨町１０４
2025-07-21
http://www.kankyo-research.co.jp
 
カ,225568,環境緑化株式会社
〒146-0095,東京都⼤⽥区多摩川２丁⽬１１番２０号
2025-06-01
http://www.kanryoku.co.jp
 
カ,211407,有限会社関技
〒639-0223,奈良県⾹芝市真美ケ丘１ー１５ー１８
2025-10-22
http://www.kangi3d.com/
 
カ,223869,咸宜建設株式会社
〒546-0024,⼤阪府⼤阪市東住吉区公園南⽮⽥２丁⽬５番２３号
2024-12-01
 
カ,122951,関計株式会社



〒553-0003,⼤阪府⼤阪市福島区福島６−１５−１０
2025-01-07
http://www.kankei.co.jp
 
カ,102466,カンケンテクノ株式会社
〒617-0833,京都府⻑岡京市神⾜太⽥３０−２
2025-03-14
https://www.kanken-techno.co.jp/
 
カ,219806,株式会社カンコー
〒940-2108,新潟県⻑岡市千秋２−２７８８−１
2024-06-01
http://web-kanko.co.jp
 
カ,216430,株式会社かんこう
〒536-0006,⼤阪府⼤阪市城東区野江１丁⽬１２番８号
2025-05-14
https://www.kanko.cityis.co.jp/
 
カ,210750,株式会社関⼯エンジニア
〒675-0019,兵庫県加古川市野⼝町⽔⾜９４２番地の１
2024-12-02
http://www.kanko-e.com/
 
カ,311720,菅公学⽣服株式会社
〒711-0903,岡⼭県倉敷市児島⽥の⼝三丁⽬１０番２５号
2023-11-17
kanko-gakuseifuku.co.jp
 
カ,216644,関⼯企業株式会社
〒311-4164,茨城県⽔⼾市⾕津町字細⽥１番７０
2025-06-18
http://kankoh-k.jp/
 
カ,212010,関⼯商事株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野４丁⽬２４番１１号
2024-04-01
http://www.kankosyoji.co.jp
 
カ,218941,株式会社関⼯テクノシード
〒241-0023,神奈川県横浜市旭区本宿町７５−２６
2024-01-19
http://www.kankoh.co.jp/
 
カ,219626,関⼯テック株式会社
〒532-0028,⼤阪府⼤阪市淀川区⼗三元今⾥２丁⽬１１番１０号
2024-04-20
http://www.kankoh-t.co.jp
 
カ,219038,関光電設株式会社
〒063-0837,北海道札幌市⻄区発寒⼗七条１４丁⽬１番３号
2024-02-09
 
カ,230395,株式会社管⼯堂
〒120-0035,東京都⾜⽴区千住中居町１２番１５号



2025-07-12
 
カ,215970,株式会社関⼯パワーテクノ
〒144-0046,東京都⼤⽥区東六郷３丁⽬５番３号
2025-01-29
https://www.kanko-pt.co.jp
 
カ,214554,株式会社関⼯ファシリティーズ
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１ー６ー４
2026-01-31
http://kanko-f.co.jp/
 
カ,210936,株式会社カンサイ
〒655-0038,兵庫県神⼾市垂⽔区星陵台２ー２ー２１
2025-03-04
http://www.net-kansai.co.jp
 
カ,213165,株式会社関⻄エレベーター製作所
〒535-0022,⼤阪府⼤阪市旭区新森５丁⽬３番２８号
2026-03-25
 
カ,112056,株式会社関⻄エンジニアリング
〒532-0022,⼤阪市淀川区野中南１−５−１７
2024-06-19
http://www.k-e.co.jp/
 
カ,122199,関⻄オートメイション株式会社
〒530-0056,⼤阪市北区兎我野町２−１４
2025-08-24
http://www.kansai-automation.co.jp
 
カ,105506,関⻄オリオン株式会社
〒532-0011,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島４−１０−１
2025-03-29
 
カ,218892,関⻄化⼯機株式会社
〒661-0975,兵庫県尼崎市下坂部２丁⽬５ー２５
2024-01-12
http://www.kansai-kakouki.jp/
 
カ,216305,関⻄化⼯建設株式会社
〒658-0023,兵庫県神⼾市東灘区深江浜町１４番地４
2025-04-16
http://www.ka-kako.co.jp/
 
カ,224011,関⻄環境建設株式会社
〒651-2405,兵庫県神⼾市⻄区岩岡町野中字福吉５４０番地の６
2025-01-01
http://www.kansaikankyo-group.co.jp/kensetsu/
 
カ,502012,関⻄ガスメータ株式会社
〒600-8805,京都府京都市下京区中堂寺鍵⽥町１０
2025-10-26
http://www.kgm.jp
 



カ,225069,株式会社関⻄クリーナー
〒652-0812,兵庫県神⼾市兵庫区湊町２丁⽬４番１７号
2025-04-01
 
カ,122183,関⻄計装株式会社
〒600-8224,京都市下京区⻄洞院通り七条下ル東町５８１
2025-11-07
http://www.kansaikeisou.co.jp
 
カ,106307,関⻄計測⼯業株式会社
〒612-8248,京都府京都市伏⾒区下⿃⽻上三栖町１４３
2024-08-04
 
カ,210854,株式会社関⻄建機⼯業
〒790-0963,愛媛県松⼭市⼩坂５丁⽬３２１番地１
2025-01-25
http://www.kansaikenki.com
 
カ,212033,関⻄建設⼯業株式会社
〒578-0946,⼤阪府東⼤阪市⽠⽣堂１丁⽬１３番１７号
2024-02-16
https://kansai-kensetsu.com/
 
カ,222364,関⻄建装株式会社
〒761-0450,⾹川県⾼松市三⾕町２４４７ー２
2023-11-01
 
カ,210494,カンサイ建装⼯業株式会社
〒596-0049,⼤阪府岸和⽥市⼋阪町⼀丁⽬５番４３号
2024-08-24
http://www.kansaikenso.jp
 
カ,100714,関⻄⼯機整備株式会社
〒661-0976,兵庫県尼崎市潮江１−２−１２
2026-04-21
http://www.kan-sei.co.jp/
 
カ,128872,株式会社関⻄ゴム
〒519-1107,三重県⻲⼭市関町⽊崎５２−２
2026-03-17
http://www.kansai-gomu.co.jp
 
カ,223865,関⻄左官⼯事株式会社
〒652-0047,兵庫県神⼾市兵庫区下沢通７丁⽬１番３１号
2024-12-01
 
カ,231802,株式会社関⻄シー・アイ・シー
〒530-0001,⼤阪府⼤阪市北区梅⽥⼀丁⽬１３番１号
2026-03-20
https://www.cic-net.co.jp
 
カ,122295,株式会社関⻄シー・アイ・シー研究所
〒581-0033,⼤阪府⼋尾市志紀町南３−１１１
2026-01-07
http://www.kansaicic.com



 
カ,105837,株式会社関⻄シーケンス⼯業
〒640-8341,和歌⼭県和歌⼭市黒⽥１８９−７
2026-02-06
 
カ,216765,株式会社関⻄システムアート
〒532-0012,⼤阪府⼤阪市淀川区⽊川東３ー２ー４
2025-06-25
http://kansaisystemart.web.fc2.com/
 
カ,210544,関⻄施設株式会社
〒636-0311,奈良県磯城郡⽥原本町⼤字⼋尾４１９ー５
2024-09-11
 
カ,102203,関⻄スチールネット株式会社
〒578-0943,⼤阪府東⼤阪市若江南町５−１−５０
2026-02-08
http://www.kansai-steel.net/
 
カ,225691,株式会社関⻄スチールフォーム
〒555-0042,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区⻄島１丁⽬１番２０５号
2025-07-01
http://www.ksf-j.jp/
 
カ,229851,関⻄⽯材株式会社
〒761-4402,⾹川県⼩⾖郡⼩⾖島町福⽥甲２２５番地
2023-07-10
 
カ,221573,株式会社関⻄設備
〒781-5101,⾼知県⾼知市布師⽥３９６１番地１０
2025-04-01
_
 
カ,216648,関⻄設備エンジニアリング株式会社
〒542-0082,⼤阪府⼤阪市⻄成区北津守２丁⽬５番３２号
2025-06-18
 
カ,104724,関⻄セラミックス株式会社
〒522-0223,滋賀県彦根市川瀬⾺場町４３１
2026-04-11
 
カ,212625,関⻄造園⼟⽊株式会社
〒652-0047,兵庫県神⼾市兵庫区下沢通２丁⽬２番２１号
2025-05-22
https://www.kanzo.com/
 
カ,500123,関⻄テレビ放送株式会社
〒530-8408,⼤阪府⼤阪市北区扇町２丁⽬１番７号
2023-10-17
https://www.ktv.jp/
 
カ,106475,株式会社関⻄電器製作所
〒578-0944,⼤阪府東⼤阪市若江⻄新町３−６−４０
2024-12-27
http://www.kansaidk.co.jp



 
カ,500129,⼀般財団法⼈ 関⻄電気保安協会
〒530-0611,⼤阪府⼤阪市北区中之島３−３−２３ 中之島ダイビル１１階
2023-10-23
http://www.ksdh.or.jp
 
カ,223952,株式会社関⻄電業社
〒604-8435,京都府京都市中京区三条通⻄⼤路⻄⼊三条坊町１３番地
2024-12-01
http://www.k-dengyosha.co.jp
 
カ,100908,関⻄電⼦⼯業株式会社
〒661-0026,兵庫県尼崎市⽔堂町４−２−２２
2023-10-24
https://www.kansaidenshi.com/
 
カ,125277,関⻄電⼦マテリアル株式会社
〒550-0013,⼤阪市⻄区新町１−７−５
2026-03-02
 
カ,502005,関⻄電⼒株式会社
〒530-8270,⼤阪府⼤阪市北区中之島３丁⽬６番１６号
2024-01-20
http://www.kepco.co.jp/
 
カ,505239,関⻄電⼒送配電株式会社
〒530-8270,⼤阪府⼤阪市北区中之島３丁⽬６番１６号
2025-06-21
 
カ,500042,関⻄東芝エンジニアリング株式会社
〒592-8347,⼤阪府堺市⻄区浜寺諏訪森町⻄４丁３８３番地５
2023-07-31
http://www.toshiba-ktk.co.jp
 
カ,100964,関⻄特殊光学株式会社
〒544-0022,⼤阪府⼤阪市⽣野区舎利寺２−９−５
2023-12-22
http://www.kansaioptical.com/
 
カ,222783,関⻄トクヤマ販売株式会社
〒530-0005,⼤阪府⼤阪市北区中之島２丁⽬２番７号
2024-03-01
 
カ,121423,関⻄熱化学株式会社
〒661-0976,兵庫県尼崎市潮江１−２−６ 尼崎フロントビル
2024-04-14
http://www.tkcc.co.jp
 
カ,122215,関⻄⽇⽴株式会社
〒550-0001,⼤阪市⻄区⼟佐堀１−３−７ 肥後橋シミズビル４Ｆ
2025-12-11
http://www.kansaihitachi.co.jp
 
カ,504732,関⻄ビジネスフォーム株式会社
〒670-0982,兵庫県姫路市岡⽥４７９番地



2023-07-03
http://www.kansai-bf.jp
 
カ,216440,株式会社関⻄ビルド
〒571-0053,⼤阪府⾨真市泉町８番１４号
2025-05-14
https://www.kansai-build.co.jp/
 
カ,112023,関⻄フエルトファブリック株式会社
〒530-8531,⼤阪市北区野崎町７−１６
2024-07-10
http://www.kansaifelt.com/
 
カ,225618,株式会社関⻄ブロック⼯事
〒562-0046,⼤阪府箕⾯市桜ケ丘１丁⽬１２−２３
2025-07-01
 
カ,212919,株式会社関⻄ベルコール
〒880-0844,宮崎県宮崎市柳丸町７４ー６
2025-11-20
http://www.kanbell.com
 
カ,231002,関⻄ホーチキエンジニアリング株式会社
〒530-0017,⼤阪府⼤阪市北区⾓⽥町８番１号
2025-10-11
http://kansaihochiki.co.jp/
 
カ,230026,株式会社カンサイホールディングス
〒812-0007,福岡県福岡市博多区東⽐恵三丁⽬３２番１５号
2025-04-19
http://kansaihd.co.jp/
 
カ,122089,関⻄放電⼯業株式会社
〒577-0006,⼤阪府東⼤阪市楠根１−４−８
2025-02-19
 
カ,221771,関⻄防⽔⼯業株式会社
〒712-8044,岡⼭県倉敷市東塚５丁⽬３番１２号
2025-07-01
https://kansaibousui.co.jp
 
カ,218590,株式会社関⻄マサル
〒531-0063,⼤阪府⼤阪市北区⻑柄東三丁⽬２番４１号
2023-11-04
 
カ,231142,関⻄三穂電機株式会社
〒610-1106,京都府京都市⻄京区⼤枝沓掛町１４番地の３
2025-10-25
http://www.k-mitsuho.co.jp
 
カ,505071,関⻄名鉄運輸株式会社
〒640-8451,和歌⼭県和歌⼭市中３３番地
2024-05-25
http://www.kansaimeitetsu.co.jp
 



カ,218332,株式会社関⻄緑建
〒733-0851,広島県広島市⻄区⽥⽅２丁⽬１番１号
2023-09-01
 
カ,212201,関⻄冷熱⼯業株式会社
〒592-0014,⼤阪府⾼⽯市綾園６ー２０ー９
2024-06-06
 
カ,225321,関⻄瀝⻘⼯業株式会社
〒671-2212,兵庫県姫路市川⻄４９番地の１
2025-06-01
http://kansairekisei.jp/
 
カ,102175,カンサン株式会社
〒377-0002,群⾺県渋川市中村１１１８
2025-08-24
http://www.kansan.co.jp
 
カ,124714,株式会社カンザキ
〒230-0054,神奈川県横浜市鶴⾒区⼤黒ふ頭１
2025-12-13
https://www.kanz.co.jp/
 
カ,103338,神崎⾦属印刷株式会社
〒532-0031,⼤阪市淀川区加島４−１８−３１
2023-08-11
 
カ,502182,株式会社神崎⾼級⼯機製作所
〒661-0981,兵庫県尼崎市猪名寺２丁⽬１８番１号
2025-12-17
http://www.kanzaki.co.jp/
 
カ,112204,神崎産業株式会社
〒510-1224,三重県三重郡菰野町⼤字川北２９５７−２
2026-05-17
http://www.kanzaki-inc.com/
 
カ,216480,神崎鉄⼯株式会社
〒876-0823,⼤分県佐伯市１０８３３番地の１６６
2025-05-21
http://kanzakitekko.jp/
 
カ,502004,株式会社ＫＡＮＺＡＣＣ
〒541-0056,⼤阪府⼤阪市中央区久太郎町２丁⽬１番３０号船場ダイヤモンドビル１４階
2024-06-23
http://www.kanzacc.co.jp/
 
カ,221295,株式会社官社
〒950-2027,新潟県新潟市⻄区⼩新⼤通１丁⽬２番１８号
2025-04-01
https://www.kansha-niigata.co.jp/
 
カ,211107,有限会社寛治⼯務店
〒607-8177,京都府京都市⼭科区⼤宅古海道町１番地ノ１
2025-04-27



_
 
カ,215390,有限会社観寿建設
〒252-0205,神奈川県相模原市中央区⼩⼭３丁⽬３０番１２号
2024-05-15
 
カ,223050,株式会社関城化学⼯業所
〒530-0012,⼤阪府⼤阪市北区芝⽥１丁⽬１５番７号
2024-04-01
 
カ,112203,株式会社関⽔社
〒651-2241,神⼾市⻄区室⾕１−５−３
2023-07-26
http://www.kansui.com
 
カ,214484,管清⼯業株式会社
〒158-0098,東京都世⽥⾕区上⽤賀１丁⽬７番３号
2025-11-29
https://www.kansei-pipe.co.jp
 
カ,104281,株式会社カンセツ
〒550-0013,⼤阪市⻄区新町３−４−２１
2025-02-03
http://www.kansetsu.co.jp/
 
カ,219465,株式会社カンセツ
〒416-0909,静岡県富⼠市松岡１６７６−８３
2024-03-23
 
カ,122284,株式会社カンセン
〒103-0008,東京都中央区⽇本橋中洲６−１３
2026-03-08
https://www.kansen.co.jp
 
カ,225596,完全防⽔株式会社
〒112-0014,東京都⽂京区関⼝１丁⽬４２番８号
2025-06-01
_
 
カ,502027,株式会社ＫＡＮＳＯテクノス
〒541-0052,⼤阪府⼤阪市中央区安⼟町１丁⽬３番５号
2023-11-11
http://www.kanso.co.jp/
 
カ,230221,関綜エンジニアリング株式会社
〒326-0821,栃⽊県⾜利市南町４２５４番地３
2025-06-14
https://www.kanso-eng.co.jp
 
カ,122123,カンタム・ウシカタ株式会社
〒224-0053,神奈川県横浜市都筑区池辺町４６６６
2025-11-01
https://www.kantum.co.jp/
 
カ,218113,有限会社神⽥家建所



〒406-0041,⼭梨県笛吹市⽯和町東⾼橋４１７−１４
2023-08-04
 
カ,213725,株式会社神⽥組
〒675-2422,兵庫県加⻄市⼭⽥町３５９番地の２
2024-06-09
 
カ,224934,株式会社神⽥組
〒510-0308,三重県津市河芸町中瀬３５
2025-04-01
 
カ,104812,神⽥⼯業株式会社
〒144-0055,東京都⼤⽥区仲六郷１−２４−１５
2026-06-14
http://www.kanda-k.co.jp
 
カ,112112,神⽥⼯業株式会社
〒670-0991,兵庫県姫路市神⽥町３−６
2024-12-25
http://www.kanda-kogyo.co.jp
 
カ,223088,株式会社神⽥⼯務店
〒411-0042,静岡県三島市平成台３７
2024-05-01
http://www1.odn.ne.jp/kanda-k/
 
カ,125473,神⽥産業株式会社
〒962-0021,福島県須賀川市館取町２２
2026-05-30
http://www.kanda-package.com
 
カ,102097,株式会社神⽥製作所
〒963-5201,福島県東⽩川郡⽮祭町中⽯井岡下１５８
2025-01-07
http://www.kandass.co.jp
 
カ,213430,株式会社神⽥設計
〒451-0062,愛知県名古屋市⻄区花の⽊⼀丁⽬３番５号
2023-09-16
https://www.kanda-s.co.jp/
 
カ,103916,神⽥通信⼯業株式会社
〒270-1342,千葉県印⻄市⾼花１−２３
2024-07-21
http://WWW.KANDA.CO.JP
 
カ,228811,神⽥鉄筋⼯業株式会社
〒956-0015,新潟県新潟市秋葉区川⼝５７８番地９
2022-01-09
http://bbkanda.com/
 
カ,214779,神⽥電気⼯業（その他）
〒162-0066,東京都新宿区市⾕台町５ー１３
2023-06-13
 



カ,102950,神⽥電⼦⼯業株式会社
〒110-8588,東京都台東区秋葉原１−１ 秋葉原ビジネスセンタービル８階
2025-04-16
http://www.avox.co.jp
 
カ,102957,有限会社勘⽥塗装⼯業
〒923-1261,⽯川県能美郡川北町字⼟室の２６−１
2023-01-16
 
カ,224030,神⽥斫⼯業株式会社
〒164-0012,東京都中野区本町１丁⽬１２番１１号
2025-01-01
 
カ,219418,カンテック株式会社
〒945-0051,新潟県柏崎市東本町２丁⽬５番５号⽥川ビル１Ｆ
2024-03-23
 
カ,218087,環テックス株式会社
〒112-0004,東京都⽂京区後楽２−３−１３
2023-08-04
 
カ,501892,株式会社関電Ｌ＆Ａ
〒555-0021,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区歌島２丁⽬４番７号
2025-09-24
http://www.kla.co.jp
 
カ,102193,株式会社かんでんエンジニアリング
〒530-6691,⼤阪市北区中之島６−２−２７
2026-01-28
http://www.kanden-eng.co.jp
 
カ,120768,株式会社関電オフィスワーク
〒530-6691,⼤阪市北区中之島６−２−２７ 中之島センタービル２５Ｆ
2024-01-16
http://www.kanden-ow.co.jp/
 
カ,212020,株式会社関電⼯
〒108-8533,東京都港区芝浦４ー８ー３３
2024-04-01
 
カ,500156,関電サービス株式会社
〒530-0047,⼤阪府⼤阪市北区⻄天満５丁⽬１４番１０号
2023-11-22
http://www.kandensv.co.jp/
 
カ,505740,株式会社かんでんＣＳフォーラム
〒534-0024,⼤阪府⼤阪市都島区東野⽥町１丁⽬５番１４号
2025-08-22
https://www.kcsf.co.jp/
 
カ,502042,株式会社関電システムズ
〒530-8226,⼤阪市北区中之島３丁⽬６番１６号 関電ビルディング１３階
2026-05-09
https://kanden-sys.jp/
 



カ,502032,株式会社関電パワーテック
〒541-0051,⼤阪府⼤阪市中央区備後町３丁⽬６番２号 ＫＦセンタービル６Ｆ
2025-11-27
http://www.kanden-pt.co.jp/
 
カ,502090,関電プラント株式会社
〒531-8502,⼤阪府⼤阪市北区本庄東２丁⽬９番１８号
2024-01-20
http://www.kanden-plant.co.jp/index.html
 
カ,102990,株式会社カントー
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀４−８−１０
2025-04-28
http://www.knto.co.jp/
 
カ,112783,カントーカセイ株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内１−８−１ トラストタワー１３Ｆ
2024-09-22
https://www.kanto-kasei.co.jp/
 
カ,112201,関東エクストロン株式会社
〒329-4213,栃⽊県⾜利市寺岡町１１７−３
2026-06-24
 
カ,112227,関東エクストロン商事株式会社
〒326-0331,栃⽊県⾜利市福富町１０９７
2026-04-21
http://www.kanto-extron.co.jp/
 
カ,128423,関東ＮＯＫ販売株式会社
〒163-1516,東京都新宿区⻄新宿１−６−１ 新宿エルタワー１６階
2025-10-15
http://kanto-NOK.com/
 
カ,210317,株式会社関東エンジニアリング
〒270-0176,千葉県流⼭市加５−１４８９−６
2024-05-14
 
カ,213847,株式会社関東エンジニアリングサービス
〒311-4143,茨城県⽔⼾市⼤塚町字⼤塚１２８４番１
2024-09-15
 
カ,226012,株式会社関東解体
〒270-0239,千葉県野⽥市泉⼀丁⽬２番地の１３
2025-09-01
http://kantoukaitai.web.fc2.com/
 
カ,112013,関東化学株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町３−２−８
2024-07-07
http://www.kanto.co.jp
 
カ,126839,関東化学エンジニアリング株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町３−２−８
2024-05-11



http://www.kanto-eng.co.jp/
 
カ,112207,関東加⼯紙株式会社
〒175-0094,東京都板橋区成増３−２０−４
2026-04-07
http://www.kanto-kakoshi.co.jp/
 
カ,129655,株式会社関東⽚倉製作所
〒371-0224,群⾺県前橋市河原浜町３６１
2024-12-02
 
カ,112086,関東⾦網⼯業株式会社
〒208-0023,東京都武蔵村⼭市伊奈平１−３５−４
2024-06-26
 
カ,224101,カントウ機材株式会社
〒293-0002,千葉県富津市⼆間塚９４１番地
2022-02-01
 
カ,213111,株式会社関東共同⼟建
〒272-0133,千葉県市川市⾏徳駅前２ー８ー２０サントスビル２階
2026-03-12
http://www.kantou-kk.com
 
カ,224845,関東建機株式会社
〒220-0023,神奈川県横浜市⻄区平沼１丁⽬１番３号
2025-04-01
http://www.kantokenki.co.jp
 
カ,216896,関東建設株式会社
〒369-1224,埼⽟県⼤⾥郡寄居町⼤字鉢形１７５７番地１
2025-07-23
http://www.kanto-kensetsu.co.jp/
 
カ,222682,関東建設興業株式会社
〒361-0036,埼⽟県⾏⽥市⼤字樋上２７２
2024-02-01
http://www.kantouk.co.jp
 
カ,101951,関東⼯業株式会社
〒153-0061,東京都⽬黒区中⽬黒３−５−５ ＮＦビル４０１
2024-11-22
http://www.kantou-ind.co.jp
 
カ,219228,関東⼯業株式会社
〒226-0027,神奈川県横浜市緑区⻑津⽥２−２０−３
2024-03-02
https://kantokougyou.co.jp/
 
カ,105596,関東鋼鉄株式会社
〒310-0841,茨城県⽔⼾市酒⾨町４４９５
2025-06-19
http://www.kanto-steel.jp/
 
カ,216799,関東コンクリート⼯業株式会社



〒338-0003,埼⽟県さいたま市中央区本町東７ー７ー２９
2025-06-25
http://kankon.co.jp/
 
カ,229318,関東資材株式会社
〒323-0822,栃⽊県⼩⼭市駅南町６ー２２ー３
2025-10-11
 
カ,210804,有限会社関東室内
〒337-0042,埼⽟県さいたま市⾒沼区⼤字南中野６２ー７
2025-01-06
 
カ,102597,関東商会株式会社
〒378-0005,群⾺県沼⽥市久屋原町１４９９
2025-06-07
 
カ,211390,関東新幸建設株式会社
〒350-1165,埼⽟県川越市南台２丁⽬７番２５
2025-10-07
 
カ,219971,関東重機械販売株式会社
〒990-2413,⼭形県⼭形市南原町３丁⽬１５番６０号
2024-07-06
 
カ,505768,関東スターワークス株式会社
〒221-0056,神奈川県横浜市神奈川区⾦港町１−４ 横浜イーストスクエア３Ｆ
2025-12-20
 
カ,154008,関東スチール株式会社
〒300-4111,茨城県⼟浦市⼤畑５８０番地
2023-11-07
 
カ,122027,関東スチレン株式会社
〒323-0158,栃⽊県⼩⼭市⼤字梁２３０３−２ 
2024-12-19
https://www.kanto-styrene.com
 
カ,112310,関東精⼯株式会社
〒362-0811,埼⽟県北⾜⽴郡伊奈町⻄⼩針７−２１
2023-08-08
http://www.kskj.co.jp
 
カ,112133,関東精密株式会社
〒323-0026,栃⽊県⼩⼭市本郷町３−２−８
2025-12-17
http://www.kantohseimitu.co.jp
 
カ,219510,株式会社関東設備
〒245-0014,神奈川県横浜市泉区中⽥南三丁⽬６番１号
2024-03-30
https://kantosetubi.com
 
カ,213006,関東総建株式会社
〒276-0023,千葉県⼋千代市勝⽥台７丁⽬１ー２３リバティ勝⽥台
2026-01-22



 
カ,218632,関東創建株式会社
〒309-1713,茨城県笠間市柏井５７０−５１
2023-11-17
 
カ,505594,株式会社関東総建
〒319-1111,茨城県那珂郡東海村⼤字⾈⽯川４３３番地３
2024-06-14
 
カ,216641,関東総合設備⼯事株式会社
〒191-0052,東京都⽇野市東豊⽥４丁⽬２０番２２
2025-06-18
https://kssk.jbplt.jp/
 
カ,223938,株式会社関東地興
〒333-0847,埼⽟県川⼝市芝中⽥２丁⽬７番９号
2024-12-01
 
カ,106245,カントウツール株式会社
〒359-0027,埼⽟県所沢市松郷１４２−６
2024-06-23
http://kanto-tool.ecnet.jp
 
カ,215916,関東通信⼯事株式会社
〒321-0901,栃⽊県宇都宮市平出町３７７６番地１６
2025-01-22
 
カ,102470,関東通測機器株式会社
〒165-0023,東京都中野区江原町１−４−１３
2023-12-26
http://www.kanto-tsusoku.com
 
カ,112048,関東電化⼯業株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内２−３−２ 郵船ビルディング５階
2024-09-04
http://www.kantodenka.co.jp
 
カ,129356,株式会社関東電器製作所
〒105-0004,東京都港区新橋１−１６−１０ 浅川ビル４Ｆ
2024-03-04
http://kantodenki.mitsu-hide.com/
 
カ,125677,関東電⼦⼯業株式会社
〒171-0014,東京都豊島区池袋４−２７−６ 吉沢ビル２Ｆ
2023-07-21
http://www.kanto-denshi.co.jp
 
カ,106778,関東発条株式会社
〒174-0041,東京都板橋区⾈渡３−１５−１６
2025-10-04
http://www.kantohatsujyo.jp
 
カ,122243,関東バルブ株式会社
〒104-0042,東京都中央区⼊船３−７−２
2026-05-07



http://www.kantovalve.co.jp/
 
カ,213013,関東パステム⼯業株式会社
〒260-0854,千葉県野⽥市下三ケ尾４２番地
2026-01-29
https://www.kantopastem.jp/
 
カ,123672,株式会社関東⽇⽴
〒110-0015,東京都台東区東上野２−７−５ 偕楽ビル５Ｆ
2025-03-05
http://www.hitachi-hansya.jp/kanto-hitachi/
 
カ,112235,株式会社関東標記
〒174-0053,東京都板橋区清⽔町６３−２
2026-02-24
 
カ,213431,株式会社関東ビルシステム
〒238-0014,神奈川県横須賀市三春町１ー９ー１４
2023-09-16
 
カ,218897,関東ホーチキ株式会社
〒370-0045,群⾺県⾼崎市東町１７２ー１６
2024-01-12
http://www.k-hochiki.net/
 
カ,217380,関東防災⼯業株式会社
〒371-0857,群⾺県前橋市⾼井町⼀丁⽬２９番地７
2025-12-17
http://www.kanbou.co.jp
 
カ,230775,関東防災設備株式会社
〒333-0845,埼⽟県川⼝市上⻘⽊⻄⼆丁⽬１０番１５号
2025-08-30
http://www.kbs1.co.jp
 
カ,210478,株式会社関東マテリアル
〒340-0811,埼⽟県⼋潮市⼆丁⽬４１２番地
2024-08-07
http://k-material.co.jp/
 
カ,112301,関東マルワ産業株式会社
〒321-0905,宇都宮市平出⼯業団地３８−３８
2024-02-09
http://www.kanmaru.co.jp/
 
カ,229854,関東窯業株式会社
〒337-0003,埼⽟県さいたま市⾒沼区深作１丁⽬３２番地２
2026-07-10
 
カ,218587,関東ルーフ株式会社
〒329-4303,栃⽊県栃⽊市岩⾈町和泉６４０番地２
2023-11-04
http://www.kantou-roof.com/wq
 
カ,228414,有限会社関東ルーフ



〒290-0011,千葉県市原市能満２０８６番地５７
2024-08-23
 
カ,216361,関東冷熱⼯業株式会社
〒154-0004,東京都世⽥⾕区太⼦堂２丁⽬１４番２０号
2025-05-08
 
カ,226314,関東ロックウール株式会社
〒370-1201,群⾺県⾼崎市倉賀野町２１７２番地１
2026-01-01
http://www.kantorock.com
 
カ,225279,関特⼯業株式会社
〒532-0011,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島５丁⽬８番２９号
2025-06-01
http://www.kantoku.jp
 
カ,224081,関都建設株式会社
〒157-0074,東京都世⽥⾕区⼤蔵５丁⽬２３番１号
2025-01-01
https://kantoken.co.jp/
 
カ,214118,株式会社カンドー
〒160-0014,東京都新宿区内藤町１番地
2025-04-05
https://www.kando.co.jp
 
カ,214571,株式会社カンナ
〒299-0101,千葉県市原市⻘柳北２丁⽬５−２１
2026-02-14
http://www.kanna-k.com
 
カ,212795,有限会社⾦成⼯務店
〒989-5312,宮城県栗原市栗駒猿⾶来上⼾前１９ー１
2025-08-21
 
カ,218191,有限会社カンノ
〒261-0011,千葉県千葉市美浜区真砂２−２４−１１−１１０１号
2023-08-11
 
カ,224415,菅野建設株式会社
〒960-8036,福島県福島市新町６ー３３
2025-04-01
 
カ,219568,株式会社寛野⼯務店
〒989-1503,宮城県柴⽥郡川崎町⼤字川内字荒⽻賀４５−１
2024-04-13
 
カ,221008,株式会社菅野左官店
〒980-0804,宮城県仙台市⻘葉区⼤町ニ丁⽬１１番２７号
2025-01-01
 
カ,214043,菅野産業株式会社
〒984-0041,宮城県仙台市若林区志波町１８ー２１
2025-03-01



https://www.kanno-hardware.co.jp/
 
カ,104051,菅野精機株式会社
〒225-0002,神奈川県横浜市⻘葉区美しが丘５−１９−８−４０４
2024-10-13
http://www.kannoseiki.com/
 
カ,223966,閑林⼯業株式会社
〒460-0003,愛知県名古屋市中区錦１丁⽬８番３９号
2024-12-01
http://www.kanbayashi.jp
 
カ,124109,株式会社神林商会
〒225-0002,横浜市⻘葉区美しが丘４−６−１８
2025-06-25
 
カ,219503,株式会社神原組
〒721-0958,広島県福⼭市⻄新涯町⼆丁⽬３番２５号
2024-03-30
 
カ,223110,神原⼯事株式会社
〒570-0009,⼤阪府守⼝市⼤庭町２ー７ー１０
2024-05-01
 
カ,129934,株式会社神原鉄⼯所
〒312-0023,茨城県ひたちなか市⼤平４−９−１２
2025-04-15
 
カ,104861,株式会社カンパーニュ
〒180-0003,東京都武蔵野市吉祥寺南町２−２５−１
2023-07-12
http://www.cmpg.co.jp/
 
カ,112468,株式会社神菱
〒675-1322,兵庫県⼩野市匠台６
2024-09-20
http://www.kanbishi.co.jp/
 
カ,504649,神⼾化成⼯業株式会社
〒115-0055,東京都北区⾚⽻⻄１丁⽬３９番６号ヴィルトー１０−３０２
2026-04-11
http://www.kanbekasei.co.jp/
 
カ,231727,神⼾⼯業株式会社
〒140-0011,東京都品川区東⼤井⼆丁⽬４番５号
2026-02-28
 
カ,112890,株式会社神⼾製作所
〒379-0122,群⾺県安中市下間仁⽥２２
2024-10-02
http://www.kanbe-works.com/
 
カ,112141,関包スチール株式会社
〒553-0005,⼤阪市福島区野⽥３−７−３０
2025-09-21



http://www.kanpoh.co.jp
 
カ,215704,関⾨三協⼯業株式会社
〒750-0093,⼭⼝県下関市彦島⻄⼭町４丁⽬３番６号
2024-10-30
 
カ,219116,株式会社関⾨装美
〒751-0816,⼭⼝県下関市椋野町⼆丁⽬１番４３号
2024-02-16
 
カ,220397,管友株式会社
〒123-0864,東京都⾜⽴区⿅浜３−２７−２０
2024-10-26
http://www.kanyu-nt.co.jp
 
カ,217154,株式会社監理
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥⼆丁⽬１２番５号
2025-09-24
http://www.kanri-keibi.co.jp/
 
カ,129276,株式会社管理システム
〒998-0102,⼭形県酒⽥市京⽥２−６９−８
2024-02-13
http://www.kksnet.co.jp/
 
カ,225225,株式会社寛和⾦属
〒631-0012,奈良県奈良市中⼭町⻄３丁⽬２０９番地の１
2025-05-01
 
カ,112417,株式会社カンワ⼯業資材
〒190-0013,東京都⽴川市富⼠⾒町７−３１−１９
2024-06-20
http://www.kanwa.co.jp/
 
ガ,100417,ガーディアンジャパン株式会社
〒177-0033,東京都練⾺区⾼野台２−４−３
2025-11-02
http://www.gardien.com
 
ガ,112442,株式会社ガードナー
〒347-0068,埼⽟県加須市⼤⾨町１９−４７
2024-06-06
http://www.guardner.co.jp/
 
ガ,212436,株式会社ガード・リサーチ
〒450-6420,愛知県名古屋市中村区名駅三丁⽬２８番１２号
2025-01-09
http://www.guard-research.co.jp
 
ガ,503246,ガーミンジャパン株式会社
〒354-0036,埼⽟県富⼠⾒市ふじみ野東１−７−６
2024-09-11
www.garmin.co.jp
 
ガ,226777,株式会社ガイア



〒814-0103,福岡県福岡市城南区⿃飼６丁⽬９番２８号
2026-06-01
https://www.gaiasurveydesign.com/
 
ガ,223395,株式会社ガイアート
〒162-0814,東京都新宿区新⼩川町８ー２７
2024-08-01
http://www.gaeart.com/
 
ガ,502775,株式会社ガイアエデュケーション
〒107-0061,東京都港区北⻘⼭⼀丁⽬４番６号 ２４６⻘⼭ビル
2024-12-06
https://www.gaia-edu.co.jp/
 
ガ,216945,ガイアクリエイト株式会社
〒617-0004,京都府向⽇市鶏冠井町⼭畑１５番地３
2025-07-23
 
ガ,216770,株式会社ガイアプラン
〒891-0105,⿅児島県⿅児島市中⼭町５２８４番地８
2025-06-25
 
ガ,126319,ガイオ・テクノロジー株式会社
〒140-0002,東京都品川区東品川２−２−４ 天王洲ファーストタワー２５階
2023-12-02
http://www.gaio.co.jp/
 
ガ,112480,株式会社ガウス
〒102-0084,東京都千代⽥区⼆番町４−３
2024-04-17
https://www.gaws.co.jp
 
ガ,220423,株式会社ガクコーポレーション
〒271-0077,千葉県松⼾市根本１３２−５
2024-11-01
 
ガ,123804,岳伸精⼯株式会社
〒411-0943,静岡県駿東郡⻑泉町下⼟狩４０７−１４
2025-04-16
 
ガ,502025,株式会社ガスター
〒242-8577,神奈川県⼤和市深⾒台３−４
2025-02-20
http://www.gastar.co.jp/
 
ガ,211252,ガラス⼯事サービス有限会社
〒123-0861,東京都⾜⽴区加賀２−２６−１７
2022-06-29
http://www.glass-cs.com/
 
ガ,212895,ガリレイパネルクリエイト株式会社
〒111-0052,東京都台東区柳橋２ー１７ー４
2025-10-30
https://galilei-panel.co.jp
 



ガ,505219,株式会社ガリレオ
〒460-0003,愛知県名古屋市中区錦⼀丁⽬６番３６号 Ｎ．Ａ．Ｐビル５階
2025-05-10
http://www.gally-tech.com
 
ガ,503534,ガレネット株式会社
〒101-0022,東京都千代⽥区神⽥練塀町３００番地
2025-08-25
https://www.garenet.com/
 
ガ,228197,株式会社ガンシン
〒740-0003,⼭⼝県岩国市飯⽥町⼆丁⽬９番１２号
2024-06-21
 
ガ,217172,岩⽔開発株式会社
〒702-8048,岡⼭県岡⼭市南区福吉町１８番１８号
2025-10-01
https://www.gansui.co.jp/
 
ガ,228611,元旦ビューティ⼯業株式会社
〒252-0804,神奈川県藤沢市湘南台１丁⽬１番地２１
2024-10-31
http://www.gantan.co.jp/
 
キ,116125,キーウェアソリューションズ株式会社
〒156-8588,東京都世⽥⾕区上北沢５−３７−１８
2025-02-25
http://www.keyware.co.jp
 
キ,501837,キーウェア⻄⽇本株式会社
〒541-0045,⼤阪府⼤阪市中央区道修町３−４−１０ 損保ジャパン⽇本興亜道修町ビル ８Ｆ
2025-06-17
https://www.keyware.co.jp/nishinippon/index.html
 
キ,502155,株式会社キーエンス
〒533-8555,⼤阪府⼤阪市東淀川区東中島１−３−１４
2025-06-29
 
キ,108903,キーサイト・テクノロジー株式会社
〒192-8550,東京都⼋王⼦市⾼倉町９−１
2026-03-18
http://www.keysight.co.jp
 
キ,504785,株式会社キーシステム
〒491-0922,愛知県⼀宮市⼤和町妙興寺字三⼗⼋社前４６−４
2023-08-09
http://www.key-sys.com
 
キ,215487,キーストーン株式会社
〒590-0976,⼤阪府堺市堺区⼤浜南町１丁５ー１２
2024-07-10
 
キ,120618,株式会社キーテック
〒104-0045,東京都中央区築地２−１−２ 秀和築地レジデンス９０８
2023-11-14



http://www.keytech.co.jp
 
キ,216511,キーバンク新潟株式会社
〒950-0943,新潟県新潟市中央区⼥池神明３丁⽬６番１２
2025-05-28
http://www.keybank-n.co.jp/
 
キ,505723,株式会社キービット
〒810-0001,福岡県福岡市中央区天神１−２−４ 農業共済ビル２Ｆ
2025-06-21
https://kiibit.co.jp/
 
キ,224507,株式会社キープラン
〒981-0933,宮城県仙台市⻘葉区柏⽊１丁⽬１番２６号
2025-04-01
http://www.keyplan.co.jp
 
キ,217337,株式会社キーマン
〒577-0022,⼤阪府東⼤阪市荒本新町６番６号
2025-11-26
https://www.keyman.co.jp
 
キ,231808,株式会社紀井⼤理⽯
〒245-0018,神奈川県横浜市泉区上飯⽥町４５８４番地２
2026-03-20
 
キ,125908,株式会社キイモト
〒297-0015,千葉県茂原市東部台３−２０−７
2023-10-19
 
キ,102936,株式会社きうちいんさつ
〒418-0015,静岡県富⼠宮市舞々⽊町７０
2026-01-06
http://kiuchi-prt.co.jp
 
キ,126519,株式会社⽊内計測
〒543-0011,⼤阪市天王寺区清⽔⾕町４−１２
2024-01-27
http://kiuchi-ins.co.jp/
 
キ,230817,株式会社輝栄建設
〒567-0057,⼤阪府茨⽊市豊川⼀丁⽬１６番１号
2025-09-06
https://kiei.net/
 
キ,100073,有限会社企栄産業
〒256-0812,神奈川県⼩⽥原市国府津１９８６−１ Ａ１０２
2025-07-26
 
キ,104677,キオクシア株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦３−１−２１ ⽥町ステーションタワーＳ
2026-03-10
https://www.kioxia.com/ja-jp/top.html
 
キ,121779,キオクシアアドバンスドパッケージ株式会社



〒512-8550,三重県四⽇市市⼭之⼀⾊町８００
2024-06-02
 
キ,105185,キオクシア岩⼿株式会社
〒024-8555,岩⼿県北上市北⼯業団地６−６
2024-07-18
 
キ,120073,キオクシアエンジニアリング株式会社
〒451-0064,愛知県名古屋市⻄区名⻄２−３３−１０
2023-07-15
http://www.chubu-toshiba-eng.co.jp
 
キ,122376,キオクシアシステムズ株式会社
〒247-8585,神奈川県横浜市栄区笠間２−５−１
2024-09-02
http://www.kioxia-systems.co.jp/
 
キ,105694,キオクシアホールディングス株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦３−１−２１ ⽥町ステーションタワーＳ
2025-09-11
 
キ,231046,キオラテクノサービス 中垣将貢（その他）
〒242-0011,神奈川県⼤和市深⾒２０４２番地１
2025-10-11
 
キ,502949,規格⼯業株式会社
〒323-0807,東京都中央区⽇本橋３丁⽬６番７号
2023-04-24
 
キ,217824,株式会社企画ビルディング
〒100-0013,東京都千代⽥区霞が関３−８−１
2023-06-23
http://www.kikakubuilding.co.jp/
 
キ,227664,株式会社キガ
〒321-0901,栃⽊県宇都宮市平出町１０４３番地３
2021-03-23
http://www.kiga.co.jp
 
キ,216672,⽊川設備⼯業株式会社
〒357-0045,埼⽟県飯能市⼤字笠縫３６１番地４
2025-06-18
https://kigawasetsubi.jimdofree.com/
 
キ,212264,菊⼀建設株式会社
〒195-0072,東京都町⽥市⾦井１丁⽬２８番２０号
2024-07-11
https://kiku1.co.jp
 
キ,215348,有限会社きくかわ
〒113-0021,東京都⽂京区本駒込４ー４３ー１
2024-04-10
http://www.kikukawa-k.co.jp
 
キ,220594,株式会社菊川⼯業



〒124-0005,東京都葛飾区宝町⼆丁⽬３４番５ー４０１号
2024-12-27
 
キ,222488,菊川⼯業株式会社
〒130-0024,東京都墨⽥区菊川２−１８−１０
2023-12-01
 
キ,216606,株式会社禧久建設
〒555-0043,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区⼤野１丁⽬３−１８
2025-06-11
https://kikukensetsu.com/
 
キ,105098,株式会社菊島
〒407-0261,⼭梨県韮崎市中⽥町⼩⽥川１９１
2024-04-20
 
キ,217705,株式会社キクシマ
〒234-0054,神奈川県横浜市港南区港南台４ー３９ー７
2026-04-14
https://www.kikushima.co.jp/
 
キ,229930,菊⽔化学⼯業株式会社
〒460-0002,愛知県名古屋市中区錦⼆丁⽬１９番２５号⽇本⽣命広⼩路ビル
2023-09-05
https://www.kikusui-chem.co.jp/
 
キ,112317,菊⽔電⼦⼯業株式会社
〒224-0023,横浜市都筑区東⼭⽥１−１−３
2023-11-11
http://www.kikusui.co.jp
 
キ,225550,株式会社菊⽥⼯業
〒981-1103,宮城県仙台市太⽩区中⽥町字法地北１
2025-06-01
 
キ,226857,株式会社菊地家具製作所
〒929-1123,⽯川県かほく市森カ５８
2023-07-01
 
キ,102186,菊地化成株式会社
〒326-0803,栃⽊県⾜利市家富町２２０４
2025-01-22
 
キ,106539,株式会社菊池⾦型
〒384-0503,⻑野県南佐久郡佐久穂町海瀬８００−１
2025-01-24
 
キ,217157,株式会社菊池空調
〒340-0022,埼⽟県草加市瀬崎２丁⽬６番１８号サラギクビル
2025-10-01
 
キ,218008,株式会社菊池組
〒385-0051,⻑野県佐久市中込３６３９−１４９
2023-07-28
 



キ,102542,菊地光学精⼯株式会社
〒599-8233,⼤阪府堺市中区⼤野芝町２１３−１
2025-04-19
http://www.kikuchi-kougaku.co.jp
 
キ,221828,株式会社菊池⼯業
〒025-0036,岩⼿県花巻市中根⼦字参拾六舘６番地１
2025-08-01
http://www.kikuchi-ind.com/
 
キ,224544,菊地興業株式会社
〒462-0869,愛知県名古屋市北区⿓ノ⼝町３ー２６
2025-04-01
 
キ,215469,有限会社菊地⼯務店
〒360-0164,埼⽟県熊⾕市楊井７４２ー３
2024-06-26
 
キ,100309,株式会社菊池商店
〒312-0033,茨城県ひたちなか市⼤字市⽑９６０
2025-09-15
 
キ,502987,株式会社菊池精機
〒319-1221,茨城県⽇⽴市⼤みか町２−１２−１１
2023-10-29
www.kikuchiseiki.com
 
キ,129947,株式会社菊池精器製作所
〒312-0062,茨城県ひたちなか市⾼場１７３０−３
2025-04-22
http://www.kikuchiseiki.co.jp/
 
キ,112105,株式会社菊池製作所
〒192-0152,東京都⼋王⼦市美⼭町２１６１−２１
2024-10-09
http://www.kikuchiseisakusho.co.jp/
 
キ,231892,株式会社菊池通信⼯業
〒025-0016,岩⼿県花巻市⾼⽊第２０地割２５６番地２
2026-04-11
 
キ,223671,株式会社菊地鉄筋⼯業
〒250-0866,神奈川県⼩⽥原市中曽根３１０番地の２
2024-10-01
 
キ,213217,株式会社菊池鉄⼯所
〒591-8025,⼤阪府堺市北区⻑曽根町３０２０番地１１
2026-04-28
https://www.kikuchi-iw.co.jp/
 
キ,122094,菊池電気⼯業株式会社
〒317-0051,茨城県⽇⽴市滑川本町２−２１−１１
2025-01-31
http://www.kdk-web.co.jp/
 



キ,211535,株式会社菊地電設
〒240-0035,神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区今井町９０２ー５４
2026-02-03
 
キ,231044,株式会社菊地電装⼯業
〒210-0834,神奈川県川崎市川崎区⼤島⼀丁⽬３０番９号
2025-10-11
 
キ,112236,菊地⻭⾞株式会社
〒326-0332,栃⽊県⾜利市福富新町７２６−３０
2023-07-21
http://www.kikuchigear.co.jp
 
キ,213209,株式会社キクテック
〒457-0836,愛知県名古屋市南区加福本通１丁⽬２６番地
2023-04-28
http://www.kictec.co.jp/
 
キ,213994,有限会社菊名産業
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜１丁⽬４番１５号
2025-02-09
 
キ,112343,キクナ電⼦株式会社
〒292-0201,千葉県⽊更津市真⾥⾕２０７８
2024-03-14
 
キ,227652,キクニ株式会社
〒985-0021,宮城県塩竈市尾島町２７番３０号
2024-03-15
 
キ,222868,株式会社キクノ
〒790-0067,愛媛県松⼭市⼤⼿町１ー８ー８
2024-03-01
http://www.kikuno.jp
 
キ,220586,有限会社菊美装
〒491-0371,愛知県⼀宮市萩原町⾼⽊字中道６４番地の４
2024-12-27
 
キ,102179,株式会社キクホー
〒024-0013,岩⼿県北上市藤沢１７−１−４
2025-01-21
 
キ,224221,株式会社菊正塗装店
〒310-0045,茨城県⽔⼾市新原１丁⽬１９番４６号
2025-02-01
 
キ,214493,株式会社幾久屋
〒031-0804,⻘森県⼋⼾市⻘葉三丁⽬３２ー１７
2025-12-06
 
キ,223449,株式会社菊⼭組
〒546-0033,⼤阪府⼤阪市東住吉区南⽥辺５ー３０ー３３
2024-08-01
 



キ,221542,菊⼭鋼材株式会社
〒514-0836,三重県津市野崎垣内岩⽥３６３
2025-04-01
 
キ,112118,株式会社菊和
〒174-0071,東京都板橋区常盤台１−３６−１６
2026-01-29
http://www.kikuwa.net/
 
キ,104987,株式会社キグチテクニクス
〒692-0057,島根県安来市恵乃島町１１４−１５
2023-11-29
http://www.kiguchitech.co.jp/
 
キ,231078,キコー株式会社
〒914-0812,福井県敦賀市昭和町⼆丁⽬１６番３号
2025-10-18
http://www.kiko-e.co.jp
 
キ,126700,株式会社キコー技研
〒663-8105,兵庫県⻄宮市中島町３−３３
2024-03-06
https://www.kikoh.co.jp
 
キ,504136,株式会社ＫＩＣＯシステムズ
〒102-0073,東京都千代⽥区九段北１−８−１ 九段１０１ビル５階
2024-11-09
http://www.kico.co.jp
 
キ,101501,株式会社象潟設備⼯業
〒018-0133,秋⽥県にかほ市象潟町関字建⽯４５−４８
2024-07-19
 
キ,215067,⽊⽫建設株式会社
〒984-0013,宮城県仙台市若林区六丁の⽬南町７ー１５
2023-10-24
 
キ,214432,キザイ⼯業株式会社
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥１丁⽬１４番８号
2025-10-18
http://kizaikogyo.jp
 
キ,213832,キザイテクト株式会社
〒451-0055,愛知県名古屋市⻄区堀越⼆丁⽬３番２０号
2024-09-08
http://kizai-tect.jp
 
キ,112144,有限会社岸川製作所
〒850-0077,⻑崎市⼩瀬⼾町８０９−９
2025-06-15
http://www.kss-n.jp/
 
キ,102545,岸倉興業株式会社
〒311-1201,茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦町１５５１−１
2025-04-22



http://www.kishikura.co.jp
 
キ,219140,株式会社岸組
〒914-0812,福井県敦賀市昭和町⼀丁⽬２番４２号
2024-02-22
 
キ,223279,株式会社岸グリーンサービス
〒922-0401,⽯川県加賀市新保町カ３３
2024-06-01
 
キ,222058,岸建販株式会社
〒920-0024,⽯川県⾦沢市⻄念２丁⽬２９ー１７
2025-12-01
http://kishikenpan.co.jp/
 
キ,219963,岸産業株式会社
〒590-0986,⼤阪府堺市堺区北波⽌町４２−２２
2024-06-29
https://kishisangyo.com
 
キ,221672,株式会社岸⽥
〒461-0001,愛知県名古屋市東区泉１丁⽬８番４号
2025-05-01
_
 
キ,112421,キシダ化学株式会社
〒540-0029,⼤阪市中央区本町橋３−１
2024-07-31
http://www.kishida.co.jp
 
キ,224102,株式会社岸⽥組
〒175-0094,東京都板橋区成増２ー１０ー３
2025-02-01
http://www.kishidagumi.co.jp/
 
キ,112196,株式会社岸⽥製作所
〒664-0898,兵庫県伊丹市千僧４−２８６
2025-12-03
 
キ,231801,株式会社岸⽥鉄⼯
〒745-0304,⼭⼝県周南市⼤字⿅野下２５１６番地の３
2026-03-20
https://kishida-ic.jp/
 
キ,210184,株式会社キシダプロテック
〒746-0028,⼭⼝県周南市港町６ー４４
2024-02-18
http://www.ks-protech.co.jp
 
キ,215873,株式会社岸電⼯
〒370-0021,群⾺県⾼崎市⻄横⼿町８３番地１
2024-12-25
 
キ,105441,有限会社岸波鉄⼯所
〒223-0057,神奈川県横浜市港北区新⽻町８９９



2025-02-05
 
キ,216561,岸野電気株式会社
〒106-0032,東京都港区六本⽊７丁⽬６番２号
2025-06-04
http://www.kishinodenki.co.jp
 
キ,224690,岸防⽔⼯業株式会社
〒377-0007,群⾺県渋川市⽯原７７−１
2022-04-01
 
キ,224809,岸防⽔⼯業有限会社
〒780-8014,⾼知県⾼知市塩屋崎町２丁⽬１０番３５号
2025-04-01
 
キ,210438,株式会社キシモト
〒670-0985,兵庫県姫路市⽟⼿４丁⽬９３番地
2024-07-22
http://www.kk-kishimoto.com
 
キ,211463,岸本建設株式会社
〒700-0975,岡⼭県岡⼭市北区今５丁⽬５番１６号
2025-12-02
https://www.kishimoto-kk.com/
 
キ,215311,岸本建設株式会社
〒914-0043,福井県敦賀市⾐掛町５１８番地
2024-03-20
 
キ,226022,岸本建設株式会社
〒566-0031,⼤阪府摂津市昭和園９番１３号
2025-09-01
http://www.kishimoto-kensetsu.co.jp/
 
キ,112832,株式会社岸本⼯業
〒555-0041,⼤阪市⻄淀川区中島２−１２−５４
2024-10-06
http://www.kishimoto-kogyo.co.jp
 
キ,126507,岸本精密発條株式会社
〒577-0065,東⼤阪市⾼井⽥中４−１０−８
2024-01-24
 
キ,129297,岸本鉄⼯株式会社
〒675-0019,兵庫県加古川市野⼝町⽔⾜１６０
2024-02-19
 
キ,101074,株式会社岸本鉄⼯所
〒708-0872,岡⼭県津⼭市平福４９２
2024-02-20
http://www.kishimoto-kiw.co.jp/
 
キ,214102,岸⼭建設⼯業株式会社
〒641-0036,和歌⼭県和歌⼭市⻄浜１６６０番地２７４
2025-03-29



_
 
キ,217312,株式会社紀州コーポレーション
〒509-5203,岐⾩県⼟岐市下⽯陶史台⼆丁⽬６５番地
2025-11-19
 
キ,213639,有限会社紀州重機
〒314-0022,茨城県⿅嶋市⻑栖１８７９番地７
2024-03-24
 
キ,231751,紀州電⼯株式会社
〒538-0054,⼤阪府⼤阪市鶴⾒区緑⼀丁⽬１５番１８号
2026-03-07
 
キ,122330,紀州ファスナー株式会社
〒578-0943,⼤阪府東⼤阪市若江南町５−３−５３
2026-06-03
http://www.kishuf.co.jp/
 
キ,215183,株式会社貴昇
〒183-0035,東京都府中市四⾕３ー６８ー３２
2024-01-23
 
キ,230182,株式会社⻲匠
〒603-8375,京都府京都市北区⾐笠天神森町３番地
2025-06-07
http://www.kisyo.co.jp
 
キ,212481,株式会社希彰堂インテリアサービス
〒371-0013,群⾺県前橋市⻄⽚⾙町１丁⽬２５５番地の２
2025-02-20
 
キ,129459,きしろ商事株式会社
〒673-0881,兵庫県明⽯市天⽂町２−３−２０
2024-05-26
http://www.kishiro-g.co.jp/
 
キ,112351,株式会社吉城光科学
〒962-0041,福島県須賀川市横⼭町１１９
2025-02-17
http://www.kishiro.co.jp/
 
キ,128979,岸和⽥ステンレス株式会社
〒596-0013,⼤阪府岸和⽥市臨海町２０
2023-06-04
http://www.kishi-seiko.co.jp
 
キ,150109,岸和⽥製鋼株式会社
〒596-0013,⼤阪府岸和⽥市臨海町２０番地
2024-02-07
 
キ,212602,紀森⼯事有限会社
〒311-2415,茨城県潮来市延⽅４７４９
2025-05-01
 



キ,230531,有限会社槐島⼯業
〒899-6603,⿅児島県霧島市牧園町⾼千穂３４１０番地
2025-07-26
 
キ,112052,⽊島通信電線株式会社
〒153-0042,東京都⽬黒区⻘葉台２−１９−２
2023-10-23
http://www.kijima-cable.co.jp
 
キ,227332,株式会社⽊島陸運
〒360-0023,埼⽟県熊⾕市佐⾕⽥４８９ー１
2024-02-01
http://www.kijiriku.co.jp/
 
キ,218814,輝⽔⼯業株式会社
〒101-0044,東京都千代⽥区鍛冶町１丁⽬５番２号
2023-12-22
http://www.kisuikogyo.co.jp
 
キ,102693,ＫＩＳＣＯ株式会社
〒541-8513,⼤阪市中央区伏⾒町３−３−７
2024-05-11
http://www.kisco-net.com
 
キ,102900,キステム株式会社
〒520-0047,⼤津市浜⼤津１−４−１２
2025-02-24
http://www.kistem.co.jp
 
キ,212749,株式会社Ｋｉｓｔ
〒612-8252,京都府京都市伏⾒区横⼤路⼀本⽊１９番地
2025-07-17
http://www.kist.co.jp
 
キ,112318,株式会社キスワイヤジャパン
〒103-0011,東京都中央区⽇本橋⼤伝⾺町４−５
2024-03-24
http://www.kiswire.com
 
キ,216488,絆開発株式会社
〒315-0038,茨城県⽯岡市旭台⼀丁⽬１２番５３号フェニックスビル２階
2025-05-21
http://www.kizuna-kaihatsu.com/
 
キ,112263,株式会社喜製作所
〒210-0852,川崎市川崎区鋼管通４−１３−１３
2023-08-05
 
キ,230081,株式会社基創
〒812-0041,福岡県福岡市博多区吉塚四丁⽬１１番１５号
2025-05-10
http://www.kisoh-pile.jp/
 
キ,212855,基礎エンジニアリング株式会社
〒140-0004,東京都品川区南品川５ー３ー１０



2025-10-09
http://www.kiso-eng.jp/
 
キ,217394,⽊曽川興運株式会社
〒505-0054,岐⾩県美濃加茂市加茂野町加茂野１番地２２
2025-12-17
 
キ,210165,キソキカイ株式会社
〒816-0953,福岡県⼤野城市旭ヶ丘１丁⽬１番１号
2024-02-05
https://www.kisokiso.tokyo/
 
キ,218580,⽊曽建材⼯業株式会社
〒463-0001,愛知県名古屋市守⼭区⼤字上志段味字東⾕２０８６番２３０
2023-11-04
 
キ,121996,⽊曽興業株式会社
〒460-8411,愛知県名古屋市中区栄１−７−２３
2024-07-29
http://www.kisoind.co.jp
 
キ,224165,⽊曽⼯業株式会社
〒144-0053,東京都⼤⽥区蒲⽥本町１丁⽬１２番１５号
2025-02-01
 
キ,223584,株式会社基礎⼯事⼤⼭
〒455-0832,愛知県名古屋市港区宝神１ー１４１
2024-09-01
 
キ,215153,基礎地盤コンサルタンツ株式会社
〒136-8577,東京都江東区⻲⼾⼀丁⽬５番７号
2023-12-26
 
キ,100263,⽊曽精機株式会社
〒721-0942,広島県福⼭市引野町６５７−３６
2025-09-03
http://www.kisoseiki.co.jp/
 
キ,210523,北⼀運輸株式会社
〒062-0008,北海道札幌市豊平区美園⼋条２丁⽬８番１４号
2024-09-08
http://www.kitaichi-unyu.co.jp
 
キ,213875,北岩⼿圧送株式会社
〒028-6101,岩⼿県⼆⼾市福岡字尻⼦内下平１９ー２
2024-10-20
 
キ,221043,株式会社北梅組
〒536-0006,⼤阪府⼤阪市城東区野江１丁⽬３番１号
2025-01-01
http://kitaume.co.jp/
 
キ,212713,北浦エスオーシー株式会社
〒550-0015,⼤阪府⼤阪市⻄区南堀江１ー４ー１９
2025-06-26



http://kitaurasoc.co.jp/
 
キ,128570,株式会社北浦⼯業
〒116-0001,東京都荒川区町屋１−３０−１２
2025-12-20
http://kitaura.co.jp
 
キ,219633,株式会社北浦⼯業所
〒617-0836,京都府⻑岡京市勝⿓寺巡り原１３番地
2024-04-20
 
キ,222549,株式会社北浦タイル
〒816-0843,福岡県春⽇市松ヶ丘６ー１３
2024-01-01
 
キ,112166,株式会社キタオ
〒560-0882,⼤阪府豊中市南桜塚２−３−１３
2025-11-13
http://www.kitao-corp.jp/
 
キ,219083,株式会社北⼤阪レジン⼯業
〒563-0356,⼤阪府豊能郡能勢町平通１１４−２１
2024-02-09
 
キ,219612,株式会社北岡⼯務店
〒596-0036,⼤阪府岸和⽥市春⽊南浜町１６−１１
2024-04-20
 
キ,222111,株式会社北岡⼯務店
〒780-8040,⾼知県⾼知市神⽥２３５７番地３３７
2026-03-01
 
キ,104796,株式会社北上エレメック
〒024-0056,岩⼿県北上市⿁柳町都⿃１３３
2026-06-02
https://kitakami-gr.com/
 
キ,214841,北上建鉄株式会社
〒986-2342,宮城県⽯巻市⼩積浜字⼤⽊⼾２０−１
2023-07-04
 
キ,103585,北上精⼯株式会社
〒252-0334,神奈川県相模原市南区若松１−１−３
2024-12-16
http://www.kitakamiseikou.jp/
 
キ,123839,株式会社北上製作所
〒243-0211,神奈川県厚⽊市三⽥１−１２−１
2025-04-30
http://www.k-kitakami.jp
 
キ,123674,北上ビルメン株式会社
〒024-0033,岩⼿県北上市幸町２−５
2025-03-05
http://www.kbm1972.com



 
キ,212022,北関東空調⼯業株式会社
〒970-8026,福島県いわき市平字柳町３番地
2025-04-01
http://www.uyou.gr.jp/kitakantoukuchou/
 
キ,105638,株式会社北関東鋼材
〒370-0115,群⾺県伊勢崎市境美原１５−２
2025-07-24
http://www.kitakanto.jp
 
キ,129395,北関東スチール株式会社
〒316-0023,茨城県⽇⽴市東⼤沼町１−３−５０
2024-03-27
http://www.kita-kanto-steel.co.jp/
 
キ,125615,北関東東洋技研株式会社
〒329-0111,栃⽊県下都賀郡野⽊町丸林５９３−７
2023-06-20
http://www.k-togi.com/
 
キ,100566,北関東ニチユ株式会社
〒321-0111,栃⽊県宇都宮市川⽥町７９３−３
2026-01-20
http://www.kkt-nichiyu.co.jp/
 
キ,106640,北関東油研株式会社
〒329-4414,栃⽊県栃⽊市⼤平町下⾼島７８０
2025-04-27
http://www.k-yuken.co.jp
 
キ,219934,北ガスジープレックス株式会社
〒003-0028,北海道札幌市⽩⽯区平和通１５丁⽬南１番８号
2024-06-29
https://www.kgznet.com
 
キ,123840,株式会社北川
〒918-8231,福井県福井市問屋町２−６５
2025-04-30
http://www.kitagawa-grp.co.jp/
 
キ,218452,ＫＩＴＡＧＡＷＡ株式会社
〒420-0841,静岡県静岡市葵区上⾜洗２丁⽬１１−５３
2023-09-29
https://www.kitagawa-kk.co.jp/
 
キ,210677,有限会社北川組
〒441-3421,愛知県⽥原市⽥原町殿町１番地１
2024-11-05
 
キ,221218,株式会社北川組鉄⼯所
〒047-0036,北海道⼩樽市⻑橋５ー２７ー３９
2025-03-01
 
キ,231869,株式会社北川建築板⾦所



〒616-8167,京都府京都市右京区太秦多薮町１４番地７２
2026-04-11
 
キ,102190,北川⼯業株式会社
〒492-8446,愛知県稲沢市⽬⽐町東折⼾６９５−１
2026-01-24
https://www.kitagawa-ind.com
 
キ,224445,株式会社北川建具
〒427-0038,静岡県島⽥市稲荷３ー７ー２７
2025-04-01
 
キ,226476,株式会社北川鉄⼯所
〒501-0414,岐⾩県本巣市数屋１１３３ー６０
2026-03-01
 
キ,229836,株式会社北川鉄⼯所
〒527-0076,滋賀県東近江市野⼝町３ー１４
2023-07-10
 
キ,122069,北川電機株式会社
〒182-0034,東京都調布市下⽯原３−２６−４
2025-02-15
http://www.kitagawa-denki.co.jp
 
キ,211902,有限会社北川板⾦⼯業
〒491-0121,愛知県⼀宮市島村字上⽼光寺２５番地
2023-11-11
http://kitagawabankin.com
 
キ,105754,北川ヒュ−テック株式会社
〒921-8584,⽯川県⾦沢市神⽥１−１３−１
2025-11-26
 
キ,221267,北川瀝⻘⼯業株式会社
〒921-8023,⽯川県⾦沢市千⽇町８ー３０
2022-03-01
http://www.kitareki.co.jp
 
キ,231084,株式会社キタキュー
〒547-0012,⼤阪府⼤阪市平野区⻑吉六反三丁⽬１９番４号
2025-10-18
http://kitakyu-shoji.kir.jp
 
キ,125350,株式会社北九技研
〒809-0002,福岡県中間市中底井野１１６４−３９
2026-03-24
 
キ,105844,北九州興産株式会社
〒802-0073,福岡県北九州市⼩倉北区貴船町１３−９
2026-02-12
http://kk-kosan.co.jp/company/outline.html
 
キ,126915,株式会社北九州シーアイシー研究所
〒826-0042,福岡県⽥川市⼤字川宮１２００



2024-06-08
http://www.kitakyu-cic.co.jp/
 
キ,214116,北九州デリバリーサービス株式会社
〒803-0831,福岡県北九州市⼩倉北区⽇明２丁⽬３番２０号
2025-04-05
 
キ,219356,株式会社北九トラスティング
〒800-0206,福岡県北九州市⼩倉南区葛原東２丁⽬９−２
2024-03-16
 
キ,230342,北岸塗装⼯業株式会社
〒552-0002,⼤阪府⼤阪市港区市岡元町⼀丁⽬６番３９号
2025-07-05
https://kitagishi.jp
 
キ,212989,株式会社北⼝⼯務店
〒545-0021,⼤阪府⼤阪市阿倍野区阪南町４丁⽬１８番１号
2026-01-15
http://www.kitaguchikoumuten.co.jp
 
キ,104362,北⼝精機株式会社
〒574-0056,⼤阪府⼤東市新⽥中町７−３７
2025-04-08
http://www.kitaguchi-seiki.co.jp
 
キ,121433,株式会社北弘電社
〒060-0011,札幌市中央区北⼗⼀条⻄２３−２−１０
2024-04-16
https://www.kitakoudensha.co.jp
 
キ,122786,北沢産業株式会社
〒541-0041,⼤阪府⼤阪市中央区北浜３−２−２４
2024-11-17
http://www.kitazawanet.co.jp
 
キ,212209,北沢産業株式会社
〒150-0011,東京都渋⾕区東２ー２３ー１０
2024-06-13
http://www.kitazawasangyo.co.jp/
 
キ,112019,株式会社北澤電機製作所
〒399-4117,⻑野県駒ヶ根市⾚穂４９７−１２２
2024-03-03
http://www.kitazawadenki.co.jp/
 
キ,112897,北沢藥品株式会社
〒541-0041,⼤阪市中央区北浜３−２−２４
2024-10-12
http://www.kitazawa-yakuhin.co.jp/
 
キ,112299,キタシバ技研株式会社
〒964-0029,福島県⼆本松市永⽥５−１８−２
2023-06-23
http://www.kitashibagiken.jp/



 
キ,102165,北芝電機株式会社
〒960-1292,福島県福島市松川町字天王原９
2025-08-24
http://www.kitashiba.co.jp
 
キ,227039,北嶋⼯業株式会社
〒460-0012,愛知県名古屋市中区千代⽥５ー１６ー５
2023-09-01
 
キ,112433,有限会社北島⼯作所
〒492-8411,愛知県稲沢市北島町城３０−１
2024-09-06
 
キ,226029,北島産業株式会社
〒770-0942,徳島県徳島市昭和町８丁⽬２７番地
2025-09-01
 
キ,226222,株式会社喜多重機興業
〒591-8012,⼤阪府堺市北区中村町６０１番地の１
2025-12-01
http://www.crane-navi.com/kitajyuki
 
キ,216634,北設備有限会社
〒661-0033,兵庫県尼崎市南武庫之荘６丁⽬１５番７号
2025-06-18
 
キ,225632,株式会社キタック
〒849-1304,佐賀県⿅島市⼤字中村１６３８番地８
2025-07-01
 
キ,216542,キタックスエンジニアリング株式会社
〒803-0825,福岡県北九州市⼩倉北区⽩萩町２番６号
2025-05-28
http://www.kitax.jp/
 
キ,502912,喜多テクノシステム株式会社
〒277-0005,千葉県柏市柏６丁⽬８−４０
2026-01-28
http://www.kita-techno.co.jp/
 
キ,226261,有限会社北出建具製作所
〒870-0921,⼤分県⼤分市萩原４丁⽬８番２１号
2025-12-01
 
キ,231348,喜多電機有限会社
〒676-0022,兵庫県⾼砂市⾼砂町浜⽥町⼆丁⽬８番５号
2025-11-29
 
キ,216454,北電⼒設備⼯事株式会社
〒060-0062,北海道札幌市中央区南⼆条⻄１２丁⽬３２３番地
2025-05-21
http://www.ktdn.info
 
キ,214836,株式会社北⼆



〒935-0035,富⼭県氷⾒市上⽥⼦２７ー２
2023-07-04
 
キ,226639,北⽇本⾮破壊検査株式会社
〒950-0854,新潟県新潟市東区南紫⽵１丁⽬２番１４号
2026-04-01
https://kitanihonhihakai.co.jp/
 
キ,102293,⽊⾕電器株式会社
〒573-0102,⼤阪府枚⽅市⻑尾家具町１−１３−３
2026-03-08
http://www.kitanidenki.co.jp
 
キ,227524,株式会社北⽇本ウエスターン商事
〒983-0034,宮城県仙台市宮城野区扇町三丁⽬９番１０号
2024-02-28
 
キ,127474,北⽇本⾳響株式会社
〒998-0831,⼭形県酒⽥市東両⽻町３−８
2024-10-24
http://www.kitanihon-onkyo.co.jp
 
キ,218466,北⽇本海事興業株式会社
〒039-1162,⻘森県⼋⼾市豊洲３番地２５
2023-10-06
 
キ,230372,北⽇本化⼯株式会社
〒039-2241,⻘森県⼋⼾市⼤字市川町字尻引前⼭５７番地１
2025-07-12
http://www.njk-co.jp
 
キ,122159,株式会社北⽇本⾦型⼯業
〒969-3461,福島県会津若松市河東町浅⼭字仲⽥４０−１
2025-08-15
https://www.njmould.co.jp/
 
キ,214792,北⽇本⽔研株式会社
〒950-0149,新潟県新潟市江南区下早通２丁⽬５番１０号
2026-06-20
http://www.k-suiken.com
 
キ,226768,有限会社北⽇本テクノ
〒981-0904,宮城県仙台市⻘葉区旭ケ丘４丁⽬１０番１６号
2026-06-01
 
キ,502096,北⽇本電材株式会社
〒984-0015,宮城県仙台市若林区卸町１丁⽬５番地の３
2024-05-30
http://www.kngd.co.jp
 
キ,502015,北⽇本電線株式会社
〒982-8511,宮城県仙台市太⽩区鈎取字向原６番２号
2024-10-17
https://www.kitaniti-td.co.jp
 



キ,210773,株式会社北⽇本ドアサービス
〒939-8201,富⼭県富⼭市花園町２−７−１５
2024-12-16
 
キ,213298,有限会社北⽇本断熱
〒010-0802,秋⽥県秋⽥市外旭川字三千刈１５６
2026-07-01
 
キ,218515,北野建設株式会社
〒380-0838,⻑野県⻑野市県町５２４
2023-10-13
http://www.kitano.co.jp/
 
キ,112285,キタノ製作株式会社
〒930-0859,富⼭市⽜島本町１−４−６４
2026-02-24
http://kitanoseisaku.co.jp
 
キ,101864,株式会社北浜製作所
〒540-0036,⼤阪府⼤阪市中央区船越町２−１−６
2024-11-02
http://www.kitahama.co.jp
 
キ,102256,北原ウェルテック株式会社
〒839-0801,福岡県久留⽶市宮ノ陣４−６−８
2025-02-01
http://www.welltec.co.jp
 
キ,223414,株式会社北原建材商会
〒890-0005,⿅児島県⿅児島市下伊敷３丁⽬１２番２８号
2024-08-01
 
キ,224473,北原⼯業株式会社
〒112-0012,東京都⽂京区⼤塚２−１７−９
2022-04-01
 
キ,124423,株式会社北原紙器製作所
〒223-0057,神奈川県横浜市港北区新⽻町１２５４
2025-08-19
http://www.kitaharashiki.com
 
キ,126452,株式会社北原紙器製作所
〒223-0057,神奈川県横浜市港北区新⽻町１２５４
2024-01-11
http://www.kitaharashiki.com
 
キ,217214,北板⾦⼯業株式会社
〒739-0437,広島県廿⽇市市⼤野中央５−１６−２０
2025-10-15
 
キ,122020,北富⼠オリジン株式会社
〒403-0003,⼭梨県富⼠吉⽥市⼤明⾒１２６１
2024-11-08
http://kforigin.co.jp/
 



キ,222841,株式会社きたむら
〒657-0028,兵庫県神⼾市灘区森後町２ー１ー８
2024-03-01
 
キ,222906,株式会社キタムラ
〒078-8241,北海道旭川市豊岡１１条１ー１ー２３
2024-04-01
 
キ,229353,株式会社北村
〒130-0021,東京都墨⽥区緑４丁⽬２２番１１号
2022-10-31
 
キ,213115,株式会社きたむら園
〒245-0065,神奈川県横浜市⼾塚区東俣野町１２３１番地
2026-03-12
http://www.kitamura-en.com/
 
キ,112439,北村化学産業株式会社
〒541-0046,⼤阪市中央区平野町１−８−１３
2024-07-21
 
キ,502029,北村化学産業株式会社
〒541-0046,⼤阪府⼤阪市中央区平野町１−８−１３
2026-03-12
https://www.kitamura-chem.co.jp/
 
キ,122071,北村機電株式会社
〒391-0211,⻑野県茅野市湖東３４３４
2025-02-28
http://www.kitamura-kiden.co.jp
 
キ,218514,北村技術株式会社
〒036-8061,⻘森県弘前市⼤字神⽥４丁⽬１−２１
2023-10-13
 
キ,225733,株式会社北村組
〒761-0312,⾹川県⾼松市東⼭崎町１１２２番地
2025-07-01
 
キ,228538,有限会社北村コーティング
〒120-0034,東京都⾜⽴区千住⼀丁⽬４−１東京芸術センター１６０５号室
2024-09-28
 
キ,211204,株式会社北村⼯業
〒671-2401,兵庫県姫路市安富町安志９０１
2025-06-11
https://kitamurakogyo.jp/
 
キ,218955,有限会社北村シーリング
〒143-0024,東京都⼤⽥区中央４−２６−１２
2024-01-19
 
キ,128611,株式会社北村紙器
〒929-0126,⽯川県能美市⼭⼝町ヨ７９
2025-12-27



http://www.kitamurashiki.co.jp
 
キ,223367,株式会社北村商会
〒237-0075,神奈川県横須賀市⽥浦町６ー４６
2024-07-01
 
キ,222560,北村商事株式会社
〒780-0824,⾼知県⾼知市城⾒町５ー１９
2024-01-01
http://www.kitamura-shoji.co.jp
 
キ,504401,株式会社北村製作所
〒950-0322,新潟県新潟市江南区両川１−３６０４−１２
2024-02-04
http://www.kitamurass.co.jp/
 
キ,211282,有限会社北村忠商店
〒607-8355,京都府京都市⼭科区⻄野⼤⿃井町５５ー４２
2025-07-14
 
キ,105549,株式会社北村鉄⼯所
〒601-8213,京都府京都市南区久世中久世町４−３３
2022-05-09
http://www.kitamura-co.com
 
キ,223357,株式会社北村塗装店
〒761-8081,⾹川県⾼松市成合町６７９番地１
2024-07-01
 
キ,223675,株式会社北村塗装店
〒780-8015,⾼知県⾼知市百⽯町４丁⽬１７番１８号
2024-10-01
 
キ,101431,株式会社北村ボールト
〒143-0016,東京都⼤⽥区⼤森北１−１９−１７
2024-06-20
http://www.kitamurabolt.com
 
キ,219824,株式会社北村正商店
〒590-0522,⼤阪府泉南市信達牧野１２３４−２
2024-06-08
 
キ,212235,株式会社北⼭⼯商
〒670-0952,兵庫県姫路市南条３９９番地の１
2024-06-27
 
キ,122310,株式会社北螺⼦製作所
〒578-0903,⼤阪府東⼤阪市今⽶２−５−２４
2026-05-29
 
キ,226036,株式会社⽊⽥組
〒146-0091,東京都⼤⽥区鵜の⽊２ー３２ー１０
2025-09-01
https://www.kidagumi.co.jp/
 



キ,127417,⽊⽥⼯業株式会社
〒146-0093,東京都⼤⽥区⽮⼝１−５−８
2024-09-25
http://www.kida-k.com
 
キ,210444,⽊⽥重機興業有限会社
〒870-0272,⼤分県⼤分市⼤字迫６７７番地２
2024-07-22
http://kidajyuki.com/
 
キ,121897,株式会社⽊⽥精密機械
〒566-0035,⼤阪府摂津市鶴野１−６−２２
2024-07-03
http://www.kida-seimitsu.co.jp
 
キ,217401,株式会社キダ設備
〒581-0014,⼤阪府⼋尾市中⽥５丁⽬１８３番地
2025-12-17
 
キ,219016,喜⽥電気⼯事株式会社
〒572-0037,⼤阪府寝屋川市葛原新町５番４３−１８号
2024-02-02
 
キ,220109,株式会社キダマーブル
〒135-0016,東京都江東区東陽５−２１−５
2024-07-27
http://www.kidamarble.co.jp/
 
キ,226339,株式会社吉勝重建
〒910-0019,福井県福井市春⼭２丁⽬１８番２４号
2026-01-01
http://www.kitisyo.co.jp
 
キ,222886,吉瀬建設⼯業株式会社
〒274-0804,千葉県船橋市みやぎ台１ー１ー１０
2024-03-01
 
キ,211599,株式会社キックオフ
〒189-0002,東京都東村⼭市⻘葉町１ー１８ー２
2026-04-07
http://www.kickoff-ltd.com/
 
キ,217677,輝粋建設株式会社
〒289-2102,千葉県匝瑳市椿１３３８番地１９、１Ｆ
2026-03-31
http://kissui-c.com
 
キ,100177,キッセイコムテック株式会社
〒390-1293,⻑野県松本市和⽥４０１０−１０
2022-08-09
https://www.kicnet.co.jp
 
キ,100345,株式会社キッツエスシーティー
〒143-0016,東京都⼤⽥区⼤森北１−５−１
2025-09-27



https://www.kitzsct.com
 
キ,105838,株式会社キッツマイクロフィルター
〒391-8566,⻑野県茅野市⾦沢５１２５
2026-02-06
https://www.kitzmf.com/
 
キ,218212,株式会社キット
〒332-0015,埼⽟県川⼝市川⼝５−１１−１９
2023-08-11
 
キ,229211,有限会社キットカッター
〒496-0905,愛知県愛⻄市北⼀⾊町証⽂２１４番地２
2025-07-26
http://www.kit-cutter.co.jp/
 
キ,122202,株式会社⽊附製作所
〒252-1121,神奈川県綾瀬市⼩園８７６−４
2026-01-10
 
キ,220854,機電総業株式会社
〒240-0006,神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区星川三丁⽬２２番３３号
2025-03-15
 
キ,231599,機電プラント⼯事株式会社
〒851-2211,⻑崎県⻑崎市京泊⼆丁⽬８番６１号
2026-01-24
https://kiden-construction.co.jp/
 
キ,122180,株式会社キトー
〒409-3853,⼭梨県中巨摩郡昭和町築地新居２０００
2025-04-19
http://www.kito.co.jp
 
キ,122080,キトー鉄鋼株式会社
〒581-0092,⼤阪府⼋尾市⽼原７−７５
2024-11-15
 
キ,112197,株式会社⿁頭
〒451-0025,名古屋市⻄区上名古屋１−６−１６
2025-05-15
 
キ,213889,機動建設⼯業株式会社
〒553-0003,⼤阪府⼤阪市福島区福島４丁⽬６番３１号
2024-11-10
http://www.kidoh.co.jp
 
キ,215170,有限会社⽊⼾組
〒571-0034,⼤阪府⾨真市東⽥町１０番１３号
2024-01-16
 
キ,215730,有限会社⽊⼾組
〒739-0614,広島県⼤⽵市⽩⽯１丁⽬５ー５
2024-11-06
 



キ,225167,城所建設株式会社
〒212-0012,神奈川県川崎市幸区中幸町３丁⽬１６番地
2025-05-01
http://www.kidokoro-kk.com/
 
キ,232041,有限会社⽊⼾設備
〒824-0077,福岡県⾏橋市⼤字⼊覚２６５１番地２
2026-05-23
 
キ,122490,⽊成ゴム株式会社
〒531-0072,⼤阪市北区豊崎６−１１−７
2024-10-02
http://www.kinari.jp
 
キ,218234,株式会社キナン
〒647-0014,和歌⼭県新宮市浮島１−２５
2023-08-18
 
キ,129731,⿁怒川ゴム⼯業株式会社
〒263-0005,千葉県千葉市稲⽑区⻑沼町３３０
2024-12-24
https://www.kinugawa-rubber.co.jp
 
キ,106487,株式会社⾐川製作所
〒612-8436,京都府京都市伏⾒区深草新⾨丈町１０６−４
2025-01-11
http://www.kinugawa-fact.co.jp
 
キ,225963,砧電気株式会社
〒157-0073,東京都世⽥⾕区砧３丁⽬５番１２号
2025-09-01
 
キ,124542,⿁怒パッケージ株式会社
〒321-4366,栃⽊県真岡市勝⽠２０８−２
2025-10-08
 
キ,231744,株式会社⽊根渕電設
〒311-4153,茨城県⽔⼾市河和⽥町３２５０番地の４
2026-03-07
 
キ,223379,株式会社キノウチ
〒770-0873,徳島県徳島市東沖洲１丁⽬３番地１
2024-07-01
 
キ,227425,⽊野内化成産業株式会社
〒790-0052,愛媛県松⼭市⽵原町１丁⽬５ー５
2024-02-22
http://www.kinoutikasei.co.jp
 
キ,129848,⽊内商機株式会社
〒015-0041,秋⽥県由利本荘市薬師堂字⾕地３５０−１
2025-03-25
 
キ,123491,株式会社紀之国屋
〒822-0002,福岡県直⽅市⼤字頓野字三本松９７０



2025-02-10
http://www.kinokuni-ya.ne.jp
 
キ,129828,株式会社キノ計装
〒263-0031,千葉県千葉市稲⽑区稲⽑東３−１４−１−１１１０
2025-03-18
http://www.kinokeiso.co.jp/
 
キ,218308,⽊下吉⼯業株式会社
〒612-8275,京都府京都市伏⾒区納所町７１番地
2023-09-01
 
キ,104697,⽊ノ下⾦属⼯業株式会社
〒570-0006,⼤阪府守⼝市⼋雲⻄町２−１３−１１
2026-03-30
http://kinoshitakinzoku.co.jp/
 
キ,222970,⽊下建材産業株式会社
〒806-0067,福岡県北九州市⼋幡⻄区引野２−７−３４
2024-04-01
 
キ,215295,⽊下建設株式会社
〒395-0042,⻑野県飯⽥市松尾町１ー２２
2024-03-13
http://kinoshitakensetsu.jp
 
キ,219823,⽊下建設株式会社
〒353-0003,埼⽟県志⽊市下宗岡４−１５−２４
2024-06-08
 
キ,222227,⽊下建設株式会社
〒649-0305,和歌⼭県有⽥市港町２２１
2026-07-01
 
キ,229999,⽊下建設株式会社
〒592-8342,⼤阪府堺市⻄区浜寺船尾町⻄⼆丁３５１番地
2023-10-14
http://www.kinoshita-kensetsu.co.jp/
 
キ,210272,⽊下⼯業株式会社
〒910-0029,福井県福井市⽇光２ー１３ー１８
2024-04-15
http://www.kinoshita-i.com
 
キ,215674,有限会社⽊下⼯業
〒734-0012,広島県広島市南区元宇品町２５ー１ー５０４
2024-10-23
 
キ,220769,⽊下⼯業株式会社
〒641-0001,和歌⼭県和歌⼭市杭ノ瀬２５４番地２シャーメゾンセレナ２０６号
2025-03-01
 
キ,222810,⽊下⼯業株式会社
〒540-0023,⼤阪府⼤阪市中央区北新町３ー４
2024-03-01



http://www.kinoshita-kogyo.co.jp
 
キ,223636,株式会社⽊下⼯業
〒564-0023,⼤阪府吹⽥市⽇の出町１２ー６
2024-10-01
 
キ,229570,株式会社⽊下鋼業
〒001-0905,北海道札幌市北区新琴似五条１２丁⽬３ー１９
2026-03-12
 
キ,222605,株式会社⽊下⼯務所
〒395-0152,⻑野県飯⽥市育良町１丁⽬２０番地１
2024-01-01
 
キ,226732,株式会社⽊下⼯務店
〒166-0004,東京都杉並区阿佐⾕南１−２０−１７
2026-05-01
 
キ,103221,⽊下商店
〒575-0002,⼤阪府四條畷市岡⼭１−３−１７
2023-06-18
 
キ,104908,株式会社⽊下製作所
〒732-0802,広島県広島市南区⼤州４−１１−３９
2023-09-04
http://kinoshitaseisakusho.co.jp/
 
キ,120714,⽊下精密⼯業株式会社
〒462-0063,名古屋市北区丸新町２０１
2023-12-16
http://www.kinoshita-abc.jp
 
キ,210638,有限会社⽊下測量設計
〒464-0073,愛知県名古屋市千種区⾼⾒１丁⽬１４番２４号
2024-10-21
 
キ,217116,有限会社⽊下電設
〒121-0054,東京都⾜⽴区⾠沼２ー２ー９
2025-09-17
 
キ,211004,⽊下⼟⽊株式会社
〒210-0826,神奈川県川崎市川崎区塩浜３丁⽬２４番１２号
2025-03-24
_
 
キ,213166,株式会社⽊下輸送機
〒547-0001,⼤阪府⼤阪市平野区加美北３丁⽬１４番３号
2026-03-25
https://kinoshitayusouki.co.jp/
 
キ,213715,⽊下緑化建設株式会社
〒815-0075,福岡県福岡市南区⻑丘３丁⽬１３ー２７
2024-06-02
http://www.kinoshitaryokuka.com
 



キ,214271,株式会社⽊乃⼭⼯務店
〒779-3223,徳島県名⻄郡⽯井町⾼川原字⾼川原９７５
2025-07-05
http://www.kinoyama.co.jp
 
キ,230202,キハラ建設株式会社
〒744-0052,⼭⼝県下松市桃⼭町１０９番地９
2025-06-14
http://kihara-kk.com/
 
キ,106761,有限会社⽊原製作所
〒897-0211,⿅児島県南九州市川辺町両添１４９１
2025-08-29
http://www.cuart.co.jp
 
キ,104239,株式会社キハラネオン製作所
〒144-0045,東京都⼤⽥区南六郷２−２６−３
2025-01-18
http://www.kiharaneon.co.jp/
 
キ,225320,⽊蓋建設株式会社
〒839-0862,福岡県久留⽶市野中町１２８２番地の３
2025-06-01
http://www.kibuta.co.jp
 
キ,222753,株式会社キベ
〒496-0943,愛知県愛⻄市森川町百⽯⼭壱番割１６６４番地５
2024-03-01
http://www.kibe.co.jp
 
キ,216797,⽊部建設株式会社
〒180-0005,東京都武蔵野市御殿⼭１丁⽬６番１０号
2025-06-25
https://www.kibekensetsu.com/
 
キ,122221,⽊部⼯業株式会社
〒230-0001,横浜市鶴⾒区⽮向６−１９−４０
2026-03-20
https://www.kibe-industry.co.jp
 
キ,219450,株式会社紀北⼯業
〒418-0111,静岡県富⼠宮市⼭宮２２６６番地の３
2024-03-23
 
キ,230337,畿北冷熱株式会社
〒620-0882,京都府福知⼭市字堀２２５２番地の１
2025-07-05
https://kihokureinetsu.bsj.jp
 
キ,225560,株式会社⽊股錺⾦属製作所
〒500-8223,岐⾩県岐⾩市⽔海道４丁⽬２２番地の１４
2025-06-01
https://www.kimatakazari.com
 
キ,227123,株式会社公⽊塗⼯



〒176-0002,東京都練⾺区桜台１−２−８
2023-11-01
 
キ,112188,喜美産業有限会社
〒311-2111,茨城県鉾⽥市上沢１０２３−６
2026-02-17
 
キ,127288,君島精機株式会社
〒236-0051,神奈川県横浜市⾦沢区富岡東３−１３−２２
2024-07-24
 
キ,210517,君島建装株式会社
〒320-0075,栃⽊県宇都宮市宝⽊本町１１７２ー２
2024-09-02
 
キ,224946,君塚鉄筋株式会社
〒265-0066,千葉県千葉市若葉区多部⽥町７７７番地４
2025-04-01
https://www.kimizukatekkin.com/
 
キ,224773,株式会社君⼭重機
〒315-0001,茨城県⽯岡市⽯岡２９１３ー８
2025-04-01
 
キ,214103,有限会社⽊明⼯業所
〒039-3113,⻘森県上北郡野辺地町字⽥狭沢５９番６号
2025-03-29
 
キ,112093,株式会社キムラ
〒370-2107,群⾺県⾼崎市吉井町池１３００−２
2024-08-25
 
キ,210302,株式会社ＫｉＭＵＲＡ
〒590-0951,⼤阪府堺市堺区市之町⻄⼆丁１番３号
2024-04-28
http://www.kimura-gumi.jp
 
キ,211851,株式会社キムラ
〒460-0007,愛知県名古屋市中区新栄⼀丁⽬１３番３０号
2023-09-15
 
キ,212167,株式会社きむら
〒617-0002,京都府向⽇市寺⼾町中垣内２５番地
2021-05-09
 
キ,217815,有限会社きむら
〒780-8064,⾼知県⾼知市朝倉丁４７９ー３
2026-06-23
 
キ,220792,株式会社キムラ
〒020-0866,岩⼿県盛岡市本宮六丁⽬８番８号
2025-03-08
https://kk-kimura.jp/
 
キ,100965,⽊村化⼯機株式会社



〒660-8567,兵庫県尼崎市杭瀬寺島２−１−２
2023-12-26
http://www.kcpc.co.jp
 
キ,215596,株式会社⽊村管⼯
〒979-1152,福島県双葉郡富岡町本町１丁⽬５２番地
2024-09-25
 
キ,213870,キムラ硝⼦建材株式会社
〒540-0037,⼤阪府⼤阪市中央区内平野町３丁⽬２番１１号
2024-10-13
 
キ,221334,株式会社⽊村硝⼦店
〒491-0072,愛知県⼀宮市中島通１丁⽬１４番地
2025-04-01
http://www.g-kimura.jp/
 
キ,220363,有限会社⽊村クレーン
〒310-0852,茨城県⽔⼾市笠原町２３０−３
2024-10-19
http://www.kimura-crane.co.jp/
 
キ,221219,株式会社⽊村組
〒040-0024,北海道函館市⾼盛町２９番５号
2025-03-01
 
キ,229597,⽊村建設株式会社
〒447-0872,愛知県碧南市源⽒神明町６１番地
2026-03-19
http://www.kimura-lan.co.jp
 
キ,505201,株式会社⽊村建設
〒860-0863,熊本県熊本市中央区坪井６丁⽬１７番１５号
2025-04-03
http://www.kimura-c.co.jp/
 
キ,212328,⽊村建設⼯業株式会社
〒651-2404,兵庫県神⼾市⻄区岩岡町古郷１８７８番地
2024-09-12
 
キ,225465,有限会社⽊村建設⼯業
〒690-0863,島根県松江市⽐津町⽐津ヶ崎４３４番８
2025-06-01
 
キ,215313,株式会社⽊村建装
〒133-0041,東京都江⼾川区上⼀⾊２ー１６ー５
2024-03-20
 
キ,220441,株式会社⽊村建装社
〒037-0303,⻘森県北津軽郡中泊町⼤字⾼根字⼩⾦⽯１５１
2024-11-09
 
キ,129788,⽊村光機株式会社
〒954-0053,新潟県⾒附市本町１−８−１０
2025-02-03



http://www.kimurakouki.co.jp/
 
キ,219290,⽊村⼯機株式会社
〒540-0005,⼤阪府⼤阪市中央区上町Ａ番２３号
2024-03-09
https://www.kimukoh.co.jp/
 
キ,120911,株式会社⽊村⼯業
〒820-1113,福岡県飯塚市佐與２５１６−３
2024-02-25
 
キ,122186,⽊村⼯業株式会社
〒458-0915,名古屋市緑区野末町１００６
2025-10-17
http://www.kimurakogyo.net/
 
キ,221709,株式会社⽊村⼯業
〒940-0093,新潟県⻑岡市⽔道町２丁⽬６番２５号
2025-06-01
http://kimura-kg.com/
 
キ,223084,株式会社⽊村⼯業
〒192-0024,東京都⼋王⼦市宇津⽊町８９５−１
2024-05-01
 
キ,226824,有限会社キムラ⼯業
〒182-0001,東京都調布市緑ケ丘⼆丁⽬４０番地３
2026-06-01
 
キ,229248,⽊村⼯業株式会社
〒460-0012,愛知県名古屋市中区千代⽥５丁⽬２０番３号ー２
2025-08-22
https://www.kimura1940.co.jp/
 
キ,217980,株式会社キムラ鋼板
〒018-5201,秋⽥県⿅⾓市花輪字柳⽥２０−１
2023-07-21
 
キ,222015,株式会社⽊村⼯務所
〒690-0044,島根県松江市浜乃⽊４丁⽬６ー７５
2025-10-01
 
キ,216129,有限会社⽊村⼯務店
〒989-3126,宮城県仙台市⻘葉区落合６丁⽬１３番地の７
2025-03-12
 
キ,221055,株式会社⽊村⼯務店
〒456-0053,愛知県名古屋市熱⽥区⼀番２丁⽬１４−１５
2023-09-01
 
キ,225054,⽊村産⼯株式会社
〒816-0921,福岡県⼤野城市仲畑２丁⽬１３番２８号
2025-04-01
 
キ,210437,株式会社⽊村商会



〒701-0165,岡⼭県岡⼭市北区⼤内⽥７６４番地２
2024-07-22
http://www.kimura-s.jp
 
キ,211649,株式会社⽊村商会⼤阪
〒556-0021,⼤阪府⼤阪市浪速区幸町１丁⽬３番１号住吉ビル
2026-05-19
http://www.kimurasyokai-osaka.com/
 
キ,222461,⽊村実業装備株式会社
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町１ー４ー６
2023-12-01
http://www.kimurajitsugyo.co.jp
 
キ,103425,有限会社⽊村製作所
〒373-0037,群⾺県太⽥市新道町１２４−４
2023-09-29
 
キ,127531,株式会社⽊村製作所
〒617-0828,京都府⻑岡京市⾺場⼈塚１−２
2024-11-15
http://kimurass.jp/
 
キ,219319,株式会社喜村設備
〒470-2303,愛知県知多郡武豊町字祠峯１丁⽬４０番地
2024-03-16
 
キ,112339,株式会社⽊村鋳造所
〒411-0905,静岡県駿東郡清⽔町⻑沢１１５７
2024-01-28
http://www.kimuragrp.co.jp/
 
キ,217738,⽊村鉄筋⼯業株式会社
〒350-1175,埼⽟県川越市⼤字笠幡字本通１８８５番地２
2026-05-19
https://kimuratekkin.co.jp/
 
キ,105542,株式会社キムラテック
〒529-1663,滋賀県蒲⽣郡⽇野町北脇１
2025-04-26
https://www.kimuratec.co.jp/
 
キ,112831,キムラ電機株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥７−２５−５
2024-10-24
http://www.kimden.co.jp/
 
キ,124708,⽊村電⼦⼯業株式会社
〒196-0021,東京都昭島市武蔵野２−７−７
2025-12-13
http://www.kimura-ei.co.jp/
 
キ,224441,⽊村塗装⼯業株式会社
〒703-8286,岡⼭県岡⼭市中区旭東町１丁⽬８番１１号
2025-04-01



 
キ,500898,株式会社⽊村⼟建
〒981-0505,宮城県東松島市⼤塩字五台２３−２
2024-08-04
http://www.kimuradoken.jp/
 
キ,102816,株式会社キムラプラスチックス
〒574-0022,⼤阪府⼤東市平野屋２−８−１８
2022-10-07
http://www.kimura-plastics.co.jp
 
キ,217257,株式会社⽊村マーキング
〒981-3111,宮城県仙台市泉区松森字沢⽬２番地３
2025-10-29
 
キ,125889,株式会社⽊村洋⾏
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内３−３−１ 新東京ビル６Ｆ
2023-10-12
http://kimurayoko.com/
 
キ,225750,有限会社⽊村熔接⼯業
〒410-0106,静岡県沼津市志下６９６番地
2025-07-01
 
キ,127508,株式会社キメラ
〒050-0052,北海道室蘭市⾹川町２４−１６
2024-11-13
http://www.chimera.co.jp/
 
キ,112390,株式会社きもと
〒338-0013,埼⽟県さいたま市中央区鈴⾕４−６−３５
2023-09-13
http://www.kimoto.co.jp
 
キ,230265,有限会社⽊元建設
〒873-0008,⼤分県杵築市⼤字熊野２２９３番地の１
2025-06-28
http://kimotoconst.html.xdomain.jp
 
キ,221067,株式会社⽊本動⼒⼯業所
〒079-8453,北海道旭川市永⼭北三条６丁⽬６番１７号
2023-09-01
 
キ,122256,キャスター株式会社
〒650-0044,神⼾市中央区東川崎町１−７−４
2023-04-11
http://www.caster-si.co.jp/
 
キ,504321,株式会社キャスティングロード
〒160-0022,東京都新宿区新宿３−１−２４ 京王新宿三丁⽬ビル７Ｆ
2026-03-11
https://www.cr2.co.jp/
 
キ,129490,株式会社キャステク
〒386-1605,⻑野県⼩県郡⻘⽊村⼤字夫神１２８２



2024-06-29
http://www.castec.jp
 
キ,120978,株式会社キャステム
〒720-0004,福⼭市御幸町中津原１８０８−１
2024-03-10
http://www.castem.co.jp/
 
キ,213399,株式会社キャスト⻘森
〒030-0142,⻘森県⻘森市⼤字野⽊字野尻３７番地７３４
2023-08-26
 
キ,503253,株式会社キャストレード
〒111-0051,東京都台東区蔵前２−３−４ 蔵前センタービル５Ｆ
2024-09-18
http://www.castrade.co.jp/home.html
 
キ,103135,株式会社キャストワン
〒386-0027,⻑野県上⽥市常磐城２３８１−３２
2023-09-20
http://www.cast-one.co.jp
 
キ,502884,キャセイ・トライテック株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜三丁⽬２４番５号
2025-10-15
http://www.cathay.jp
 
キ,105199,キャッスルコンピューター株式会社
〒390-0867,⻑野県松本市蟻ヶ崎台１７−８−２
2024-08-01
http://www.castlecomputer.co.jp/
 
キ,226380,株式会社キャッスルホーム
〒242-0015,神奈川県⼤和市下和⽥１２９１
2026-02-01
 
キ,100016,株式会社キャッツ電⼦設計
〒018-5334,秋⽥県⿅⾓市⼗和⽥⽑⾺内字上陣場４８−２
2025-06-21
http://cats-world.jp
 
キ,106708,キャットハンド
〒020-0833,岩⼿県盛岡市⻄⾒前１２−２０３−４
2025-07-01
 
キ,106135,キャディ株式会社
〒111-0051,東京都台東区蔵前１−４−１
2024-01-22
https://corp.caddi.jp/
 
キ,213340,株式会社キャディアン
〒530-0011,⼤阪府⼤阪市北区⼤深町３ー１グランフロント⼤阪タワーＢ ２７階
2020-07-15
 
キ,105442,株式会社キャドセンター



〒105-0014,東京都港区芝２−１−２８
2025-02-05
https://www.cadcenter.co.jp/
 
キ,102346,キャドテックジャパン株式会社
〒899-4332,⿅児島県霧島市国分中央６−３−５６
2025-02-22
http://www.ctj.co.jp
 
キ,502629,株式会社キャパ
〒101-0033,東京都千代⽥区神⽥岩本町１−１４
2024-06-05
https://www.capa.co.jp/
 
キ,120125,キャビテック株式会社
〒578-0984,⼤阪府東⼤阪市菱江１−２６−２５
2023-07-24
http://www.cabitec.jp
 
キ,500943,株式会社キャプティ
〒131-8621,東京都墨⽥区堤通１−１９−９ リバーサイド隅⽥
2024-08-04
https://www.capty.co.jp/
 
キ,101161,キャプティブファスナー株式会社
〒150-0043,東京都渋⾕区道⽞坂１−２２−１０
2024-03-12
http://www.captive.co.jp/
 
キ,112223,株式会社キャプテンインダストリーズ
〒134-0091,東京都江⼾川区船堀４−８−８ キャプテンビルディング３階
2023-07-29
http://www.capind.co.jp
 
キ,126713,キャボット・スペシャルティ・ケミカルズ・インク
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨２−５−５ 住友芝⼤⾨ビル
2024-03-09
http://cabotcorp.com
 
キ,122235,株式会社キャム
〒321-0202,栃⽊県下都賀郡壬⽣町おもちゃのまち４−１０−１５
2025-12-19
https://kkcam.co.jp
 
キ,105095,株式会社キャリーオン
〒810-0073,福岡県福岡市中央区舞鶴２−１−１０ 天神フロントスクエア２Ｆ
2024-04-18
https://carryon.jp/home/
 
キ,216483,株式会社キャリーマインド
〒111-0036,東京都台東区松が⾕１丁⽬１番１号
2025-05-21
https://carry-mind.co.jp/
 
キ,505066,株式会社キャリアネクスト



〒060-0062,北海道札幌市中央区南２条⻄３−１３−４ カタオカビル４Ｆ
2024-05-02
https://www.careernext.co.jp/
 
キ,103719,株式会社キャリアバンク
〒130-0013,東京都墨⽥区錦⽷２−１３−６ ハリヤマビル６Ｆ
2024-03-24
http://www.c-bnk.com/
 
キ,504440,キャリアパス株式会社
〒812-0011,福岡県福岡市博多区博多駅前３−２６−２９ 九勧博多ビル３階
2024-06-24
https://www.careerpath.co.jp/company
 
キ,503841,株式会社キャリアパワー
〒600-8216,京都府京都市下京区三哲通⻄洞院東⼊東塩⼩路町８４３番地２
2023-10-31
http://www.careerpower.co.jp/
 
キ,505443,キャリアフィット株式会社
〒060-0051,北海道札幌市中央区南１条東２丁⽬３−２ マツヒロビル２Ｆ
2023-07-17
http://careerfit.co.jp/
 
キ,505549,株式会社キャリアプラス
〒160-0022,東京都新宿区新宿４−３−１７ ＦＯＲＥＣＡＳＴ新宿ＳＯＵＴＨ７階
2024-03-09
https://www.career-plus.co.jp/
 
キ,503631,キャリアマネジメント株式会社
〒105-0003,東京都港区⻄新橋１丁⽬１５番６号 内幸町企画ビル６階
2025-09-02
http://www.careerup.ne.jp/
 
キ,503536,株式会社キャリアヴィジョン
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿７丁⽬１６番−１号
2025-08-25
https://careervision.jp/
 
キ,106771,キャル株式会社
〒542-0081,⼤阪市中央区南船場４−４−２１
2025-09-22
http://www.cal.co.jp
 
キ,213612,株式会社キャンディルテクト
〒162-0853,東京都新宿区北⼭伏町１番１１号
2024-02-24
http://www.candealtect.co.jp/
 
キ,231731,株式会社キャンディルデザイン
〒162-0853,東京都新宿区北⼭伏町１番１１号
2026-02-28
https://www.candeal-design.co.jp/
 
キ,128775,株式会社⽊屋製作所



〒179-0081,東京都練⾺区北町１−１８−６
2026-02-12
http://www.kiyacorp.co.jp
 
キ,122002,株式会社⿁柳
〒024-0012,岩⼿県北上市常盤台４−１０−８０
2024-12-07
https://www.kiyanagi.co.jp/
 
キ,102280,キヤノン株式会社
〒146-8501,東京都⼤⽥区下丸⼦３−３０−２
2026-03-13
 
キ,120452,キヤノンＩＴソリューションズ株式会社
〒108-0075,東京都港区港南２−１６−６ キヤノンＳタワー
2023-09-27
http://www.canon-its.co.jp/
 
キ,105780,キヤノンアネルバ株式会社
〒215-8550,神奈川県川崎市⿇⽣区栗⽊２−５−１
2024-08-23
https://www.canon-anelva.co.jp/
 
キ,504410,キヤノンアルゴスロジック株式会社
〒812-0024,福岡県福岡市博多区綱場町７−３
2024-02-23
http://www.canon-al.co.jp/
 
キ,126278,キヤノンエコロジーインダストリー株式会社
〒306-0605,茨城県坂東市⾺⽴１２３４
2023-11-24
http://www.canon-ecology.co.jp
 
キ,125881,キヤノンオプトロン株式会社
〒307-0015,茨城県結城市⿅窪１７４４−１
2023-10-11
https://optron.canon/ja/
 
キ,125910,キヤノン化成株式会社
〒300-1294,茨城県つくば市茎崎１８８８−２
2023-10-19
http://www.canon-kasei.co.jp/
 
キ,102345,キヤノン・コンポーネンツ株式会社
〒369-0393,埼⽟県児⽟郡上⾥町⼤字七本⽊３４６１−１
2026-01-27
https://compo.canon/ja/
 
キ,502180,キヤノンシステムアンドサポート株式会社
〒108-8225,東京都港区港南２−１６−６ キヤノンＳタワー
2025-03-05
https://www.canon-sas.co.jp/
 
キ,116137,キヤノンセミコンダクターエクィップメント株式会社
〒300-1195,茨城県稲敷郡阿⾒町⼤字吉原３５７７



2025-08-31
http://www.canon-semicon.co.jp
 
キ,102120,キヤノン電⼦株式会社
〒369-1892,埼⽟県秩⽗市下影森１２４８
2022-11-15
http://www.canon-elec.co.jp/
 
キ,122329,キヤノン電⼦管デバイス株式会社
〒324-8550,栃⽊県⼤⽥原市下⽯上１３８５
2024-08-12
 
キ,102304,キヤノントッキ株式会社
〒954-0076,新潟県⾒附市新幸町１０−１
2025-02-19
https://tokki.canon
 
キ,112295,キヤノンファインテックニスカ株式会社
〒341-8527,埼⽟県三郷市中央１−１４−１
2026-02-25
https://ftn.canon/ja/
 
キ,112092,キヤノンプレシジョン株式会社
〒036-8072,⻘森県弘前市清野袋５−４−１
2023-10-30
http://www.canon-prec.co.jp
 
キ,101578,キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社
〒108-8011,東京都港区港南２−１３−２９ キヤノン港南ビル
2024-08-06
http://www.canon-pps.co.jp/
 
キ,502047,キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011,東京都港区港南２−１６−６
2023-12-20
http://canon.jp
 
キ,121679,キヤノンマシナリー株式会社
〒525-8511,滋賀県草津市南⼭⽥町８５
2025-11-05
https://machinery.canon/ja/
 
キ,122300,キヤノンメディカルシステムズ株式会社
〒324-8550,栃⽊県⼤⽥原市下⽯上１３８５
2024-08-12
 
キ,115247,キヤノンメドテックサプライ株式会社
〒211-0034,神奈川県川崎市中原区今井上町９−１
2024-05-17
https://mts.medical.canon/
 
キ,124557,キヤノンメドテックサプライ株式会社
〒211-0067,神奈川県川崎市中原区今井上町９−１
2025-10-21
 



キ,227475,株式会社⽊⼭機設⼯業
〒950-3102,新潟県新潟市北区島⾒町２４３４番地２６
2024-02-28
 
キ,212251,⽊⼭興産株式会社
〒130-0022,東京都墨⽥区江東橋２丁⽬７番１０号
2024-07-04
http://www.kiyamakosan.com
 
キ,124594,キューアンドエー株式会社
〒151-0073,東京都渋⾕区笹塚２−１−６
2025-11-11
http://www.qac.jp
 
キ,210727,キューエー技研株式会社
〒594-0066,⼤阪府和泉市桑原町２７９番地２
2024-12-02
 
キ,126710,キューエムエス株式会社
〒333-0844,埼⽟県川⼝市上⻘⽊１−３−１２
2024-03-08
http://qms-co.com
 
キ,504244,株式会社キューオキ
〒811-1302,福岡県福岡市南区井尻４−２８−１８
2025-05-15
https://kyuhd.co.jp
 
キ,218241,株式会社キューケン
〒374-0113,群⾺県⾢楽郡板倉町泉野２−４０−１７
2023-08-18
http://www.kyuken.com/
 
キ,223162,株式会社キューシーコンサルタント
〒221-0045,神奈川県横浜市神奈川区神奈川２丁⽬１１−１８渡辺ビル５０１
2024-06-01
http://www.qc-c.co.jp
 
キ,504343,株式会社Ｑ’ｓｆｉｘ
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内⼀丁⽬７番１２号 サピアタワー
2026-05-12
https://www.qsfix.com/
 
キ,103722,株式会社キューセイ
〒886-0004,宮崎県⼩林市細野５１８
2024-03-24
http://www.kyu-sei.co.jp
 
キ,125512,株式会社キューセス
〒105-0014,東京都港区芝３−４２−１０ 三⽥ＵＴビル２Ｆ
2023-06-13
http://www.qses.co.jp/
 
キ,219320,キューセン株式会社
〒816-0807,福岡県春⽇市宝町４丁⽬３２ー３



2024-03-16
 
キ,105768,有限会社キューテク
〒837-0915,福岡県⼤牟⽥市久福⽊１４−１
2025-12-02
 
キ,231040,キューテクノ 野中久也（その他）
〒410-0022,静岡県沼津市⼤岡１７２３−１
2025-10-11
 
キ,105368,株式会社キューテック
〒804-0074,福岡県北九州市⼾畑区南⿃旗町１０−３
2024-12-05
 
キ,102604,株式会社キュービックエスコンサルティング
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥１−３１−１ ⽇本⽣命五反⽥ビル９Ｆ
2025-06-14
http://cubic-s.jp/
 
キ,103705,キューブ・インテグレーション株式会社
〒150-0043,東京都渋⾕区道⽞坂１−２１−１ ＳＨＩＢＵＹＡ ＳＯＬＡＳＴＡ３Ｆ
2024-03-16
https://www.cubeintegration.com/
 
キ,106325,株式会社キューブテック
〒101-0043,東京都千代⽥区神⽥富⼭町２８ ⽥澤神⽥ビル６階
2024-08-13
https://www.cubetech.co.jp/
 
キ,231303,キューブワークス ⽟垣雅史（その他）
〒675-0025,兵庫県加古川市尾上町養⽥１１０ー６
2025-11-21
 
キ,502007,株式会社キューヘン
〒811-3216,福岡県福津市花⾒が浜２丁⽬１番１号
2023-08-12
https://www.kyuhen.jp/
 
キ,105877,株式会社キューマークス
〒101-0048,東京都千代⽥区神⽥司町２−１０−１５ 第⼀ビル６階
2023-03-11
https://www.qmarks.co.jp/
 
キ,217652,キュアテック株式会社
〒533-0013,⼤阪府⼤阪市東淀川区豊⾥５丁⽬１１−１７
2026-03-17
http://curetech.jp/
 
キ,226100,株式会社久栄建設
〒737-2211,広島県江⽥島市⼤柿町柿浦６７２番地
2025-10-01
http://www.kyuei.net/
 
キ,231783,有限会社⼸揮⼯業
〒865-0116,熊本県⽟名郡和⽔町竈⾨１９４０番地２



2026-03-14
 
キ,210777,有限会社九⼯建設
〒224-0032,神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央４６番１４号
2024-12-16
http://www.kyukou.co.jp
 
キ,505192,九⼯建設株式会社
〒870-0823,⼤分県⼤分市東⼤道２丁⽬５番４７号
2025-03-19
http://www.kyukou.com/
 
キ,223268,九興総合設備株式会社
〒170-0013,東京都豊島区東池袋１丁⽬１８番１号
2024-06-01
 
キ,129737,株式会社九州ＩＴソリューションズ
〒812-0895,福岡市博多区⽵下４−３−２２
2025-01-06
 
キ,122168,九州朝⽇放送株式会社
〒810-8571,福岡市中央区⻑浜１−１−１
2025-11-22
http://www.kbc.co.jp
 
キ,502036,九州内⽥鍛⼯株式会社
〒848-0146,佐賀県伊万⾥市黒川町黒塩字分崎２０９８−１
2024-04-10
https://www.utk.jp/kyushu
 
キ,102502,株式会社九州エアーテック
〒877-0089,⼤分県⽇⽥市⼤字渡⾥６２６−３
2025-04-05
https://www.kyushuairtec.com
 
キ,504546,九州エレクトロン株式会社
〒832-0061,福岡県柳川市本城町４０−１
2025-04-18
http://www.kel-net.co.jp
 
キ,226652,九州硝⼦⼯事株式会社
〒812-0038,福岡県福岡市博多区祇園町８番１２号
2026-04-01
http://www.nbb.ne.jp/kyugla/
 
キ,112247,九州機電株式会社
〒803-0801,北九州市⼩倉北区⻄港町９２−５
2026-04-26
https://www.kyushu-kiden.co.jp/
 
キ,104127,株式会社九州共栄システムズ
〒812-0013,福岡市博多区博多駅東２−４−３０
2024-10-26
http://www.kyusyu-kyoei.co.jp
 



キ,216822,九州キロニー株式会社
〒812-0892,福岡県福岡市博多区東那珂１丁⽬２番３２号
2025-07-02
 
キ,120184,有限会社九州技研
〒811-1213,福岡県那珂川市中原５−９９−３
2023-07-31
http://www.kyushugiken.com/
 
キ,231701,九州⾼圧コンクリート⼯業株式会社
〒815-0035,福岡県福岡市南区向野⼀丁⽬１３番１４号
2026-02-21
https://www.kyuatsu.co.jp/
 
キ,112287,九州三永⾦属⼯業株式会社
〒865-0023,熊本県⽟名市⼤倉４７８
2026-05-14
http://skknet.co.jp/
 
キ,230535,株式会社九州⼭光社
〒810-0004,福岡県福岡市中央区渡辺通⼆丁⽬８番１０号
2025-07-26
http://www.qsan.co.jp/
 
キ,112222,九州三和鉄軌株式会社
〒861-0533,熊本県⼭⿅市古閑８００
2024-03-05
http://www.tekki.co.jp
 
キ,112146,株式会社九州シー・アイ・シー研究所
〒860-0823,熊本市中央区世安町１４１−１
2023-10-29
http://www.cic-lab.co.jp
 
キ,216673,九州昭和株式会社
〒806-0045,福岡県北九州市⼋幡⻄区⽵末１丁⽬２０番地１８号
2025-06-18
http://kansaihd.co.jp/group-top/gr-kyushushowa/
 
キ,123518,九州信技株式会社
〒811-2317,福岡県糟屋郡粕屋町⻑者原東２−７−３４
2025-02-13
 
キ,106438,九州精密機器株式会社
〒836-0003,福岡県⼤牟⽥市⼤字唐船２０８６−１
2024-12-08
 
キ,126511,株式会社九州セミコンダクターＫＡＷ
〒802-0072,福岡県北九州市⼩倉北区東篠崎３−６−２７
2024-01-26
http://www.kyushu-semi.co.jp/
 
キ,210543,九州総合建設株式会社
〒812-0053,福岡県福岡市東区箱崎２丁⽬５４番２１号
2024-09-11



http://kyusyu-gc.co.jp/
 
キ,504714,九州総合サービス株式会社
〒812-0017,福岡県福岡市博多区美野島三丁⽬１番２８号
2023-06-22
https://www.kyu-sou.co.jp/
 
キ,232003,株式会社九州建物管理サービス
〒890-0031,⿅児島県⿅児島市武岡⼀丁⽬１４番地３
2026-05-16
https://kyutate.jp/
 
キ,215342,九州ダイヤモンド⼯事株式会社
〒814-0171,福岡県福岡市早良区野芥２丁⽬２８番３６号
2024-04-03
 
キ,214766,九州テクノ株式会社
〒854-0065,⻑崎県諫早市津久葉町６番地１０
2020-06-06
 
キ,112270,株式会社九州テン
〒812-0011,福岡県福岡市博多区博多駅前２−１９−２７ 九勧博多駅前ビル７階
2023-08-03
http://www.qten.co.jp/
 
キ,104572,九州デジタルソリューションズ株式会社
〒860-0047,熊本県熊本市⻄区春⽇１−１２−３
2025-10-13
https://kyu-ds.com
 
キ,112006,九州電⼦株式会社
〒869-0562,熊本県宇城市不知⽕町⻑崎８９
2024-05-23
http://www.qdk.co.jp/
 
キ,102912,九州電熱⼯業株式会社
〒811-3134,福岡県古賀市⻘柳２８８９
2025-12-09
http://www.q-dennetsu.com/
 
キ,502092,九州電⼒株式会社
〒810-8720,福岡県福岡市中央区渡辺通⼆丁⽬１番８２号
2023-08-08
https://www.kyuden.co.jp/
 
キ,505304,九州電⼒送配電株式会社
〒810-8720,福岡県福岡市中央区渡辺通⼆丁⽬１番８２号
2025-12-13
 
キ,501444,九州電話サービス株式会社
〒806-0062,福岡県北九州市⼋幡⻄区別当町２７−５
2024-11-27
 
キ,224308,株式会社九州内装
〒892-0825,⿅児島県⿅児島市⼤黒町３番６号



2025-03-01
 
キ,125846,株式会社九州⽇昌
〒808-0109,福岡県北九州市若松区南⼆島２−６−７
2023-09-29
http://www.kyushu-nissho.co.jp
 
キ,229819,九洲⽇東株式会社
〒810-0072,福岡県福岡市中央区⻑浜１丁⽬３番４号
2023-07-02
 
キ,101258,九州⽇東精⼯株式会社
〒812-0897,福岡市博多区半道橋１−６−４６
2024-04-04
http://www.q-nittoseiko.com/
 
キ,505482,九州ネクスト株式会社
〒811-2125,福岡県糟屋郡宇美町宇美東３丁⽬８番２４号
2023-11-06
http://www.kdu.co.jp/
 
キ,503427,株式会社 九州博報堂
〒810-0001,福岡県福岡市中央区天神１丁⽬４−１
2025-06-30
https://www.kyushu.hakuhodo.co.jp
 
キ,211757,株式会社九州ハシモト
〒812-0016,福岡県福岡市博多区博多駅南５−１０−１６
2023-07-14
 
キ,112276,株式会社九州発条
〒802-0011,北九州市⼩倉北区重住３−４−２５
2023-07-23
http://k-hatsujyo.jp/
 
キ,214500,株式会社九州⽇⽴システムズ
〒812-0016,福岡県福岡市博多区博多駅南⼆丁⽬１２番２２号
2025-12-13
https://www.kyushu-hitachi-systems.co.jp/
 
キ,217664,株式会社九州ビソー
〒861-4234,熊本県熊本市南区城南町永８５３
2026-03-24
 
キ,231664,九州ビナン有限会社
〒811-2128,福岡県糟屋郡宇美町宇美中央⼆丁⽬７番１２号
2026-02-14
 
キ,225701,九州藤吉⼯業株式会社
〒813-0034,福岡県福岡市東区多の津４丁⽬７ー１４
2025-07-01
 
キ,129129,九州プラコート株式会社
〒879-4331,⼤分県玖珠郡玖珠町⼤字⼾畑１６０４
2023-10-20



 
キ,126901,株式会社九州プレシジョン
〒839-1333,福岡県うきは市吉井町富永１９６０
2024-06-02
http://www.mic-g.co.jp/
 
キ,122419,九州ベアリング株式会社
〒803-0861,福岡県北九州市⼩倉北区篠崎３−７−１８
2024-09-08
http://www.kbx.co.jp
 
キ,101320,九州ベス株式会社
〒869-5302,熊本県芦北郡芦北町⽥浦６１８
2024-05-02
http://www.vess.co.jp/
 
キ,219494,有限会社九州ボイラ
〒803-0835,福岡県北九州市⼩倉北区井堀１丁⽬１９番１１号
2024-03-23
 
キ,213765,九州防⽔株式会社
〒839-0861,福岡県久留⽶市合川町４２２番地の１８
2021-07-21
 
キ,220856,九州マニュテック株式会社
〒861-1111,熊本県合志市上庄８２６番地４
2025-03-15
 
キ,103374,九州マルフジ建材株式会社
〒820-0607,福岡県嘉穂郡桂川町⼤字⼟師２２０８−３
2023-08-27
http://www.marufujik.co.jp
 
キ,117309,九州三菱電機販売株式会社
〒810-0071,福岡市中央区那の津４−４−２５
2023-10-04
http://www.kmel.co.jp
 
キ,224370,株式会社九州三星
〒810-0001,福岡県福岡市中央区天神４ー１ー１８
2025-04-01
 
キ,503422,九州明興株式会社
〒812-0064,福岡県福岡市東区松⽥３丁⽬１−１９
2025-06-01
https://www.kyushu-meiko.co.jp/
 
キ,102766,九州森紙業株式会社
〒861-0117,熊本県熊本市北区植⽊町正清１３１０
2023-09-06
 
キ,211067,株式会社九州洋⾏
〒812-0897,福岡県福岡市博多区半道橋１丁⽬７番１５号
2025-04-15
http://www.youkoh.com



 
キ,219530,株式会社九州吉場
〒811-2232,福岡県糟屋郡志免町別府⻄１丁⽬１番１０号
2024-03-30
https://www.kyushuyoshiba.co.jp
 
キ,105418,九州リオン株式会社
〒812-0039,福岡県福岡市博多区冷泉町５−１８
2025-01-17
https://www.krion.co.jp/
 
キ,213620,九州旅客鉄道株式会社
〒812-8566,福岡県福岡市博多区博多駅前三丁⽬２５番２１号
2024-03-10
 
キ,231250,九設⼯業株式会社
〒852-8134,⻑崎県⻑崎市⼤橋町１９番７号
2025-11-08
http://kyu-setsu.jp
 
キ,231885,有限会社九装
〒890-0085,⿅児島県⿅児島市南新町４番１８号
2026-04-11
 
キ,220287,久⼤建材株式会社
〒680-0874,⿃取県⿃取市叶１１０番地１
2024-09-28
 
キ,213640,九鉄⼯業株式会社
〒800-0007,福岡県北九州市⾨司区⼩森江三丁⽬１２番１０号
2024-03-24
http://www.kyutetsu.co.jp
 
キ,212035,株式会社九電⼯
〒815-0081,福岡県福岡市南区那の川１丁⽬２３番３５号
2025-04-01
https://www.kyudenko.co.jp/
 
キ,211428,株式会社九南
〒880-0912,宮崎県宮崎市⼤字⾚江２番地
2025-11-04
https://www.kyunan.co.jp/
 
キ,211855,キュウニチ株式会社
〒816-0807,福岡県春⽇市宝町１丁⽬１番地３
2023-09-22
http://kyunichi.co.jp
 
キ,231152,九宝⼯業株式会社
〒812-0034,福岡県福岡市博多区下呉服町９番２６号
2025-10-25
 
キ,227484,株式会社協友防災⼯業
〒156-0055,東京都世⽥⾕区船橋⼆丁⽬６番５号
2024-02-28



http://www.kyouyubousai.co.jp/
 
キ,212360,株式会社久和
〒816-0814,福岡県春⽇市春⽇９丁⽬８８番地
2024-10-24
 
キ,504718,キュレーションズ 株式会社
〒150-0001,東京都渋⾕区神宮前４−３２−１２ ニューウェイブ原宿６Ｆ
2023-06-27
https://curations.co.jp/
 
キ,102663,キユーピー株式会社
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕１−４−１３
2024-04-08
https://www.kewpie.co.jp
 
キ,154020,株式会社九州鉄鋼センター
〒800-0321,福岡県京都郡苅⽥町新浜町１−２５
2024-05-11
 
キ,217144,株式会社キョーエイ
〒800-0231,福岡県北九州市⼩倉南区⼤字朽網３９１４−９０
2025-09-24
http://www.kyoei-no1.co.jp
 
キ,224531,株式会社キョーエイ
〒531-0064,⼤阪府⼤阪市北区国分寺１ー２ー１
2025-04-01
http://www.kyooei.co.jp
 
キ,128649,株式会社キョークロ
〒607-8146,京都市⼭科区東野舞台町５−５
2025-12-28
http://www.kyochro.co.jp/
 
キ,220382,株式会社キョーシン⼯業
〒983-0021,宮城県仙台市宮城野区⽥⼦３丁⽬１３番４８号
2024-10-26
https://www.kyoshin0315.co.jp/
 
キ,103489,キョーセー株式会社
〒915-8577,福井県越前市妙法寺町２９−２
2023-10-24
http://www.kiosei.co.jp/
 
キ,223590,株式会社キョーセイ
〒613-0024,京都府久世郡久御⼭町森川端８５
2024-10-01
 
キ,218971,有限会社キョーデン⼯事
〒533-0023,⼤阪府⼤阪市東淀川区東淡路２丁⽬１７番１３号
2024-01-26
http://www.kyoden-e.jp/
 
キ,122219,株式会社キョードー



〒703-8216,岡⼭市東区宍⽢３７０
2026-03-13
http://www.kyodo-dnet.co.jp
 
キ,219837,株式会社キョードー
〒861-1102,熊本県合志市須屋２３５８番地２
2024-06-08
http://www.kyodo-cp.co.jp/
 
キ,102066,キョーユー株式会社
〒987-0006,宮城県遠⽥郡美⾥町関根字新苗代江１２３
2024-12-25
http://www.kyoyu.jp
 
キ,125555,株式会社キョーライト
〒600-8814,京都市下京区中堂寺庄ノ内町３９
2026-06-17
http://www.kyolite.co.jp/
 
キ,112150,キョーラク株式会社
〒103-0004,東京都中央区東⽇本橋１−１−５ ヒューリック東⽇本橋ビル
2026-06-20
http://www.krk.co.jp
 
キ,222592,キョーワ株式会社
〒541-0056,⼤阪府⼤阪市中央区久太郎町４ー１ー３⼤阪センタービル７Ｆ
2024-01-01
http://www.kyowa-inc.co.jp
 
キ,106275,株式会社キョーワピーブイティー
〒141-0032,東京都品川区⼤崎２−６−１５ 恭和ビル
2024-07-19
http://www.kyowa-pvt.co.jp
 
キ,217333,株式会社共圧
〒214-0021,神奈川県川崎市多摩区宿河原３−１３−１１−４０６
2025-11-19
 
キ,106513,京安⼯業株式会社
〒615-0031,京都市右京区⻄院⾼⽥町３
2025-01-17
http://www.kyoan.co.jp
 
キ,122067,株式会社協育
〒110-0015,東京都台東区東上野１−８−３
2024-12-25
http://www.kg-kyouiku.co.jp
 
キ,211170,教育産業株式会社
〒460-0002,愛知県名古屋市中区丸の内三丁⽬１８番２８号
2025-05-31
https://ksg.co.jp/
 
キ,104519,株式会社キョウエイ
〒144-0045,東京都⼤⽥区南六郷１−１１−２



2025-08-30
http://kyoei-biz.co.jp
 
キ,112872,株式会社共栄
〒869-5433,熊本県葦北郡芦北町⼋幡１７−３
2024-10-10
 
キ,126794,有限会社共栄
〒946-0105,新潟県⿂沼市宮沢新⽥１０１−１１０
2024-04-04
 
キ,215617,株式会社キョウエイ
〒485-0084,愛知県⼩牧市⼊⿅出新⽥６５８番地５
2024-10-02
 
キ,217449,株式会社共栄
〒598-0015,⼤阪府泉佐野市⾼松南２丁⽬３番５７号
2026-01-07
http://kyouei.web1.blks.jp/
 
キ,218608,株式会社敦栄
〒425-0027,静岡県焼津市栄町１−１０−１２
2023-11-10
 
キ,220626,株式会社共栄
〒349-0133,埼⽟県蓮⽥市⼤字閏⼾２６４６番地の６
2025-01-25
 
キ,224492,株式会社協栄
〒536-0008,⼤阪府⼤阪市城東区関⽬１丁⽬６番１４号
2025-04-01
http://www.kyoei-inc.jp
 
キ,229216,株式会社共栄
〒930-0814,富⼭県富⼭市下冨居２丁⽬１１ー２６
2025-07-31
 
キ,505366,株式会社キョウエイ
〒386-1212,⻑野県上⽥市富⼠⼭２４１６−１２
2023-05-12
http://www.kk-kyoei.com/
 
キ,210906,共栄運輸株式会社
〒292-0838,千葉県⽊更津市潮浜２丁⽬１番地２３
2025-02-09
http://kyoeiunyu-kisarazu.co.jp/
 
キ,230929,協栄運輸作業株式会社
〒651-2113,兵庫県神⼾市⻄区伊川⾕町有瀬７５９−１−４号室
2025-09-27
 
キ,231722,株式会社共栄エンジニア
〒007-0813,北海道札幌市東区東苗穂⼗三条三丁⽬１２番８号
2026-02-28
 



キ,126748,共栄エンジニアリング株式会社
〒959-1961,新潟県阿賀野市⼭倉１９１２−２
2024-03-17
http://www.kyoeieng.co.jp/
 
キ,112125,共栄化成⼯業株式会社
〒463-0070,名古屋市守⼭区新守⼭３５０１
2024-10-23
 
キ,222614,共栄機械⼯事株式会社
〒247-0051,神奈川県鎌倉市岩瀬１ー２１ー７
2024-01-01
http://www.kyoei-kikai.com
 
キ,216920,有限会社共栄企業
〒208-0023,東京都武蔵村⼭市伊奈平５丁⽬１０１番地の１
2025-07-23
http://kyoei-kigyo.com
 
キ,120918,協栄⾦属⼯業株式会社
〒573-0102,⼤阪府枚⽅市⻑尾家具町２−４−５
2024-02-26
http://www.kyoei-osaka.co.jp/
 
キ,216116,有限会社共栄技建
〒320-0857,栃⽊県宇都宮市鶴⽥町１９７２−１３
2022-03-05
 
キ,218473,株式会社共栄組
〒654-0049,兵庫県神⼾市須磨区若宮町１丁⽬１−６
2023-10-06
http://www.kobe-kyoei.co.jp/index.php
 
キ,223328,株式会社協栄組
〒156-0042,東京都世⽥⾕区⽻根⽊２丁⽬１８番６号
2024-07-01
http://www.kyoeigumi.co.jp
 
キ,214304,株式会社共栄グリーンサービス
〒252-0237,神奈川県相模原市中央区千代⽥５ー４ー１７
2025-07-26
 
キ,129604,協栄ケミカル株式会社
〒130-0001,東京都墨⽥区吾妻橋２−３−９
2024-11-24
http://www.kyoei-c.com/
 
キ,222244,共栄建産株式会社
〒761-8075,⾹川県⾼松市多肥下町２１番７
2023-09-01
http://www.kyoei-kensann.co.jp
 
キ,210973,共栄建材株式会社
〒451-0013,愛知県名古屋市⻄区江向町６ー８
2025-03-09



 
キ,220008,有限会社協栄建設
〒420-0923,静岡県静岡市葵区川合３丁⽬９番１９号
2024-07-13
 
キ,220059,株式会社共栄建設
〒064-0810,北海道札幌市中央区南⼗条⻄１丁⽬４１７番地
2025-02-01
 
キ,229190,有限会社協栄建設
〒276-0046,千葉県⼋千代市⼤和⽥新⽥４６９ー２３２
2025-07-18
 
キ,106037,共栄研磨材株式会社
〒146-0095,東京都⼤⽥区多摩川２−１６−１５
2023-09-16
http://kyoeikenmazai.co.jp
 
キ,230578,共栄⼯運株式会社
〒561-0836,⼤阪府豊中市庄内宝町三丁⽬８番１６号
2025-08-02
https://kyouei-group.co.jp
 
キ,112108,共栄⼯業株式会社
〒394-0005,⻑野県岡⾕市⼭下町１−１５−３
2026-01-29
http://www.kyoei-k.co.jp
 
キ,122287,協栄興業株式会社
〒476-8510,愛知県東海市南柴⽥町ルノ割４２６−４
2026-02-21
 
キ,210298,共栄⼯業株式会社
〒501-0471,岐⾩県本巣市政⽥２５２５番地
2024-04-28
 
キ,214681,株式会社協栄⼯業
〒144-0033,東京都⼤⽥区東糀⾕５ー７ー１
2026-04-18
 
キ,218141,株式会社協栄⼯業
〒979-1302,福島県双葉郡⼤熊町⼤字⼩⼊野字⻄⼤和久４７７番地２
2023-08-04
 
キ,219090,共栄⼯業株式会社
〒574-0044,⼤阪府⼤東市諸福６丁⽬１１番０１３号
2024-02-16
 
キ,223446,協榮⼯業株式会社
〒289-1124,千葉県⼋街市⼭⽥台７８０番地
2024-08-01
http://www.kyoeiltd.co.jp/
 
キ,224557,株式会社共栄⼯業
〒809-0002,福岡県中間市⼤字中底井野字砂堀１１６４ー１７



2025-04-01
http://k-kougyo.net
 
キ,226030,有限会社共栄⼯業
〒856-0806,⻑崎県⼤村市富の原２丁⽬９４４番地２
2025-09-01
 
キ,229513,株式会社共栄興業
〒333-0842,埼⽟県川⼝市前川２丁⽬１番１５号
2026-02-21
 
キ,213721,協榮⼯業仙台株式会社
〒982-0024,宮城県仙台市太⽩区砂押南町１番４３号
2024-06-02
 
キ,105969,協栄鋼材株式会社
〒597-0072,⼤阪府⾙塚市畠中２−３−１７
2023-07-10
https://www.kyoei-steel.jp/
 
キ,215403,協栄コンサルタント株式会社
〒985-0835,宮城県多賀城市下⾺２丁⽬４番２５号
2024-05-22
 
キ,500169,協栄ゴム化学株式会社
〒174-0076,東京都板橋区上板橋３−２０−７
2023-12-09
 
キ,102640,協栄産業株式会社
〒150-8585,東京都渋⾕区松涛２−２０−４
2024-06-05
http://www.kyoei.co.jp
 
キ,112229,共栄産業株式会社
〒211-0051,川崎市中原区宮内２−２６−３６
2026-06-04
http://www.kyouei-sg.co.jp
 
キ,217141,共栄産業株式会社
〒234-0053,神奈川県横浜市港南区⽇野中央⼆丁⽬３６番２５号
2025-09-24
http://www.nksc.jp
 
キ,219255,共栄産業株式会社
〒452-0837,愛知県名古屋市⻄区⼗⽅町１０３番地
2024-03-09
 
キ,222346,共英産業株式会社
〒573-0171,⼤阪府枚⽅市北⼭１ー８ー１
2023-11-01
http://www.kyoeisangyo-ltd.co.jp
 
キ,505389,共栄産業株式会社
〒340-0821,東京都葛飾区堀切８丁⽬１６番１２号
2023-06-15



http://www.kyoeisangyo.jp/
 
キ,124326,有限会社共栄紙器
〒462-0802,名古屋市北区上飯⽥北町３−３１
2025-07-05
http://www.kyoei-shiki.co.jp
 
キ,106415,共栄システム株式会社
〒190-0003,東京都⽴川市栄町４−１７−５ 浜⽥ビル
2024-11-17
 
キ,504933,株式会社共栄システムズ
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町１−２淡路町サニービル５階
2023-08-30
http://kyoei-sys.kyd.co.jp/
 
キ,224399,株式会社共栄社
〒427-0022,静岡県島⽥市本通１ー２９０２ー３５
2025-04-01
http://www.kyoeisya.jp/
 
キ,226279,株式会社共栄社
〒231-0013,神奈川県横浜市中区住吉町２丁⽬２４番地
2025-12-01
http://www.kyoei-sha.co.jp/
 
キ,105814,有限会社共栄商会
〒510-0015,三重県四⽇市市城⼭町７−３３
2025-12-24
 
キ,122127,株式会社共栄商会
〒920-0867,⾦沢市⻑⼟塀２−１８−３３
2025-06-01
 
キ,128819,共栄商会
〒552-0021,⼤阪市港区築港１−９−１−７０３
2026-03-01
 
キ,100739,有限会社協栄商⼯
〒739-0424,広島県廿⽇市市前空２−７−８
2026-05-12
 
キ,215147,共栄商事株式会社
〒914-0028,福井県敦賀市中３６号１４−４
2023-12-19
http://kyoeishoji.com
 
キ,503817,株式会社共栄商事
〒150-0022,東京都渋⾕区恵⽐寿南１−１７−７
2023-08-23
http://www.kyoei-shoji.co.jp
 
キ,125496,共栄実業株式会社
〒611-0041,京都府宇治市槇島町本屋敷３０
2026-06-10



http://www.kyoto-kyoei.com
 
キ,217041,協栄重⼯株式会社
〒135-0013,東京都江東区千⽥２３番１４号
2025-09-03
https://www.kyoueij.com/
 
キ,112265,共栄精機株式会社
〒808-0109,北九州市若松区南⼆島２−５−１２
2026-02-24
http://kyoei-seiki.jp/
 
キ,100528,株式会社協栄製作所
〒637-0014,奈良県五條市住川町１３８７
2025-12-28
http://www.neji-kyoeiseisakusyo.co.jp
 
キ,112478,株式会社共栄製作所
〒157-0071,東京都世⽥⾕区千歳台２−１８−１７
2024-09-21
http://kyoei-jp.com/
 
キ,103422,株式会社共栄製作所
〒133-0043,東京都江⼾川区松本２−３３−２
2023-09-26
 
キ,104369,共栄製薬株式会社
〒277-0886,千葉県柏市⻄柏台１−１５−４
2025-04-18
http://www.kyoei-pharm.jp/
 
キ,104825,共栄繊維株式会社
〒331-0074,埼⽟県さいたま市⻄区宝来６１５−１
2026-06-19
http://www.kyoei-japan.com
 
キ,219673,共栄総業株式会社
〒216-0003,神奈川県川崎市宮前区有⾺５−１７−７
2024-04-27
 
キ,122340,株式会社協栄ダイカスト
〒252-0132,神奈川県相模原市緑区橋本台３−５−１２
2026-06-10
http://www.kyouei-dc.com
 
キ,230741,有限会社協栄ダクト
〒435-0024,静岡県浜松市南区⼤塚町２２２番地
2025-08-23
 
キ,122077,共栄通信⼯業株式会社
〒150-0011,東京都渋⾕区東３−１−９
2024-12-25
http://www.kyoei-tsushin.co.jp/
 
キ,224501,株式会社共栄鉄筋



〒501-6133,岐⾩県岐⾩市⽇置江６ー４２ー１
2025-04-01
 
キ,223748,共栄鉄筋⼯業株式会社
〒310-0843,茨城県⽔⼾市元⽯川町２５２２ー１２
2024-11-01
 
キ,101317,株式会社共栄テック
〒024-0335,岩⼿県北上市和賀町後藤２地割４８−６
2024-05-01
http://www.kyoei-tech.com/
 
キ,112047,協栄電気株式会社
〒102-0082,東京都千代⽥区⼀番町２１ ⼀番町東急ビル４Ｆ
2023-11-25
http://www.kyoei-denki.com
 
キ,128792,有限会社共栄電機
〒849-4152,佐賀県⻄松浦郡有⽥町広瀬甲１００９−４
2026-02-20
http://www.kyouei-saga.co.jp/
 
キ,106506,共栄電機⼯業株式会社
〒520-0846,滋賀県⼤津市富⼠⾒台９−３０
2025-01-14
http://www.kyoeidenki.com/
 
キ,217034,共栄電気⼯業株式会社
〒563-0024,⼤阪府池⽥市鉢塚１ー２ー８
2025-09-03
https://kyoueidenki.com/
 
キ,229936,協栄電気興業株式会社
〒380-0913,⻑野県⻑野市川合新⽥３５２５番地
2023-09-05
http://www.nagkyoei.co.jp/
 
キ,106667,有限会社共栄電機製作所
〒327-0825,栃⽊県佐野市飯⽥町６９０−１
2025-06-01
 
キ,225393,共栄電業株式会社
〒559-0026,⼤阪府⼤阪市住之江区平林北２丁⽬２番１６号
2025-06-01
https://www.kyouei-den.co.jp/
 
キ,502148,共栄電⼯株式会社
〒394-0048,⻑野県岡⾕市川岸上１−１７−７
2026-01-27
http://www.kyoei-dk.co.jp/
 
キ,105902,有限会社協栄電材
〒807-0863,福岡県北九州市⼋幡⻄区⼤膳２−１３−６
2026-04-13
 



キ,112025,共栄電資株式会社
〒162-8646,東京都新宿区⾺場下町１４
2023-08-26
http://www.kyoeidenshi.co.jp/
 
キ,112446,協栄電⼦株式会社
〒113-0034,東京都⽂京区湯島３−１２−１
2024-08-24
http://www.kyoei-electronic.co.jp
 
キ,122163,株式会社共栄電⼦
〒919-0602,福井県あわら市菅野７０−１−１８
2025-11-06
http://www.kyoei-fukui.jp/
 
キ,230438,有限会社共栄電⼦⼯業所
〒643-0032,和歌⼭県有⽥郡有⽥川町⼤字天満７１６番地
2025-07-12
 
キ,217414,共栄電設株式会社
〒555-0012,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区御幣島六丁⽬１５番３号
2025-12-24
 
キ,220669,株式会社協栄電設
〒981-3102,宮城県仙台市泉区向陽台⼆丁⽬２１番１０号
2025-02-01
https://kyoeidensetu.jp/
 
キ,230263,有限会社共栄電設
〒851-2104,⻑崎県⻄彼杵郡時津町野⽥郷５４２番地６
2025-06-28
https://www.nagasaki-kyouei.com
 
キ,231967,株式会社共栄電設
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿四丁⽬３２番４号
2026-05-09
http://ked-01.co.jp/
 
キ,215840,共栄電装株式会社
〒165-0026,東京都中野区新井２ー３０ー４
2024-12-18
http://www.kyoueidensou.co.jp/
 
キ,218474,株式会社共栄⼟⽊
〒654-0049,兵庫県神⼾市須磨区若宮町１丁⽬１−６
2023-10-06
http://www.kobe-kyoei.co.jp/index.php
 
キ,231936,共栄ビステム株式会社
〒243-0035,神奈川県厚⽊市愛甲四丁⽬５番１６号
2026-04-25
 
キ,103000,協栄⼆葉エンジニアリング株式会社
〒101-0063,東京都千代⽥区神⽥淡路町１−４−３
2026-02-05



http://www.kfehk.com
 
キ,216536,株式会社共栄防災
〒981-3112,宮城県仙台市泉区⼋⼄⼥⼀丁⽬１番１３号
2025-05-28
http://www.kyoei-bousai.com/
 
キ,112495,共英油化株式会社
〒663-8142,兵庫県⻄宮市鳴尾浜１−１６−１２
2024-05-26
 
キ,224866,株式会社共栄緑化
〒373-0853,群⾺県太⽥市浜町７３番１２号
2025-04-01
http://www.kyoei-r.co.jp/
 
キ,217093,有限会社協越建⼯
〒939-8123,富⼭県富⼭市関２３４
2022-09-10
 
キ,219340,共延⼯業株式会社
〒812-0051,福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁⽬７番５号
2024-03-16
 
キ,219659,共延⼯業株式会社
〒570-0041,⼤阪府守⼝市東郷通１丁⽬６番１３号
2024-04-27
https://kyouen.co.jp/
 
キ,220941,協業組合仙台清掃公社（その他）
〒983-0035,宮城県仙台市宮城野区⽇の出町⼀丁⽬７番１５号
2025-03-29
https://www.ss5383.com
 
キ,232025,共興建設有限会社
〒753-0303,⼭⼝県⼭⼝市仁保下郷３３７３番地
2026-05-23
https://www.kyoko-kensetsu.com/
 
キ,122124,株式会社京光製作所
〒611-0042,京都府宇治市⼩倉町天王７０−２
2025-06-28
http://www.kyoko-ss.co.jp
 
キ,123658,株式会社京埼⼯業
〒355-0011,埼⽟県東松⼭市加美町６−６
2025-03-01
 
キ,219065,有限会社峡⻄シーエーテーブイ
〒400-0306,⼭梨県南アルプス市⼩笠原１１０６番地２
2024-02-09
http://www.cvk.ne.jp/
 
キ,105485,京⻄テクノス株式会社
〒206-0041,東京都多摩市愛宕４−２５−２



2025-03-14
https://www.kyosaitec.co.jp/
 
キ,112033,京⻄電機株式会社
〒193-0835,東京都⼋王⼦市千⼈町４−７−１７
2024-07-11
https://www.kyosai.co.jp
 
キ,112161,株式会社京才電機製作所
〒479-0002,愛知県常滑市久⽶字池⽥２００
2022-09-30
http://www.kyosaiele.co.jp
 
キ,502017,株式会社京三製作所
〒230-0031,神奈川県横浜市鶴⾒区平安町２−２９−１
2023-11-01
http://www.kyosan.co.jp
 
キ,112120,株式会社京写
〒613-0024,京都府久世郡久御⼭町森村東３００
2026-05-31
https://www.kyosha.co.jp
 
キ,112005,株式会社共ショウ
〒103-0014,東京都中央区⽇本橋蛎殻町１−１２−６
2023-08-20
http://www.e-kyosho.co.jp
 
キ,214750,株式会社協昇
〒350-1322,埼⽟県狭⼭市⼤字下広瀬７８１ー１
2026-05-30
 
キ,215254,株式会社協商
〒210-0005,神奈川県川崎市川崎区東⽥町１１番の２７
2024-02-27
http://www.kyosyo.co.jp
 
キ,101916,株式会社共伸
〒325-0033,栃⽊県那須塩原市埼⽟１
2024-11-20
http://www.ksn-g.co.jp/
 
キ,103544,株式会社共伸
〒254-0082,神奈川県平塚市東豊⽥４８０
2023-12-22
http://www.kk-kyoshin.co.jp
 
キ,112444,株式会社協伸
〒542-0066,⼤阪市中央区⽡屋町１−１２−１０
2024-07-05
http://www.kyoshin-oosaka.co.jp
 
キ,122794,株式会社共進
〒392-0015,⻑野県諏訪市中洲４６５０
2024-11-19



http://www.kyoshin-h.com/
 
キ,126879,株式会社共進
〒018-0144,秋⽥県にかほ市象潟町字中⾕地３４−１２
2024-05-29
http://www.kyoshinss.co.jp/
 
キ,129510,株式会社協伸
〒103-0011,東京都中央区⽇本橋⼤伝⾺町６−５
2024-07-16
http://www.h-kyoshin.co.jp
 
キ,213820,共進株式会社
〒701-0204,岡⼭県岡⼭市南区⼤福１２２３ー８８
2024-08-25
 
キ,220920,協伸アルミ⼯業株式会社
〒587-0062,⼤阪府堺市美原区太井３８６番地の１６
2025-03-29
http://www.kyoshinalumi.jp
 
キ,100712,株式会社協真エンジニアリング
〒334-0074,埼⽟県川⼝市江⼾１−１７−３２
2026-04-21
http://www.kyosin-eng.com
 
キ,221038,協新企業株式会社
〒460-0014,愛知県名古屋市中区富⼠⾒町１番９号
2025-01-01
http://kyoushin-nagoya.com
 
キ,100701,共進機⼯株式会社
〒174-0042,東京都板橋区東坂下２−１０−１８
2023-04-18
 
キ,500049,共進⾦属⼯業株式会社
〒547-0006,⼤阪府⼤阪市平野区加美正覚寺４丁⽬６番２１号
2023-08-05
http://www.kyosin-kk.co.jp/
 
キ,219884,協進空調設備株式会社
〒236-0046,神奈川県横浜市⾦沢区釜利⾕⻄１丁⽬３１ー２６
2024-06-22
 
キ,211288,共進建⼯株式会社
〒814-0033,福岡県福岡市早良区有⽥１丁⽬３０番１７号
2025-07-21
http://www.kyoshin-kenko.co.jp
 
キ,213756,共進建設株式会社
〒381-0014,⻑野県⻑野市⼤字北尾張部字北三丁７７２ー６
2024-07-14
 
キ,231155,株式会社共伸建装
〒575-0061,⼤阪府四條畷市清滝中町１１番４６号



2025-10-25
 
キ,122350,協伸鋼機株式会社
〒452-0822,名古屋市⻄区中⼩⽥井４−２５１
2026-06-12
 
キ,102133,共進⼯業株式会社
〒370-0523,群⾺県⾢楽郡⼤泉町吉⽥１２２１
2025-01-15
 
キ,124709,共進興業株式会社
〒230-0031,横浜市鶴⾒区平安町２−７
2025-12-13
http://kyoushin-kougyou.com
 
キ,216692,共新⼯業株式会社
〒653-0033,兵庫県神⼾市⻑⽥区苅藻島町⼀丁⽬１番４５号
2025-06-25
 
キ,230398,株式会社共進鋼業
〒306-0314,茨城県猿島郡五霞町⼤字川妻１１０４番地５
2025-07-12
http://kyoushin-kougyo.co.jp
 
キ,128770,株式会社協進サクセス
〒370-0883,群⾺県⾼崎市上豊岡町１０５５−２
2026-02-12
http://www.kyoushin-s.jp/
 
キ,504663,株式会社京信システムサービス
〒604-0854,京都府京都市中京区⼆条通烏丸東⼊仁王⾨町５番地
2023-06-09
http://www.kssinet.co.jp/
 
キ,102265,共進精機株式会社
〒601-8114,京都府京都市南区上⿃⽻南鉾⽴町３７−１
2025-11-27
http://www.k-kyosin.co.jp
 
キ,103459,共進精機株式会社
〒212-0032,神奈川県川崎市幸区新川崎２−１０
2023-10-10
http://www.kyoshin-ksk.co.jp/
 
キ,120234,共進精器株式会社
〒561-0805,⼤阪府豊中市原⽥南１−４−２３
2023-08-05
http://www.kyoshinseiki.co.jp
 
キ,102738,有限会社共進精⼯
〒990-2171,⼭形県⼭形市⼤字七浦２６５−３
2025-08-09
 
キ,129762,株式会社協進精⼯
〒125-0053,東京都葛飾区鎌倉４−１６−１



2025-01-21
http://www.kyousin-seikou.com/
 
キ,122190,株式会社協新製作所
〒350-0157,埼⽟県⽐企郡川島町下伊草２７９−１
2024-08-05
http://www.kyoshin-works.com/
 
キ,220280,共進通商株式会社
〒720-0065,広島県福⼭市東桜町６番３７号
2024-09-28
 
キ,121821,共進電機株式会社
〒601-8865,京都市下京区七条御所ノ内⻄町１８番地
2024-06-11
http://www.kyoshin-electric.co.jp
 
キ,217553,株式会社共進電気
〒395-0812,⻑野県飯⽥市松尾代⽥１５０６
2026-02-04
 
キ,122230,株式会社共伸電機製作所
〒671-1223,兵庫県姫路市網⼲区坂上２７３
2025-11-29
 
キ,230684,共神電⼯株式会社
〒651-2102,兵庫県神⼾市⻄区学園東町三丁⽬１８８４番地の３５・４２３号
2025-08-09
 
キ,219595,株式会社共進電設
〒060-0005,北海道札幌市中央区北五条⻄１９丁⽬２４番２５
2024-04-20
http://n-bld.co.jp/
 
キ,102721,株式会社共成
〒594-1157,⼤阪府和泉市あゆみ野２−３−５
2025-07-29
http://kyosei-ltd.com
 
キ,122241,株式会社協成
〒162-0843,東京都新宿区市⾕⽥町２−３７ 千代⽥ビル２Ｆ
2023-03-22
http://kyoseiltd.co.jp
 
キ,230820,有限会社キョウセイ
〒140-0014,東京都品川区⼤井六丁⽬４番５号
2025-09-06
 
キ,216947,株式会社共⽣エアテクノ
〒103-0024,東京都中央区⽇本橋⼩⾈町１１ー１３
2025-07-30
 
キ,211209,共成建設株式会社
〒330-0852,埼⽟県さいたま市⼤宮区⼤成町３丁⽬３５４番地２
2025-06-17



https://kyouseicc.com/
 
キ,123423,共成電機株式会社
〒110-0005,東京都台東区上野３−５−４
2025-02-02
http://www.kyohsei.co.jp
 
キ,217176,共成電気株式会社
〒214-0014,神奈川県川崎市多摩区登⼾４７１−１
2025-10-01
http://www.kyoseidenki.co.jp
 
キ,230767,共成トラスト株式会社
〒920-0371,⽯川県⾦沢市下安原町⻄２３７番地
2025-08-30
https://www.kstduct.co.jp
 
キ,231857,株式会社共成レンテム
〒080-0048,北海道帯広市⻄⼗⼋条北⼀丁⽬１４番地
2026-04-04
https://www.kyosei-rentemu.co.jp/
 
キ,112375,京⽯産業株式会社
〒600-8320,京都市下京区⻄洞院七条上る福本町４０５
2023-10-05
http://www.kyosekisangyo.co.jp
 
キ,101240,京セラ株式会社
〒612-8501,京都府京都市伏⾒区⽵⽥⿃⽻殿町６
2023-07-30
https://www.kyocera.co.jp/
 
キ,102110,京セラ株式会社
〒612-8501,京都市伏⾒区⽵⽥⿃⽻殿町６
2025-11-09
https://www.kyocera.co.jp
 
キ,102222,京セラ株式会社
〒612-8501,京都府京都市伏⾒区⽵⽥⿃⽻殿町６
2025-06-14
https://www.kyocera.co.jp/
 
キ,120175,京セラ株式会社
〒612-8501,京都府京都市伏⾒区⽵⽥⿃⽻殿町６
2023-07-30
http://www.kyocera.co.jp/
 
キ,123595,京セラ株式会社
〒612-8501,京都府京都市伏⾒区⽵⽥⿃⽻殿町６
2025-02-17
http://www.kyocera.co.jp/
 
キ,113153,京セラＳＯＣ株式会社
〒226-0006,神奈川県横浜市緑区⽩⼭１−２２−１
2025-01-16



https://www.ksoc.co.jp/
 
キ,100015,京セラコミュニケーションシステム株式会社
〒612-8450,京都市伏⾒区⽵⽥⿃⽻殿町６（京セラ本社ビル内）
2025-06-21
https://www.kccs.co.jp/
 
キ,108165,京セラドキュメントソリューションズ株式会社
〒540-8585,⼤阪市中央区⽟造１−２−２８
2024-04-08
https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/
 
キ,217763,株式会社京千
〒050-0076,北海道室蘭市知利別町１丁⽬９番９号
2023-06-02
http://kyo-sen.jp/
 
キ,211973,協拓建設株式会社
〒760-0079,⾹川県⾼松市松縄町４９番地２
2024-01-10
http://www.kyotaku.co.jp/
 
キ,212615,経塚⼯業株式会社
〒170-0002,東京都豊島区巣鴨１丁⽬４１番１１号
2025-05-15
http://www.kyozuka.co.jp
 
キ,213629,株式会社共鉄⼯業
〒062-0039,北海道札幌市豊平区⻄岡５３０ー１０
2024-03-10
 
キ,112497,株式会社キョウデン
〒399-4603,⻑野県上伊那郡箕輪町⼤字三⽇町４８２−１
2024-06-30
https://www.kyoden.co.jp
 
キ,120894,株式会社キョウデンシステム
〒440-0843,愛知県豊橋市東幸町字東明３５−１
2024-02-21
http://www.kyoden-system.co.jp/
 
キ,122128,株式会社協電社
〒399-3303,⻑野県下伊那郡松川町元⼤島３１７６
2025-11-15
http://kyoudensha.com
 
キ,112409,株式会社協電製作所
〒555-0011,⼤阪市⻄淀川区⽵島５−７−２６
2024-07-21
http://www.kyoden-mfg.co.jp/
 
キ,504656,株式会社キョウデンプレシジョン
〒410-2321,静岡県伊⾖の国市三福８０番２
2026-05-12
https://kyoden-kpi.jp/



 
キ,210025,株式会社京都井⼝組
〒610-0302,京都府綴喜郡井⼿町⼤字井⼿⼩字⻄垣内４３番地
2023-10-27
 
キ,217821,京都板硝⼦株式会社
〒601-8335,京都府京都市南区吉祥院砂ノ町３９番地
2023-06-23
http://www.kyoita.co.jp
 
キ,106316,株式会社京都衛⽣開発公社
〒617-0003,京都府向⽇市森本町⾼⽥３１
2024-08-05
http://www.kyotoeisei.co.jp
 
キ,124630,京都エイドー⼯業株式会社
〒610-0102,京都府城陽市久世荒内１９１
2025-11-24
 
キ,127894,京都エレクトロン株式会社
〒621-0826,京都府⻲岡市篠町篠下⻄裏４３
2025-05-23
http://kyoto-electron.co.jp/
 
キ,112469,京都エレックス株式会社
〒601-8391,京都市南区吉祥院⼤河原町１
2024-07-27
http://www.kyoto-elex.co.jp/
 
キ,105315,京都⻩銅株式会社
〒605-0992,京都府京都市東⼭区鞘町通り七条上ル下堀詰町２６４
2024-10-25
http://www.kyoto-oudou.co.jp/
 
キ,219978,株式会社京都現代建設
〒611-0031,京都府宇治市広野町⻄裏３０番地１
2024-07-06
https://kyotogendai.com/
 
キ,220534,京都コン砕株式会社
〒615-8027,京都府京都市⻄京区桂朝⽇町５５番地１
2024-12-14
 
キ,218648,京都社寺錺漆株式会社
〒611-0041,京都府宇治市槇島町吹前８５−３
2023-11-24
 
キ,229849,株式会社京都スペーサー
〒590-0157,⼤阪府堺市南区⾼尾１丁５２７ー１
2023-07-10
http://www.ks-asia.co.jp
 
キ,105341,京都制御器株式会社
〒615-0036,京都市右京区⻄院⼤⽥町１２
2024-11-05



http://www.kyoto-seigyoki.co.jp
 
キ,112492,京都精⼯株式会社
〒614-8192,京都府⼋幡市野尻⼟井ノ内５−３
2024-06-16
 
キ,230765,京都精⼯電機株式会社
〒601-8204,京都府京都市南区久世東⼟川町３５０番地
2025-08-30
http://kyoutoseikoudenki.hp.gogo.jp
 
キ,100723,株式会社京都製作所
〒613-0916,京都府京都市伏⾒区淀美⾖町３７７−１
2026-04-25
https://www.kyotoss.co.jp/
 
キ,106780,京都精密⼯業株式会社
〒610-0115,京都府城陽市観⾳堂東浦６０
2025-10-06
 
キ,122061,株式会社京都セミコンダクター
〒612-8362,京都市伏⾒区⻄⼤⼿町３０７−２１
2025-02-26
http://www.kyosemi.co.jp
 
キ,112248,株式会社京都タカオシン
〒606-8395,京都市左京区丸太町通川端東⼊東丸太町１８−１
2023-08-24
http://www.kyoto-takaoshin.co.jp
 
キ,102703,株式会社京都調帯
〒601-8384,京都市南区吉祥院⽯原野上町１１
2024-05-18
http://kyoto-chotai.co.jp/
 
キ,105502,株式会社京都テクニカ
〒621-0255,京都府⻲岡市本梅町⻄加舎前が芝９−３
2025-03-27
 
キ,129133,京都電機器株式会社
〒611-0041,京都府宇治市槇島町⼗六１９−１
2023-10-22
http://www.kdn.co.jp/
 
キ,230957,京都電業株式会社
〒615-0047,京都府京都市右京区⻄院六反⽥町５３番地
2025-10-04
https://kyotodengyo.co.jp/
 
キ,112274,京都電線株式会社
〒610-0121,京都府城陽市寺⽥庭井９６
2026-06-02
 
キ,129802,株式会社京都バネ製作所
〒601-8151,京都市南区上⿃⽻塔ノ森東向町９３−２２



2025-03-01
 
キ,112344,京都プラス精機株式会社
〒627-0006,京都府京丹後市峰⼭町⾚坂９１−１３
2024-01-05
http://www.kyoto-plus.co.jp/
 
キ,128707,株式会社京都プラテック
〒613-0024,京都府久世郡久御⼭町森中内６１−２
2026-01-18
http://www.kyopla.co.jp
 
キ,102053,京都プレス⼯業株式会社
〒619-0216,京都府⽊津川市州⾒台８−２−１
2025-07-13
 
キ,505759,京都マイクロコンピュータ株式会社
〒610-1104,京都府京都市⻄京区⼤枝中⼭町２−４４
2025-11-16
https://www.kmckk.co.jp/
 
キ,102983,京都⿇業株式会社
〒604-8412,京都市中京区⻄ノ京南聖町１
2025-03-06
http://www.kyoma.co.jp
 
キ,129949,株式会社京都モノテック
〒603-8478,京都市北区⼤宮釈迦⾕３−５９
2025-04-23
http://www.k-monotech.co.jp/
 
キ,102653,京都理化学器械株式会社
〒607-8134,京都市⼭科区⼤塚北溝町５５−１
2024-04-02
http://www.kyotorika.co.jp/
 
キ,122151,京都和光純薬株式会社
〒601-8343,京都市南区吉祥院稲葉町３１−１
2025-09-05
http://www.kyotowako.co.jp
 
キ,112452,株式会社協同
〒130-0005,東京都墨⽥区東駒形４−２０−２
2024-06-09
http://www.kyodo-rubber.co.jp
 
キ,226040,株式会社キョウドウ
〒672-8035,兵庫県姫路市飾磨区中島２０７１番地
2025-09-01
 
キ,230894,株式会社協同
〒812-0004,福岡県福岡市博多区榎⽥⼆丁⽬３番７１号
2025-09-27
http://kyodo-crane.co.jp
 



キ,102073,共同印刷株式会社
〒112-8501,東京都⽂京区⼩⽯川４−１４−１２
2025-08-10
https://www.kyodoprinting.co.jp
 
キ,122158,株式会社協同インターナショナル
〒216-0033,神奈川県川崎市宮前区宮崎２−１０−９ オーミヤ宮崎台ビル
2025-11-22
https://www.kyodo-inc.co.jp/
 
キ,505728,株式会社協同エージェンシー
〒107-0062,東京都港区南⻘⼭６−１２−１ＴＴＳ南⻘⼭６階
2025-06-23
 
キ,221824,共同カイテック株式会社
〒150-0022,東京都渋⾕区恵⽐寿南１丁⽬１５番１号
2025-07-01
https://www.ky-tec.co.jp
 
キ,221908,共同ガス圧接有限会社
〒214-0014,神奈川県川崎市多摩区登⼾１６９−４
2022-08-01
 
キ,222023,有限会社共同ガス圧接
〒359-1167,埼⽟県所沢市林１丁⽬１６０番地２
2025-11-01
 
キ,122361,共同技研化学株式会社
〒359-0011,埼⽟県所沢市南永井９４０
2024-08-22
http://www.kgk-tape.co.jp
 
キ,226144,協同組合札幌⽊⼯センター（その他）
〒063-0827,北海道札幌市⻄区発寒七条９丁⽬ー４ー３３
2025-11-01
http://www.s-mokkou.or.jp/
 
キ,225723,株式会社共同クレーン
〒781-0112,⾼知県⾼知市仁井⽥４６０３番地
2025-07-01
 
キ,231440,協同建設株式会社
〒672-8023,兵庫県姫路市⽩浜町⼄７８０番地の１０
2025-12-13
 
キ,210015,株式会社協同興業
〒121-0824,東京都⾜⽴区⻄伊興２−１０−２６
2023-10-22
http://www.kyoudou-kougyou.co.jp/
 
キ,218838,協同⼯業株式会社
〒240-0035,神奈川県横浜市保⼟ケ⾕区今井町１１２５番地
2023-12-22
http://www.kyodo-kougyou.co.jp/
 



キ,128372,共同コンピュータ株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町１−２−７ 淡路町駅前ビル
2025-11-07
http://www.kyd.co.jp/kyodo/
 
キ,223358,共同産業株式会社
〒745-0004,⼭⼝県周南市⽑利町３丁⽬４０番地
2024-07-01
 
キ,122006,共同精版印刷株式会社
〒630-8013,奈良市三条⼤路２−２−６
2025-03-05
http://www.ksp-group.co.jp/
 
キ,220838,株式会社共同積算
〒171-0042,東京都豊島区⾼松⼀丁⽬１１番１６号
2025-03-15
http://kyodosekisan.co.jp
 
キ,219714,株式会社共同設備企画事務所
〒062-0934,北海道札幌市豊平区平岸四条⼗丁⽬１−２
2024-05-11
 
キ,219972,株式会社共同設備⼯業
〒870-0147,⼤分県⼤分市⼤字⼩池原２１番地の１
2024-07-06
 
キ,216625,共同通信電設株式会社
〒155-0032,東京都世⽥⾕区代沢４丁⽬１番２号
2025-06-18
http://kyodo-tsusin.co.jp/
 
キ,104770,協同電気株式会社
〒231-8549,横浜市中区⼭下町２２７
2024-02-25
http://www.kyododenki.co.jp/
 
キ,211600,株式会社共同電気
〒606-8383,京都府京都市左京区⼆条通川端東⼊新先⽃町１３８番地
2026-04-14
 
キ,216631,有限会社共同電気
〒576-0017,⼤阪府交野市星⽥北５丁⽬６番１号
2025-06-18
https://kyoudoudenki.com/
 
キ,232031,共同電気⼯事株式会社
〒879-7761,⼤分県⼤分市⼤字中⼾次５９３７番地
2026-05-23
https://kyoudoudenki.co.jp
 
キ,121762,株式会社協同電業社
〒534-0027,⼤阪府⼤阪市都島区中野町４−４−１７
2024-05-30
 



キ,100158,株式会社協同電⼦
〒452-0932,愛知県清須市朝⽇愛宕８３
2025-08-09
https://www.kyodo-densi.co.jp
 
キ,124716,株式会社協同電⼦⼯業
〒997-0011,⼭形県鶴岡市宝⽥２−１０−１３
2025-12-13
 
キ,212452,株式会社共同電設
〒781-8136,⾼知県⾼知市⼀宮⻄町２丁⽬７番５号
2025-02-06
 
キ,230997,有限会社共同電設
〒702-8031,岡⼭県岡⼭市南区福富⻄⼆丁⽬１３番６号
2025-10-04
 
キ,210292,株式会社共同⼟⽊
〒362-0016,埼⽟県上尾市原新町２６番１号
2024-04-28
http://www.kyodohdoboku.co.jp
 
キ,210619,有限会社峡南圧送
〒409-3601,⼭梨県⻄⼋代郡市川三郷町市川⼤⾨１４６０ー２２
2024-10-13
 
キ,122051,京南電装株式会社
〒613-0034,京都府久世郡久御⼭町佐⼭新開地２４１−６
2025-02-26
 
キ,112027,株式会社京⼆
〒102-0073,東京都千代⽥区九段北４−３−２４
2023-11-22
http://www.kyoni.co.jp
 
キ,213281,株式会社京⼋匠
〒607-8161,京都府京都市⼭科区椥辻中在家町８番地１シード⼭科中央ビル４階
2026-06-24
https://www.kyohassho.co.jp/
 
キ,223434,キョウバン⼯業株式会社
〒602-8062,京都府京都市上京区油⼩路通上⻑者町下ル⻲屋町１２６−１
2024-08-01
 
キ,112014,協福電⼦部品株式会社
〒567-0854,⼤阪府茨⽊市島１−１１−２４
2024-01-07
http://www.kem-net.co.jp/
 
キ,502157,協⽂社印刷株式会社
〒819-0001,福岡県福岡市⻄区⼩⼾４−２４−５
2026-02-28
https://www.cmy-k.jp
 
キ,103274,株式会社協豊製作所



〒471-8515,愛知県豊⽥市トヨタ町６
2023-07-08
http://www.kyoho-ss.co.jp
 
キ,120723,株式会社京屋
〒600-8070,京都市下京区堺町上ル俵屋町２０５
2023-12-19
http://kyoyatools.com/
 
キ,213899,株式会社京屋
〒810-0022,福岡県福岡市中央区薬院１ー８ー２０
2021-11-17
http://www.kyoya.co.jp
 
キ,227601,株式会社京⾕電気
〒039-1114,⻘森県⼋⼾市北⽩⼭台⼆丁⽬８番２３号
2024-03-09
http://www.kyoyadenki.co.jp
 
キ,219481,株式会社協有
〒174-0041,東京都板橋区⾈渡１丁⽬１９番７号ー１Ｆ
2024-03-23
 
キ,220980,株式会社共友開発
〒527-0161,滋賀県東近江市中⼾町１０８番地の１
2025-04-05
http://www.kyoyu-k.jp
 
キ,220889,有限会社共友建装
〒523-0031,滋賀県近江⼋幡市堀上町３６１番地の２
2025-03-22
https://kyoyuken.com
 
キ,218815,株式会社共友電業
〒131-0031,東京都墨⽥区墨⽥５丁⽬２５番８号
2023-12-22
 
キ,215465,協友リース株式会社
〒277-0932,千葉県柏市藤ヶ⾕新⽥１０６−３８
2024-06-26
http://www.kyoyu-lease.co.jp/
 
キ,224294,株式会社郷葉
〒003-0838,北海道札幌市⽩⽯区北郷⼋条１０ー２ー２２
2025-03-01
http://www.kyoyo.net/
 
キ,215701,株式会社共楽園緑化⼟⽊
〒283-0041,千葉県東⾦市広瀬８３番地
2024-10-30
 
キ,112371,共楽産興株式会社
〒210-0852,神奈川県川崎市川崎区鋼管通４−１６−１２
2024-02-21
http://www.kyoraku-s.co.jp/



 
キ,106728,株式会社協⽴
〒341-0022,埼⽟県三郷市⼤広⼾７７２−６
2025-07-13
 
キ,123756,株式会社協⽴
〒411-0822,静岡県三島市松本６９−１
2025-03-29
http://www.kyoritsu-pla.com/
 
キ,212178,株式会社共⽴
〒983-0013,宮城県仙台市宮城野区中野四丁⽬７番地の１
2024-05-16
 
キ,218330,有限会社共⽴
〒939-1702,富⼭県南砺市宗守５４２−１１
2023-09-01
 
キ,223202,株式会社共⽴
〒974-8232,福島県いわき市錦町作鞍１３５番地
2024-06-01
http://www.k-kyouritu.com
 
キ,126862,株式会社共⽴エーティーエス
〒110-8551,東京都台東区台東２−１−１ 東秋葉原ビル４階
2024-05-24
http://www.kyoritsu-ats.com/
 
キ,219261,協⽴エアテック株式会社
〒811-2414,福岡県糟屋郡篠栗町⼤字和⽥１０３４−４
2024-03-09
 
キ,217441,株式会社協⽴エフ・シー・テック
〒110-0016,東京都台東区台東１丁⽬３６番４号第２ファスナービル２Ｆ
2026-01-07
 
キ,503798,共⽴エレックス株式会社
〒849-4153,佐賀県⻄松浦郡有⽥町⽴部甲１７０番地１
2026-07-05
http://ｗｗｗ.kyoritsu-po.co.jp
 
キ,219193,株式会社協⽴エンジニアリング
〒108-0023,東京都港区芝浦３ー７ー１３ー４０３号
2024-03-02
http://www.kyoritu-eng.co.jp/
 
キ,505371,共⽴エンジニアリング株式会社
〒316-0036,茨城県⽇⽴市鮎川町２丁⽬１番４０号
2026-05-29
 
キ,112131,共⽴化学株式会社
〒399-0033,⻑野県松本市笹賀６００８
2025-09-10
 
キ,112459,協⽴化学産業株式会社



〒100-0011,東京都千代⽥区内幸町１−２−２ ⽇⽐⾕ダイビル１６Ｆ
2024-07-27
http://www.kyoritsu-chem.com
 
キ,121947,株式会社協⽴化⼯業
〒577-0033,⼤阪府東⼤阪市御厨東１−３−３５
2024-07-17
http://www.kyoritsuka.co.jp
 
キ,122743,株式会社協⽴化成
〒339-0073,埼⽟県さいたま市岩槻区上野５−２−２
2024-11-07
 
キ,126004,協⽴機興株式会社
〒327-0508,栃⽊県佐野市鉢⽊町１３−３３
2023-11-09
 
キ,223455,協⽴基礎株式会社
〒266-0031,千葉県千葉市緑区おゆみ野１丁⽬３９番地２
2024-08-01
 
キ,112231,協⽴機電⼯業株式会社
〒162-8575,東京都新宿区⽔道町３−９
2023-07-15
http://www.kyoritsu-kiden.co.jp
 
キ,215222,有限会社共⽴⾦属⼯業
〒114-0004,東京都北区堀船２ー７ー１１
2024-02-20
 
キ,218572,協⽴技研株式会社
〒595-0055,⼤阪府泉⼤津市なぎさ町６−１
2023-10-27
 
キ,112835,共⽴継器株式会社
〒393-0087,⻑野県諏訪郡下諏訪町４６８４−１
2024-10-02
http://www.washion.co.jp
 
キ,123340,協⽴軽⾦属株式会社
〒532-0027,⼤阪府⼤阪市淀川区⽥川２−６−９
2025-01-30
http://www.kmacnet.co.jp
 
キ,216126,共⽴建⼯株式会社
〒939-0254,富⼭県射⽔市島１３５４番地の１
2025-03-12
 
キ,229411,株式会社協⽴建設
〒166-0004,東京都杉並区阿佐⾕南３丁⽬１番２３号
2025-11-28
http://www.kyoritsukensetu.com/
 
キ,505207,共⽴建設株式会社
〒150-0043,東京都渋⾕区道⽞坂１丁⽬１６番１０号



2025-04-15
http://www.kyoritsu-con.co.jp/
 
キ,211802,共⽴建築株式会社
〒150-0043,東京都渋⾕区道⽞坂２ー１６ー５
2023-08-11
http://www.kyoritsu-kenchiku.co.jp/
 
キ,105311,株式会社共⽴⼯機
〒601-8204,京都市南区久世東⼟川町３５０−１４
2024-10-23
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/kyouritu/
 
キ,214343,株式会社協⽴⼯業
〒299-1142,千葉県君津市坂⽥４０８−１
2025-08-30
https://kyrt.jp/
 
キ,226343,協⽴⼯業株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥７丁⽬１番９号五反⽥ＨＳビル６Ｆ
2026-01-01
https://www.kyoritsu-pipe.co.jp
 
キ,228143,共⽴⼯業株式会社
〒039-1201,⻘森県三⼾郡階上町⼤字道仏字⽿ケ吠１ー１
2024-06-07
 
キ,230943,協⽴⼯業株式会社
〒381-2221,⻑野県⻑野市川中島町御厨１０６９番地
2025-10-04
https://kyoritsukogyo.jp/
 
キ,219444,株式会社協⽴⼯業所
〒601-8011,京都府京都市南区東九条南⼭王町９番地
2024-03-23
 
キ,215835,協⽴⼯事株式会社
〒143-0026,東京都⼤⽥区⻄⾺込１丁⽬３３番１号
2024-12-18
 
キ,112293,株式会社共⽴合⾦製作所
〒663-8211,兵庫県⻄宮市今津⼭中町１２−１６
2023-08-06
http://www.everloy.co.jp/
 
キ,128938,共⽴産業株式会社
〒336-0021,埼⽟県さいたま市南区別所２−６−２
2026-05-01
http://www.kyoritsusangyo.co.jp/
 
キ,219785,共⽴産業株式会社
〒550-0013,⼤阪府⼤阪市⻄区新町１丁⽬１３番１６号
2024-05-25
 
キ,229062,協⽴システムマシン株式会社



〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿７ー１８ー５
2025-05-31
http://www.kyoritsu-s.co.jp/
 
キ,223780,株式会社協⽴社
〒456-0031,愛知県名古屋市熱⽥区神宮三丁⽬７番２５号
2024-11-01
http://www.kyoritsusya.jp
 
キ,120027,協⽴精⼯株式会社
〒379-0112,群⾺県安中市岩井８９４−７
2023-07-03
https://kyorituseiko.jp
 
キ,122903,株式会社協⽴製作所
〒309-1105,茨城県筑⻄市三郷１２３９
2024-12-16
http://www.kyoritsu-ss.co.jp/
 
キ,103789,株式会社共⽴製作所
〒399-8204,⻑野県安曇野市豊科⾼家１０７６−１
2024-04-15
http://www.pks-kyoritu.co.jp
 
キ,223432,共⽴タイル株式会社
〒154-0002,東京都世⽥⾕区下⾺２ー１４ー１４
2024-08-01
http://www.tilenet.co.jp
 
キ,218441,株式会社共⽴テクノ
〒150-0043,東京都渋⾕区道⽞坂１−１６−１０
2023-09-29
 
キ,103346,有限会社協⽴鉄⼯所
〒850-0078,⻑崎県⻑崎市神ノ島町３−５２６−５１
2023-08-12
http://www.kyouritsu-iw.co.jp
 
キ,121794,協⽴電機株式会社
〒422-8686,静岡県静岡市駿河区中⽥本町６１−１
2024-06-04
http://www.kdwan.co.jp
 
キ,502041,共⽴電気株式会社
〒461-0026,愛知県名古屋市東区⾚塚町２２番地
2024-02-22
http://www.kyoritsudenki.co.jp
 
キ,218793,協⽴電気⼯事株式会社
〒146-0091,東京都⼤⽥区鵜の⽊３−３５−１２
2023-12-15
https://www.kyoritsu-denki.net/
 
キ,125883,株式会社共⽴電機製作所
〒211-0051,神奈川県川崎市中原区宮内１−２６−１２



2023-10-11
http://www.kyoritsu-denki.com
 
キ,112032,協⽴電業株式会社
〒190-0023,東京都⽴川市柴崎町３−９−５
2023-09-24
http://www.kyo-d.co.jp
 
キ,123637,協⽴電⼦株式会社
〒211-0002,神奈川県川崎市中原区上丸⼦⼭王町２−１３２９
2025-02-25
http://www.kec-x.co.jp/
 
キ,217402,株式会社共⽴⼟⽊
〒029-2205,岩⼿県陸前⾼⽥市⾼⽥町字中⽥１０１番地
2022-12-17
 
キ,112328,協⽴マーク株式会社
〒123-0863,東京都⾜⽴区⾕在家１−１２−１
2024-03-24
http://www.kyoritsumark.co.jp
 
キ,102833,共⽴マテリアル株式会社
〒455-8668,名古屋市港区築三町２−４１
2024-08-31
http://www.kyoritsu-kcm.co.jp
 
キ,102237,株式会社共⽴模型
〒144-0045,東京都⼤⽥区南六郷１−８−１６
2025-01-28
http://www.kyoritsu-mokei.com
 
キ,211137,共⽴レジン⼯業株式会社
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚３ー３０ー１４
2025-05-20
 
キ,214935,橋梁技建株式会社
〒481-0045,愛知県北名古屋市中之郷栗島４６
2023-08-15
http://www.kyoryogiken.co.jp/
 
キ,231153,橋梁テクノ株式会社
〒496-0933,愛知県愛⻄市⼾倉町中屋敷３６番地
2025-10-25
http://www.aichi-biz.com/cat7/546.html
 
キ,225144,協林⼯業株式会社
〒984-0042,宮城県仙台市若林区⼤和町３ー１４ー１５
2025-05-01
 
キ,106559,株式会社協和
〒197-0834,東京都あきる野市引⽥６０１
2025-02-04
 
キ,112337,株式会社協和



〒530-0043,⼤阪市北区天満４−４−６
2023-11-15
http://www.kyowa-osaka.com
 
キ,122166,株式会社協和
〒370-0072,群⾺県⾼崎市⼤⼋⽊町５８８
2025-10-15
http://www.kyj.co.jp
 
キ,123315,株式会社共和
〒557-0051,⼤阪府⼤阪市⻄成区橘３−２０−２８
2025-01-29
http://kyowa-ltd.co.jp
 
キ,123785,株式会社キョウワ
〒300-2746,茨城県常総市鴻野⼭１３４０−３
2025-04-09
 
キ,210756,株式会社京和
〒279-0024,千葉県浦安市港７５−２
2024-12-08
http://kyowa-dc.net/gaiyou.html
 
キ,214796,株式会社共和
〒452-0846,愛知県名古屋市⻄区浮野町９１番
2023-06-20
 
キ,215051,株式会社協和
〒370-3521,群⾺県⾼崎市棟⾼町９５７番地の１
2023-10-17
http://www.kyowa-ltd.jp
 
キ,223471,株式会社協和
〒812-0895,福岡県福岡市博多区⽵下２丁⽬４番８号
2024-08-01
 
キ,224235,株式会社協和
〒424-0053,静岡県静岡市清⽔区渋川３丁⽬２番２０号
2025-03-01
http://www.kyowakensyo.co.jp/
 
キ,231786,株式会社京和
〒272-0021,千葉県市川市⼋幡⼀丁⽬１５番１７号
2026-03-14
 
キ,502900,株式会社協和
〒110-0005,東京都台東区上野３−２−１ エクセレントビル５Ｆ
2025-12-07
http//www.kyowa.in
 
キ,215574,協和圧接⼯業株式会社
〒166-0015,東京都杉並区成⽥東１ー２０ー１１
2024-09-18
 
キ,226285,共和圧接⼯業株式会社



〒329-1413,栃⽊県さくら市葛城１１５４ー５
2025-12-01
 
キ,101412,有限会社協和印刷
〒826-0043,福岡県⽥川市⼤字奈良１９２０−３
2024-06-14
 
キ,212015,エクシオグループ株式会社
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕３−２９−２０
2024-04-01
 
キ,218430,株式会社協和ＬＳ
〒730-0847,広島県広島市中区⾈⼊南⼆丁⽬７番５ー１０２号
2023-09-29
 
キ,216707,株式会社協和エレックス
〒309-1103,茨城県筑⻄市久地楽１８０
2025-06-25
 
キ,105657,有限会社協和エンジニアサービス
〒220-0051,神奈川県横浜市⻄区中央２−５４−２
2025-08-19
 
キ,122249,協和エンジニアリング株式会社
〒183-0045,東京都府中市美好町３−９−１０
2026-03-14
 
キ,120157,協和化学⼯業株式会社
〒761-0113,⾹川県⾼松市屋島⻄町３０５
2023-07-26
http://www.kyowa-chem.co.jp/
 
キ,120376,協和化⼯株式会社
〒170-0013,東京都豊島区東池袋３−２０−１５
2023-09-06
http://www.kyowakako.co.jp/
 
キ,125748,協和化⼯株式会社
〒593-8315,⼤阪府堺市⻄区菱⽊１−２３４８−１
2023-08-26
http://www.kyouwa-kk.co.jp/
 
キ,215001,株式会社協和ガス
〒901-2134,沖縄県浦添市字港川５１２番地２７
2023-09-19
 
キ,219464,株式会社協和機電
〒111-0036,東京都台東区松が⾕３−２１−９
2024-03-23
 
キ,106069,協和機電⼯業株式会社
〒852-8108,⻑崎県⻑崎市川⼝町１０−２
2023-10-28
http://www.kyowa-kk.co.jp/
 



キ,220034,協和空調株式会社
〒567-0086,⼤阪府茨⽊市彩都やまぶき３ー２ー１４
2024-07-20
 
キ,217860,協和建材株式会社
〒349-0144,埼⽟県蓮⽥市椿⼭３ー１３ー１６
2026-06-30
 
キ,225149,協和建材株式会社
〒453-0041,愛知県名古屋市中村区本陣通３−３３
2025-05-01
http://www.kyowak.co.jp/
 
キ,226039,共和建設株式会社
〒252-0325,神奈川県相模原市南区新磯野２丁⽬１７番１１号
2025-09-01
 
キ,226569,協和建設株式会社
〒329-0201,栃⽊県⼩⼭市⼤字粟宮１９５２
2026-04-01
 
キ,231850,株式会社協和建設
〒243-0203,神奈川県厚⽊市下荻野６０４の５番地
2026-04-04
 
キ,216491,協和建設⼯業株式会社
〒612-8457,京都府京都市伏⾒区中島宮ノ前町６７番地
2022-05-21
 
キ,214312,協和建装株式会社
〒481-0004,愛知県北名古屋市⿅⽥合⽥１１１ー１
2025-08-02
 
キ,218340,株式会社協和建築積算事務所
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１−１−７東⼤⼿ビル
2023-09-08
 
キ,105377,共和⼯業株式会社
〒334-0054,埼⽟県川⼝市安⾏北⾕５２３−３
2024-12-11
 
キ,112083,株式会社共和⼯業
〒216-0007,川崎市宮前区⼩台２−１９−１８
2024-08-06
http://www.kyowa-kk.com/
 
キ,121955,共和⼯業株式会社
〒955-0832,新潟県三条市直江町４−１８−１８
2024-07-17
http://www.kyowa-ind.co.jp/
 
キ,122237,京和⼯業株式会社
〒108-8577,東京都港区⾼輪２−２１−４０
2026-02-15
http://www.kyowa-kogyo.jp



 
キ,122250,株式会社協和⼯業
〒018-0145,秋⽥県にかほ市象潟町字源蔵潟１−１６
2025-11-30
http://www.kyowa-i.co.jp
 
キ,128369,協和⼯業株式会社
〒512-1113,三重県四⽇市市⿅間町５６−５
2025-11-06
 
キ,210516,協和⼯業株式会社
〒870-0906,⼤分県⼤分市⼤州浜１ー４ー３４
2024-09-02
http://www.kyowakougyo.jp
 
キ,212657,共和鋼業株式会社
〒981-3201,宮城県仙台市泉区泉ケ丘四丁⽬８番２０号第⼀コーポいとう１０３号
2025-06-05
https://www.kyouwakougyo.co.jp/
 
キ,213684,京和⼯業株式会社
〒102-0084,東京都千代⽥区⼆番町９ー１０
2024-04-21
http://www.kyowa-ind.jp
 
キ,219041,株式会社協和⼯業
〒121-0055,東京都⾜⽴区加平３丁⽬５番１５号
2024-02-09
 
キ,220076,共和興業株式会社
〒231-0055,神奈川県横浜市中区末吉町１−２１
2024-07-20
https://kyowa-1960.com
 
キ,222303,恭和⼯業株式会社
〒510-0026,三重県四⽇市市⾼浜町９ー７
2023-11-01
http://www.kyowa-info.co.jp
 
キ,230760,共和⼯業株式会社
〒972-8338,福島県いわき市中部⼯業団地７番地の２
2025-08-30
http://www.kyowakogyo.info
 
キ,223701,株式会社協和⼯務店
〒232-0007,神奈川県横浜市南区清⽔ケ丘２３４番地
2024-11-01
 
キ,228244,共和コンクリート⼯業株式会社
〒060-0808,北海道札幌市北区北⼋条⻄３丁⽬２８番地
2024-07-04
 
キ,218286,協和コンクリートポンプ株式会社
〒947-0003,新潟県⼩千⾕市⼤字ひ⽣丙７７３
2023-09-01



 
キ,120986,協和合成株式会社
〒332-0001,埼⽟県川⼝市朝⽇２−２４−７
2024-03-12
http://www.kyowa-gohsei.co.jp/
 
キ,112288,協和ゴム⼯業株式会社
〒334-8501,埼⽟県川⼝市南鳩ヶ⾕３−２１−４
2023-09-02
http://www.kyowa-rubber.co.jp/
 
キ,106381,協和産業株式会社
〒365-0061,埼⽟県鴻巣市川⾯５６８−１
2024-10-27
 
キ,125825,共和産業株式会社
〒370-0015,群⾺県⾼崎市島野町８９０
2023-09-26
http://www.kyowa-industrial.co.jp/
 
キ,125856,共和産業株式会社
〒550-0005,⼤阪市⻄区⻄本町１−８−２０
2023-10-03
http://www.kyowa-sangyou.com/
 
キ,126611,共和産業株式会社
〒650-0047,神⼾市中央区港島南町５−３−５
2024-02-17
http://www.kyowa-co.com
 
キ,212059,協和産業株式会社
〒740-0018,⼭⼝県岩国市⿇⾥布町１丁⽬５ー２０
2024-03-05
 
キ,224786,協和産業株式会社
〒882-0024,宮崎県延岡市⼤武町１３７５番地の１
2025-04-01
http://www.kyowasangyo.jp/
 
キ,121907,協和シール⼯業株式会社
〒950-3133,新潟県新潟市北区すみれ野２−５−３１
2024-07-04
http://www.kyowa-seal.co.jp
 
キ,127857,協和システム株式会社
〒115-0056,東京都北区⻄が丘２−１９−１４
2025-04-11
 
キ,231469,協和システム有限会社
〒779-3407,徳島県吉野川市⼭川町横⾛８５番地
2025-12-19
 
キ,505248,株式会社 協和商会（その他）
〒550-0013,⼤阪府⼤阪市⻄区新町２−１１−１５
2025-07-04



http://www.ball-kyowa.co.jp/
 
キ,226041,共和商事株式会社
〒110-0012,東京都台東区⻯泉２−６−５
2025-10-01
http://www.kyowa-syoji.co.jp/
 
キ,102877,協和樹脂⼯業株式会社
〒669-3403,兵庫県丹波市春⽇町⻑王６２０−１
2025-11-11
http://www.kyowa-pla.co.jp/profile/index.html
 
キ,106355,株式会社共和スプリング製作所
〒418-0001,静岡県富⼠宮市万野原新⽥３７１５−１
2024-09-24
 
キ,101351,株式会社協和精⼯
〒399-3101,⻑野県下伊那郡⾼森町⼭吹１６４６−５
2024-05-17
http://kyowaseiko.jp/
 
キ,120823,協和精⼯株式会社
〒579-8026,⼤阪府東⼤阪市弥⽣町３−２０
2024-02-03
 
キ,126284,協和精⼯株式会社
〒339-0007,埼⽟県さいたま市岩槻区諏訪２−１−１９
2023-11-25
http://www.kyowaseiko-co.jp
 
キ,104317,有限会社協和製作所
〒144-0054,東京都⼤⽥区新蒲⽥３−２０−１
2025-03-07
 
キ,104541,株式会社協和製作所
〒410-0001,静岡県沼津市⾜⾼字尾上３９６−３９
2025-09-15
 
キ,105353,株式会社協和製作所
〒532-0031,⼤阪府⼤阪市淀川区加島１−２２−１５
2024-11-15
http://www.kyowa-mf.co.jp/
 
キ,105699,株式会社協和製作所
〒675-2303,兵庫県加⻄市北条町古坂６９−１
2025-09-24
http://www.kyowa-mfg.co.jp
 
キ,125685,株式会社共和製作所
〒192-0154,東京都⼋王⼦市下恩⽅町３０８−２０
2023-07-26
http://www.kwss.jp/
 
キ,126705,株式会社協和製作所
〒458-0801,名古屋市緑区鳴海町字杜若２６



2024-03-07
http://www.kyowamfg.co.jp
 
キ,231180,株式会社協和製作所
〒474-0041,愛知県⼤府市吉⽥町弥左エ⾨脇６３番地の６
2025-10-25
 
キ,231566,株式会社共和製作所
〒811-1223,福岡県那珂川市⼤字上梶原９８２番地の１
2026-01-17
 
キ,504339,株式会社 協和製作所
〒933-0351,富⼭県⾼岡市⻑慶寺７７７−１
2026-05-02
https://www.kyowa-fact.co.jp
 
キ,123056,有限会社共和製作所
〒357-0044,埼⽟県飯能市川寺１０３−１５
2025-01-21
 
キ,228732,協和創建株式会社
〒115-0056,東京都北区⻄が丘２丁⽬２５番１１号
2024-11-29
http://www.kyouwa-souken.co.jp/
 
キ,105687,株式会社協和ソニック
〒412-0028,静岡県御殿場市御殿場１４６−１
2025-09-05
 
キ,105210,協和ダンボール株式会社
〒509-7205,岐⾩県恵那市⻑島町中野１２６９−２
2024-08-10
 
キ,217748,協和地建コンサルタント株式会社
〒690-0011,島根県松江市東津⽥町１３２６−１
2023-05-26
 
キ,112393,株式会社協和鋳造所
〒511-0838,三重県桑名市和泉１３５３
2024-03-21
 
キ,217427,株式会社共和テクノ
〒220-0004,神奈川県横浜市⻄区北幸１丁⽬１１番１１号
2026-01-07
https://kyowa-tekuno.co.jp/
 
キ,122058,協和テクノロジィズ株式会社
〒530-0016,⼤阪市北区中崎１−２−２３
2025-03-29
http://www.kyotec.co.jp
 
キ,214528,協和鉄筋株式会社
〒399-8212,⻑野県安曇野市堀⾦三⽥３５７０ー３
2025-12-27
 



キ,218206,共和鉄⼯株式会社
〒061-3243,北海道⽯狩市新港東２丁⽬２番地１３
2023-08-11
 
キ,125660,株式会社キョウワテマス
〒213-0032,神奈川県川崎市⾼津区久地１５９
2023-07-15
 
キ,112031,株式会社キョウワデバイス
〒142-0063,東京都品川区荏原１−２１−１０
2024-04-04
http://www.kyowadevice.com
 
キ,126374,共和電機株式会社
〒151-0051,東京都渋⾕区千駄ヶ⾕５−１６−１６ 千駄ヶ⾕フラワーマンション１１０４
2023-12-14
http://www.kyowa-denki.co.jp
 
キ,230222,株式会社協和電気
〒800-0102,福岡県北九州市⾨司区⼤字猿喰９８８番地の３
2025-06-14
http://kyouwa-pro.jp
 
キ,210249,協和電機⼯業株式会社
〒135-0011,東京都江東区扇橋２ー１３ー８
2024-03-30
 
キ,215690,協和電気⼯業株式会社
〒461-0011,愛知県名古屋市東区⽩壁３丁⽬１番１３号
2024-10-23
 
キ,112425,株式会社共和電業
〒182-8520,東京都調布市調布ヶ丘３−５−１
2024-05-01
http://www.kyowa-ei.co.jp/
 
キ,229921,協和電⼯株式会社
〒065-0020,北海道札幌市東区北⼆⼗条東５丁⽬１番７号
2023-08-28
 
キ,502781,協和電興株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥４丁⽬１３番７号
2024-12-26
 
キ,112172,共和電⼦株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥６−５−１２
2025-02-12
https://www.kyowadenshi.co.jp
 
キ,125441,協和電⼦⼯業株式会社
〒308-0838,茨城県筑⻄市榎⽣１−２−４
2026-05-16
http://www.kyowadensi.com
 
キ,112134,協和電⼦部品株式会社



〒578-0976,⼤阪府東⼤阪市⻄鴻池町１−１４−１１
2025-06-11
http://www.kyowa-elc.co.jp
 
キ,216946,有限会社協和電設
〒192-0066,東京都⼋王⼦市本町３５番２号
2025-07-23
https://kyowa-densetsu.com/
 
キ,217385,協和電設株式会社
〒349-0115,埼⽟県蓮⽥市蓮⽥５丁⽬２６番地
2025-12-17
 
キ,226618,協和道路株式会社
〒538-0041,⼤阪府⼤阪市鶴⾒区今津北２丁⽬３番２６号
2026-04-01
http://www.kyowaroad.co.jp
 
キ,230727,協和内装株式会社
〒820-0021,福岡県飯塚市潤野１１３８番地の３
2025-08-16
 
キ,229235,株式会社協和⽇成
〒104-0042,東京都中央区⼊船３丁⽬８番５号
2025-08-09
https://www.kyowa-nissei.co.jp/
 
キ,103668,協和発酵バイオ株式会社
〒164-0001,東京都中野区中野４−１０−２ 中野セントラルパークサウス
2024-02-27
http://www.kyowahakko-bio.co.jp
 
キ,222637,協和ビルテクノス株式会社
〒320-0072,栃⽊県宇都宮市若草４−２５−８
2024-02-01
 
キ,104852,株式会社協和富⼠
〒409-0112,⼭梨県上野原市上野原８１５４−２８
2026-07-06
http://www.kyowafuji.co.jp
 
キ,112499,協和プレス⼯業株式会社
〒649-6503,和歌⼭県紀の川市⻑⽥中３４５−７
2024-07-31
http://www.kyowa-p.co.jp
 
キ,220766,協和メンテナンス⼯業株式会社
〒733-0851,広島県広島市⻄区⽥⽅⼆丁⽬１４番４号
2025-03-01
https://kyowamente.com/
 
キ,122022,共和薬品株式会社
〒544-0015,⼤阪府⼤阪市⽣野区巽南５−３−８
2024-12-11
https://www.kyowayakuhin.com/



 
キ,217530,株式会社協和ロープ
〒116-0013,東京都荒川区⻄⽇暮⾥５−５−２
2026-01-28
http://www.kyowa-rope.co.jp
 
キ,216562,有限会社旭栄⼯業
〒042-0916,北海道函館市旭岡町１９番地７
2025-06-04
 
キ,215226,旭栄産業株式会社
〒852-8108,⻑崎県⻑崎市川⼝町１１番３号
2024-02-20
http://www.kyokuei-sangyou.co.jp/
 
キ,504717,株式会社キョクエツ・コーポレーション
〒226-0028,神奈川県横浜市緑区いぶき野４３−１ 旭悦ビル
2026-06-23
http://www.jemits.com
 
キ,221878,旭建産業株式会社
〒733-0812,広島県広島市⻄区⼰斐本町３丁⽬１４番１５号
2025-08-01
http://kyokuken.com/
 
キ,212472,旭興株式会社
〒550-0005,⼤阪府⼤阪市⻄区⻄本町⼆丁⽬１番２８号
2025-02-13
http://www.seko.co.jp/
 
キ,221548,株式会社旭光
〒761-0101,⾹川県⾼松市春⽇町７９４ー１
2025-04-01
http://www.kyokuko.com
 
キ,225960,旭⽇電気⼯業株式会社
〒154-8521,東京都世⽥⾕区新町１丁⽬２１番１２号
2025-09-01
https://www.kyokujitsu.co.jp/
 
キ,227749,極東化成株式会社
〒769-0102,⾹川県⾼松市国分寺町国分２８９ー２
2024-03-28
 
キ,217846,旭東建材株式会社
〒730-0016,広島県広島市中区幟町２−２６
2023-06-30
 
キ,218524,極東建設株式会社
〒900-0001,沖縄県那覇市港町２−１６−１
2023-10-13
https://www.kyokuto-k.co.jp/
 
キ,102863,旭東⼯業株式会社
〒671-1241,姫路市網⼲区興浜１１８７−１



2024-10-11
 
キ,218073,極東興業株式会社
〒761-0312,⾹川県⾼松市東⼭崎町３４７−７
2023-08-04
 
キ,216959,極東鋼弦コンクリート振興株式会社
〒104-0045,東京都中央区築地１丁⽬１２番２２号
2025-07-30
https://www.fkk-j.co.jp/
 
キ,215801,極東興和株式会社
〒732-0052,広島県広島市東区光町⼆丁⽬６番３１号
2024-12-04
https://www.kkn.co.jp/ja/index.html
 
キ,112467,株式会社極東商会
〒101-8589,東京都千代⽥区外神⽥４−１０−６
2024-06-30
http://www.kyokutos.co.jp
 
キ,122179,株式会社極東商会
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内２−１−１ 明治⽣命館５階
2025-08-16
http://www.kykltd.co.jp
 
キ,231544,キョクトウ⾼宮株式会社
〒732-0052,広島県広島市東区光町⼆丁⽬６番３１号
2026-01-10
https://kyokutotakamiya.co.jp
 
キ,112121,旭東通商株式会社
〒021-0874,岩⼿県⼀関市字釣⼭１−１１８
2025-09-07
http://www.kyokuto.co.jp/
 
キ,112039,旭東電気株式会社
〒535-0022,⼤阪府⼤阪市旭区新森６−２−１
2024-03-04
http://www.kyokuto-elec.co.jp
 
キ,112110,極東貿易株式会社
〒100-0004,東京都千代⽥区⼤⼿町２−２−１ 新⼤⼿町ビル７Ｆ
2026-05-17
https://www.kbk.co.jp
 
キ,221246,株式会社旭都鉄筋⼯業所
〒071-1511,北海道上川郡東神楽町北⼀条⻄４丁⽬２番２３号
2025-03-01
 
キ,121774,株式会社旭陽
〒581-0036,⼤阪府⼋尾市沼４−１−１
2024-06-02
 
キ,502019,旭洋株式会社



〒103-8262,東京都中央区⽇本橋本町１−１−１
2026-03-08
https://www.kyokuyo-pp.co.jp
 
キ,211774,株式会社旭洋建設
〒761-0113,⾹川県⾼松市屋島⻄町１９１７ー２
2023-07-27
 
キ,105314,旭陽電機株式会社
〒990-0056,⼭形県⼭形市錦町９−６
2024-10-24
http://www.kyokuyou-denki.co.jp
 
キ,112300,旭陽電気株式会社
〒407-0043,⼭梨県韮崎市神⼭町鍋⼭３００
2023-08-05
http://www.kyokuyo-e.co.jp/
 
キ,129294,極洋電機株式会社
〒550-0023,⼤阪市⻄区千代崎１−１９−１
2024-02-18
http://www.kyokuyoe.co.jp/
 
キ,500184,旭陽電気株式会社
〒812-0007,福岡県福岡市博多区東⽐恵３−１５−２７
2024-01-07
http://www.kyoku.co.jp
 
キ,231600,旭洋電気⼯事株式会社
〒830-0059,福岡県久留⽶市江⼾屋敷⼆丁⽬１７番３号
2026-01-24
 
キ,129470,株式会社旭光
〒374-0133,群⾺県⾢楽郡板倉町岩⽥８０８
2024-06-05
http://www.k-kyokko.co.jp
 
キ,106529,旭光精⼯株式会社
〒601-8205,京都府京都市南区久世殿城町８８
2025-01-21
http://www.kyokko-seiko.co.jp
 
キ,214771,株式会社紀洋
〒640-8422,和歌⼭県和歌⼭市松江東４丁⽬２番４５号
2023-06-13
 
キ,154045,共栄鋼材株式会社
〒483-8126,愛知県江南市⼩折本町栄２３４番地
2024-01-07
 
キ,150050,共英製鋼株式会社
〒530-0004,⼤阪府⼤阪市北区堂島浜１−４−１６ アクア堂島⻄館１８Ｆ
2025-08-24
 
キ,214162,紀陽建設株式会社



〒649-0111,和歌⼭県海南市下津町⽅６６１番地の３
2025-04-26
_
 
キ,212159,紀陽産業株式会社
〒550-0012,⼤阪府⼤阪市⻄区⽴売堀１ー９ー１５
2024-04-25
http:///www.kiyoh-ind.co.jp
 
キ,221208,株式会社協装
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀２丁⽬８番２号
2025-03-01
 
キ,104448,紀陽ダイキン空調株式会社
〒641-0036,和歌⼭市⻄浜８０３−１７
2025-07-08
http://vas.daikinaircon.com/kiyou/
 
キ,214318,株式会社清川硝⼦
〒525-0045,滋賀県草津市若草１ー４ー２
2025-08-02
 
キ,112253,清川メッキ⼯業株式会社
〒918-8515,福井市和⽥中１−４１４
2023-08-03
http://www.kiyokawa.co.jp
 
キ,102690,株式会社清国
〒326-0141,栃⽊県⾜利市⼩俣町２６９０−１
2024-07-12
http://www.kiyokuni.com
 
キ,127984,株式会社清国
〒326-0141,栃⽊県⾜利市⼩俣町２６９０−１
2025-08-01
http://www.kiyokuni.com
 
キ,102856,キヨタ株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦４−３−４
2025-10-28
http://www.kiyota-and.co.jp
 
キ,216140,清⽥軌道⼯業株式会社
〒530-0004,⼤阪府⼤阪市北区堂島浜１丁⽬４番４号
2025-03-12
http://kiyota-re.co.jp/
 
キ,212158,有限会社清⽥組
〒666-0236,兵庫県川辺郡猪名川町北⽥原字東⼭⽥２８番地
2024-04-25
 
キ,221199,株式会社清⽥⼯業
〒103-0004,東京都中央区東⽇本橋三丁⽬４番１４号
2025-03-01
https://www.kiyota.co.jp/



 
キ,217478,清⽥電機⼯業株式会社
〒167-0021,東京都杉並区井草１丁⽬５番１１号井草サマリヤマンション
2023-01-21
 
キ,505283,株式会社キヨタフーズ
〒470-3412,愛知県知多郡南知多町⼤字豊浜字東之浦１５９番地の１１
2022-09-19
https://kiyotafoods.com
 
キ,230144,株式会社キヨナガ
〒882-0035,宮崎県延岡市⽇の出町⼀丁⽬１０番地７
2025-05-31
http://kiyonaga.jp/
 
キ,221600,株式会社清永宇蔵商店
〒862-0976,熊本県熊本市中央区九品寺６丁⽬３番３６号
2025-04-01
https://kiyonaga.co.jp/
 
キ,120243,清⾳⾦属⼯業株式会社
〒578-0971,⼤阪府東⼤阪市鴻池本町１−２７
2023-08-07
http://www2.ocn.ne.jp/~kiyone/
 
キ,100480,清野鉸⼯業株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥６−３−２０
2025-12-13
 
キ,221317,株式会社清原硝⼦店
〒803-0841,福岡県北九州市⼩倉北区清⽔１丁⽬２ー７
2025-04-01
 
キ,218915,淸⾒⼯務店有限会社
〒337-0053,埼⽟県さいたま市⾒沼区⼤和⽥町２−１５８４
2024-01-12
 
キ,219212,株式会社清⾒フロア技研
〒564-0062,⼤阪府吹⽥市垂⽔町３−４−２７
2024-03-02
 
キ,225544,清村塗装⼯業株式会社
〒792-0011,愛媛県新居浜市⻄原町１丁⽬１番３８号
2025-06-01
 
キ,106335,清本鐵⼯株式会社
〒889-0595,宮崎県延岡市⼟々呂町６−１６３３
2024-08-27
http://www.kiyomoto.co.jp/
 
キ,217008,株式会社樹楽製作所
〒105-0004,東京都港区新橋５丁⽬１０番８号
2025-08-27
 
キ,215922,桐井電設⼯業株式会社



〒134-0015,東京都江⼾川区⻄瑞江５丁⽬４番９号
2025-01-22
https://kiriden.net/
 
キ,211866,有限会社桐⽣⾦物
〒410-0022,静岡県沼津市⼤岡１９７６ー５
2023-10-06
 
キ,220011,株式会社⽊⼒組
〒498-0017,愛知県弥富市前ケ須町勘助⾛５５番地１
2024-07-13
 
キ,124739,有限会社桐⽊⼯作所
〒882-0071,宮崎県延岡市天下町１２１３−６４５
2025-12-17
http://www.kiriki.jp/
 
キ,231287,きりしま創建株式会社
〒861-1201,熊本県菊池市泗⽔町吉富１９番地
2025-11-15
 
キ,222606,株式会社桐⽥商会
〒740-0012,⼭⼝県岩国市元町２−１−２
2024-01-01
 
キ,223091,株式会社キリハラ
〒920-0107,⽯川県⾦沢市⼆⽇市町ヘ１８１
2024-05-01
http://www.hokuriku.ne.jp/kirihara/
 
キ,220193,株式会社キリュー
〒454-0925,愛知県名古屋市中川区中須町４４
2024-08-31
 
キ,216469,有限会社気流
〒903-0504,沖縄県島尻郡⼋重瀬町字後原５８９番地５
2025-05-21
https://kiryu-duct.jp/
 
キ,215332,桐⽣畳店 桐⽣美弘（その他）
〒431-1414,静岡県浜松市北区三ヶ⽇町三ヶ⽇７８５ー１
2024-03-27
 
キ,105260,株式会社桐⽣明治
〒376-0013,群⾺県桐⽣市広沢町５−１１２２
2024-10-09
 
キ,123721,桐⽣鍍⾦有限会社
〒376-0002,群⾺県桐⽣市境野町７−１８６３−４
2025-03-17
 
キ,504350,株式会社キロコ電気
〒080-0053,北海道帯広市新町⻄９丁⽬２番地
2026-05-26
 



キ,502437,キロニー産業株式会社
〒136-0072,東京都江東区⼤島２−９−６
2023-08-30
http://www.kilony.com
 
キ,106944,キワ・アート・アンド・デザイン株式会社
〒113-0021,東京都⽂京区本駒込６−１５−１８ クリエイション六義園１Ｆ
2026-04-12
https://kaad.jp
 
キ,120728,株式会社紀和産業
〒431-0302,静岡県湖⻄市新居町新居１９８４−２
2023-12-24
http://www.team-kiwa.jp/
 
キ,215895,株式会社⾦英堂
〒169-0074,東京都新宿区北新宿１丁⽬１４番３号
2025-01-08
 
キ,502085,株式会社 近貨
〒556-0006,⼤阪府⼤阪市浪速区⽇本橋東３丁⽬１５番２３号 きんでん⽇本橋ビル５．６Ｆ
2025-07-28
http://www.kinka.jp/
 
キ,122008,株式会社キンキ
〒604-0932,京都市中京区寺町通⼆条下ル妙満寺前町４５０−３
2025-03-21
http://www.kinki-rubber.co.jp
 
キ,211834,株式会社キンキ
〒732-0816,広島県広島市南区⽐治⼭本町３ー２７
2023-09-08
 
キ,211991,株式会社キンキ
〒578-0984,⼤阪府東⼤阪市菱江２ー４ー１５
2024-01-20
http://www.kinki-2010.co.jp/company.html
 
キ,225066,近畿圧接株式会社
〒546-0003,⼤阪府⼤阪市東住吉区今川５ー７ー２６
2025-04-01
http://www.kinki-assetsu.co.jp
 
キ,211424,近畿医療設備株式会社
〒564-0053,⼤阪府吹⽥市江の⽊町９番９号
2025-11-04
 
キ,112849,近畿ガス株式会社
〒670-0064,兵庫県姫路市東夢前台２−１
2024-10-20
 
キ,223322,近畿基礎⼯事株式会社
〒550-0015,⼤阪府⼤阪市⻄区南堀江３ー１４ー１２
2024-07-01
http://www.kinkikiso.co.jp



 
キ,226873,近畿警備保障株式会社
〒700-0954,岡⼭県岡⼭市南区⽶倉９９ー１２
2023-07-01
http://kinki-c.co.jp/
 
キ,223247,近畿建⼯株式会社
〒555-0032,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区⼤和⽥４ー６ー４
2024-06-01
 
キ,105246,株式会社近畿システムサービス
〒550-0002,⼤阪府⼤阪市⻄区江⼾堀１−２１−３５ ザ・ファーストビルディング
2024-09-25
http://www.k-s-s.co.jp/
 
キ,103132,近畿軸受販売株式会社
〒553-0004,⼤阪府⼤阪市福島区⽟川４−１１−３１
2026-04-09
http://www.nsk-kinki.co.jp
 
キ,105539,株式会社近畿精機製作所
〒574-0077,⼤阪府⼤東市三箇４−１９−２１
2025-04-25
https://kinkiseiki.jimdo.com/
 
キ,214730,近畿地⽔株式会社
〒527-0173,滋賀県東近江市上岸本町１１８０番地
2026-05-23
https://kinkichisui.co.jp/
 
キ,224369,キンキテック株式会社
〒577-0061,⼤阪府東⼤阪市森河内⻄１丁⽬１番７号
2025-04-01
_
 
キ,112423,近畿電機株式会社
〒461-0001,名古屋市東区泉２−２９−６
2024-09-04
http://www.kinkidenki.co.jp/
 
キ,504127,近畿電機株式会社
〒594-0073,⼤阪府和泉市府中町４丁⽬２番８号
2024-10-22
http://www.kinkidenki.com/
 
キ,227271,近畿⽣コンクリート圧送協同組合（その他）
〒550-0005,⼤阪府⼤阪市⻄区⻄本町２丁⽬３番６号
2023-12-21
https://www.kinatsukyou.com/
 
キ,122090,株式会社近畿分析センター
〒520-0835,滋賀県⼤津市別保１−１５−４
2024-11-16
https://www.kbc-em.co.jp
 



キ,102432,近畿防災株式会社
〒534-0013,⼤阪府⼤阪市都島区内代町３−８−６
2025-03-08
http://kinki-bosai.co.jp/
 
キ,120864,近畿螺旋⼯業株式会社
〒559-0011,⼤阪市住之江区北加賀屋４−７−２４
2024-02-14
http://www.kinkirasen.com
 
キ,502213,株式会社キングコーポレーション
〒460-0002,愛知県名古屋市中区丸の内三丁⽬７番２３号
2026-02-28
http://www.king-corp.co.jp/
 
キ,502715,株式会社キングサム
〒104-0045,東京都中央区築地６−１−９ ⾨跡⽊村ビル４Ｆ
2024-08-22
http://www.kingsum.jp
 
キ,112366,キングパーツ株式会社
〒720-0002,広島県福⼭市御幸町下岩成８７９−１
2024-03-02
http://www.kingparts.co.jp
 
キ,212931,有限会社キングラム
〒680-0804,⿃取県⿃取市⽥島４５１
2025-11-27
 
キ,502023,株式会社近計システム
〒559-0031,⼤阪府⼤阪市住之江区南港東８−２−６１
2024-06-12
https://www.kinkei.co.jp/
 
キ,217331,株式会社錦江
〒653-0802,兵庫県神⼾市⻑⽥区重池町２丁⽬３番９号
2025-11-19
 
キ,122103,有限会社欣広電機
〒143-0012,東京都⼤⽥区⼤森東１−７−１０
2025-10-29
 
キ,122177,⾦座商事株式会社
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋４−６−９ ロックフィールドビル
2022-06-19
http://kinza.co.jp
 
キ,104468,株式会社キンジョウ
〒530-0001,⼤阪市北区梅⽥１−１１−４−１１００
2025-07-19
http://www.kinjyo.co.jp
 
キ,106855,株式会社キンジョウケミカル
〒101-0043,東京都千代⽥区神⽥富⼭町２４
2026-01-13



 
キ,102480,錦城護謨株式会社
〒581-0068,⼤阪府⼋尾市跡部北の町１−４−２５
2024-01-25
http://www.kinjogomu.jp
 
キ,219493,合資会社⾦城商会
〒900-0032,沖縄県那覇市松⼭２丁⽬２９ー８
2024-03-23
 
キ,215022,⾦城重機株式会社
〒901-2406,沖縄県中頭郡中城村字当間５７４−８
2023-09-26
 
キ,112403,株式会社⾦城螺⼦製作所
〒467-0879,名古屋市瑞穂区平郷町１−１７
2024-09-01
http://www.kinjyorashi.co.jp
 
キ,212450,株式会社⾦星堂
〒511-0836,三重県桑名市⼤字江場４８１番地
2025-01-30
https://www.kinseido.co.jp/
 
キ,504257,キンセイマテック株式会社
〒541-0046,⼤阪府⼤阪市中央区平野町２丁⽬３番７号
2025-05-31
https://www.kinseimatec.co.jp/
 
キ,211467,株式会社近創
〒545-0052,⼤阪府⼤阪市阿倍野区阿倍野筋１丁⽬５番１号
2025-12-08
http://www.kinsou.com
 
キ,212161,株式会社きんそく
〒601-8134,京都府京都市南区上⿃⽻⼤溝６番地
2024-05-09
http://www.kinsoku.com
 
キ,217200,株式会社きんそく建築測量
〒601-8135,京都府京都市南区上⿃⽻⽯橋町２０７番地
2025-10-08
 
キ,112424,⾦属技研株式会社
〒164-8721,東京都中野区本町１−３２−２ ハーモニータワー２７階
2024-07-03
https://www.kinzoku.co.jp/index.html
 
キ,221595,株式会社⾦太
〒921-8042,⽯川県⾦沢市泉本町５丁⽬６１番地
2025-04-01
https://www.kk-kinta.co.jp/
 
キ,112028,株式会社近代⼯房
〒324-0036,栃⽊県⼤⽥原市下⽯上１６０３



2024-09-04
http://www.kindaikobo.com
 
キ,105198,近代コンピュータサービス株式会社
〒460-0008,愛知県名古屋市中区栄１−２４−２５
2024-07-31
https://www.kindaics.co.jp
 
キ,213643,株式会社近代造型社
〒135-0004,東京都江東区森下４ー１１ー１０
2024-03-24
 
キ,213315,⾦⽥⼀板⾦⼯業有限会社
〒031-0833,⻘森県⼋⼾市⼤字⼤久保字⻄ノ平２５−５５５
2020-07-08
 
キ,216169,近鉄造園⼟⽊株式会社
〒542-0012,⼤阪府⼤阪市中央区⾕町９丁⽬５番２４号
2025-03-19
https://kintetsu-zd.co.jp/
 
キ,502035,株式会社きんでん
〒531-8550,⼤阪府⼤阪市北区本庄東２丁⽬３番４１号
2025-02-20
www.kinden.co.jp
 
キ,228645,きんでん関⻄サービス株式会社
〒537-0024,⼤阪府⼤阪市東成区東⼩橋１ー１３ー１３
2024-11-16
http://www.kinden-kansai.co.jp
 
キ,504489,きんでんサービス株式会社
〒556-0006,⼤阪府⼤阪市浪速区⽇本橋東３丁⽬１５番２３号（きんでん⽇本橋ビル４Ｆ）
2024-11-13
http://kinden-service.com/
 
キ,213952,きんでん中部サービス株式会社
〒453-0042,愛知県名古屋市中村区⼤秋町１丁⽬２０番地
2024-12-22
https://www.kinden-nsv.jp/
 
キ,229103,きんでん東京サービス株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥７丁⽬１番１号
2025-06-06
https://www.kinden-ts.co.jp/
 
キ,213891,きんでん⻄⽇本サービス株式会社
〒733-0011,広島県広島市⻄区横川町２丁⽬１３番５号
2024-11-10
https://www.kinden-ns.co.jp
 
キ,125756,株式会社キントラ
〒959-1273,新潟県燕市杉名７９８
2023-08-31
http://www.kintora.co.jp



 
キ,120651,株式会社キンポーメルテック
〒395-0155,⻑野県飯⽥市三⽇市場２１１１
2023-11-21
http://www.kimpou.jp/
 
キ,112472,⾦邦化成株式会社
〒401-0304,⼭梨県南都留郡富⼠河⼝湖町河⼝５７７−１
2024-06-15
http://www.kinpoh.co.jp
 
キ,221562,キンヤ⾦物株式会社
〒411-0912,静岡県駿東郡清⽔町卸団地６３
2025-04-01
https://www.kinya-net.co.jp
 
キ,112008,株式会社⾦陽社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１−２−２ アートヴィレッジ⼤崎セントラルタワー６Ｆ
2024-08-25
https://www.kinyo-j.co.jp
 
キ,230545,近和電業株式会社
〒420-0823,静岡県静岡市葵区春⽇⼆丁⽬４番２２号
2025-07-26
https://kinwa.jp
 
ギ,503926,ギーゼッケ アンド デブリエント株式会社
〒105-6413,東京都港区虎ノ⾨⼀丁⽬１７番１号 虎ノ⾨ヒルズ ビジネスタワー１３階
2024-02-16
https://www.gi-de.com/en/
 
ギ,122024,岐垣鋼業株式会社
〒503-0945,岐⾩県⼤垣市浅⻄３−４３−１
2025-01-18
 
ギ,125998,ギガフォトン株式会社
〒323-8558,栃⽊県⼩⼭市横倉新⽥４００
2023-11-09
http://www.gigaphoton.com
 
ギ,106366,ギグワークスアドバリュー株式会社
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨２−１０−１ 虎ノ⾨ツインビルディング東棟１０Ｆ
2024-10-11
https://www.gig.co.jp
 
ギ,111573,ギグワークスクロスアイティ株式会社
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨２−１０−１ 虎ノ⾨ツインビルディング東棟１０階
2024-12-15
https://gigxit.co.jp/
 
ギ,216760,株式会社技遣
〒220-0061,神奈川県横浜市⻄区久保町２ー２６ルートワン⻄横浜
2025-06-25
https://giken.yokohama/
 



ギ,112345,技研科学株式会社
〒352-0005,埼⽟県新座市中野２−２−２５
2023-09-24
http://www.gikenkagaku.co.jp/
 
ギ,102978,技研⼯業株式会社
〒490-1107,愛知県あま市森３−１−２
2026-01-28
http://giken-kogyo.com
 
ギ,122264,株式会社技研⼯業
〒111-0055,東京都台東区三筋１−１２−８
2026-03-07
http://www.giken-industry.co.jp/
 
ギ,214113,株式会社技研⼯業
〒761-8081,⾹川県⾼松市成合町６７９ー１
2025-04-05
 
ギ,223783,技研興業株式会社
〒101-0042,東京都千代⽥区神⽥東松下町１７番地
2024-11-01
http://www.gikenko.co.jp
 
ギ,226370,株式会社技建⼯業
〒982-0011,宮城県仙台市太⽩区⻑町５丁⽬９番１０号
2026-02-01
 
ギ,223494,技建⼯務株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿２ー１３ー１２
2024-08-01
http://www.gikenkohmu.jp
 
ギ,230562,技研サービス株式会社
〒533-0033,⼤阪府⼤阪市東淀川区東中島⼀丁⽬９番７号
2025-07-26
https://www.giken-service.co.jp
 
ギ,120443,技研精機株式会社
〒174-0051,東京都板橋区⼩⾖沢４−１８−１９
2023-09-25
http://www.giken-sk.co.jp/
 
ギ,214971,株式会社技研施⼯
〒781-5195,⾼知県⾼知市布師⽥３９４８番地１
2023-09-05
http://www.gikenseko.co.jp
 
ギ,219664,株式会社技研設計事務所
〒160-0017,東京都新宿区左⾨町１４番地１７号
2024-04-27
 
ギ,219200,有限会社技建テクノス
〒914-0121,福井県敦賀市野神１２−５０
2024-03-02



http://giken-technos.jp/
 
ギ,122710,技研電⼦株式会社
〒541-0041,⼤阪市中央区北浜４−７−１９ 住友ビル３号館
2024-10-29
http://www.gikendenshi.co.jp/
 
ギ,103055,株式会社技巧舎
〒250-0866,神奈川県⼩⽥原市中曽根２２９
2026-02-26
http://kkgikousha.wixsite.com/kkgikoushahp
 
ギ,129834,技術翻訳株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川２−１−３ ＣＯＳＭＹ新川３階
2025-03-18
http://www.tratech.co.jp/
 
ギ,217813,株式会社ギスト
〒593-8327,⼤阪府堺市⻄区鳳中町３ー６２ー２９
2026-06-23
 
ギ,503259,株式会社ギデオン
〒223-0056,神奈川県横浜市港北区新吉⽥町３４４８−４
2024-10-15
http://www.gideon.co.jp/
 
ギ,230602,株式会社技電
〒625-0021,京都府舞鶴市字安岡１０６５番地
2025-08-02
 
ギ,228276,岐⾩アルコ株式会社
〒505-0041,岐⾩県美濃加茂市太⽥町１９３６番地２
2024-07-11
 
ギ,225119,岐⾩⼯業株式会社
〒501-0304,岐⾩県瑞穂市⽥之上８１１番地
2025-05-01
https://www.gifukogyo.co.jp/
 
ギ,112420,岐⾩商事株式会社
〒500-5441,岐⾩市城東通２−４９
2024-04-05
http://www.gifushoji.co.jp
 
ギ,129898,岐⾩信号施設株式会社
〒501-2566,岐⾩県岐⾩市福富天神前３４５
2025-04-07
http://www.gifu-ss.co.jp
 
ギ,211768,株式会社岐⾩造園
〒500-8268,岐⾩県岐⾩市茜部菱野４丁⽬７９番地の１
2026-07-21
https://www.gifu-zohen.co.jp
 
ギ,230708,有限会社岐⾩⽻島電気



〒501-6254,岐⾩県⽻島市福寿町本郷⼆丁⽬１２２番地
2025-08-09
 
ギ,218945,岐⾩舗道株式会社
〒507-0041,岐⾩県多治⾒市太平町六丁⽬１０６番地
2024-01-19
 
ギ,104299,有限会社⾏政広報社
〒151-0063,東京都渋⾕区富ヶ⾕１−４４−８ ⾼橋ビル６０３号
2025-02-16
https://www.gyoseikoho.jp/
 
ギ,112258,⾏政システム九州株式会社
〒812-0007,福岡市博多区東⽐恵３−１−２
2023-08-26
https://www.gyoseiq.co.jp/
 
ギ,210563,株式会社⾏⽥建築測量
〒114-0023,東京都北区滝野川７丁⽬３３番１３号
2024-09-25
https://gyouda-sokuryou.jp/
 
ギ,122141,株式会社業電社
〒310-0845,茨城県⽔⼾市吉沢町２０３−１
2025-09-05
http://www.gyoden.co.jp
 
ギ,227013,株式会社⾏徳タイル
〒272-0123,千葉県市川市幸１ー３ー１９
2023-09-01
 
ギ,128864,岐陽電⼦株式会社
〒501-6004,岐⾩県⽻島郡岐南町野中４−７０
2026-03-10
https://giyou.com/
 
ギ,127486,有限会社銀河デンキ
〒814-0155,福岡市城南区東油⼭４−１３−３７
2024-10-31
 
ギ,100450,銀扇産業株式会社
〒920-0025,⽯川県⾦沢市駅⻄本町２−１０−２３
2025-12-08
https://www.gin-sen.co.jp
 
ギ,100443,銀扇福井株式会社
〒918-8104,福井県福井市板垣４−７１５
2025-12-07
http://www.gin-sen.co.jp/
 
ク,102338,クーリード株式会社
〒102-0071,東京都千代⽥区富⼠⾒１−６−１ フジビュータワー飯⽥橋９０５
2025-02-21
http://www.coolied.co.jp
 



ク,106918,株式会社クア・ソリューション
〒939-2744,富⼭県富⼭市婦中町地⾓５９６
2026-03-14
https://quasolution.jp
 
ク,105063,クアーズテック販売株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎２−１１−１ ⼤崎ウィズタワー
2024-05-16
 
ク,226271,有限会社クイック
〒190-1232,東京都⻄多摩郡瑞穂町⻑岡⼀丁⽬５番地７
2025-12-01
 
ク,500017,株式会社クイックス
〒448-0025,愛知県刈⾕市幸町⼆丁⽬２番地
2023-07-12
https://www.kwix.co.jp
 
ク,102245,有限会社空間アートシール
〒861-8043,熊本県熊本市東区⼾島⻄２−３−８０
2025-01-29
http://www.art-seal.co.jp/
 
ク,217363,クウケン株式会社
〒556-0022,⼤阪府⼤阪市浪速区桜川４丁⽬８番１号
2025-12-03
http://kuuken.co.jp/
 
ク,104605,空研⼯業株式会社
〒810-0051,福岡県福岡市中央区⼤濠公園２−３９
2025-11-25
http://www.kuken.com
 
ク,219804,空調企業株式会社
〒980-0811,宮城県仙台市⻘葉区⼀番町３−７−１電⼒ビル別館５階
2024-06-01
http://www.ace-cl.jp/
 
ク,219895,有限会社空調技研
〒168-0064,東京都杉並区永福１丁⽬７番８号
2024-06-22
 
ク,219571,空調技⼯株式会社
〒982-0848,宮城県仙台市太⽩区萩ケ丘２１−１５
2024-04-13
 
ク,230576,株式会社空調サービス
〒322-0026,栃⽊県⿅沼市茂呂６４番地１
2025-08-02
https://kucho-service.com
 
ク,231932,株式会社空⼒舎
〒232-0031,神奈川県横浜市南区永楽町⼀丁⽬９番地１
2026-04-25
 



ク,120088,株式会社クエスト
〒105-0023,東京都港区芝浦１−１２−３
2023-07-18
http://www.quest.co.jp
 
ク,220148,株式会社クエスト
〒111-0053,東京都台東区浅草橋４丁⽬１１番１号モンシェルビル２Ｆ
2024-08-10
https://www.kk-quest.co.jp/
 
ク,103949,ＱｕＥＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｐｔｅ．Ｌｔｄ．
〒000-0000,シンガポール共和国０３８９８７，＃７テクマセク・ブルバード、＃０９−０４サンテックタワーワン
2024-09-07
https://quest-global.jp
 
ク,504286,クエスト・グローバル・ジャパン株式会社
〒108-0073,東京都港区三⽥⼀丁⽬４番２８号
2025-09-13
 
ク,123974,株式会社クエリー
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町１−１１−２ 神⽥⾵源ビル８Ｆ
2025-06-16
http://www.query.jp/
 
ク,211150,クォーターバックプランニング株式会社
〒525-0057,滋賀県草津市桜ケ丘⼀丁⽬３番２号
2025-05-20
 
ク,215187,株式会社クォードコーポレーション
〒919-0321,福井県福井市下河北町第１１号１３番地
2024-01-30
 
ク,219713,株式会社クォリティー
〒134-0086,東京都江⼾川区臨海町６−３−９
2024-05-11
 
ク,503462,株式会社クォンタムジャンプ
〒102-0082,東京都千代⽥区⼀番町８−１５⼀番町ＭＹビル４階
2025-08-17
http://www.quantumjump.jp/index.html
 
ク,504289,株式会社クオラス
〒141-6007,東京都品川区⼤崎２−１−１
2025-10-11
http://www.quaras.co.jp
 
ク,100154,株式会社クオリアル
〒541-0053,⼤阪府⼤阪市中央区本町４−７−４ 本町グラマシー７Ｆ
2025-08-05
http://www.qualihal.com
 
ク,503432,クオリカ株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿８−１７−１ 住友不動産新宿グランドタワー２３Ｆ
2025-07-15
http://www.qualica.co.jp/index.html



 
ク,105727,クオリタウ・ジャパン株式会社
〒110-0005,東京都台東区上野１−１２−６
2022-11-05
http://www.qualitau.co.jp
 
ク,100266,有限会社クオリティソフト
〒745-0652,⼭⼝県周南市⼤字⼤河内２１４０−３９
2025-09-06
 
ク,231432,株式会社Ｑｕａｌｉｔｙ Ｔｅｃｈｎｏｓ
〒803-0853,福岡県北九州市⼩倉北区⾼尾⼆丁⽬３番３７号
2025-12-13
https://qtec.jp
 
ク,100780,株式会社クオン電⼦
〒399-0035,⻑野県松本市村井町北１−４−４
2026-06-16
http://www.kuon-e.co.jp
 
ク,229554,有限会社久⾙ポンプ
〒121-0061,東京都⾜⽴区花畑６−３２−９
2023-03-05
 
ク,215248,有限会社久賀塗装⼯業
〒801-0851,福岡県北九州市⾨司区東本町１ー６ー６
2024-02-27
 
ク,102220,国上精機⼯業株式会社
〒231-0015,横浜市中区尾上町２−２７ ⼤洋建設関内ビル８Ｆ
2023-09-28
 
ク,222045,株式会社クギン
〒486-0963,愛知県春⽇井市春⽇井町字黒鉾９ー１４
2025-12-01
http://www.kugin.co.jp
 
ク,210405,クサカ建設株式会社
〒660-0076,兵庫県尼崎市⼤島３丁⽬３０番５号
2024-07-03
 
ク,126597,クサカ商事株式会社
〒921-8027,⽯川県⾦沢市神⽥２−９−５
2024-02-15
http://www2.odn.ne.jp/~cat15110/
 
ク,503792,⽇下部機械株式会社
〒561-0872,⼤阪府豊中市寺内１丁⽬２番２号
2023-06-09
https://kusakabe-kikai.jp/
 
ク,218561,有限会社⽇下部製作所
〒274-0061,千葉県船橋市古和釜町５８４ー６
2023-10-27
 



ク,229627,草苅⽊⼯株式会社
〒305-0062,茨城県つくば市⾚塚４４２ー１
2026-03-31
http://www.kusakari.jp/
 
ク,105945,有限会社⽇下レアメタル研究所
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨２−３−１５
2026-06-15
http://www.kc-kusaka.co.jp
 
ク,221537,草川塗装株式会社
〒514-2305,三重県津市安濃町清⽔１１２番地２４
2025-04-01
 
ク,220592,株式会社クサガヤ測器
〒338-0813,埼⽟県さいたま市桜区⼤字在家２２番地３１
2024-12-27
 
ク,227115,株式会社草川製作所
〒519-0135,三重県⻲⼭市三寺町７６５番地
2023-10-01
 
ク,112332,草津電機株式会社
〒525-8501,滋賀県草津市東草津２−３−３８
2023-11-02
http://www.kusatsu.jp
 
ク,100352,株式会社⽇柳製作所
〒744-0002,⼭⼝県下松市⼤字東豊井８９８−６
2025-09-28
http://e-kusanagi.jp/
 
ク,128944,株式会社草薙製作所
〒512-8064,四⽇市市伊坂町１６３３−１０
2026-05-12
 
ク,217015,株式会社クサノ
〒176-0013,東京都練⾺区豊⽟中２ー２２ー１
2024-04-01
http://www.kk-kusano.co.jp
 
ク,228231,株式会社草野
〒812-0006,福岡県福岡市博多区上牟⽥１丁⽬２１番６号
2024-06-29
 
ク,217737,草野鳶⼯業株式会社
〒979-0603,福島県双葉郡楢葉町⼤字井出字上ノ原６３番地の１
2026-05-19
 
ク,215744,株式会社草間ガス圧接⼯業
〒134-0087,東京都江⼾川区東葛⻄４−３１−２４
2024-11-13
 
ク,225586,有限会社草間電気
〒263-0002,千葉県千葉市稲⽑区⼭王町１２７ー１３



2025-06-01
 
ク,211807,九櫻設備⼯業株式会社
〒558-0054,⼤阪府⼤阪市住吉区帝塚⼭東４丁⽬６−９
2023-08-19
http://www.kuzakura.co.jp
 
ク,216468,久志建設株式会社
〒246-0023,神奈川県横浜市瀬⾕区阿久和東４−１−２
2022-05-21
 
ク,216926,クシダ⼯業株式会社
〒370-0042,群⾺県⾼崎市⾙沢町甲９６５番地
2025-07-23
https://kushida.co.jp/
 
ク,211317,玖島産業株式会社
〒550-0011,⼤阪府⼤阪市⻄区阿波座１ー１１ー８サンロイヤル⻄本町ビル
2025-08-02
 
ク,231764,株式会社久島電気⼯事
〒252-0211,神奈川県相模原市中央区宮下本町三丁⽬３６番１４−２号
2026-03-14
https://kushimadenki.hp-jasic.jp/
 
ク,225165,株式会社釧路鉄筋⼯業所
〒088-0613,北海道釧路郡釧路町若葉１丁⽬３番地
2025-05-01
 
ク,504284,有限会社 久慈管⼯
〒319-1221,茨城県⽇⽴市⼤みか町４丁⽬３０番１７号
2025-09-09
http://www.kuji-kanko.com/
 
ク,229876,株式会社久慈建築設計事務所
〒162-0801,東京都新宿区⼭吹町３３６ー１
2023-07-28
http://kujisekkei.co.jp/index.htm
 
ク,210114,有限会社久慈⼯務店
〒252-0203,神奈川県相模原市中央区東淵野辺４丁⽬１６番６号
2023-12-25
 
ク,225807,株式会社久慈重機
〒053-0052,北海道苫⼩牧市新開町２丁⽬６番４号
2025-08-01
http://www.kuji-juki.com
 
ク,224321,鯨岡⽯材株式会社
〒143-0024,東京都⼤⽥区中央３丁⽬７番９号
2025-03-01
http://kujiraoka-stone.jp/
 
ク,112840,株式会社クスノキケミコ
〒510-0013,四⽇市市富⼠町８−３



2024-09-29
 
ク,224657,株式会社楠⼯務店
〒168-0063,東京都杉並区和泉４丁⽬１６番１５号
2025-04-01
_
 
ク,122034,楠精器株式会社
〒517-0045,三重県⿃⽻市船津町１３７１−１５
2025-01-19
http://www.kusunoki-seiki.co.jp/
 
ク,101584,楠原興運株式会社
〒230-0036,神奈川県横浜市鶴⾒区浜町１−６−９
2024-08-09
 
ク,112286,株式会社楠⾒製作所
〒223-0057,横浜市港北区新⽻町１７８１−１９
2023-07-23
 
ク,126878,楠本化成株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１−１１−１３
2024-05-26
http://www.kusumoto.co.jp/
 
ク,214301,株式会社楠本⼯務店
〒636-0811,奈良県⽣駒郡三郷町勢野東６丁⽬１４番２４号
2025-07-26
https://www.kusumoto-k.jp/
 
ク,210439,株式会社クズハ
〒811-2317,福岡県糟屋郡粕屋町⻑者原東４丁⽬４番１号
2024-07-22
http://www.kuzuha.co.jp/
 
ク,106769,有限会社クズハラゴム
〒446-0045,愛知県安城市横⼭町⼤⼭⽥中９３−８
2025-09-20
http://www.kuzuharagomu.co.jp
 
ク,106631,クズミ電⼦⼯業株式会社
〒251-0016,神奈川県藤沢市弥勒寺１０９−１
2025-04-14
https://www.kuzumi-denshi.co.jp/
 
ク,126261,株式会社久世ベローズ⼯業所
〒929-0343,⽯川県河北郡津幡町字南中条リ７４−１
2023-11-22
http://www.kuze.com/
 
ク,220777,株式会社躯体企画
〒761-8051,⾹川県⾼松市⻄春⽇町１１４２番地４
2025-03-01
 
ク,225719,有限会社クダマツ



〒135-0062,東京都江東区東雲⼀丁⽬９番１８ー１１０１号
2025-07-01
 
ク,226085,株式会社くちき
〒880-2101,宮崎県宮崎市⼤字跡江３８６番地４
2025-10-01
https://www.kuchiki.co.jp/
 
ク,505419,株式会社沓掛⼯業
〒386-1105,⻑野県上⽥市吉⽥２８９番地１
2023-06-22
http://www.kutsukake-kogyo.jp/
 
ク,231087,株式会社クドウ
〒061-3241,北海道⽯狩市新港⻄三丁⽬７６５番地３
2025-10-18
https://kudo-prefab-pipe.com/
 
ク,213831,株式会社⼯藤組
〒005-0022,北海道札幌市南区真駒内柏丘１１丁⽬１ー７８
2024-09-08
 
ク,215601,有限会社⼯藤建設興業
〒779-3205,徳島県名⻄郡⽯井町⾼原字東⾼原１１１番地１
2024-09-25
 
ク,211193,有限会社⼯藤建装
〒438-0075,静岡県磐⽥市天⻯１０４−１
2025-06-04
https://kudokenso.com/
 
ク,216908,株式会社⼯藤興業
〒253-0102,神奈川県⾼座郡寒川町⼩動７４９番地２
2025-07-23
 
ク,224823,有限会社⼯藤⼯務店
〒018-1856,秋⽥県南秋⽥郡五城⽬町富津内下⼭内字⾼⽥１４９ー３
2025-04-01
_
 
ク,211712,株式会社クドウサービス
〒537-0025,⼤阪府⼤阪市東成区中道４丁⽬２番１３号
2023-06-20
 
ク,210450,株式会社⼯藤左官⼯業
〒038-0042,⻘森県⻘森市新城字平岡１６０ー１８
2024-07-29
 
ク,230375,有限会社⼯藤左官⼯業所
〒028-0001,岩⼿県久慈市夏井町閉伊⼝第２地割５８番地の１
2025-07-12
 
ク,224486,⼯藤産業株式会社
〒805-0061,福岡県北九州市⼋幡東区⻄本町１丁⽬５番１１号
2025-04-01



 
ク,112026,株式会社⼯藤スプリング
〒142-0062,東京都品川区⼩⼭５−７−１５
2024-05-29
http://www.kudo-spring.co.jp/
 
ク,218889,⼯藤整備株式会社
〒135-0041,東京都江東区冬⽊２３ー４ＰＣビル
2024-01-12
 
ク,227380,有限会社⼯藤設備
〒040-0041,北海道函館市栄町１６−２３
2021-02-09
 
ク,129872,⼯藤電機株式会社
〒982-0034,宮城県仙台市太⽩区⻄多賀３−１−５
2025-03-30
http://www.kudo-denki.co.jp/
 
ク,227598,⼯藤電気⼯事株式会社
〒018-2401,秋⽥県⼭本郡三種町鵜川字昼根下６７番地１
2024-03-09
 
ク,220936,有限会社⼯藤電⼯
〒144-0044,東京都⼤⽥区本⽻⽥⼀丁⽬５番１１号
2025-03-29
 
ク,228371,株式会社クニ
〒132-0021,東京都江⼾川区中央３ー７ー１０
2024-08-10
 
ク,214023,国井興業株式会社
〒360-0802,埼⽟県熊⾕市下奈良字中妻７７０ー１
2025-02-23
http://www.kuniicogyo.co.jp/
 
ク,211387,株式会社國井⼯務店
〒169-0074,東京都新宿区北新宿４丁⽬２５番３号
2025-10-07
 
ク,112361,有限会社国井電⼦硝⼦部品加⼯所
〒212-0024,川崎市幸区塚越１−６０−７９
2024-02-17
 
ク,214400,株式会社國井内装
〒222-0026,神奈川県横浜市港北区篠原町１０７４番地１０５
2025-10-04
 
ク,105473,株式会社クニエ
〒100-8101,東京都千代⽥区⼤⼿町２−３−２ ⼤⼿町プレイスイーストタワー１１Ｆ
2025-03-06
https://www.qunie.com/company/profile/
 
ク,104620,株式会社國枝マーク製作所
〒272-0126,千葉県市川市千⿃町１１



2025-12-21
 
ク,215914,有限会社Ｋｕｎｉｏｋａーｅｌｅ
〒277-0831,千葉県柏市根⼾４８３番地４４
2025-01-22
http://kunioka-ele.co.jp/
 
ク,128147,クニオ商産株式会社
〒430-0825,静岡県浜松市南区下江町６３４
2025-08-27
http://www.kunio.jp/
 
ク,222240,株式会社國上⼯務店
〒063-0837,北海道札幌市⻄区発寒⼗七条４丁⽬１番４５号
2023-09-01
 
ク,214573,有限会社國建
〒990-0884,⼭形県⼭形市⼤字鮨洗８５８
2026-02-14
 
ク,221158,国重⼯業株式会社
〒360-0802,埼⽟県熊⾕市下奈良６４９ー１
2025-03-01
 
ク,103032,国⽴プレス株式会社
〒196-0003,東京都昭島市松原町２−１１−２
2026-02-17
http://www.kunitachi-press.co.jp/
 
ク,214684,國富株式会社
〒737-0822,広島県呉市築地町６番１号
2026-04-18
http://www.kunitomi-div.com
 
ク,505106,株式会社クニナリ
〒876-1101,⼤分県佐伯市⼤字狩⽣２１０７番地
2024-07-31
http://www.kuninari.co.jp
 
ク,100449,株式会社国宏技研
〒183-0057,東京都府中市晴⾒町２−１６−３１ 萩原ビル３階
2025-12-08
 
ク,231765,国広⼯業株式会社
〒811-1365,福岡県福岡市南区⽫⼭⼀丁⽬８番５号
2026-03-14
 
ク,218843,株式会社国⾒重機⼯業
〒476-0002,愛知県東海市名和町⼀番割下２０−１
2023-12-22
 
ク,228192,株式会社国⾒総合計画
〒984-0063,宮城県仙台市若林区⽯名坂１０番地の１ー９１５
2024-06-21
 



ク,112268,国光カーボン⼯業株式会社
〒519-0321,三重県鈴⿅市深溝町１１８９−１０
2023-08-26
http://www.kunimitsu-carbon.com
 
ク,112137,国光スプリング⼯業株式会社
〒485-0802,愛知県⼩牧市⼤草２０３６−４
2025-03-30
http://www.kunimitsu.co.jp
 
ク,102510,株式会社國光製作所
〒350-1131,埼⽟県川越市岸町２−６−４
2024-02-05
 
ク,125683,株式会社国⾒メディアデバイス
〒969-1771,福島県伊達郡国⾒町⼤字⼭崎字北町⽥３
2023-07-25
http://www.kunimi-media.jp/
 
ク,122150,株式会社国本精機
〒243-0213,神奈川県厚⽊市飯⼭２４９０−１
2025-04-10
http://kunimotoseiki.co.jp
 
ク,112485,株式会社国盛化学
〒467-0827,名古屋市瑞穂区下坂町２−３６
2024-05-26
http://www.stertec.co.jp/~kunimori/
 
ク,105741,クノールブレムゼステアリングシステムジャパン株式会社
〒355-0812,埼⽟県⽐企郡滑川町都２５−１０
2025-11-20
http://www.knorr-bremse.com
 
ク,106147,クノールブレムゼ鉄道システムジャパン株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿６−１０−１ ⽇⼟地⻄新宿ビル７階
2024-02-04
http://www.knorr-bremse.com
 
ク,502305,久野⾦属⼯業株式会社
〒479-0002,愛知県名古屋市緑区野末町２０１番地
2026-03-22
https://www.kunokin.com
 
ク,220123,株式会社⼯野建設
〒814-0171,福岡県福岡市早良区野芥４−４６−２
2024-08-03
https://www.kunokensetsu.jp/
 
ク,122104,久野産業株式会社
〒542-0082,⼤阪市中央区島之内２−１０−２７
2025-06-22
http://www.kuno1919.com
 
ク,221708,クノマサ株式会社



〒457-0822,愛知県名古屋市南区浜⽥町４丁⽬１２番地
2025-06-01
http://www.kunomasa.co.jp/
 
ク,122218,久原鋲螺株式会社
〒601-8315,京都市南区吉祥院⾞道町１７
2026-05-23
https://kuhara-byora.co.jp
 
ク,120812,有限会社久保
〒959-1323,新潟県加茂市都ヶ丘１−４０
2024-01-31
 
ク,230109,株式会社久保技建
〒892-0871,⿅児島県⿅児島市吉野町２１１９番地１
2025-05-24
 
ク,224229,有限会社久保組
〒311-2204,茨城県⿅嶋市荒井３５２ー２
2025-03-01
 
ク,218584,株式会社久保建設
〒679-4132,兵庫県たつの市誉⽥町福⽥２７
2023-11-04
 
ク,218877,有限会社久保建設
〒761-0443,⾹川県⾼松市川島東町１７６７ー７
2024-01-12
 
ク,129433,株式会社久保⼯業
〒144-0033,東京都⼤⽥区東糀⾕３−１６−１４
2024-04-30
 
ク,212609,株式会社久保⼯業
〒178-0064,東京都練⾺区南⼤泉４ー３２ー３０
2025-05-08
http://www.kubokougyo.com
 
ク,218671,株式会社久保⼯務店
〒890-0051,⿅児島県⿅児島市⾼麗町３７番２１号
2023-12-01
http://www.kubokomuten.co.jp
 
ク,224274,株式会社久保⼯務店
〒929-1415,⽯川県⽻咋郡宝達志⽔町敷浪壱，５１番地１
2025-03-01
 
ク,102275,株式会社久保製作所
〒332-0032,埼⽟県川⼝市中⻘⽊１−７−４
2025-02-13
 
ク,223366,久保誠電気興業株式会社
〒940-0016,新潟県⻑岡市宝１ー１ー１
2024-07-01
http://www.kubosei.co.jp



 
ク,229685,株式会社久保設備
〒320-0865,栃⽊県宇都宮市睦町１０番１５号
2026-04-28
https://kubosetsubi1974.com/
 
ク,216067,クボタ株式会社
〒359-1106,埼⽟県所沢市東狭⼭ケ丘１−６８−２５クレアメゾン狭⼭ケ丘６０３
2025-02-19
 
ク,221563,有限会社クボタ
〒790-0003,愛媛県松⼭市三番町⼆丁⽬４番地２
2025-04-01
 
ク,104683,株式会社久保⽥エンジニア
〒640-0441,和歌⼭県海南市七⼭２１６
2026-03-21
http://www.kubota-eng.com/
 
ク,219162,窪⽥エンジニアズ株式会社
〒464-0851,愛知県名古屋市千種区今池南１番２２号
2024-02-22
https://www.kubota-eng.co.jp/
 
ク,212542,クボタ環境エンジニアリング株式会社
〒104-8307,東京都中央区京橋⼆丁⽬１番３号
2025-03-21
https://www.kubota-environmentaleng.co.jp/
 
ク,102709,株式会社久保⽥硝⼦店
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨２−９−１１
2022-07-24
 
ク,223138,クボタ⾦属株式会社
〒370-0532,群⾺県⾢楽郡⼤泉町坂⽥６ー６ー１８
2024-06-01
 
ク,218907,有限会社クボタ技建
〒187-0032,東京都⼩平市⼩川町１−１０７５
2024-01-12
 
ク,218771,クボタ空調株式会社
〒104-8307,東京都中央区京橋２丁⽬１番３号
2023-12-15
http://kubota-airconditioner.co.jp/index.html
 
ク,217915,株式会社久保⽥組
〒372-0031,群⾺県伊勢崎市今泉町⼀丁⽬３０番地１０
2023-07-07
 
ク,505616,株式会社クボタケミックス
〒592-8322,⼤阪府堺市⻄区⽯津⻄町１４番２号
2024-08-18
 
ク,222985,久保⽥建装株式会社



〒158-0095,東京都世⽥⾕区瀬⽥５ー３ー６
2024-04-01
http://www.kubotakenso.com
 
ク,103617,久保⽥⼯業株式会社
〒379-2211,群⾺県伊勢崎市市場町１１−１０２−３
2024-02-06
 
ク,220160,クボタ⼯業株式会社
〒981-0134,宮城県宮城郡利府町しらかし台６丁⽬２番地６
2024-08-17
 
ク,123709,窪⽥産業株式会社
〒614-8042,京都府⼋幡市⼋幡盛⼾１７−４
2025-03-15
http://www.kubotasangyo.co.jp
 
ク,221374,株式会社久保⽥商店
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町３ー１１ー１２
2025-04-01
 
ク,124640,株式会社久保⽥製作所
〒208-0023,東京都武蔵村⼭市伊奈平１−７１−２
2025-11-30
 
ク,228846,久保⽥総業株式会社
〒260-0833,千葉県千葉市中央区稲荷町２ー２ー１７
2025-01-23
 
ク,222990,有限会社久保⽥測技建
〒252-0134,神奈川県相模原市緑区下九沢１９４０ー６
2024-04-01
 
ク,129071,クボタ鉄⼯株式会社
〒822-0022,福岡県直⽅市⼤字知古池ノ上１７６１−６８
2023-08-27
http://www.kubotatekkou.co.jp/
 
ク,213553,株式会社クボタ鉄⼯
〒501-0234,岐⾩県瑞穂市⽜牧１６７６
2024-01-20
 
ク,505703,有限会社 久保⽥鉄⼯所
〒372-0058,群⾺県伊勢崎市⻄⽥町８３−１
2025-05-19
 
ク,217551,有限会社久保⽥電気商会
〒332-0004,埼⽟県川⼝市領家２丁⽬３０番１３号
2026-02-04
 
ク,231999,窪⽥電設株式会社
〒238-0032,神奈川県横須賀市平作⼀丁⽬７番１５ー１号
2026-05-16
https://kubotadensetsu.com/
 



ク,218551,株式会社クボタ塗装店
〒981-0931,宮城県仙台市⻘葉区北⼭１−１１−９
2023-10-20
 
ク,212014,株式会社クボタパイプテック
〒660-0095,兵庫県尼崎市⼤浜町２丁⽬２６番地
2021-02-02
http://www.k-kpt.co.jp
 
ク,102056,クボタメンブレン株式会社
〒581-8686,⼤阪府⼋尾市神武町２−３５
2024-12-21
https://www.kubota.co.jp/product/membrane/business/maintenan
ce/kubota-membrane.html
 
ク,211444,株式会社久保⽥⽊⼯
〒887-0015,宮崎県⽇南市⼤字平野瀬脇６９６番地
2025-11-18
https://kubotamokkou.co.jp/
 
ク,102227,株式会社クボテック
〒257-0027,神奈川県秦野市⻄⽥原１２２０
2025-01-25
http://www.kubotec.co.jp
 
ク,122317,株式会社久保鉄⼯所
〒496-0801,愛知県津島市藤浪町４−４０
2024-08-12
 
ク,124339,株式会社久保電機製作所
〒145-0065,東京都⼤⽥区東雪⾕３−１−１
2025-07-07
http://www.kubodenki.co.jp/
 
ク,122073,株式会社久保村製作所
〒601-8136,京都府京都市南区上⿃⽻岩ノ本町３９
2025-03-19
http://www.kubomura.co.jp
 
ク,226290,株式会社久保脇⼯業所
〒179-0074,東京都練⾺区春⽇町６丁⽬１０番４０号
2026-01-01
https://www.kubowaki.com/
 
ク,216183,有限会社熊⾕解体⼯業
〒050-0065,北海道室蘭市本輪⻄町３丁⽬１６番２９号
2025-03-19
 
ク,100308,熊⾕化成株式会社
〒252-1123,神奈川県綾瀬市早川２６０５−３３
2025-09-15
http://www.kumagaikasei.co.jp/
 
ク,122299,有限会社熊⾕機械設計
〒010-0951,秋⽥市⼭王６−１６−３ ⼭⽥ビル



2026-03-19
http://www.km-plan.co.jp/
 
ク,212070,株式会社熊⾕組
〒910-0005,福井県福井市⼤⼿３−２−１
2024-04-01
http://www.kumagaigumi.co.jp/index.html
 
ク,216154,株式会社熊⾕建設⼯業
〒035-0073,⻘森県むつ市中央１丁⽬５番７号
2025-03-19
http://www.kumagai-kk.co.jp/
 
ク,230063,熊⾕電⼯株式会社
〒233-0011,神奈川県横浜市港南区東永⾕⼆丁⽬１２番１７号
2025-04-26
 
ク,112261,クマガイ特殊鋼株式会社
〒459-8001,名古屋市緑区⼤⾼町字上塩⽥６８
2023-07-16
http://www.kumagai-steel.co.jp
 
ク,214529,有限会社熊⾕塗装⼯業
〒020-0863,岩⼿県盛岡市南仙北２ー１６ー４８
2025-12-27
 
ク,124364,有限会社球磨川⼯業
〒866-0034,熊本県⼋代市新港町１−５−１
2023-07-13
 
ク,210079,株式会社熊倉
〒322-0027,栃⽊県⿅沼市⾙島町６２０
2023-12-02
http://www.kumakura.-net.jp
 
ク,101032,株式会社熊倉製作所
〒130-0021,東京都墨⽥区緑２−１１−１９
2024-02-07
 
ク,100716,有限会社熊⽑テクノ⼯事
〒745-0651,⼭⼝県周南市⼤字⼤河内１７４２
2026-04-22
 
ク,126818,株式会社くまさんメディクス
〒861-5522,熊本県熊本市北区下硯川町２２０５
2024-04-24
http://www.kumasan.co.jp/
 
ク,231560,熊﨑設備⼯業有限会社
〒333-0866,埼⽟県川⼝市⼤字芝３７９８番地の１９号
2026-01-17
 
ク,217349,株式会社熊澤硝⼦建材
〒260-0042,千葉県千葉市中央区椿森１ー２６ー６
2025-11-26



 
ク,217982,神稲建設株式会社
〒395-0032,⻑野県飯⽥市主税町１８番地
2023-07-21
 
ク,220643,株式会社くまたか建商
〒221-0865,神奈川県横浜市神奈川区⽚倉⼀丁⽬８番２０号
2025-02-01
 
ク,101078,株式会社熊⽥鋳造所
〒656-2161,兵庫県淡路市池ノ内１３８６−１
2024-02-21
 
ク,219802,熊⽥建業株式会社
〒981-3604,宮城県黒川郡⼤衡村駒場字彦右衛⾨橋１０４−６
2024-06-01
http://k-kumada.co.jp/
 
ク,106283,株式会社熊⽥洋紙店
〒577-0013,⼤阪府東⼤阪市⻑⽥中４−６−２６
2024-07-29
http://paper-kumada.com/
 
ク,210581,熊取⾕⽯材株式会社
〒101-0026,東京都千代⽥区神⽥佐久間河岸９１番地
2024-10-06
 
ク,103109,熊野機械
〒769-2601,⾹川県東かがわ市三本松６２４
2026-03-28
 
ク,224080,株式会社熊野組
〒731-5112,広島県広島市佐伯区美鈴が丘南１丁⽬１３番２号
2025-01-01
 
ク,102143,熊野商事株式会社
〒564-0044,⼤阪府吹⽥市南⾦⽥２−２３−２５
2025-10-16
 
ク,123989,熊野精⼯株式会社
〒519-4325,三重県熊野市有⾺町１４９１−１
2025-06-21
https://kumanoseiko.com
 
ク,112369,株式会社熊野屋
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町４−５−１２
2024-02-03
http://www.kumanoya.co.jp/
 
ク,229871,株式会社クマヒラ
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋室町２丁⽬１番１号
2023-07-28
https://www.kumahira.co.jp/
 
ク,212269,有限会社クマプロ



〒020-0617,岩⼿県滝沢市湯⾈沢２２２ー１６５
2024-07-11
 
ク,106121,株式会社熊防メタル
〒861-8037,熊本県熊本市東区⻑嶺⻄１−４−１５
2024-01-08
https://www.kb-m.co.jp
 
ク,211141,株式会社クマモト
〒550-0015,⼤阪府⼤阪市⻄区南堀江⼀丁⽬４番１９号
2025-05-20
_
 
ク,215281,熊本アイ・ビー産業株式会社
〒862-0941,熊本県熊本市中央区出⽔８丁⽬９番３７号
2024-03-06
http://www.kumamoto-ib.jp
 
ク,502346,熊本朝⽇放送株式会社
〒860-8516,熊本県熊本市⻄区⼆本⽊１丁⽬５番１２号
2026-05-09
https://www.kab.co.jp
 
ク,502459,株式会社熊本県⺠テレビ
〒862-8504,熊本県熊本市中央区⼤江２−１−１０
2023-09-30
https://www.kkt.jp/
 
ク,229993,クマモト⼯業株式会社
〒880-0926,宮崎県宮崎市⽉⾒ヶ丘６丁⽬１３番１５号
2023-10-14
http://www.8.ocn.ne.jp/~kumakou/
 
ク,224609,株式会社熊本商店
〒321-0905,栃⽊県宇都宮市平出⼯業団地７番地１
2025-04-01
http://www.kumamoto-st.co.jp
 
ク,216554,熊本⼤電設備株式会社
〒860-0055,熊本県熊本市⻄区蓮台寺２丁⽬４番４０号
2025-06-04
 
ク,210014,熊本鉄構株式会社
〒869-0512,熊本県宇城市松橋町古保⼭２７１５ー７
2023-10-22
 
ク,223439,熊本ナブコ株式会社
〒861-8041,熊本県熊本市東区⼾島５丁⽬１０番８９号
2024-08-01
 
ク,112104,熊本被服株式会社
〒862-0971,熊本市⼤江４−１０−３３
2026-05-25
 
ク,502601,株式会社熊本放送



〒860-8611,熊本県熊本市中央区⼭崎町３０番地
2024-03-20
https://rkk.jp
 
ク,112004,熊本防錆⼯業株式会社
〒861-8037,熊本市東区⻑嶺⻄１−４−１５
2023-12-24
http://www.kumamotobosei.co.jp/
 
ク,216682,熊本防熱⼯業株式会社
〒861-8038,熊本県熊本市東区⻑嶺東７丁⽬１０−９２
2025-06-18
_
 
ク,230598,熊本利⽔⼯業株式会社
〒860-0083,熊本県熊本市北区⼤窪四丁⽬２番４号
2025-08-02
http://www.k-risui.jp
 
ク,227079,クマリフト株式会社
〒550-0003,⼤阪府⼤阪市⻄区京町堀１ー１２ー２０
2023-10-01
http://www.kumalift.co.jp
 
ク,102633,クミ化成株式会社
〒101-0042,東京都千代⽥区神⽥東松下町４７−１ Ｄａｉｗａ神⽥イーストビル４Ｆ
2024-01-28
http://www.kumi.co.jp
 
ク,225127,久⽶⼯業株式会社
〒457-0861,愛知県名古屋市南区明治１丁⽬１０番１４号
2025-05-01
https://www.kume-ind.co.jp/
 
ク,223293,株式会社粂⽥鉄筋⼯業所
〒436-0051,静岡県掛川市中宿５
2024-07-01
 
ク,102115,久⽶電気株式会社
〒664-0837,伊丹市北河原４−２−２４
2025-07-31
http://www.kme.co.jp
 
ク,216854,クモノスコーポレーション株式会社
〒562-0035,⼤阪府箕⾯市船場東２丁⽬１番１５号
2025-07-09
https://www.kankou.co.jp/
 
ク,220638,株式会社雲⼭組
〒661-0041,兵庫県尼崎市武庫の⾥⼆丁⽬２２番１号
2025-01-25
 
ク,222369,株式会社久⾨スチールワークマン社
〒792-0866,愛媛県新居浜市宇⾼町４ー３ー２９
2023-11-01



 
ク,210097,九曜⼯業有限会社
〒125-0052,東京都葛飾区柴⼜２−２１−４−４０４号
2023-12-11
 
ク,504698,株式会社クライス
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨５丁⽬１１番２号
2026-06-20
https://kreis-inc.jp/
 
ク,104241,株式会社クライマークス
〒104-0061,東京都中央区銀座３−１５−１０ 菱進銀座イーストミラービル５階
2025-01-18
https://www.climarks.com
 
ク,503248,株式会社クライム
〒370-0841,群⾺県⾼崎市栄町１６−１１⾼崎イーストタワー１３Ｆ
2024-09-11
https://www.climb-net.co.jp/
 
ク,126417,株式会社クライム・ワークス
〒145-0062,東京都⼤⽥区北千束１−４０−１５
2023-12-22
http://www.climbworks.co.jp
 
ク,112490,クライム電⼦株式会社
〒196-0025,東京都昭島市朝⽇町１−３−８
2024-04-17
 
ク,102042,株式会社クライン
〒198-0022,東京都⻘梅市藤橋３−２−１２
2024-12-18
http://www.cline.co.jp
 
ク,129550,Ｋｒａｕｓ＆Ｎａｉｍｅｒ株式会社
〒105-0013,東京都港区浜松町１−１１−６ 吉和⽥ビル２Ｆ
2024-09-14
http://www.krausnaimer.jp
 
ク,112067,株式会社倉内⼯業
〒190-0031,東京都⽴川市砂川町２−８−５
2023-12-02
 
ク,216501,株式会社クラウド
〒350-1131,埼⽟県川越市岸町３丁⽬３５番７０
2025-05-21
_
 
ク,214555,株式会社クラウドエンジニア
〒491-0871,愛知県⼀宮市浅野字神明下３９−１
2026-01-31
https://crowd-engineer.co.jp/
 
ク,505613,株式会社クラウドスミス
〒980-0811,宮城県仙台市⻘葉区⼀番町⼀丁⽬１−３１⼭⼝ビル７Ｆ



2024-08-04
https://cloudsmith.co.jp/
 
ク,220711,株式会社クラウドポイント
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕⼆丁⽬１６番１号
2025-02-15
https://www.cloudpoint.co.jp/
 
ク,502642,クラウンエクステリア株式会社
〒475-0836,愛知県半⽥市⻘⼭２丁⽬１５番地の２
2024-06-19
https://www.exterior-pro.com
 
ク,112311,クラウン商事株式会社
〒675-0103,兵庫県加古川市平岡町⾼畑５２０−１７
2024-02-14
http://www.crown-shoji.co.jp
 
ク,120436,クラウン精機株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥２−２８−１０ ＦＰ五反⽥ビル
2023-09-24
http://www.crown-seiki.com
 
ク,112408,クラウン精密⼯業株式会社
〒353-0001,埼⽟県志⽊市上宗岡４−７−３１
2024-09-12
http://www.crown-screw.co.jp
 
ク,102713,株式会社クラウン・パッケージ
〒485-8654,愛知県⼩牧市⼩針３−６７
2024-06-01
http://www.crown-grp.co.jp
 
ク,123856,クラウンファスナー株式会社
〒400-0402,⼭梨県南アルプス市⽥島８１８
2025-05-11
http://www.crown-f.co.jp
 
ク,112190,株式会社クラウン無線
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥３−９−４
2026-06-28
http://www.crown-musen.co.jp
 
ク,102826,倉敷化⼯株式会社
〒712-8555,岡⼭県倉敷市連島町⽮柄四の町４６３０
2025-10-11
http://www.kuraka.co.jp/
 
ク,220858,倉敷電⼯株式会社
〒712-8044,岡⼭県倉敷市東塚六丁⽬９番３号
2025-03-15
https://kuraden.ltd
 
ク,312000,倉敷紡績株式会社
〒710-0054,岡⼭県倉敷市本町７番１号



2024-06-02
https://www.kurabo.co.jp/
 
ク,104122,株式会社クラステクノロジー
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊１−３５−４ 代々⽊クリスタルビル６階
2024-10-23
http://www.class.co.jp/
 
ク,219524,株式会社クラセツ
〒710-0047,岡⼭県倉敷市⼤島４２５−１
2024-03-30
 
ク,218563,株式会社蔵⽥喜芳園
〒004-0878,北海道札幌市清⽥区平岡⼋条⼀丁⽬１３−２３
2023-10-27
 
ク,223717,株式会社クラタクリエイト
〒731-4396,広島県安芸郡坂町北新地４丁⽬２番５８号
2024-11-01
http://www.kurata-create.co.jp/
 
ク,124302,株式会社倉⽥電機
〒880-0022,宮崎県宮崎市⼤橋２−１４９−２
2025-06-30
 
ク,227428,倉智建設 倉智安廣（その他）
〒820-0306,福岡県嘉⿇市上⻄郷５０６番地
2024-02-22
 
ク,112325,クラチ産業株式会社
〒464-0827,名古屋市千種区⽥代本通３−１−１
2023-09-22
 
ク,227029,株式会社クラップ
〒913-0043,福井県坂井市三国町錦３丁⽬４ー２
2023-09-01
 
ク,216135,株式会社蔵場
〒963-8811,福島県郡⼭市⽅⼋町⼆丁⽬１５−１１
2025-03-12
 
ク,224862,クラフツ 杉原輝雄（その他）
〒933-0807,富⼭県⾼岡市井⼝本江６４０ー２アラックスビル２ＦーＨ
2025-04-01
http://craft-s.jp/
 
ク,108273,株式会社クラフテックオカモト
〒208-0023,東京都武蔵村⼭市伊奈平１−７１−１
2024-09-02
http://www.craftec-ok.com/
 
ク,212138,有限会社クラフト
〒980-0022,宮城県仙台市⻘葉区五橋１丁⽬１ー５８−１００９
2024-04-18
 



ク,104898,株式会社クラフト⼯業
〒333-0861,埼⽟県川⼝市柳崎２−１６−１５
2023-08-24
http://www.craft1991.co.jp/
 
ク,213635,クラフトデザイン有限会社
〒195-0072,東京都町⽥市⾦井２−１７−２５
2024-03-17
 
ク,504338,株式会社クラフトワーク
〒518-0131,三重県伊賀市ゆめが丘７丁⽬９番地の３
2023-04-28
http://www.craftwork.ne.jp/
 
ク,505741,株式会社クラブメディア
〒924-0004,⽯川県⽩⼭市旭丘２−６ ２Ｆ
2025-08-23
https://jobpia.jp/
 
ク,102365,株式会社クラベ
〒432-8521,静岡県浜松市南区⾼塚町４８３０
2026-03-01
https://www.kurabe.co.jp/
 
ク,112123,蔵前産業株式会社
〒379-2153,群⾺県前橋市上⼤島町１７６−４４
2025-12-14
https://www.kuramae.co.jp
 
ク,502024,倉茂電⼯株式会社
〒915-0855,福井県越前市下平吹町１０号９番地
2024-06-26
http://www.kuramo.co.jp/
 
ク,112327,株式会社倉本産業
〒170-8417,東京都豊島区東池袋３−７−４
2023-11-12
http://www.7tak.co.jp
 
ク,122133,株式会社倉元製作所
〒989-5508,宮城県栗原市若柳武鎗字花⽔前１−１
2025-11-02
http://www.kuramoto.co.jp
 
ク,216537,株式会社クラヤ⼯業
〒131-0031,東京都墨⽥区墨⽥３丁⽬４１番４号
2025-05-28
https://www.kuraya-ind.co.jp/
 
ク,100846,クラリアント触媒株式会社
〒113-0021,東京都⽂京区本駒込２−２８−８ ⽂京グリーンコートセンターオフィス９Ｆ
2023-08-19
http://www.clariant.com
 
ク,128962,株式会社クラレ



〒100-8115,東京都千代⽥区⼤⼿町１−１−３ ⼤⼿センタービル
2026-05-22
https://www.kuraray.co.jp/
 
ク,100105,有限会社倉和⼯機
〒376-0136,群⾺県桐⽣市新⾥町板橋８８３−２
2025-07-30
 
ク,106623,有限会社クリーク
〒648-0024,和歌⼭県橋本市上⽥５７９−３
2025-04-05
 
ク,503010,株式会社クリーク・アンド・リバー社
〒105-0004,東京都港区新橋４丁⽬１番地１号 新虎通りＣＯＲＥ
2023-12-17
https://www.cri.co.jp/
 
ク,226301,クリート建材株式会社
〒100-0014,東京都千代⽥区永⽥町２−１２−１４
2026-01-01
https://kc-sales.co.jp/
 
ク,104442,株式会社Ｑｕｌｅａｄ
〒253-0071,神奈川県茅ヶ崎市萩園２６２８
2025-07-01
https://www.qulead.co.jp/
 
ク,103233,株式会社クリーブ
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋３−１１−３ ＦＯＲＥＣＡＳＴ飯⽥橋８Ｆ
2026-06-23
http://www.cleave.co.jp
 
ク,211972,株式会社クリーン
〒561-0883,⼤阪府豊中市岡町南１丁⽬１３番９号
2024-01-10
 
ク,210599,有限会社クリーンアップ
〒930-0037,富⼭県富⼭市⾳⽻町２丁⽬２ー１
2024-10-06
 
ク,214522,有限会社クリーンアップ
〒259-0202,神奈川県⾜柄下郡真鶴町岩５６１
2025-12-27
 
ク,216955,有限会社クリーンカンパニー
〒380-0941,⻑野県⻑野市⼤字安茂⾥７１５−２
2025-07-30
 
ク,122268,クリーンケミカル株式会社
〒541-0047,⼤阪市中央区淡路町２−１−１０−４０４
2026-05-24
http://www.cleanchemical.jp/
 
ク,505223,株式会社 クリーンコーポレーション
〒064-0922,北海道札幌市中央区南２２条⻄６丁⽬２−２５ エムズ南２２条第３ビル ４Ｆ



2025-05-14
http://clean-corp.co.jp/
 
ク,214246,クリーン⼯業株式会社
〒152-0031,東京都⽬黒区中根１丁⽬１０番２４号
2025-06-21
http://clean-kogyo.jp/
 
ク,104171,有限会社クリーンサポートヒラタ
〒744-0021,⼭⼝県下松市⼤字平⽥５５０−１
2024-11-18
http://www.cs-hirata.co.jp
 
ク,215260,株式会社クリーンシステム
〒990-0845,⼭形県⼭形市飯塚町字中河原１６２９番地の５
2024-02-27
http://www.csyam.com
 
ク,213121,株式会社クリーンシステムサービス
〒251-0056,神奈川県藤沢市⽻⿃５丁⽬３番１３号
2026-03-12
https://kk-css.jp/
 
ク,105268,株式会社クリーン精光
〒612-8379,京都府京都市伏⾒区南寝⼩屋町７
2024-10-12
https://cleanseiko.co.jp/
 
ク,219094,クリーンテクノ株式会社
〒916-0038,福井県鯖江市下河端町１８０２
2024-02-16
 
ク,122120,クリーン・テクノロジー株式会社
〒598-0021,⼤阪府泉佐野市⽇根野３２０９−１
2025-04-09
http://www.clean.co.jp
 
ク,216895,株式会社クリーンテックエージェンシー
〒336-0034,埼⽟県さいたま市南区内⾕６丁⽬１番７号
2025-07-23
 
ク,102594,株式会社クリーン電機
〒315-0056,茨城県かすみがうら市上稲吉向原字１７４０−２２
2025-06-07
 
ク,216007,株式会社クリーン・ハート
〒989-4513,宮城県栗原市瀬峰根岸５２番地１
2025-02-05
_
 
ク,122140,クリーン・メンテナンス株式会社
〒598-0021,⼤阪府泉佐野市⽇根野３２０９−１
2025-04-09
http://www.clean.co.jp
 



ク,210287,株式会社クリア⼯芸舎
〒166-0001,東京都杉並区阿佐⾕北５ー１２ー３
2024-04-22
 
ク,105004,株式会社クリアタクト
〒310-0836,茨城県⽔⼾市元吉⽥町１０４１−４ サンビルヂング４階
2024-01-11
 
ク,213436,株式会社クリエーション
〒220-0004,神奈川県横浜市⻄区北幸２ー９ー４０銀洋ビル
2023-09-16
 
ク,123382,株式会社クリエーティブ・マシナリ・インターナショナル
〒101-0048,東京都千代⽥区神⽥司町２−２−２ ⼤森ビル６Ｆ
2025-01-30
http://www.cmi-inc.co.jp
 
ク,503886,株式会社クリエアナブキ
〒760-0026,⾹川県⾼松市磨屋町２−８
2024-01-19
https://www.crie.co.jp/
 
ク,231656,株式会社クリエイション
〒448-0843,愛知県刈⾕市新栄町四丁⽬８６番地
2026-02-07
 
ク,129157,株式会社クリエイティブ・エンジニアリング
〒959-0214,新潟県燕市吉⽥法花堂１８５３−３
2023-11-13
 
ク,104062,株式会社クリエイティブキャスト
〒108-0075,東京都港区港南２−１４−１４ 品川インターシティフロント４Ｆ
2024-10-14
 
ク,112215,株式会社クリエイティブ三創
〒102-0073,東京都千代⽥区九段北４−２−３８
2026-02-23
http://www.sansoh.com/
 
ク,128716,株式会社クリエイティブ・ソフト
〒310-0803,茨城県⽔⼾市城南１−５−１１
2026-01-21
http://www.creativesoft.co.jp/
 
ク,122171,株式会社クリエイティブテクノロジー
〒213-0034,神奈川県川崎市⾼津区上作延５０７−１
2025-09-12
https://www.creative-technology.co.jp/
 
ク,125928,クリエイト株式会社
〒223-0058,神奈川県横浜市港北区新吉⽥東８−４４−５８
2023-10-24
 
ク,229773,有限会社クリエイト
〒437-1604,静岡県御前崎市佐倉２３４８ー２



2023-06-13
 
ク,229859,クリエイト技研株式会社
〒003-0002,北海道札幌市⽩⽯区東札幌⼆条５丁⽬１ー２５
2023-07-17
 
ク,216214,クリエイト⼯業株式会社
〒811-2126,福岡県糟屋郡宇美町障⼦岳南３丁⽬３番２８号
2025-03-26
 
ク,103569,株式会社クリエイト・スタッフィング
〒810-0004,福岡県福岡市中央区渡辺通５−２０−７ 上野ビル５Ｆ
2024-01-22
http://www.c-staffing.co.jp
 
ク,104061,クリエイトソリューションズ株式会社
〒330-0803,埼⽟県さいたま市⼤宮区⾼⿐町１−１０８−１ サクラファーストビル２Ｆ
2024-10-14
https://www.create-solutions.co.jp
 
ク,106558,クリエイト２１有限会社
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町１−１３−４ ムロマチ斎藤ビル７階
2025-02-04
https://www.create21.jp
 
ク,210482,株式会社クリエイトプロダクト
〒751-0865,⼭⼝県下関市綾羅⽊新町１ー１６ー５レジデンス艶Ⅱ番館１０３号
2024-08-12
 
ク,213842,株式会社クリエストン
〒503-2416,岐⾩県揖斐郡池⽥町萩原１２９７の６
2024-09-15
 
ク,215598,株式会社クリオ
〒811-2317,福岡県糟屋郡粕屋町⻑者原東４丁⽬４番１号
2024-09-25
 
ク,106331,クリオン株式会社
〒135-0044,東京都江東区越中島１−２−２１
2024-08-23
http://www.clion.co.jp/
 
ク,122125,株式会社久⼒製作所
〒121-0057,東京都⾜⽴区神明南１−４−８
2025-05-01
http://www.kuriki-ss.co.jp/
 
ク,227014,株式会社クリケン
〒733-0035,広島県広島市⻄区南観⾳７丁⽬１４番２０号
2023-09-01
 
ク,210553,栗駒機⼯株式会社
〒132-0013,東京都江⼾川区江⼾川２丁⽬３２番３０号
2024-09-11
 



ク,217882,株式会社栗駒建設
〒989-6171,宮城県⼤崎市古川北町１丁⽬９番４１号
2023-07-07
 
ク,212005,株式会社栗崎⼯業
〒125-0033,東京都葛飾区東⽔元６丁⽬５番１５号
2024-04-01
http://www.kurisaki-k.co.jp/
 
ク,217832,有限会社栗栖⼯業
〒757-0216,⼭⼝県宇部市⼤字船⽊１２３６番地
2023-06-23
http://www.kurisu-k.co.jp
 
ク,231266,株式会社クリスター
〒593-8323,⼤阪府堺市⻄区鶴⽥町１９番１２号
2025-11-08
https://crystar403.com/
 
ク,105136,株式会社クリスタル光学
〒520-0241,滋賀県⼤津市今堅⽥３−４−２５
2024-05-29
https://www.crystal-opt.co.jp/
 
ク,214926,株式会社クリスタルジャパン
〒104-0054,東京都中央区勝どき⼆丁⽬１８番１号
2023-08-08
http://www.crystal-jp.co.jp/
 
ク,120793,株式会社クリタ
〒130-0025,東京都墨⽥区千歳１−３−５
2024-01-23
http://www.kk-kurita.co.jp/
 
ク,101748,クリタ関東株式会社
〒252-0234,神奈川県相模原市中央区共和３−１５−７
2024-10-12
https://kanto.kurita.co.jp/
 
ク,128510,クリタ九州株式会社
〒802-0001,福岡県北九州市⼩倉北区浅野３−８−１
2024-12-11
 
ク,230262,栗⽥建設株式会社
〒671-1114,兵庫県姫路市広畑区本町⼆丁⽬５５番地
2025-06-28
https://kuritakensetsu.com
 
ク,112360,栗⽥⼯業株式会社
〒164-0001,東京都中野区中野４−１０−１ 中野セントラルパークイースト
2023-09-06
https://www.kurita.co.jp/index.html
 
ク,502115,株式会社栗⽥商会
〒460-0013,愛知県名古屋市中区上前津⼆丁⽬１１番１号



2025-03-30
http://www.kuritashokai.co.jp
 
ク,123897,株式会社栗⽥商店
〒669-3464,兵庫県丹波市氷上町⽯⽣２６３
2025-05-27
https://kurita-shoten.co.jp
 
ク,217573,株式会社栗⽥商店
〒780-8038,⾼知県⾼知市⽯⽴町１９７番地１
2026-02-10
http://www.kurita-s.co.jp/
 
ク,214216,有限会社クリタ⽯材
〒164-0011,東京都中野区中央５−２３−１１
2025-05-31
 
ク,219150,クリタ・ビルテック株式会社
〒151-0073,東京都渋⾕区笹塚２−１−６
2024-02-22
https://www.kuritabuiltech.com/index.html
 
ク,122462,クリタ北陸株式会社
〒931-8333,富⼭県富⼭市蓮町１−１１−１２
2024-09-22
https://hokuriku.kurita.co.jp
 
ク,226479,株式会社栗⽥屋
〒212-0012,神奈川県川崎市幸区中幸町３ー１０
2026-03-01
http://www5.ocn.ne.jp/~kuritaya/
 
ク,500304,クリテックサービス株式会社
〒541-0041,⼤阪府⼤阪市中央区北浜２−２−２２
2024-06-26
http://www.kuritec.jp/
 
ク,502050,クリナップ株式会社
〒116-8587,東京都荒川区⻄⽇暮⾥６−２２−２２
2023-06-23
 
ク,212012,栗原⼯業株式会社
〒530-0054,⼤阪府⼤阪市北区南森町１丁⽬４番２４号
2024-04-01
http://www.kurihara.co.jp/
 
ク,219694,有限会社栗原⼯業
〒192-0042,東京都⼋王⼦市中野⼭王２−３−２５
2024-04-27
 
ク,223114,栗原⼯業株式会社
〒302-0106,茨城県守⾕市緑１−５−１
2024-05-01
 
ク,505216,栗原⼯業株式会社



〒257-0015,神奈川県秦野市平沢 ２４８
2025-05-07
 
ク,128373,栗原産業株式会社
〒494-8507,愛知県⼀宮市開明字杁先５
2025-11-08
 
ク,219100,クリハラ電気⼯事株式会社
〒319-1303,茨城県⽇⽴市⼗王町友部東１丁⽬１ー１５
2024-02-16
 
ク,222972,栗原⽊⼯株式会社
〒983-0035,宮城県仙台市宮城野区⽇の出町１−６−３０
2024-04-01
 
ク,502150,株式会社クリハラント
〒530-0047,⼤阪府⼤阪市北区⻄天満４−８−１７ 宇治電ビルディング６階
2025-01-26
http://www.kurihalant.co.jp
 
ク,221989,株式会社栗林商会
〒051-0023,北海道室蘭市⼊江町１番地１９
2025-10-01
http://www.kurinet.co.jp/
 
ク,218918,クリフ株式会社
〒188-0012,東京都⻄東京市南町６丁⽬７番１７号
2024-01-19
https://www.klif.co.jp/
 
ク,218111,株式会社クリフティー
〒132-0025,東京都江⼾川区松江２−１７−２
2023-08-04
 
ク,230911,栗政電機産業株式会社
〒731-1142,広島県広島市安佐北区安佐町⼤字飯室１５４１番地
2025-09-27
 
ク,222136,株式会社クリマテック
〒162-0067,東京都新宿区富久町１０番５号
2026-04-01
https://www.clima-teq.com/
 
ク,101176,株式会社クリモト
〒893-1204,⿅児島県肝属郡肝付町富⼭１７１５
2024-03-14
http://kk-kurimoto.co.jp/
 
ク,223062,株式会社栗本
〒733-0035,広島県広島市⻄区南観⾳７丁⽬１４ー２０
2024-05-01
http://www.kurimoto-gr.co.jp
 
ク,228891,栗本建材株式会社
〒501-6101,岐⾩県岐⾩市柳津町栄町１９３番地



2025-02-15
http://www.kurimoto-bm.co.jp/
 
ク,219155,株式会社クリモト建設
〒490-1105,愛知県あま市新居屋⼤⽇５６番地
2024-02-22
http://kurimotokensetsu.net/
 
ク,227401,栗本商事株式会社
〒550-0013,⼤阪府⼤阪市⻄区新町２−４−２
2024-02-15
https://www.kurimototrading.jp/
 
ク,154230,株式会社栗本鐵⼯所
〒550-8580,⼤阪府⼤阪市⻄区北堀江１−１２−１９
2026-01-19
 
ク,230701,有限会社栗本電気⼯事
〒416-0909,静岡県富⼠市松岡１４１８番地の２
2025-08-09
 
ク,231457,株式会社クリヤマ
〒444-0933,愛知県岡崎市渡町字薬師畔７番地１
2025-12-19
https://kk-kuriyama.com/
 
ク,225310,株式会社栗⼭組
〒933-0248,富⼭県射⽔市本江針⼭２３８
2025-06-01
 
ク,112434,クリヤマジャパン株式会社
〒540-6325,⼤阪府⼤阪市中央区城⾒１−３−７ 松下ＩＭＰビル２５階
2024-07-04
https://www.kuriyama.co.jp/
 
ク,503642,ＣＬＩＮＫＳ株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀１−１０−７ ＴＭＧ⼋丁堀ビル１０Ｆ
2025-09-03
https://www.clinks.jp/
 
ク,219451,株式会社クルー
〒164-0003,東京都中野区東中野４−２−１０菊⿅ビル３階
2024-03-23
https://crew-corp.com/
 
ク,216485,株式会社クルーズ
〒187-0003,東京都⼩平市花⼩⾦井南町１丁⽬２１番１号
2025-05-21
 
ク,215329,株式会社来間塗装店
〒699-0624,島根県出雲市斐川町上直江２１３９ー１３９
2024-03-27
 
ク,231569,久留⽶建機サービス株式会社
〒203-0002,東京都東久留⽶市神宝町⼆丁⽬１１番１０号



2026-01-17
http://kurumekenki.west-tokyo.co.jp/
 
ク,125262,有限会社久留⽶精⼯
〒224-0042,横浜市都筑区⼤熊町５４−９
2026-02-25
http://kurumeseikou.com
 
ク,217370,久留⾥建具企業組合（その他）
〒292-0421,千葉県君津市久留⾥市場８２７−１
2022-12-10
 
ク,505342,株式会社クレーンウッド
〒222-0003,神奈川県横浜市港北区⼤曽根１−９−１８−３１６
2026-02-12
https://www.cranewood.co.jp
 
ク,211814,株式会社クレーンタル野⽥
〒503-2316,岐⾩県安⼋郡神⼾町⻫⽥１３６４番地の１
2023-08-19
http://www.cranetal.co.jp
 
ク,210691,クレア⼯業株式会社
〒984-0822,宮城県仙台市若林区かすみ町２４ー１５
2024-11-12
 
ク,218396,クレアル⼯業株式会社
〒007-0810,北海道札幌市東区東苗穂⼗条⼆丁⽬５番１２号
2023-09-15
 
ク,128399,クレイシ⼯業株式会社
〒505-0054,岐⾩県美濃加茂市加茂野町加茂野７５０−４
2025-12-07
 
ク,230667,有限会社クレイチ⼯業
〒737-1207,広島県呉市⾳⼾町波多⾒⼗丁⽬３番２７号
2025-08-09
 
ク,112059,クレイン電機株式会社
〒208-0023,東京都武蔵村⼭市伊奈平１−５７−３
2024-03-13
http://www.crane-ele.com
 
ク,101677,株式会社クレオ
〒140-0002,東京都品川区東品川４−１０−２７ 住友不動産品川ビル
2024-09-20
https://creo.co.jp/
 
ク,126936,呉共同機⼯株式会社
〒825-0005,福岡県⽥川市⼤字糒８２４
2024-06-15
http://www.kurekyodo.co.jp/
 
ク,216354,クレ⼯業株式会社
〒533-0022,⼤阪府⼤阪市東淀川区菅原２−１０−３



2025-04-23
_
 
ク,124256,株式会社クレシアエンジニアリング
〒254-0014,神奈川県平塚市四之宮１−６−６１
2026-04-08
http://www.qse.co.jp
 
ク,212445,呉重⾞輌株式会社
〒739-0026,広島県東広島市三永２丁⽬６ー３
2025-01-23
http://www.kurejyu.co.jp
 
ク,218071,株式会社クレスコ
〒570-0083,⼤阪府守⼝市京阪本通１丁⽬２−９
2023-08-04
 
ク,504725,株式会社クレスコ・デジタルテクノロジーズ
〒108-0075,東京都港区港南２−１２−２３
2026-06-28
https://www.cresco-dt.co.jp/
 
ク,503451,株式会社クレスソフト
〒101-0051,東京都千代⽥区神⽥神保町１−２６
2025-08-13
https://cressoft.jp
 
ク,104256,株式会社クレステック
〒433-8104,静岡県浜松市北区東三⽅町６９
2025-01-22
https://www.crestec.co.jp
 
ク,106274,株式会社クレスト
〒183-0023,東京都府中市宮町１−４０ ＫＤＸ府中ビル９階
2024-07-16
https://www.wns.co.jp
 
ク,210559,クレストラ株式会社
〒107-0052,東京都港区⾚坂三丁⽬７番１３号
2024-09-16
http://www.clestra.com
 
ク,217228,株式会社クレッシェンド
〒176-0004,東京都練⾺区⼩⽵町１−３２−３カーサクレッシェンド１０２号
2025-10-15
 
ク,128908,株式会社呉鉄⼯所
〒737-0134,広島県呉市広多賀⾕１−８−１５
2026-03-31
 
ク,218957,株式会社クレディサービス
〒564-0032,⼤阪府吹⽥市内本町⼀丁⽬１３番２号
2024-01-19
 
ク,104038,株式会社呉電⼦計算センター



〒737-0045,広島県呉市本通２−４−１
2024-10-09
http://www.kure.co.jp
 
ク,112333,クレトイシ株式会社
〒105-0013,東京都港区浜松町２−１−５
2024-03-13
http://www.kgw.co.jp
 
ク,128966,クレハエクストロン株式会社
〒300-0121,茨城県かすみがうら市宍倉５６９１
2026-05-23
https://www.kureha-extron.co.jp/
 
ク,217339,クレハ電機株式会社
〒974-8232,福島県いわき市錦町作鞍１４０番地
2025-11-26
http://kurehadenki.jp/
 
ク,116302,株式会社クレハトレーディング
〒103-0012,東京都中央区⽇本橋堀留町１−２−１０
2024-06-28
http://www.kureha-trading.co.jp
 
ク,129210,株式会社クレボ
〒396-0006,⻑野県伊那市上牧６９６６
2023-12-24
http://www.crevo-jp.com/
 
ク,106382,株式会社クレライ
〒541-0056,⼤阪府⼤阪市中央区久太郎町１−７−１１−２９０５
2024-10-27
https://crealai.co.jp
 
ク,216885,株式会社ＫＲＥＮＴ
〒146-0095,東京都⼤⽥区多摩川⼀丁⽬２３番２４号
2025-07-16
http://krent.co.jp/
 
ク,105494,株式会社クローネ
〒124-0023,東京都葛飾区東新⼩岩３−９−６
2025-03-20
https://www.krone.co.jp/
 
ク,505002,株式会社クローバー・サン
〒104-0054,東京都中央区勝どき２−１８−１ 黎明スカイレジテル４０２
2023-10-30
https://clover-sun.com
 
ク,220283,株式会社クローバーエイト
〒252-0131,神奈川県相模原市緑区⻄橋本１丁⽬２１番２４号
2024-09-28
http://clover8.com
 
ク,105097,株式会社クローバーノート



〒185-0021,東京都国分寺市南町３−２７−１０ ５０２
2024-04-20
 
ク,103329,クローバーパッケージ株式会社
〒661-0965,兵庫県尼崎市次屋３−５−１３
2023-08-07
 
ク,220914,株式会社ＣｌｏｖｅｒＯｎｅ
〒806-0001,福岡県北九州市⼋幡⻄区築地町１９番３号
2025-03-29
https://cloverone.co.jp/
 
ク,100259,株式会社黒磯製作所
〒744-0002,⼭⼝県下松市東豊井８９９−１１
2025-09-03
http://www.kuroiso.co.jp
 
ク,122224,クロイ電機株式会社
〒601-8121,京都府京都市南区上⿃⽻⼤物町７ 京都南ビル４Ｆ
2026-03-01
http://www.kuroi.co.jp
 
ク,226973,株式会社黒尾⼯務店
〒329-1105,栃⽊県宇都宮市中岡本町３７１３ー７０
2023-08-01
 
ク,501206,株式会社黒川
〒621-0841,京都府⻲岡市⻄つつじヶ丘五⽉台１丁⽬２４−１
2024-08-27
http://www.kurokawa-kews.jp
 
ク,220611,黒川クレーン⼯業有限会社
〒803-0801,福岡県北九州市⼩倉北区⻄港町６２番地８
2025-01-18
 
ク,214254,株式会社黒川建装
〒870-0132,⼤分県⼤分市⼤字千歳５８０ー４９
2025-06-21
 
ク,227305,株式会社⿊川建装
〒111-0041,東京都台東区元浅草⼆丁⽬１番７号
2024-01-13
 
ク,210547,株式会社黒川⼯業
〒040-0081,北海道函館市⽥家町３番２２号
2024-09-11
 
ク,215480,クロカワ⼯業株式会社
〒716-0101,岡⼭県⾼梁市成⽻町下⽇名１５９番地
2024-07-03
 
ク,122108,株式会社黒川産商
〒955-0845,新潟県三条市⻄本成寺１−２９−４２
2025-11-12
 



ク,212912,黒川重機株式会社
〒230-0001,神奈川県横浜市鶴⾒区⽮向１ー１２ー２７
2025-11-13
http://www.kurokawa-j.com/
 
ク,129963,株式会社黒川鐵⼯所
〒850-0078,⻑崎県⻑崎市神ノ島町３−５２６−２８
2025-05-06
http://www.kurokawa-t.jp
 
ク,227768,有限会社黒川塗装店
〒732-0005,広島県広島市東区⼾坂桜東町６ー９
2024-03-28
 
ク,120574,黒川プレス⼯業株式会社
〒992-0021,⼭形県⽶沢市花沢２３１−３
2023-11-01
http://www.kp-web.co.jp
 
ク,213200,株式会社黒鉄
〒220-0012,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい５ー３ー２パシフィックロイヤルコートＭＭオーシャンタワー３０２
2026-04-15
http://www.kurogane-inc.co.jp/
 
ク,220494,株式会社くろがねエンジニアリング
〒671-1107,兵庫県姫路市広畑区⻄蒲⽥１６９０番地
2024-11-30
http://k-eng.net
 
ク,210255,株式会社くろがね⼯作所
〒550-0013,⼤阪府⼤阪市⻄区新町１丁⽬４ー２４
2024-04-09
http://www.kurogane-kks.co.jp
 
ク,231025,株式会社クロキ
〒210-0847,神奈川県川崎市川崎区浅⽥⼆丁⽬１６番１４号
2025-10-11
 
ク,220779,株式会社黒⽊組
〒501-0117,岐⾩県岐⾩市江崎南２０番１８号
2025-03-01
 
ク,125233,黒⽊コンポジット株式会社
〒807-1306,福岡県鞍⼿郡鞍⼿町⼤字古⾨字兵丹３１０９−９
2026-02-17
http://www.kuroki.co.jp/composit/
 
ク,217739,有限会社クロキ創建
〒130-0023,東京都墨⽥区⽴川１丁⽬１番４号平和観光ビル２Ａ
2026-05-19
https://www.kurokisouken.co.jp/
 
ク,215492,株式会社黒⽊⼯務店
〒889-1601,宮崎県宮崎市清武町⽊原２０６ー４
2024-07-17



 
ク,212153,黒建⼯事有限会社
〒448-0004,愛知県刈⾕市泉⽥町絵下城１２０−３
2024-04-25
 
ク,112431,株式会社黒坂塗装⼯業所
〒610-0231,京都府綴喜郡宇治⽥原町⽴川⼩字⾦井⾕１９−１６
2024-08-01
http://www.kurosaka.co.jp/
 
ク,112220,株式会社黒坂鍍⾦⼯業所
〒143-0023,東京都⼤⽥区⼭王４−１５−１５
2023-07-15
http://www.kurosaka-mekki.co.jp
 
ク,224111,株式会社黒崎⼯務店
〒240-0035,神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区今井町８０４番地１
2025-02-01
 
ク,217978,黒崎⽔道建設株式会社
〒675-0038,兵庫県加古川市加古川町⽊村１１８−３
2023-07-21
 
ク,211687,株式会社黒﨑塗装店
〒700-0975,岡⼭県岡⼭市北区今１丁⽬１番３２号
2026-06-09
http://www.kurosaki-paint.co.jp/
 
ク,129973,黒崎播磨株式会社
〒806-8586,福岡県北九州市⼋幡⻄区東浜町１−１
2025-05-18
https://www.krosaki.co.jp/
 
ク,502011,株式会社クロサワ
〒104-0061,東京都中央区銀座６−９−２
2024-01-14
http://www.kurosw.co.jp
 
ク,129440,株式会社クロサワエンジニアリング
〒230-0051,横浜市鶴⾒区鶴⾒中央５−４−１０ ベルスベイサイド３Ｆ
2024-05-12
http://www.9630-engineering.jp/
 
ク,226379,黒沢建設株式会社
〒163-0717,東京都新宿区⻄新宿２丁⽬７番１号
2026-01-01
https://www.kurosawakensetu.co.jp/
 
ク,221666,黒澤建設⼯業株式会社
〒990-0067,⼭形県⼭形市花楯２丁⽬９番２１号
2025-05-01
http://www.kurosawa-kensetu.jp
 
ク,219554,黒澤⼯業株式会社
〒310-0843,茨城県⽔⼾市元⽯川町字柏渕２６０ー２８



2024-04-13
 
ク,129915,有限会社黒沢製作所
〒311-1205,茨城県ひたちなか市⼗三奉⾏１９２８−１７
2025-04-13
http://www.kurosawass.com/
 
ク,216551,株式会社黒澤製作所
〒285-0802,千葉県佐倉市⼤作２丁⽬７番地１号
2025-06-04
http://kurosawa-ss.jp/
 
ク,230950,有限会社黒澤電設
〒311-1218,茨城県ひたちなか市富⼠ノ上９番３５号
2025-10-04
 
ク,214673,株式会社黒潮建設
〒572-0048,⼤阪府寝屋川市⼤利町３９番１号
2026-04-11
 
ク,213377,黒潮産業株式会社
〒891-0150,⿅児島県⿅児島市坂之上８丁⽬２８番５号
2023-08-05
 
ク,227270,株式会社ＣＲＯＳＳ
〒103-0004,東京都中央区東⽇本橋２丁⽬２４番１４号
2023-12-21
 
ク,104427,クロス・ヘッド株式会社
〒150-6027,東京都渋⾕区恵⽐寿４−２０−３ 恵⽐寿ガーデンプレイスタワー２７Ｆ
2022-06-21
https://www.crosshead.co.jp/
 
ク,220293,クロスウィルメディカル株式会社
〒950-0868,新潟県新潟市東区紫⽵卸新町１８０８−２２
2024-09-28
https://crosswill.co.jp/
 
ク,504694,株式会社クロスウエア
〒530-0047,⼤阪府⼤阪市北区⻄天満５丁⽬１０−１７ ⻄天満パークビル４Ｆ
2026-06-16
http://www.crossware.co.jp/
 
ク,121954,クロスコミュニケーションズ株式会社
〒164-0012,東京都中野区本町６−１３−８
2024-07-17
http://www.crcom.co.jp/
 
ク,504874,株式会社クロステック
〒222-0021,神奈川県横浜市港北区篠原北２−４−１
2023-08-22
http://www.xtec.co.jp/
 
ク,106021,株式会社クロスネット
〒285-0923,千葉県印旛郡酒々井町東酒々井２−２−３６１



2023-09-04
http://www.x-net.jp/
 
ク,219211,株式会社クロスプランニング
〒167-0051,東京都杉並区荻窪５−１６−５
2024-03-02
https://www.cross-planning.co.jp/
 
ク,226396,株式会社黒瀬建設
〒807-0815,福岡県北九州市⼋幡⻄区本城東４−８−９
2026-02-01
 
ク,129811,株式会社クロゼン
〒332-8585,埼⽟県川⼝市本町３−６−２５
2025-03-05
http://www.kurozen.co.jp/
 
ク,102870,黒⽥化学株式会社
〒939-1868,富⼭県南砺市城端３６８
2025-02-07
http://www.kuroda-kagaku.co.jp
 
ク,127461,黒⽥機器株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町２−１３
2024-10-16
http://kurodakiki.co.jp/
 
ク,505780,黒⽥クレーン
〒850-0977,⻑崎県⻑崎市⼟井⾸町５０９番地２１
2026-02-14
 
ク,502645,黒⽥⼯務店
〒504-0912,岐⾩県各務原市那加桜町２丁⽬３２７番地
2024-06-19
 
ク,223914,黒⽥左官⼯芸株式会社
〒670-0931,兵庫県姫路市坂⽥町１１３番地
2024-12-01
 
ク,106254,株式会社クロダ精⼯
〒192-0051,東京都⼋王⼦市元本郷町２−２０−６
2024-06-28
 
ク,112009,黒⽥精⼯株式会社
〒212-8560,神奈川県川崎市幸区堀川町５８０−１６ 川崎テックセンター
2024-03-03
http://www.kuroda-precision.co.jp
 
ク,502479,黒⽥テクノ株式会社
〒223-0056,神奈川県横浜市港北区新吉⽥町１５７
2023-11-01
http://www.kuroda-techno.com/
 
ク,229959,黒⽥鉄筋⼯業有限会社
〒370-2126,群⾺県⾼崎市吉井町東⾕１８３ー１



2023-09-24
 
ク,223543,株式会社クロダテック
〒576-0013,⼤阪府交野市南星台１丁⽬１９番３号
2024-09-01
http://www.kuroda-tec.co.jp
 
ク,105229,黒⽥データストレージジャパン株式会社
〒140-0013,東京都品川区南⼤井５−１７−９
2024-09-10
 
ク,102060,黒⽥電気株式会社
〒140-0013,東京都品川区南⼤井５−１７−９
2025-06-14
https://www.kuroda-electric.co.jp/
 
ク,122170,クロニクス株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿３−２−１１ 新宿三井ビルディング⼆号館９０４号室
2025-04-13
http://www.chronix.co.jp
 
ク,102444,株式会社クロノスメディカルデバイス
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾２−２２−１７ ⽇本⽣命⻲⼾ビル４階
2025-03-11
http://www.chronos-med.com/
 
ク,218973,株式会社黒原⼯業
〒880-2116,宮崎県宮崎市⼤字細江２５２９番地１
2024-01-26
https://www.kurohara.co.jp
 
ク,216520,⿊姫断熱株式会社
〒153-0061,東京都⽬黒区中⽬黒４丁⽬６番１１号
2025-05-28
https://kurohimedannetsu.jimdosite.com/
 
ク,106252,クロマジャパン株式会社
〒223-0057,神奈川県横浜市港北区新⽻町８８８
2024-06-28
https://www.chromaate.com/jp/
 
ク,217355,黒柳建設株式会社
〒445-0004,愛知県⻄尾市⻄浅井町宮下３８番地
2025-12-03
https://www.kuro-ken.co.jp/
 
ク,217431,有限会社クワイス
〒463-0051,愛知県名古屋市守⼭区⼩幡太⽥１６番２２号
2026-01-07
http://qwaisu.com
 
ク,221411,株式会社クワザワ
〒003-8560,北海道札幌市⽩⽯区中央⼆条７丁⽬１番１号
2025-04-01
http://www.kuwazawa.co.jp



 
ク,221242,株式会社クワザワ⼯業
〒003-8511,北海道札幌市⽩⽯区中央⼆条７丁⽬１番１号
2025-03-01
https://www.kuwazawakogyo.co.jp/
 
ク,223896,桑路建塗株式会社
〒679-2336,兵庫県神崎郡市川町沢１１５ー２
2024-12-01
 
ク,223025,株式会社クワタ
〒654-0043,兵庫県神⼾市須磨区外浜町３丁⽬１番２５号
2024-04-01
 
ク,228834,有限会社桑⾕建築
〒690-0801,島根県松江市⿅島町上講武３２５番地
2025-01-18
 
ク,104792,クワナエレクトリックワークス株式会社
〒515-2523,三重県津市⼀志町井⽣１８３６
2023-06-01
 
ク,112158,桑名エンヂニアリングプラスチック株式会社
〒511-0867,三重県桑名市陽だまりの丘５−１０１
2026-02-08
http://www.kuwana-enpla.co.jp
 
ク,105252,桑名商事株式会社
〒321-4345,栃⽊県真岡市寺内１４９３−１
2024-09-26
http://www.kuwana907.com
 
ク,124634,桑名精⼯株式会社
〒511-0851,三重県桑名市⼤字⻄別所２９６
2025-11-25
http://www.kuwanaseiko.co.jp
 
ク,120997,株式会社桑名製作所
〒130-0003,東京都墨⽥区横川４−１−１６
2024-03-14
http://www.kuwana-ss.jp/
 
ク,127637,桑名電装株式会社
〒511-0806,三重県桑名市東汰上４８１−１
2024-12-22
http://k-denso.jp/
 
ク,213568,有限会社桑野建設
〒871-0704,⼤分県中津市⼭国町吉野８６３番地
2024-01-27
 
ク,120766,有限会社桑野研磨⼯業所
〒838-0065,福岡県朝倉市⼀⽊１００１−１
2024-01-16
http://www.kuwanokenma.com/



 
ク,216265,株式会社桑原組
〒520-1212,滋賀県⾼島市安曇川町⻄万⽊９２６番地
2025-04-02
https://kuwahara-group.com/
 
ク,501208,株式会社 桑原組
〒733-0812,広島県広島市⻄区⼰斐本町３丁⽬１７−２４
2024-08-27
http://www.kuwaharagumi.co.jp
 
ク,221553,桑原建材株式会社
〒101-0065,東京都千代⽥区⻄神⽥⼆丁⽬８番５号６階
2025-04-01
_
 
ク,502043,桑原商事株式会社
〒815-0074,福岡県福岡市南区寺塚１丁⽬２８番１２号
2024-06-20
 
ク,102966,桑原電⼯株式会社
〒806-0001,福岡県北九州市⼋幡⻄区築地町１０−２０
2026-01-20
http://www.kuwaden.com
 
ク,218822,桑原⼯業株式会社
〒191-0065,東京都⽇野市旭が丘５ー６ー１８
2023-12-22
http://kuwabarakougyou.co.jp
 
ク,217818,桑原電業株式会社
〒403-0032,⼭梨県富⼠吉⽥市上吉⽥東８−８−２１
2023-06-23
 
ク,217064,株式会社クワバラ・パンぷキン
〒338-0004,埼⽟県さいたま市中央区本町⻄４丁⽬１１番１０号
2025-09-10
https://k-pumpkin.co.jp
 
ク,217092,有限会社桑⼭鐵⼯
〒479-0002,愛知県常滑市久⽶字池⽥１８４番地
2025-09-10
 
グ,505784,グーグル合同会社
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕３丁⽬２１番３号渋⾕ストリーム
2026-02-21
 
グ,212116,株式会社グース
〒140-0015,東京都品川区⻄⼤井６ー９ー６
2024-04-04
http://www.gu-su.co.jp
 
グ,211700,有限会社グーチ
〒512-0934,三重県四⽇市市川島町５６４４
2023-06-15



 
グ,505676,株式会社グッド・クルー
〒150-8510,東京都渋⾕区渋⾕２丁⽬２１番１号渋⾕ヒカリエ３２Ｆ
2025-03-07
https://www.good-crew.co.jp/
 
グ,505598,株式会社グッドキャリア
〒102-0073,東京都千代⽥区九段北１−４−５ 北の丸グラスゲート６階Ａ
2024-06-22
https://good-career.co.jp/
 
グ,104801,株式会社グミ
〒150-0011,東京都渋⾕区東３−１３−１１ Ａ−ＰＬＡＣＥ恵⽐寿東８Ｆ
2026-06-07
http://www.gumi.co.jp
 
グ,210693,株式会社グライト
〒185-0001,東京都国分寺市北町３−４−４２
2024-11-12
 
グ,505256,グラウド株式会社
〒812-0025,福岡県福岡市博多区店屋町８番１７号
2022-07-12
https://www.glowd.co.jp/
 
グ,212996,株式会社グラサポ
〒710-0111,岡⼭県倉敷市上東７５０ー１
2026-01-15
 
グ,106745,株式会社ＧＬＡＳＳ
〒658-0015,兵庫県神⼾市東灘区本⼭南町８−３−１−６１０
2025-07-25
 
グ,218471,株式会社グラックス
〒123-0865,東京都⾜⽴区新⽥３−３７−１２−１００４
2023-10-06
 
グ,219598,株式会社ＧＬＡＤＴＳ
〒731-4222,広島県安芸郡熊野町呉地４丁⽬１４ー２
2024-04-20
 
グ,220734,グラティス株式会社
〒830-0048,福岡県久留⽶市梅満町１７２１番地７
2025-03-01
 
グ,112116,グラドコジャパン株式会社
〒194-0013,東京都町⽥市原町⽥１−１３−１ 町⽥ハイツ壱番館１０２
2025-10-13
http://www.gradco.co.jp/
 
グ,100677,株式会社グラファイトデザイン
〒368-0065,埼⽟県秩⽗市太⽥２４７４−１
2026-03-29
http://www.gd-inc.co.jp
 



グ,218039,株式会社グラフィック
〒390-0831,⻑野県松本市井川城３丁⽬３番８−５号
2023-07-28
 
グ,502852,株式会社グラフィック
〒370-0306,群⾺県太⽥市新⽥市野倉町４８９−１
2022-09-11
http://www.torec.co.jp/
 
グ,219842,株式会社グランツ
〒130-0026,東京都墨⽥区両国４−３１−１４
2024-06-08
 
グ,102512,株式会社グランド
〒326-0052,栃⽊県⾜利市相⽣町３８９−５
2025-04-09
http://www.grand-inc.co.jp
 
グ,213964,株式会社グランド技研
〒830-1226,福岡県三井郡⼤⼑洗町⼤字⼭隈１７５７ー５
2025-01-12
 
グ,112192,グランド⼯業株式会社
〒454-0005,名古屋市中川区⻄⽇置町１０−３０２
2025-03-06
 
グ,220126,株式会社グランドライン
〒157-0062,東京都世⽥⾕区南烏⼭６丁⽬３０−２６
2024-08-03
http://www.groundline.wp-x.jp
 
グ,224607,株式会社グランパス
〒455-0879,愛知県名古屋市港区畑中⼆丁⽬４２１番地
2025-04-01
https://guranpas.com/
 
グ,230570,株式会社グリーバル
〒105-0014,東京都港区芝⼀丁⽬１２番７号
2025-07-26
https://www.greeval.co.jp
 
グ,503466,グリーン・サポート・システムズ株式会社
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町１−８−７
2025-08-17
http://www.greensupport.co.jp/
 
グ,210374,有限会社グリーンアート
〒700-0955,岡⼭県岡⼭市南区万倍１７ー２
2024-06-18
 
グ,226082,株式会社グリーンアート
〒530-0042,⼤阪府⼤阪市北区天満橋３−４−３７
2025-10-01
 
グ,106557,株式会社グリーンアイティシステムズ



〒125-0062,東京都葛飾区⻘⼾８−２０−１７
2025-02-02
http://www.greenitsystems.co.jp
 
グ,225746,株式会社グリーンアンドアーツ
〒279-8581,千葉県浦安市美浜１ー８ー１
2025-07-01
http://www.gaa.co.jp
 
グ,225260,グリーン＆ウォーター株式会社
〒103-0012,東京都中央区⽇本橋堀留町⼀丁⽬２番１０号
2025-06-01
https://greenwater.jp/
 
グ,219668,株式会社グリーンクロス
〒810-0033,福岡県福岡市中央区⼩笹５−２２−３４
2024-04-27
https://www.green-cross.co.jp/
 
グ,210831,グリーン⼯業株式会社
〒869-0442,熊本県宇⼟市城之浦町２７５番地
2025-01-13
 
グ,214739,株式会社グリーン興発
〒950-3133,新潟県新潟市北区すみれ野２丁⽬２０番２号
2026-05-23
https://greenkohatsu.co.jp/
 
グ,123673,株式会社グリーンサービス
〒231-0806,神奈川県横浜市中区本牧町１−４６
2025-03-05
 
グ,215163,グリーン産業株式会社
〒950-0983,新潟県新潟市中央区神道寺２丁⽬２番１０号
2024-01-10
 
グ,112316,グリーン，ツィードアンドカンパニージャパン株式会社
〒108-0014,東京都港区芝５−３１−１７
2024-02-28
http://www.gtweed.com
 
グ,122066,株式会社グリーン電⼦
〒223-8585,神奈川県横浜市港北区綱島⻄６−１３−３２
2025-03-12
http://www.green-e.co.jp/
 
グ,229826,株式会社グリーン⼟⽊
〒410-2415,静岡県伊⾖市⼤平２４１ー１
2026-07-02
 
グ,218081,株式会社グリーンハーツ
〒812-0873,福岡県福岡市博多区⻄春町⼀丁⽬４−９−３０７
2023-08-04
 
グ,212474,有限会社グリーン・ハーベスト



〒266-0031,千葉県千葉市緑区おゆみ野４−２１−４Ｓ・Ｂハイツ１０２
2025-02-20
 
グ,104444,株式会社グリーンハウス
〒150-0013,東京都渋⾕区恵⽐寿１−１９−１５ ウノサワ東急ビル５階
2025-07-01
https://www.green-house.co.jp/
 
グ,112405,株式会社グリーンプロセス⼯業
〒203-0031,東京都東久留⽶市南町３−７−３９
2024-04-20
http://greenprosess.world.coocan.jp/
 
グ,225282,グリーンホスピタルサプライ株式会社
〒565-0853,⼤阪府吹⽥市春⽇３丁⽬２０番８号
2025-06-01
http://www.ghs-inc.co.jp/company/index.html
 
グ,129411,グリーンメタル株式会社
〒997-0011,⼭形県鶴岡市宝⽥３−１１−２５
2024-04-09
http://www.green-metal.co.jp/
 
グ,121333,株式会社グリーンライフ
〒955-0852,新潟県三条市南四⽇町４−１−９
2024-03-31
http://www.greenlife-web.co.jp
 
グ,100916,グリコ栄養⾷品株式会社
〒555-8502,⼤阪市⻄淀川区歌島４−６−５
2023-10-27
https://www.glico.com/nutrition
 
グ,120302,グリッターテクノ株式会社
〒193-0821,東京都⼋王⼦市川町１７４−３
2023-08-22
 
グ,220016,株式会社ＧＲＩＴ
〒581-0085,⼤阪府⼋尾市安中町４−３−１６
2024-07-13
 
グ,122111,株式会社ぐりっぷ
〒179-0071,東京都練⾺区旭町２−２４−２８
2025-08-27
 
グ,105819,グリムエレクトロニクス株式会社
〒960-1407,福島県伊達郡川俣町鶴沢字⻄ノ平１１−７
2026-01-15
 
グ,218361,グループ・ミキ有限会社
〒910-0037,福井県福井市⻄堀町７−１０９
2023-09-08
 
グ,105783,グルーヴィウェア株式会社
〒791-8034,愛媛県松⼭市富久町４２２



2025-12-05
http://www.grooovyware.jp
 
グ,216853,有限会社グルッペ
〒035-0021,⻘森県むつ市⼤字⽥名部字落野沢１３ー２
2025-07-09
 
グ,504768,株式会社グルマンディーズ
〒542-0086,⼤阪府⼤阪市中央区⻄⼼斎橋⼆丁⽬１番３号 御堂筋ダイヤモンドビル６Ｆ
2023-07-27
https://www.gourmandise.co.jp/
 
グ,224020,株式会社グレース
〒583-0868,⼤阪府⽻曳野市学園前４−１ー１３
2025-01-01
 
グ,505704,株式会社 グレースコミュニケーション
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀４−５−８ ＫＤＸ⼋丁堀ビル６階
2025-05-24
 
グ,503902,株式会社グレート
〒920-0853,⽯川県⾦沢市本町１丁⽬５番１号
2024-02-02
https://www.great-kabu.co.jp/
 
グ,104079,株式会社グレープシステム
〒220-6119,横浜市⻄区みなとみらい２−３−３ クイーンズタワーＢ１９Ｆ
2024-10-16
http://www.grape.co.jp/
 
グ,213529,グレア・フィールド株式会社
〒100-0013,東京都千代⽥区霞が関３ー６ー１４
2023-12-16
 
グ,231017,株式会社グレイス
〒981-3124,宮城県仙台市泉区野村字⼆重袋３番２
2025-10-11
http://www.gureisu.co.jp
 
グ,106217,グレイステクノロジー株式会社
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨３−８−２１ 虎ノ⾨３３森ビル７階
2024-05-13
 
グ,112451,株式会社グロー
〒940-1164,新潟県⻑岡市南陽１−１１５５
2024-08-03
http://www.glowpackage.com/
 
グ,105017,株式会社グローウィル
〒949-1337,新潟県⽷⿂川市桂１４−１
2024-01-22
http://growwill.co.jp
 
グ,217375,株式会社グロージオ
〒427-0053,静岡県島⽥市御仮屋町８８６３ー１



2025-12-10
https://www.growgeo.co.jp
 
グ,103429,株式会社グロース
〒231-0011,神奈川県横浜市中区太⽥町６−８４−２ ⼤樹⽣命横浜桜⽊町ビル５階
2023-09-29
http://a-growth.com
 
グ,220596,株式会社グロース
〒850-0873,⻑崎県⻑崎市諏訪町５番２０号２Ｆ
2025-01-11
http://www.growth-co.co.jp
 
グ,100727,グロー精密株式会社
〒315-0131,茨城県⽯岡市下林３３２６
2026-04-27
http://www.grow-seimitsu.jp/
 
グ,101180,株式会社グローセル
〒101-0048,東京都千代⽥区神⽥司町２−１
2026-05-14
https://www.glosel.co.jp/
 
グ,103570,株式会社グローセル
〒101-0048,東京都千代⽥区神⽥司町２−１
2023-09-21
https://www.glosel.co.jp
 
グ,231750,合同会社グロード建設
〒532-0003,⼤阪府⼤阪市淀川区宮原⼆丁⽬１４番２７号新⼤阪クリエイトビル１０１号
2026-03-07
https://www.groad-kensetsu.co.jp/
 
グ,128762,グローバ販売株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１−２０−１３ ⽇本電産東京ビル
2026-02-08
http://www.nidec-copal-electronics.com
 
グ,126473,グローバリーテック株式会社
〒601-8213,京都市南区久世中久世３−６８
2024-01-17
http://www.globally-tech.co.jp
 
グ,213631,株式会社グローバル
〒220-0051,神奈川県横浜市⻄区中央⼆丁⽬５０番５−７０９号
2021-03-17
 
グ,502760,株式会社グローバル・ゲイト
〒162-0826,東京都新宿区市⾕船河原町１１番地 飯⽥橋レインボービル６階
2024-11-01
 
グ,105468,グローバル・テック株式会社
〒530-0001,⼤阪府⼤阪市北区梅⽥２−５−８ 千代⽥ビル⻄別館
2025-02-28
http://gl-tech.co.jp/



 
グ,101272,株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン
〒239-0836,神奈川県横須賀市内川２−３−１
2024-04-10
http://www.gnfjapan.com/
 
グ,228182,株式会社グローバルアーツ
〒527-0074,滋賀県東近江市市辺町２８６６番地
2024-06-21
https://globalarts.jp
 
グ,113771,グローバルアドバンストメタルジャパン株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内３−４−１ 新国際ビル９階
2024-04-17
http://www.globaladvancedmetals.com
 
グ,106825,株式会社グローバルインフォメーション
〒215-0004,神奈川県川崎市⿇⽣区万福寺１−２−３ アーシスビル７階
2025-12-19
https://corporate.gii.co.jp/
 
グ,101082,グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社
〒957-0197,新潟県北蒲原郡聖籠町東港６−８６１−５
2024-02-22
http://www.sas-globalwafers.co.jp
 
グ,106644,株式会社グローバルウェイ
〒105-0013,東京都港区浜松町１−７−３ 第⼀ビル
2025-04-28
https://www.globalway.co.jp/
 
グ,503599,株式会社グローバルエース
〒108-0073,東京都港区三⽥４−１−２７ ＦＢＲ三⽥ビル７Ｆ
2025-08-31
http://www.global-ace.co.jp/
 
グ,222315,有限会社グローバル検査
〒465-0091,愛知県名古屋市名東区よもぎ台三丁⽬１６０４番地
2023-11-01
http://www.global-inspection.com
 
グ,129651,グローバルコーティング株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥２−１６−６ 内神⽥ＯＳビル９階
2024-12-01
http://www.globalcoat.com/
 
グ,501453,株式会社グローバルサイエンス
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥１丁⽬１番８号
2024-12-19
http://www.globalsc.co.jp/
 
グ,505792,グローバルジョブズ
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥４−１２−６
2026-04-10
https://www.globaljobs.co.jp/



 
グ,106568,グローバルセキュリティエキスパート株式会社
〒105-0022,東京都港区海岸１−１５−１ スズエベイディアム４階
2025-02-14
https://www.gsx.co.jp/
 
グ,504351,株式会社グローバルテクニカルサービス
〒104-0045,東京都中央区築地⼀丁⽬９番１１号−１２０４
2026-05-27
 
グ,106931,グローバルディスプレイ株式会社
〒530-0001,⼤阪府⼤阪市北区梅⽥２−５−４ 千代⽥ビル⻄館７階
2026-03-29
https://globaldisplay.jp/
 
グ,112145,グローバル電⼦株式会社
〒162-0833,東京都新宿区箪笥町３５
2024-10-24
http://www.gec-tokyo.co.jp/
 
グ,505488,株式会社グローバルヒューマンブリッジ
〒541-0054,⼤阪府⼤阪市中央区南本町４丁⽬２番１０号
2023-12-01
https://global-human.jp/
 
グ,217328,株式会社グローバルＢＩＭ
〒107-0051,東京都港区元⾚坂１ー３ー９
2025-11-19
https://www.global-bim.com/
 
グ,120154,グローバルブレインズ株式会社
〒812-0011,福岡市博多区博多駅前２−２０−１５
2023-07-26
http://www.gbc.co.jp
 
グ,212281,グローバルホーム株式会社
〒940-2101,新潟県⻑岡市寺島町６２６
2024-07-25
https://www.global-home.co.jp/
 
グ,106634,グローバルポリアセタール株式会社
〒100-8324,東京都千代⽥区丸の内２−５−２
2025-04-20
 
グ,231793,株式会社グローバルメディア
〒666-0143,兵庫県川⻄市清和台⻄五丁⽬４番地の９４
2026-03-20
https://www.global-m.co.jp/
 
グ,103997,株式会社グローバルワークス
〒812-0013,福岡市博多区博多駅東１−１−３３ はかた近代ビル４Ｆ
2024-09-30
https://gwx.co.jp
 
グ,218027,有限会社グローバンス



〒241-0823,神奈川県横浜市旭区善部町９９−１杉⼭第⼀ビル３階
2023-07-28
 
グ,219860,株式会社グローブ
〒556-0029,⼤阪府⼤阪市浪速区芦原１−４−９
2024-06-15
http://www.globe-rent.com
 
グ,104465,株式会社グローブ・テック
〒191-0003,東京都⽇野市⽇野台１−１３−２１
2025-07-15
http://www.globetech.co.jp/
 
グ,211622,グローブシップ株式会社
〒108-0014,東京都港区芝４丁⽬１１番３号
2026-04-27
https://www.globeship.co.jp/
 
グ,102183,グローリー株式会社
〒670-8567,兵庫県姫路市下⼿野１−３−１
2025-12-28
http://www.glory.co.jp
 
グ,505460,株式会社グローリー情報システム
〒114-0003,東京都北区豊島２−１−３ 王⼦北ビル３Ｆ
2023-09-07
https://www.gry.co.jp/
 
グ,123827,グローリープロダクツ株式会社
〒679-2284,兵庫県神崎郡福崎町⻄治８６０−３
2025-04-27
http://www.glory-products.co.jp
 
グ,218965,株式会社Ｇｒｏｗ
〒351-0101,埼⽟県和光市⽩⼦１ー２７ー２１
2024-01-26
 
グ,220238,株式会社グロウアーツ
〒532-0011,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島７丁⽬１２−５⽇宝北２号館２階５号
2024-09-14
 
グ,224814,グロリー防⽔⼯業株式会社
〒132-0003,東京都江⼾川区春江町２丁⽬３９番１１号
2025-04-01
_
 
グ,230393,株式会社グンエイ
〒371-0203,群⾺県前橋市粕川町⽉⽥５５５番地
2025-07-12
https://gunei-fa.co.jp/
 
グ,222994,株式会社郡協鉄筋⼯業
〒963-0201,福島県郡⼭市⼤槻町字普⾨寺坦北８番地
2024-04-01
http://gunkyo.jp/



 
グ,218222,株式会社群⼯
〒370-0069,群⾺県⾼崎市飯塚町４６２−１
2023-08-11
 
グ,217687,有限会社グンセツ
〒370-3518,群⾺県⾼崎市後⽦間町１２１番地２
2026-04-07
 
グ,112323,グンゼ株式会社
〒623-8511,京都府綾部市⻘野町膳所１
2024-03-13
http://www.gunze.co.jp/
 
グ,102963,グンゼ⾼分⼦株式会社
〒259-1132,神奈川県伊勢原市桜台３−１７−１
2025-02-24
http://www.gunze.co.jp/koubunshi/index.html
 
グ,229469,株式会社群鐵
〒371-0221,群⾺県前橋市樋越町１１６番地３
2026-01-31
 
グ,212707,株式会社郡野鉄建
〒869-4701,熊本県⼋代市千丁町太牟⽥１２４５
2025-06-26
 
グ,227451,株式会社群⾺圧送
〒371-0845,群⾺県前橋市⿃⽻町８−６
2024-02-22
 
グ,215847,株式会社群⾺ケイテクノ
〒370-0008,群⾺県⾼崎市正観寺町１２０ー１
2024-12-18
http://www.g-k-techno.jp
 
グ,211486,株式会社群⾺建⽔
〒370-1103,群⾺県佐波郡⽟村町⼤字樋越７９９ー７
2025-12-24
http://www.ken-sui.jp
 
グ,224549,群⾺建物株式会社
〒370-0007,群⾺県⾼崎市問屋町⻄１丁⽬１番１号
2025-04-01
http://www.viento-takasaki.or.jp/company/gunmatatemono/
 
グ,226742,群⾺⼤同⼯業株式会社
〒370-0861,群⾺県⾼崎市⼋千代町３丁⽬１−１２
2026-05-01
 
グ,103576,株式会社群⾺断熱
〒373-0844,群⾺県太⽥市下⽥島町４７４
2024-01-23
http://gunma-dannetsu.jp
 



グ,127460,群⾺電機株式会社
〒376-0101,群⾺県みどり市⼤間々町⼤間々７６０
2024-10-16
http://www.gunmadenki.co.jp/
 
グ,212480,株式会社群⾺ナブコ
〒370-0801,群⾺県⾼崎市上並榎町５８ー１
2025-02-20
http://www.g-nabco.co.jp/
 
グ,215900,株式会社群⾺パワーテクノ
〒370-0008,群⾺県⾼崎市正観寺町１２０ー１
2025-01-15
http://www.g-p-techno.jp
 
グ,105778,株式会社群⾺分析センター
〒370-0886,群⾺県⾼崎市下⼤島町６２５
2025-12-05
http://koryukai.net/c_bunseki.html
 
グ,102569,有限会社群⾺⽊⼯
〒378-0035,群⾺県沼⽥市井⼟上町１５８
2022-05-23
 
ケ,112636,ＫＤＤＩ株式会社
〒102-8460,東京都千代⽥区飯⽥橋３−１０−１０ ガーデンエアタワー
2023-09-21
http://www.kddi.com/
 
ケ,505620,株式会社 ケー・ エヌ ・エフ ・ジャパン
〒104-0033,東京都中央区新川‘１−１６−１４
2024-08-31
 
ケ,125290,株式会社ケー・アイ・エス
〒432-8058,静岡県浜松市南区新橋町３９７
2023-03-04
http://www.kis-co.jp
 
ケ,125703,ケー・アイ技術株式会社
〒515-2401,三重県松阪市嬉野釜⽣⽥町３６７−１
2023-08-03
http://www.kinet.co.jp
 
ケ,504688,株式会社ケー・イー・ジェー
〒461-0003,愛知県名古屋市東区葵２−３−１５ふぁみーゆ葵８０１
2023-06-16
http://www.kej.co.jp/
 
ケ,123501,有限会社ケー・イエス
〒259-1141,神奈川県伊勢原市上粕屋３１７３−１
2025-02-12
 
ケ,502938,株式会社ケー・エス・イー
〒101-0052,東京都千代⽥区神⽥⼩川町三丁⽬８番地
2026-03-24



https://www.kse-m.co.jp
 
ケ,100469,ケー・エス・エム・ジャパン株式会社
〒150-0012,東京都渋⾕区広尾１−１５−６ ＢＲエビスＡＫビル２Ｆ
2025-12-09
http://www.ksm.co.kr
 
ケ,122649,ケー・ケー・ヴィ・コーポレーション株式会社
〒536-0016,⼤阪市城東区蒲⽣４−１４−１３
2026-05-29
http://www.kkv.co.jp
 
ケ,210929,株式会社ＫーＡＲＴ
〒530-0005,⼤阪府⼤阪市北区中之島六丁⽬２番４０号
2025-02-23
http://www.k-art.jp/
 
ケ,129653,株式会社ケーアールアイ
〒489-0071,愛知県瀬⼾市暁町３−１５１
2024-12-02
http://www.kri-f.co.jp/
 
ケ,221972,ＫＲＨ株式会社
〒503-0212,岐⾩県安⼋郡輪之内町中郷新⽥２５４４番地の２
2025-09-01
https://krh.co.jp/
 
ケ,231094,株式会社ケー・アールシステム
〒489-0066,愛知県瀬⼾市東横⼭町１７６番地
2025-10-18
 
ケ,102903,株式会社ケーアイエス
〒103-0014,東京都中央区⽇本橋蛎殻町１−３６−７ 蛎殻町千葉ビル７階
2025-11-28
http://www.kis-inc.jp/
 
ケ,102058,ケーアイディー株式会社
〒171-0033,東京都豊島区⾼⽥３−５−１３ サイテックビル４階
2024-12-21
http://www.k-id.co.jp/
 
ケ,222765,ケーアンドイー株式会社
〒162-8557,東京都新宿区津久⼾町２ー１
2024-03-01
http://www.k-and-e.co.jp
 
ケ,104205,株式会社ケーイーコーポレーション
〒424-0911,静岡県静岡市清⽔区宮加三７１５
2024-12-14
 
ケ,219850,株式会社ケーイーシー
〒732-0818,広島県広島市南区段原⽇出１丁⽬７番１４号
2024-06-15
https://www.kec-net.com/
 



ケ,112686,ケーイーシージャパン株式会社
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥２−２−３ 五反⽥ハタビル６Ｆ
2023-10-08
https://www.kec.co.kr/?lang=jpn
 
ケ,212945,株式会社ケーエス
〒334-0062,埼⽟県川⼝市榛松１６７１ー２
2025-12-04
 
ケ,231780,株式会社ケーエス
〒169-0075,東京都新宿区⾼⽥⾺場⼆丁⽬１４番２４号
2026-03-14
 
ケ,214413,株式会社ＫＳＥ
〒290-0051,千葉県市原市君塚３丁⽬１６ー２
2025-10-04
 
ケ,231562,ケーエスエー株式会社
〒860-0079,熊本県熊本市⻄区上熊本三丁⽬８番１号
2026-01-17
https://www.ksap.jp
 
ケ,103602,ケーエスエス株式会社
〒146-0093,東京都⼤⽥区⽮⼝１−２２−１４
2024-02-03
http://www.kss-superdrive.co.jp
 
ケ,122529,株式会社ケー・エス・エス
〒324-0003,栃⽊県⼤⽥原市⼩滝９７６
2025-04-27
 
ケ,218558,株式会社ケー・エス・ケー
〒179-0072,東京都練⾺区光が丘七丁⽬７番２−１００５号
2023-10-20
 
ケ,211606,ケーエス⼯業株式会社
〒272-0014,千葉県市川市⽥尻３丁⽬８番１４ー１３０３号
2026-04-14
 
ケ,122674,ケーエス産業株式会社
〒111-0051,東京都台東区蔵前３−１７−３
2026-05-13
http://www.kssc.co.jp/
 
ケ,129484,株式会社ケーエスティ
〒230-0051,神奈川県横浜市鶴⾒区鶴⾒中央１−２−４−７０１
2024-06-16
http://kst-co.com/
 
ケ,215122,有限会社ケー・エス・ティー
〒416-0938,静岡県富⼠市浜⽥町１３番地
2023-12-12
 
ケ,215893,株式会社ＫＳＢエンジニアリング
〒332-0014,埼⽟県川⼝市⾦⼭町１２−１サウスゲートタワー川⼝２Ｆ



2022-01-08
http://ksbe.co.jp
 
ケ,122677,株式会社ケー・エフ・シー
〒530-0047,⼤阪市北区⻄天満３−２−１７
2026-03-25
https://www.kfc-net.co.jp
 
ケ,124411,株式会社ケーエム
〒105-0004,東京都港区新橋１−１８−１６ ⽇本⽣命新橋ビル９Ｆ
2025-08-06
http://www.km-coltd.co.jp
 
ケ,106144,ケー・エム・エス株式会社
〒338-0822,埼⽟県さいたま市桜区中島２−２２−１４
2024-02-03
http://www.e-kms.co.jp
 
ケ,213849,株式会社Ｋ．Ｍ．Ｓ
〒245-0014,神奈川県横浜市泉区中⽥南⼆丁⽬２３番２１号
2021-09-15
 
ケ,106422,株式会社ケーエムケー
〒389-0601,⻑野県埴科郡坂城町⼤字坂城５９９１−１
2024-11-25
https://kmk-j.co.jp/
 
ケ,122684,ケーエム精⼯株式会社
〒577-0982,⼤阪府東⼤阪市吉⽥本町１−１０−１６
2026-05-13
http://www.kmseiko.co.jp/
 
ケ,129514,ＫＭＴ株式会社
〒854-0065,⻑崎県諫早市津久葉町２０６０−１５
2024-07-21
http://www.kmtech.jp
 
ケ,218834,有限会社ケーエム電気
〒435-0052,静岡県浜松市東区天王町１７２０
2023-12-22
 
ケ,213061,株式会社ＫＭユナイテッド
〒606-0801,京都府京都市左京区下鴨宮河町７番地
2026-02-26
https://www.paintnavi.co.jp/kmunited/
 
ケ,230245,ケーエムワークス株式会社
〒111-0053,東京都台東区浅草橋⼆丁⽬８番３号やなぎビル２０２号
2025-06-21
 
ケ,112714,ケーエルエー・テンコール株式会社
〒220-0012,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい３−７−１ ＯＣＥＡＮ ＧＡＴＥ ＭＩＮＡＴＯＭＩＲＡＩ１１Ｆ
2024-05-15
http://www.kla-tencor.co.jp
 



ケ,222278,ケーオーディー株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野２丁⽬１番１１号サンフィールドビル４階
2023-10-01
 
ケ,215185,株式会社ケーコム
〒235-0045,神奈川県横浜市磯⼦区洋光台３ー３０ー１３ー３０３
2024-01-23
 
ケ,232043,ＫＣＲ株式会社
〒214-0036,神奈川県川崎市多摩区南⽣⽥⼆丁⽬２７番１９号
2026-05-23
 
ケ,103372,株式会社ケーシーエスエンジニアリング
〒310-0801,茨城県⽔⼾市桜川２−５−７
2023-08-27
http://www.kcsecorp.jp/
 
ケ,101036,ＫＣＣＳモバイルエンジニアリング株式会社
〒108-0073,東京都港区三⽥３−１３−１６ 三⽥４３ＭＴビル１６階
2024-02-08
http://www.kcme.jp/
 
ケ,112601,株式会社ケー・シー・シー・商会
〒651-2241,神⼾市⻄区室⾕１−２−１
2023-08-11
http://www.kccshokai.co.jp
 
ケ,112583,株式会社ケー・シー・ジー・センター
〒530-0041,⼤阪府⼤阪市北区天神橋２−４−１７ 千代⽥第⼀ビル
2025-02-23
http://www.kcg.co.jp
 
ケ,103589,株式会社Ｋ−ｃ ｔｅｃｈｎｏ
〒373-0015,群⾺県太⽥市東新町５９７−２
2024-01-28
 
ケ,220723,株式会社ＫＣＢ
〒744-0065,⼭⼝県下松市星が丘⼀丁⽬１番７号
2025-02-21
http://www.kcb-inc.jp
 
ケ,216979,Ｋ・Ｃ・ＯＮＥ株式会社
〒550-0023,⼤阪府⼤阪市⻄区千代崎２丁⽬１４番１０号
2025-08-13
http://www.kcone.co.jp
 
ケ,231771,株式会社ケーシン⼯業
〒981-3627,宮城県黒川郡⼤和町吉岡字東⾞堰３６番地５
2026-03-14
http://www.jk-ksin.jp/
 
ケ,124661,ＫＧＫサービス株式会社
〒136-0076,東京都江東区⻲⼾６−６−１０
2022-12-06
https://www.kgks.co.JP



 
ケ,129229,ＫＧＫサービス株式会社
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾６−６−１０
2024-01-20
https://www.kgks.co.jp/
 
ケ,220876,有限会社ケーズ
〒700-0944,岡⼭県岡⼭市南区泉⽥四丁⽬１８番３７−２号
2025-03-15
https://www.kz-web.jp/
 
ケ,218999,株式会社Ｋ’ｓ ｔｅｃｈｎｏ
〒492-8182,愛知県稲沢市⽇下部中町５−２１
2024-01-26
 
ケ,217083,株式会社Ｋ’ｓ電設
〒441-0152,愛知県豊橋市前芝町字稲場５９番地
2025-09-10
 
ケ,106273,株式会社ケーズブレインズ
〒186-0011,東京都国⽴市⾕保６０４９
2024-07-16
https://www.ks-brains.co.jp/
 
ケ,230669,株式会社Ｋ’ｚプラント
〒481-0045,愛知県北名古屋市中之郷栗島５８番地
2025-08-09
 
ケ,216500,Ｋ’Ｓレンタル株式会社
〒007-0890,北海道札幌市東区中沼町１５番地６５
2022-05-21
 
ケ,214806,株式会社Ｋ２ーＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
〒136-0076,東京都江東区南砂１ー２２ー３ー１０６
2023-06-27
 
ケ,231444,株式会社Ｋ２プランニング
〒790-0056,愛媛県松⼭市⼟居⽥町７９番地
2025-12-13
 
ケ,128970,ケーツーモデリング株式会社
〒969-1203,福島県本宮市⽩岩字堤崎１３２
2026-05-26
http://www.k2model.jp/
 
ケ,231640,Ｋ・Ｔ・Ａ株式会社
〒244-0805,神奈川県横浜市⼾塚区川上町４６４番地２９新晃ビル１階
2026-02-07
https://www.kta-co.com/
 
ケ,216325,株式会社ｋ・テクノ
〒134-0088,東京都江⼾川区⻄葛⻄６丁⽬２６番８号
2025-04-23
_
 



ケ,112761,株式会社ケーテック
〒206-0801,東京都稲城市⼤丸３１１４−２
2024-07-18
http://www.ktec.co.jp/
 
ケ,229589,株式会社ケーテック
〒530-0001,⼤阪府⼤阪市北区梅⽥１丁⽬１番３ー１０００号
2026-03-19
 
ケ,230463,株式会社Ｋ−テック
〒739-1732,広島県広島市安佐北区落合南⼆丁⽬５２番３１号
2025-07-19
 
ケ,230517,株式会社ケーテック
〒969-6206,福島県⼤沼郡会津美⾥町字佐布川甲５７１番地
2025-07-26
 
ケ,106676,ＫＤＫ販売株式会社
〒142-0041,東京都品川区⼾越５−４−３
2025-06-03
http://www.kdk.com/company/
 
ケ,154051,株式会社ＫＤＡ
〒144-0055,東京都⼤⽥区仲六郷４−１３−６
2023-08-04
 
ケ,503891,株式会社ＫＤＳ
〒102-0074,東京都千代⽥区九段南４−７−１５ ＪＰＲ市ヶ⾕ビル２Ｆ
2024-01-24
https://www.kds-net.co.jp
 
ケ,231172,ＫＤエンジニアリング株式会社
〒256-0813,神奈川県⼩⽥原市前川１４１番地の１
2025-10-25
 
ケ,502882,株式会社ＫＤＣ
〒555-0013,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区千⾈３丁⽬３−２
2025-10-11
 
ケ,213638,Ｋデザイン⼯房株式会社
〒538-0041,⼤阪府⼤阪市鶴⾒区今津北５丁⽬６番１８号
2024-03-17
 
ケ,220199,Ｋパートナーズ株式会社
〒143-0016,東京都⼤⽥区⼤森北１−３１−２柏屋ビル４階
2024-08-31
 
ケ,503800,株式会社ケーヒン・サーマル・テクノロジー
〒323-8678,栃⽊県⼩⼭市⽝塚１−４８０
2023-07-19
 
ケ,122506,ケービーエフ株式会社
〒120-0002,東京都⾜⽴区中川１−１２−１２
2025-07-13
 



ケ,210533,株式会社ＫＢＣ建材
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚３ー３５ー２
2024-09-11
 
ケ,503467,ケービックス株式会社
〒371-0855,群⾺県前橋市問屋町１丁⽬１０番地３
2025-08-17
https://www.kbix.co.jp/
 
ケ,112553,株式会社ケーピーエス
〒169-0073,東京都新宿区百⼈町２−４−８
2025-02-09
http://www.kpscorp.co.jp
 
ケ,102646,ケーピーエス⼯業株式会社
〒619-0238,京都府相楽郡精華町精華台９−１−３
2025-07-01
http://www.kps-k.co.jp
 
ケ,103089,ＫＰファクトリー株式会社
〒673-0446,兵庫県三⽊市別所町花尻６６８−１
2026-03-20
http://www.kp-f.jp/
 
ケ,120775,Ｋ−ファクト
〒570-0041,⼤阪府守⼝市東郷通３−９−８
2024-01-20
 
ケ,231675,株式会社Ｋ−ＦＲＡＭＥ
〒921-8842,⽯川県野々市市徳⽤三丁⽬８５番地
2026-02-14
 
ケ,104268,株式会社ケーブルプラスジャパン
〒213-0011,神奈川県川崎市⾼津区久本３−５−７ 新溝の⼝ビル５階
2025-01-29
http://www.cableplusjapan.com/
 
ケ,220840,株式会社Ｋ−ブレイズ
〒601-8213,京都府京都市南区久世中久世町⼀丁⽬１４６番地
2025-03-15
 
ケ,104909,有限会社ケープコム
〒239-0826,神奈川県横須賀市⻑瀬２−８−１３−１０
2023-09-04
http://www.capecom.co.jp
 
ケ,211595,株式会社ケープＳＰＡＣＥ
〒143-0027,東京都⼤⽥区中⾺込１−１７−２
2026-04-07
 
ケ,220092,株式会社ケープラス
〒870-0936,⼤分県⼤分市岩⽥町⼀丁⽬１４番５号
2024-07-20
 
ケ,219249,有限会社Ｋ・プレール



〒607-8228,京都府京都市⼭科区勧修寺本堂⼭町５ー２
2024-03-09
https://k-plaire.com/
 
ケ,212446,Ｋ−ＭＡＸ 鈴⽊洋⼀（その他）
〒435-0054,静岡県浜松市中区早出町１１５７
2025-01-23
 
ケ,230606,ケームファクトリー株式会社
〒151-0066,東京都渋⾕区⻄原⼆丁⽬３１番４号
2025-08-02
https://www.k-mfactory.com
 
ケ,101664,株式会社ケーメックス・オートメーション
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町２−１−１５
2024-09-13
https://www.kmecs-automation.jp
 
ケ,106065,株式会社ケーメックスＯＮＥ
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町２−３−３ ザイマックス岩本町ビル３Ｆ
2023-10-23
https://www.kmecsone.jp/
 
ケ,213854,株式会社ケー・ユー・ケー
〒202-0001,東京都⻄東京市ひばりが丘１ー１ー１
2024-09-29
 
ケ,221590,株式会社ケーヨーマサル
〒285-0026,千葉県佐倉市鏑⽊仲⽥町５丁⽬７番地
2025-04-01
 
ケ,505762,ケーワイエス（その他）
〒664-0873,兵庫県伊丹市野間４丁⽬１番２４号
2025-11-18
 
ケ,222601,株式会社ケーワイ関城
〒115-0041,東京都北区岩淵町５ー７
2024-01-01
 
ケ,101807,有限会社ケーワイ⼯業
〒374-0055,群⾺県館林市成島町１２５５−４５
2024-10-19
 
ケ,216590,株式会社ケーワイ電設
〒123-0841,東京都⾜⽴区⻄新井２丁⽬２番１１号
2025-06-11
 
ケ,127868,ケィ・マック株式会社
〒532-0027,⼤阪府⼤阪市淀川区⽥川２−６−９
2025-04-20
https://www.kmacnet.co.jp/
 
ケ,112660,ケィ・マックインダストリー株式会社
〒532-0027,⼤阪府⼤阪市淀川区⽥川２−６−８ ５階
2025-07-28



https://www.kmacnet.co.jp/
 
ケ,103778,ケイ・イー・アイ株式会社
〒154-0022,東京都世⽥⾕区梅丘２−２９−２３
2024-04-07
http://www.kei-corporation.com
 
ケ,103294,ＫＭＫ Ｓ＆Ｓ株式会社
〒210-0006,神奈川県川崎市川崎区砂⼦２−８−１ 川崎互恵ビル３０２
2026-07-18
http://www.kmk-ss.co.jp/
 
ケ,104641,株式会社ケイ・オール
〒206-0811,東京都稲城市押⽴１０４７−１
2026-02-03
https://www.kei-all.co.jp
 
ケ,212490,株式会社Ｋ・Ｊ・Ｙ東京
〒121-0072,東京都⾜⽴区保塚町１−１６ＭＨビル２Ｆ
2022-02-27
 
ケ,120393,有限会社ケイアート彫刻
〒173-0031,東京都板橋区⼤⾕⼝北町７６−９
2023-09-12
http://www.k-art-eng.com
 
ケ,102036,株式会社ケイアイ
〒861-5287,熊本県熊本市⻄区⼩島９−１−２２
2024-12-14
 
ケ,129471,株式会社ケイアイ
〒183-0057,東京都府中市晴⾒町２−２３−３ サンデンビル
2024-06-05
http://www.ki-e.co.jp/
 
ケ,218436,ケイ・アイ株式会社
〒210-0834,神奈川県川崎市川崎区⼤島四丁⽬１番２０号
2023-09-29
 
ケ,502922,株式会社敬相
〒105-0014,東京都港区芝３丁⽬２５−５
2023-02-14
https://www.k-ai.co.jp/
 
ケ,112185,株式会社ＫＩＳ
〒861-4108,熊本県熊本市南区幸⽥１−６−２７
2024-12-10
https://www.kis.co.jp/
 
ケ,231408,株式会社ケイアイエンジ
〒711-0937,岡⼭県倉敷市児島稗⽥町２３６１番地１
2025-12-06
 
ケ,231839,有限会社ケイアイ企画
〒272-0831,千葉県市川市稲越⼆丁⽬２０番１７号



2026-03-28
 
ケ,230938,株式会社ＫＩＫ
〒244-0003,神奈川県横浜市⼾塚区⼾塚町２７８４番地１
2025-09-27
 
ケ,219615,株式会社ケイアイコーポレーション
〒914-0803,福井県敦賀市新松島町１−２６ヴァンヴェールＪ号室
2024-04-20
 
ケ,217340,株式会社ケイ・アイシステム
〒231-0006,神奈川県横浜市中区南仲通４丁⽬４９番地
2025-11-26
http://www.ki-system.co.jp/
 
ケ,129793,株式会社啓愛社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町１−５−１０ 相鉄万世橋ビル５Ｆ
2025-02-12
http://www.keiaisha.co.jp
 
ケ,230921,株式会社ＫＩＴ
〒277-0005,千葉県柏市柏三丁⽬１０番２９号ＡＫ．ＢＬＤ．？３０３号室
2025-09-27
https://kit-co.jp/
 
ケ,218137,株式会社ケイアイテクノ
〒110-0015,東京都台東区東上野２−１２−２
2023-08-04
 
ケ,231899,株式会社ＫｉＰｒｏ
〒241-0001,神奈川県横浜市旭区上⽩根町８３３番地下渕ストアＢ−８−２Ｆ
2026-04-11
 
ケ,219642,株式会社ケイ・アップ
〒862-0918,熊本県熊本市東区花⽴５丁⽬１−３４
2024-04-20
 
ケ,217450,Ｋ＆Ｓマテリアル株式会社
〒663-8247,兵庫県⻄宮市津⾨稲荷町１０−１
2026-01-07
 
ケ,216613,株式会社Ｋ＆Ｍ
〒343-0832,埼⽟県越⾕市南町１ー１８ー１１
2025-06-11
 
ケ,230444,Ｋ＆Ｔキョーエイ ⼤久保昭光（その他）
〒554-0022,⼤阪府⼤阪市此花区春⽇出中２丁⽬１４−２３
2025-07-12
 
ケ,230353,株式会社ＫＥＳ
〒598-0093,⼤阪府泉南郡⽥尻町りんくうポート北３番地２８
2025-07-05
http://kesystem.co.jp/
 
ケ,218173,株式会社慶伊組



〒920-2326,⽯川県⽩⼭市⽊滑ト１６番地
2023-08-11
 
ケ,223754,株式会社ケイ・ウイン
〒982-0251,宮城県仙台市太⽩区茂庭字⼈来⽥⻄１３５ー６
2021-11-01
 
ケ,228876,有限会社ケイ・ウエブ
〒891-1201,⿅児島県⿅児島市岡之原町６８１番地の１
2025-02-01
_
 
ケ,504703,株式会社経営⼯学研究所
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕３−７−３ 第⼀野⼝ビル４０２
2026-06-21
https://keiei-net.co.jp/
 
ケ,122938,ＫＨネオケム株式会社
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町２ー３ー１
2024-12-25
https://www.khneochem.co.jp/
 
ケ,215711,ＫＨファシリテック株式会社
〒808-0027,福岡県北九州市若松区北湊町９番２７号
2024-10-30
 
ケ,505673,ＫＳＩパートナーズ法律特許事務所（その他）
〒150-0021,東京都渋⾕区恵⽐寿⻄１−５−８ ＤＩＳ恵⽐寿ビル６階
2025-02-25
http://ksilawpat.jp/
 
ケ,112130,株式会社ケイエスエス
〒651-2228,兵庫県神⼾市⻄区⾒津が丘２−１−３
2026-06-03
https://www.kss-co.jp/
 
ケ,106811,有限会社ケイエス技研
〒206-0812,東京都稲城市⽮野⼝１６６１−５
2025-12-12
http://www9.plala.or.jp/kstech/
 
ケ,112508,株式会社ＫＳＫ
〒206-0804,東京都稲城市百村１６２５−２
2025-03-02
https://www.ksk.co.jp
 
ケ,127651,有限会社ケイ・エス・ケイ
〒196-0033,東京都昭島市東町１−１５−２３−４０３
2024-12-27
 
ケ,502617,株式会社ＫＳＫテクノサポート
〒206-0804,東京都稲城市百村１６２５−２
2024-04-13
http://www.kts.ksk.co.jp
 



ケ,106062,ケイエスコミュニティ株式会社
〒541-0045,⼤阪府⼤阪市中央区道修町２−６−７ 淀屋橋近藤ビル２階
2023-10-21
https://www.kscommunity.com/index.php
 
ケ,223841,株式会社ＫＳＪ
〒134-0091,東京都江⼾川区船堀１ー７ー６
2024-11-01
http://www.ksj-inc.com
 
ケ,122586,株式会社ケイ・エス・デー
〒813-0034,福岡県福岡市東区多の津１−１−３
2025-08-24
https://ksd-swcc.jp/
 
ケ,106094,ケイエス電気
〒353-0004,埼⽟県志⽊市本町５−２０−１２ サンシャイン志⽊７０１号室
2023-11-20
 
ケ,230278,ＫＳ電設株式会社
〒594-0032,⼤阪府和泉市池⽥下町１２４８番地の１６
2025-06-28
https://ksdensetsu.co.jp
 
ケ,220772,株式会社Ｋ・Ｓ・Ｂ
〒273-0045,千葉県船橋市⼭⼿⼆丁⽬９番１５号
2025-03-01
 
ケ,112633,株式会社ＫＨＤ
〒573-1132,⼤阪府枚⽅市招提⽥近２−９
2023-10-25
http://www.khd.co.jp
 
ケ,229507,株式会社ケイ・エヌ・システムプランニング
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾６丁⽬４１番１２号
2026-02-21
http://www.knsystem.com/
 
ケ,104011,ケイ・エヌ情報システム株式会社
〒732-0052,広島県広島市東区光町２−６−３１
2024-10-05
http://www.knc.co.jp/
 
ケ,230499,ケイエヌテック 中尾和也（その他）
〒620-0064,京都府福知⼭市岩井東町２６−２
2025-07-19
https://www.kntec.info
 
ケ,106134,ＫＦＭＩ ＪＡＰＡＮ株式会社
〒100-0004,東京都千代⽥区⼤⼿町２−２−１ 新⼤⼿町ビル７階７０３区
2024-01-22
http://jp.kfmic.com/
 
ケ,215611,ケイエフ興業株式会社
〒601-8006,京都府京都市南区東九条東岩本町３０番地



2024-10-02
 
ケ,216786,ケイエフバーチ株式会社
〒221-0852,神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町２番１４ー３０１号
2025-06-25
https://www.kfvt.co.jp/
 
ケ,121421,ＫＭアルミニウム株式会社
〒836-0067,福岡県⼤牟⽥市四⼭町８０
2024-04-11
http://www.kmac-web.com
 
ケ,230126,有限会社ケイエムエンジニアリング
〒124-0014,東京都葛飾区東四つ⽊三丁⽬２９番２号
2025-05-24
 
ケ,213829,ケイエム企画株式会社
〒332-0003,埼⽟県川⼝市東領家３ー１９ー１３
2024-09-01
 
ケ,219402,株式会社ケイエムシー
〒143-0021,東京都⼤⽥区北⾺込１丁⽬２５番２号
2024-03-23
 
ケ,100779,株式会社ＫＭＤ
〒310-0843,茨城県⽔⼾市元⽯川町権現台２７６−３１
2023-06-15
http://www.kmd.co.jp
 
ケ,212411,ケイエム電通建設株式会社
〒564-0062,⼤阪府吹⽥市垂⽔町３ー８ー１０
2024-12-05
http://www.km-dentsu.jp
 
ケ,219707,ｋ．ｍフリーザー株式会社
〒332-0001,埼⽟県川⼝市朝⽇２ー２１ー９
2024-05-11
 
ケ,228773,株式会社京王エージェンシー
〒163-0867,東京都新宿区⻄新宿２丁⽬４番１号
2024-12-20
https://www.keio-ag.co.jp/
 
ケ,219809,慶王機⼯株式会社
〒114-0001,東京都北区東⼗条３−８−４
2024-06-01
 
ケ,105938,京王重機整備株式会社
〒151-0073,東京都渋⾕区笹塚１−４７−１ メルクマール京王笹塚４階
2026-06-10
 
ケ,210944,株式会社京王設備サービス
〒150-0045,東京都渋⾕区神泉町４番６号
2025-03-04
https://www.keio-setsubi.co.jp/



 
ケ,112752,京王電化⼯業株式会社
〒182-0021,東京都調布市調布ヶ丘３−６−１
2024-03-10
http://www.keio-denka.co.jp/
 
ケ,126411,京王電⼦株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野３−３２−２
2023-12-22
http://www.kod.co.jp
 
ケ,104257,株式会社京王百貨店
〒160-8321,東京都新宿区⻄新宿１−１−４
2025-01-22
http://www.keionet.com
 
ケ,230286,株式会社計画技術研究所
〒299-3241,千葉県⼤網⽩⾥市季美の森南四丁⽬１２番地１９
2025-06-28
https://www.reptec.co.jp/
 
ケ,212744,株式会社景観システム
〒980-0822,宮城県仙台市⻘葉区⽴町１−３
2025-07-10
_
 
ケ,225094,京急サービス株式会社
〒220-0011,神奈川県横浜市⻄区⾼島１ー２ー８
2025-04-01
https://www.keikyu-service.co.jp/
 
ケ,223980,京急電機株式会社
〒210-0022,神奈川県川崎市川崎区池⽥２丁⽬２番３号
2025-01-01
http://www.kqee.co.jp/
 
ケ,210063,株式会社京急百貨店
〒233-8556,神奈川県横浜市港南区上⼤岡⻄１丁⽬６番１号
2023-11-28
http://www.keikyu-depart.com
 
ケ,216878,有限会社ケイク
〒444-0007,愛知県岡崎市⼤平町字岡⽥２９番地
2022-07-16
 
ケ,219304,株式会社ＫＫＳ
〒444-0916,愛知県岡崎市⽇名本町５番地１１
2024-03-16
 
ケ,219748,株式会社ＫＫテクノ
〒979-1152,福島県双葉郡富岡町本町⼀丁⽬５６番地
2024-05-18
 
ケ,219858,株式会社Ｋコーポレーション
〒981-0933,宮城県仙台市⻘葉区柏⽊１−３−１２エクセレント柏⽊２０４号



2024-06-15
 
ケ,211924,株式会社恵興
〒105-0011,東京都港区芝公園２丁⽬１２番１７号
2023-12-05
http://www.kk-keiko.co.jp
 
ケ,212434,螢光産業株式会社
〒531-0073,⼤阪府⼤阪市北区本庄⻄３丁⽬９番２０号
2025-01-09
http://www.keikoh-rayprot.co.jp
 
ケ,216138,有限会社ケイコン
〒476-0014,愛知県東海市富貴ノ台⼀丁⽬１２９番地
2025-03-12
 
ケ,226294,ケイコン株式会社
〒613-0903,京都府京都市伏⾒区淀本町２２５番地
2026-01-01
http://www.kcon.co.jp
 
ケ,220702,敬産興業株式会社
〒162-0067,東京都新宿区富久町１３番１４ー１１０３号
2025-02-15
https://www.keisan-kk.co.jp/
 
ケ,220378,株式会社計算⼒学研究センター
〒142-0041,東京都品川区⼾越１−７−１
2024-10-19
https://www.rccm.co.jp/
 
ケ,220570,株式会社恵⼭⼯業
〒508-0013,岐⾩県中津川市柳町２番４１号
2024-12-21
https://k-keizan.com/
 
ケ,112724,株式会社京信
〒384-0503,⻑野県南佐久郡佐久穂町海瀬４４８−１
2024-06-05
http://www.keishin-net.co.jp/
 
ケ,231723,有限会社啓進
〒420-0812,静岡県静岡市葵区古庄五丁⽬６５７番１号
2026-02-28
https://www.keishin-kaitai.jp/
 
ケ,219960,有限会社桂信システム
〒890-0007,⿅児島県⿅児島市伊敷台４−３４−１０
2024-06-29
https://www.skgr.jp
 
ケ,122695,京神倉庫株式会社
〒600-8691,京都市下京区和気町２１−１
2023-01-30
http://www.keishin-soko.co.jp/



 
ケ,218346,株式会社Ｋ．Ｇ
〒264-0017,千葉県千葉市若葉区加曽利町１０３９−７
2023-09-08
 
ケ,218074,株式会社ケイ・ジーメタル
〒810-0011,福岡県福岡市中央区⾼砂１丁⽬８−８サンクス渡辺通８０５
2023-08-04
 
ケ,230048,株式会社ＫＧ舎
〒116-0014,東京都荒川区東⽇暮⾥六丁⽬８番１４号
2025-04-26
 
ケ,216801,株式会社ＫＪフィールド
〒806-0045,福岡県北九州市⼋幡⻄区⽵末１丁⽬１番１号
2025-06-25
https://apps.ibt-cloud.com/ci-net/user/login/
 
ケ,230304,株式会社京滋ダクト製作所
〒523-0817,滋賀県近江⼋幡市浅⼩井町２３８番地
2025-06-28
 
ケ,220208,京滋⽇冷サービス株式会社
〒601-8335,京都府京都市南区吉祥院砂ノ町２０ー１
2024-09-07
http://www.keijinichirei-s.co.jp/
 
ケ,122574,株式会社ケイジパック
〒601-8392,京都市南区吉祥院内河原町１０
2025-04-06
http://www.keiji-p.com/
 
ケ,214676,株式会社桂城
〒017-0053,秋⽥県⼤館市字板⼦⽯境１５４番地３
2023-04-18
 
ケ,231246,株式会社ケイストン
〒550-0005,⼤阪府⼤阪市⻄区⻄本町⼀丁⽬８番２号
2025-11-08
 
ケ,217954,株式会社Ｋ３ｐｌｕｓ
〒832-0824,福岡県柳川市三橋町藤吉４７６−２
2023-07-14
 
ケ,112641,株式会社ケイズ
〒683-0853,⿃取県⽶⼦市両三柳２８６４−１６
2023-08-23
http://www.kscom.co.jp
 
ケ,220241,株式会社ケイズ
〒478-0055,愛知県知多市にしの台４−１２−３
2024-09-14
 
ケ,503374,株式会社 ケイズコーポレーション
〒105-0003,東京都港区⻄新橋⼀丁⽬７番１４号 京阪神虎ノ⾨ビル１１階



2025-03-08
https://www.keizu.co.jp/
 
ケ,229737,株式会社ケイズデザインアソシエイツ
〒981-3133,宮城県仙台市泉区泉中央三丁⽬２６番１０号
2026-05-27
 
ケ,230157,株式会社ケイズブレイン
〒329-0201,栃⽊県⼩⼭市粟宮８７８番地１
2025-05-31
https://ksbrain.jp
 
ケ,215373,株式会社ケイズプラン
〒983-0862,宮城県仙台市宮城野区⼆⼗⼈町３０４番地の８ライオンズマンション⼆⼗⼈町２階
2021-04-23
 
ケ,122655,敬誠株式会社
〒270-1167,千葉県我孫⼦市台⽥４−１１−４２ 敬誠北柏ビル
2026-01-15
http://www.keisei-net.co.jp
 
ケ,214452,株式会社京成
〒003-0852,北海道札幌市⽩⽯区川北２条１丁⽬２２番３号
2022-10-31
 
ケ,221990,株式会社ケイセイ建材
〒080-0807,北海道帯広市東七条南１５丁⽬１番地
2025-10-01
 
ケ,218531,恵正⼯業株式会社
〒871-0403,⼤分県中津市耶⾺溪町⼤字多志⽥１３７３番地１０
2023-10-13
 
ケ,224790,啓成資材株式会社
〒105-0022,東京都港区海岸２ー６ー３１
2025-04-01
 
ケ,219671,株式会社Ｋ設計
〒496-0876,愛知県津島市⼤縄町⼆丁⽬６４番地１
2024-04-27
 
ケ,216904,株式会社ケイソー
〒041-0836,北海道函館市⼭の⼿１丁⽬３３番２０号
2025-07-23
 
ケ,100633,啓装⼯業株式会社
〒350-0256,埼⽟県坂⼾市⼤字善能寺４９８−１
2026-03-01
http://www.keiso-kk.co.jp/
 
ケ,106862,株式会社計測基盤技術研究所
〒359-0003,所沢市中富南２−１４−１０
2026-01-25
https://www.f-mit.com/
 



ケ,222952,計測技研株式会社
〒660-0803,兵庫県尼崎市⻑州本通１丁⽬１４番１号
2024-04-01
http://www.keisokugiken.co.jp
 
ケ,124412,株式会社計測技術研究所
〒224-0037,横浜市都筑区茅ヶ崎南２−１２−２
2025-08-09
http://www.keisoku.co.jp
 
ケ,217799,株式会社計測技術システム
〒579-8004,⼤阪府東⼤阪市布市町２丁⽬１２−２１
2023-06-16
http://www.kg-sys.com/
 
ケ,219813,計測テクノ株式会社
〒550-0015,⼤阪府⼤阪市⻄区南堀江１丁⽬２番６号
2024-06-01
http://kstec.info/
 
ケ,219438,計測ネットサービス株式会社
〒114-0013,東京都北区東⽥端２−１−３
2024-03-23
https://www.keisokunet.com/
 
ケ,222059,株式会社計測リサーチコンサルタント
〒732-0029,広島県広島市東区福⽥１丁⽬６６５番地の１
2025-12-01
http://www.krcnet.co.jp
 
ケ,213736,株式会社ケイツー
〒761-8032,⾹川県⾼松市鶴市町２０３６番地１２
2024-06-16
 
ケ,102244,株式会社ケイティーエス
〒879-1314,⼤分県杵築市⼭⾹町⼤字南畑５００４−１００
2025-01-28
http://www.kts-web.jp
 
ケ,217484,ＫＴＳ株式会社
〒532-0021,⼤阪府⼤阪市淀川区⽥川北２丁⽬５番２０号
2026-01-21
http://kts.ne.jp/
 
ケ,217276,株式会社Ｋ・Ｔ・Ｍ
〒614-8073,京都府⼋幡市⼋幡軸２７−１９ ２階
2025-11-05
http://www.kaitai-ktm.com/
 
ケ,229845,株式会社ＫＴＧ
〒463-0067,愛知県名古屋市守⼭区守⼭２丁⽬１番７号
2026-07-10
 
ケ,500001,ケイティケイ株式会社
〒461-0001,愛知県名古屋市東区泉２丁⽬３−３



2026-07-01
https://www.ktk.gr.jp/
 
ケ,231993,有限会社ケイティワイ企画
〒732-0802,広島県広島市南区⼤州⼀丁⽬９番２６号
2026-05-09
 
ケ,105275,株式会社ケイテイエフ
〒610-0102,京都府城陽市久世荒内３３５
2024-10-15
http://www.kyoto-ktf.jp
 
ケ,103770,ケイテック株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜３−１８−５ アイズビル５Ｆ
2025-03-01
http://www.k-technology.co.jp
 
ケ,213282,株式会社ＫーＴＥＣ
〒651-0087,兵庫県神⼾市中央区御幸通⼆丁⽬２ー１４マリンシティ三宮３Ｆ
2026-06-24
 
ケ,213303,株式会社ケイテック
〒170-0002,東京都豊島区巣鴨５ー６ー３
2023-07-01
http://k-tec-japan.co.jp/
 
ケ,217745,株式会社ケイテック
〒567-0010,⼤阪府茨⽊市⼭⼿台新町三丁⽬１番１３号
2023-05-26
 
ケ,220210,ケイテック株式会社
〒811-3134,福岡県古賀市⻘柳１２８８番地７
2024-09-07
https://kei-tech-co.jp
 
ケ,227035,株式会社ケイ・テック
〒819-1120,福岡県⽷島市神在東⼀丁⽬１２番５号
2023-09-01
 
ケ,503388,株式会社ケイテックプランニング
〒312-0003,茨城県ひたちなか市⾜崎１４５７−４４５
2025-03-25
http://www.ktp.co.jp/
 
ケ,226068,株式会社ケイテン
〒731-0113,広島県広島市安佐南区⻄原２丁⽬３３ー３７
2025-10-01
 
ケ,129991,株式会社ケイディーエス
〒530-0054,⼤阪市北区南森町２−４−１
2025-05-31
http://www.kds-c.co.jp
 
ケ,218704,株式会社ケイ・ディ・レタン⼯業
〒124-0011,東京都葛飾区四つ⽊五丁⽬２２番１２−９０１号



2023-12-08
 
ケ,122444,株式会社ケイデン
〒460-0012,愛知県名古屋市中区千代⽥２−１７−３
2024-09-16
http://www.keiden-net.co.jp/
 
ケ,231346,株式会社Ｋ電⼯
〒790-0805,愛媛県松⼭市⻄⼀万町１番地３
2025-11-29
 
ケ,106301,株式会社計電社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿６−１６−１２ 第⼀丸善ビル８Ｆ
2024-08-04
 
ケ,215528,株式会社ケイトップ
〒567-0837,⼤阪府茨⽊市南⽬垣１丁⽬１３番１３号
2024-08-14
 
ケ,215834,株式会社ケイ・トラスト
〒820-0115,福岡県飯塚市仁保８ー５１
2024-12-11
 
ケ,219144,株式会社ケイノ
〒327-0312,栃⽊県佐野市栃本町２３４９
2024-02-22
https://www.kabu-keino.jp/01ann.htm
 
ケ,219597,株式会社ケイハイ
〒273-0023,千葉県船橋市南海神⼀丁⽬７番１号
2024-04-20
http://keihai.co.jp/
 
ケ,226033,京阪園芸株式会社
〒573-0061,⼤阪府枚⽅市伊加賀寿町１番５号
2025-09-01
https://keihan-engei.com/
 
ケ,122509,株式会社京阪エンジニアリング
〒570-0043,⼤阪府守⼝市南寺⽅東通り２−７−３
2025-04-19
 
ケ,210833,京阪⼯業株式会社
〒572-0084,⼤阪府寝屋川市⾹⾥南之町１０番３６号
2025-01-13
http://www.keihan-k.co.jp/
 
ケ,223512,京阪産業株式会社
〒540-0008,⼤阪府⼤阪市中央区⼤⼿前１丁⽬７番２４号
2024-08-01
 
ケ,223571,京阪神商事株式会社
〒614-8071,京都府⼋幡市⼋幡五反⽥２６番地の１５
2024-09-01
 



ケ,229753,京阪⻑尺⾦属⼯業株式会社
〒601-8327,京都府京都市南区吉祥院御池町３６番地２
2023-06-03
 
ケ,230664,京阪電気興業株式会社
〒535-0003,⼤阪府⼤阪市旭区中宮三丁⽬１３番２４号
2025-08-09
http://keihandenki.jp
 
ケ,223995,株式会社京阪電気商会
〒602-0025,京都府京都市上京区上⽴売通室町⻄⼊上る裏⾵呂町３６８番地１
2025-01-01
https://keihandenki.co.jp/
 
ケ,229371,有限会社京阪ファスナー
〒612-8011,京都府京都市伏⾒区桃⼭町伊庭４８
2025-11-13
 
ケ,112565,京浜株式会社
〒106-0044,東京都港区東⿇布２−６−１１
2023-11-15
http://www.keihin-kk.com/
 
ケ,214006,株式会社京浜
〒221-0042,神奈川県横浜市神奈川区浦島町２番地８
2025-02-16
 
ケ,211715,株式会社ケイヒンインターテック
〒465-0024,愛知県名古屋市名東区本郷３丁⽬１４２番地
2026-06-20
 
ケ,211593,京浜⾦物株式会社
〒210-0851,神奈川県川崎市川崎区浜町１ー６ー８
2023-04-07
http://www.kkanahp.com/
 
ケ,213012,有限会社京浜躯体
〒245-0021,神奈川県横浜市泉区下和泉３ー１９ー１２
2026-01-29
 
ケ,112671,株式会社京浜コーポレーション
〒143-0016,東京都⼤⽥区⼤森北２−９−１４
2023-08-30
http://www.keihin-c.co.jp
 
ケ,129696,株式会社京浜⼯業所
〒140-0011,東京都品川区東⼤井２−１３−８
2024-12-11
http://www.keihin-kogyo.co.jp/
 
ケ,120414,京浜光膜⼯業株式会社
〒215-0024,神奈川県川崎市⿇⽣区⽩⿃１−１３−８
2023-09-18
http://www.keihin-opt.co.jp/
 



ケ,112628,京浜産業株式会社
〒221-0043,横浜市神奈川区新町１３−６
2023-12-02
http://www.keihin-sangyo.co.jp/
 
ケ,218094,有限会社京浜材料試験
〒210-0854,神奈川県川崎市川崎区浅野町６−１６
2023-08-04
 
ケ,127910,株式会社京浜スプリング
〒230-0002,神奈川県横浜市鶴⾒区江ヶ崎町３−８１
2025-06-04
 
ケ,218691,京浜装備株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦３丁⽬６番６号
2023-12-08
 
ケ,120111,京浜電器⼯業株式会社
〒183-0042,東京都府中市武蔵台１−１１
2023-07-22
http://www.keihin-d.co.jp
 
ケ,231358,京浜電設株式会社
〒221-0005,神奈川県横浜市神奈川区松⾒町四丁⽬１０２０番地
2025-11-29
https://www.kdcg.co.jp/
 
ケ,102500,京浜パネル⼯業株式会社
〒146-0081,東京都⼤⽥区仲池上２−２６−１３
2024-02-01
http://www.keihin-panel.co.jp/
 
ケ,223204,株式会社京浜美装
〒132-0035,東京都江⼾川区平井四丁⽬９番４号
2024-06-01
 
ケ,210346,株式会社京浜マリンエンジニアリング
〒221-0013,神奈川県横浜市神奈川区新⼦安１−１４−７
2024-05-29
 
ケ,127797,京浜熔断株式会社
〒230-0004,横浜市鶴⾒区元宮２−４−５５
2025-03-09
 
ケ,105213,京浜ラムテック株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜３−２３−３ 新横浜ＡＫビル３階
2024-08-10
http://www.ramtech.jp
 
ケ,227626,株式会社ＫＢＭ
〒921-8025,⽯川県⾦沢市増泉４丁⽬１０番２２号
2024-03-15
http://www.kbmgroup.co.jp
 
ケ,112837,株式会社ケイビーマシニング



〒243-0801,神奈川県厚⽊市上依知１３０２−２
2024-10-10
http://www2u.biglobe.ne.jp/~kbm/
 
ケ,218315,株式会社警備サービス輝
〒400-0047,⼭梨県甲府市徳⾏２−１６−２８
2023-09-01
http://kagayaki-keibi.co.jp/
 
ケ,212263,有限会社ケイ・ファイン
〒701-0206,岡⼭県岡⼭市南区箕島４２０２
2024-07-11
 
ケ,106158,株式会社啓⽂社
〒535-0021,⼤阪府⼤阪市旭区清⽔２−１１−１７
2024-02-19
 
ケ,103797,有限会社ケイプラス・ソリューションズ
〒658-0064,兵庫県神⼾市東灘区鴨⼦ヶ原１−６−１２
2024-04-17
http://kplus-solutions.com
 
ケ,231864,株式会社ケイプラン
〒221-0825,神奈川県横浜市神奈川区反町⼀丁⽬６番１号
2026-04-11
https://www.kei-plan.com/
 
ケ,213540,株式会社Ｋプロビジョン
〒107-8388,東京都港区元⾚坂１ー３ー１
2024-01-06
 
ケ,226711,京北産業株式会社
〒114-0002,東京都北区王⼦⼀丁⽬１２番５号
2026-05-01
http://www.keihoku.co.jp/
 
ケ,100617,株式会社ケイマス
〒365-0001,埼⽟県鴻巣市⾚城台３６２−２１
2026-02-10
http://www.keimass.co.jp/
 
ケ,214378,株式会社ケイ・マックス
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚２丁⽬４５番８号ニッセイ⼤塚駅前ビル４階
2025-09-20
https://kmax.jp
 
ケ,103304,ケイミュー株式会社
〒540-6013,⼤阪市中央区城⾒１−２−２７ クリスタルタワー１３階
2023-07-24
http://www.kmew.co.jp/
 
ケ,219915,株式会社恵友
〒332-0034,埼⽟県川⼝市並⽊１−２１−２５
2024-06-22
 



ケ,226929,株式会社京葉
〒355-0204,埼⽟県⽐企郡嵐⼭町花⾒台７番７
2023-08-01
http://ns.kk-keiyo.co.jp
 
ケ,217849,有限会社京葉圧接
〒260-0851,千葉県千葉市中央区⽮作町４２３−１６
2023-06-30
 
ケ,127974,株式会社京葉エヌテーエヌ
〒133-0057,東京都江⼾川区⻄⼩岩２−１９−２０
2025-07-23
https://www.keiyo-ntn.com/
 
ケ,112716,株式会社慶洋エンジニアリング
〒105-0004,東京都港区新橋６−１３−１
2024-07-24
http://www.keiyoeng.co.jp
 
ケ,219343,京葉⽡斯株式会社
〒272-8580,千葉県市川市市川南２−８−８
2024-03-16
https://www.keiyogas.co.jp/
 
ケ,210881,株式会社京葉ＫＳテック
〒273-0001,千葉県船橋市市場５丁⽬１番１６号
2022-02-04
 
ケ,122385,京葉ケミー株式会社
〒290-0056,千葉県市原市五井９０９７
2024-09-02
 
ケ,213924,京葉建設株式会社
〒274-0072,千葉県船橋市三⼭１ー４４ー９
2024-12-08
 
ケ,229421,京葉⼯管株式会社
〒261-0002,千葉県千葉市美浜区新港１３９番地の２
2025-12-07
https://www.keiyo-koukan.co.jp/
 
ケ,224619,株式会社京葉興業
〒133-0061,東京都江⼾川区篠崎町１丁⽬２番６号
2025-04-01
https://www.keiyokogyo.co.jp/
 
ケ,212515,京葉シール株式会社
〒130-0021,東京都墨⽥区緑４ー７ー７
2025-04-01
http://www.keiyoseal.co.jp
 
ケ,215459,京葉住設株式会社
〒272-0033,千葉県市川市市川南四丁⽬２番１１号
2024-06-19
 



ケ,228671,京葉装建株式会社
〒261-0026,千葉県千葉市美浜区幕張⻄６丁⽬１１番地６
2024-11-16
 
ケ,214269,株式会社京葉内装
〒260-0834,千葉県千葉市中央区今井１ー２０ー１Ｙ’ｓ２１ビル５Ｆ
2025-07-05
http://keiyounaisou.com/
 
ケ,125991,株式会社京葉ボールト
〒297-0074,千葉県茂原市⼩林２５８１−１
2023-11-07
 
ケ,127896,株式会社京葉メカニック
〒134-0015,東京都江⼾川区⻄瑞江５−１−１３
2025-05-24
 
ケ,213772,ケイライズ株式会社
〒231-0004,神奈川県横浜市中区元浜町３丁⽬２１番２号ヘリオス関内ビル９０２号
2024-07-21
 
ケ,218422,株式会社ケイ・ルーフ
〒334-0074,埼⽟県川⼝市江⼾⼆丁⽬１１番８号
2023-09-23
 
ケ,100276,ケイレックス・テクノロジー株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀３−２５−７ Ｄａｉｗａ⼋丁堀駅前ビル３階
2025-09-06
http://www.keirex.com/
 
ケ,112596,恵和株式会社
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町２−１０−５
2024-12-19
http://www.keiwa.co.jp
 
ケ,219337,株式会社ケイ・ワイ
〒240-0064,神奈川県横浜市保⼟ケ⾕区峰岡町三丁⽬３８１番地の３７横浜ケイワイビル
2024-03-16
https://www.kyinc.net
 
ケ,226364,株式会社ケイワイエス
〒133-0061,東京都江⼾川区篠崎町２丁⽬３４番１２号
2026-02-01
http://www.k-y-s.co.jp
 
ケ,227036,ＫＹＢ株式会社
〒105-5128,東京都港区浜松町２丁⽬４番１号
2023-09-01
https://www.kyb.co.jp/
 
ケ,101634,ＫＹＢエンジニアリングアンドサービス株式会社
〒105-0011,東京都港区芝公園１−６−７ 住友不動産ランドマークプラザ
2024-08-31
http://www.kybes.co.jp
 



ケ,214973,有限会社ケイワイプロサービス
〒601-8374,京都府京都市南区吉祥院嶋笠井町５８−２
2023-09-05
 
ケ,217857,有限会社ケイ・ワイ防⽔⼯業
〒173-0027,東京都板橋区南町６２番７号
2023-06-30
 
ケ,215189,ケイワ・エコグリーン株式会社
〒963-0921,福島県郡⼭市⻄⽥町⿁⽣⽥字⼤⾕地４１０−１
2024-01-30
 
ケ,214527,ケイワン・プランニング株式会社
〒234-0052,神奈川県横浜市港南区笹下５ー１７ー３３
2025-12-27
 
ケ,503207,株式会社ケイヴイシー
〒601-8303,京都府京都市南区吉祥院⻄ノ庄⻄中町４５−１
2024-05-28
https://www.kvc-kyoto.co.jp/
 
ケ,502564,気⾼電機株式会社
〒689-0216,⿃取県⿃取市気⾼町宝⽊１５６１番地の８
2026-01-30
http://www.ketaka.co.jp/
 
ケ,100988,ケッセルジャパン株式会社
〒358-0047,埼⽟県⼊間市⽊蓮寺６９４−２
2024-01-18
 
ケ,104655,株式会社ケミカルアートテクノロジー
〒243-0812,神奈川県厚⽊市妻⽥北３−１５−３２
2026-02-24
https://jp-cat.co.jp/
 
ケ,221797,株式会社ケミカル技研
〒062-0934,北海道札幌市豊平区平岸４条１０丁⽬８ー５
2025-07-01
 
ケ,222700,ケミカルグラウト株式会社
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨２ー２ー５
2024-02-01
http://www.chemicalgrout.co.jp/
 
ケ,221950,株式会社ケミカル⼯事
〒658-0024,兵庫県神⼾市東灘区⿂崎浜町５ー５
2025-08-01
https://www.chemical-koji.co.jp/
 
ケ,220353,株式会社ケミカルジャパン
〒164-0012,東京都中野区本町１丁⽬３２番２号
2024-10-12
http://chemical-japan.co.jp/
 
ケ,225870,ケミカルビューティー株式会社



〒815-0073,福岡県福岡市南区⼤池１丁⽬３ー３１
2025-08-01
http://www8.ocn.ne.jp/~cbc.kemi/
 
ケ,112779,株式会社ケミテック
〒666-0026,兵庫県川⻄市南花屋敷２−１−２７
2024-07-04
 
ケ,121376,ケミテック株式会社
〒183-0023,東京都府中市宮町１−４０
2024-04-03
http://www.chemitech.co.jp
 
ケ,101125,ケミテックＴＴＣ株式会社
〒800-0064,北九州市⾨司区松原２−１−５
2024-03-07
 
ケ,122588,ケミテックテクニカル株式会社
〒358-0033,埼⽟県⼊間市狭⼭台４−２−４
2025-11-21
http://www.chemitech-tc.co.jp
 
ケ,218761,株式会社ケラマ電設
〒167-0022,東京都杉並区下井草５丁⽬１８番６号
2023-12-15
 
ケ,102140,ケル株式会社
〒206-0025,東京都多摩市永⼭６−１７−７
2025-12-08
http://www.kel.jp
 
ケ,122545,株式会社ＫＥＬＫ
〒254-8543,神奈川県平塚市四之宮３−２５−１
2024-12-07
https://www.kelk.co.jp
 
ケ,222685,株式会社ケルビン
〒101-0031,東京都千代⽥区東神⽥２丁⽬８番１５号
2024-02-01
http://www.cherubim.co.jp/
 
ケ,223982,株式会社ケン
〒980-0021,宮城県仙台市⻘葉区中央２丁⽬９番２７号
2025-01-01
 
ケ,220342,有限会社県央サービス
〒356-0021,埼⽟県ふじみ野市上ノ原三丁⽬３番地６
2024-10-12
http://www.kenoh-s.co.jp/
 
ケ,226800,建機サービス株式会社
〒552-0013,⼤阪府⼤阪市港区福崎２丁⽬１番６２号
2026-06-01
http://www.kenki-s.co.jp/
 



ケ,221308,株式会社建協⼯務店
〒652-0047,兵庫県神⼾市兵庫区下沢通７丁⽬２番２５号
2025-04-01
http://www.kenkyo-corp.co.jp
 
ケ,210196,ケンクリエイト有限会社
〒112-0006,東京都⽂京区⼩⽇向３ー１５ー１３
2024-02-27
 
ケ,224048,株式会社建研
〒103-0012,東京都中央区⽇本橋堀留町１ー４ー８
2025-01-01
http://www.kenken-pc.com
 
ケ,100416,株式会社ケンコー
〒193-0822,東京都⼋王⼦市弐分⽅町４８２−２２
2025-11-02
 
ケ,223840,株式会社ケンコー
〒851-2101,⻑崎県⻄彼杵郡時津町⻄時津郷１０００番地２１６
2024-11-01
http://www.kenko-g.co.jp/
 
ケ,112700,株式会社ケンコー・トキナー
〒161-8670,東京都新宿区⻄落合３−９−１９
2023-12-16
http://www.kenko-tokina.co.jp
 
ケ,123928,株式会社ケンコー・トキナー
〒164-8616,東京都中野区中野５−６８−１０
2025-06-04
http://www.kenko-tokina.co.jp
 
ケ,106632,株式会社ケンコーオプティクス
〒350-0252,埼⽟県坂⼾市中⾥２３７−１
2025-04-15
 
ケ,230672,株式会社ケンコウ
〒734-0026,広島県広島市南区仁保四丁⽬１３番９号
2025-08-09
https://www.ewc-sk.co.jp
 
ケ,106961,株式会社健康管理室
〒530-0047,⼤阪府⼤阪市北区⻄天満２−６−８ 堂島ビルヂング５階
2026-05-16
 
ケ,101722,研⼯社
〒532-0025,⼤阪府⼤阪市淀川区新北野２−７−２２
2024-10-04
 
ケ,112662,有限会社研光社
〒803-0842,北九州市⼩倉北区泉台４−４−１６
2026-03-08
http://www.kenkohsya.com
 



ケ,226484,株式会社建興社
〒550-0003,⼤阪府⼤阪市⻄区京町堀⼀丁⽬６番２３号
2026-03-01
 
ケ,227143,株式会社建鋼社
〒861-8037,熊本県熊本市東区⻑嶺⻄１−１−７０
2023-11-01
http://www.kenkosya.co.jp/
 
ケ,101836,株式会社乾光精機製作所
〒399-3101,⻑野県下伊那郡⾼森町⼭吹８６８５−１
2024-10-25
http://www.kenkoseiki.co.jp
 
ケ,221423,建材化⼯株式会社
〒461-0001,愛知県名古屋市東区泉３ー１９ー１４
2025-04-01
 
ケ,220685,⼀般社団法⼈建材技術センター
〒003-0838,北海道札幌市⽩⽯区北郷⼋条七丁⽬１番５号
2025-02-07
http://bmtc.jp/
 
ケ,216790,建材⼯事株式会社
〒314-0012,茨城県⿅嶋市平井１２７６番地８０
2025-06-25
_
 
ケ,228789,株式会社建材サービスセンター
〒173-0016,東京都板橋区中板橋１−６
2024-12-26
 
ケ,212393,株式会社ケンショー⼯業
〒241-0005,神奈川県横浜市旭区⽩根５ー６１ー２
2024-11-21
 
ケ,218613,株式会社ケンショー⼯業
〒981-0133,宮城県宮城郡利府町⻘葉台２丁⽬１−１７０
2023-11-10
 
ケ,215692,ケンショー ⽬黒謙⼀（その他）
〒982-0032,宮城県仙台市太⽩区富沢字鍛冶屋敷５−５
2024-10-23
 
ケ,216954,株式会社建匠
〒062-0912,北海道札幌市豊平区⽔⾞町五丁⽬５番４３号
2025-07-30
https://kensyou-sapporo.co.jp
 
ケ,225263,有限会社建床
〒807-0815,福岡県北九州市⼋幡⻄区本城東六丁⽬７ー１０
2025-06-01
 
ケ,227388,株式会社建匠
〒062-0009,北海道札幌市豊平区美園９条７丁⽬３−１１



2024-02-09
 
ケ,230607,株式会社健商
〒246-0026,神奈川県横浜市瀬⾕区阿久和南⼆丁⽬２１番３号
2025-08-02
https://www.kenshoh-cp.com
 
ケ,126783,建翔三嶋株式会社
〒210-0803,川崎市川崎区川中島２−１０−１５
2024-03-29
 
ケ,217260,株式会社建真
〒590-0152,⼤阪府堺市南区和⽥２７４−３
2025-10-29
 
ケ,217848,有限会社ケンシン
〒340-0032,埼⽟県草加市遊⾺町１０２２ー３
2026-06-30
 
ケ,230752,株式会社健伸
〒305-0861,茨城県つくば市⾕⽥部５６３８番地２
2025-08-23
https://www.kenshin88.co.jp
 
ケ,231888,株式会社ケンシン
〒943-0893,新潟県上越市⼤貫四丁⽬３９番８号
2026-04-11
 
ケ,223811,建伸⼯業株式会社
〒921-8061,⽯川県⾦沢市森⼾２ー２９ー５
2024-11-01
 
ケ,126355,研信電操株式会社
〒760-0073,⾹川県⾼松市栗林町１−１２−２６
2023-12-09
 
ケ,100277,有限会社研進鍍⾦製作所
〒312-0025,茨城県ひたちなか市武⽥８７０−３
2025-09-06
 
ケ,217130,株式会社建⽔⼯業
〒145-0065,東京都⼤⽥区東雪⾕５丁⽬１３番１０号
2025-09-24
 
ケ,225876,株式会社研⽔社
〒146-0095,東京都⼤⽥区多摩川１−１２−１５
2025-08-01
https://www.kensuisha.com/
 
ケ,226913,株式会社建⽔社
〒174-0061,東京都板橋区⼤原町３６ー１８
2026-07-01
 
ケ,219956,株式会社ＫＥＮＳＥＩ
〒341-0034,埼⽟県三郷市新和４−４６３



2024-06-29
 
ケ,217231,株式会社建成⼯業
〒335-0001,埼⽟県蕨市北町３丁⽬４番２６号
2025-10-15
 
ケ,218225,株式会社建設エンジニアリング
〒101-0025,東京都千代⽥区神⽥佐久間町３−１５
2023-08-11
 
ケ,212646,株式会社建設技術センター
〒984-0016,宮城県仙台市若林区蒲町東２０番地の１２
2025-05-29
https://www.ctc-kengi.co.jp
 
ケ,212939,⼀般財団法⼈建設業振興基⾦
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨４丁⽬２番１２号虎ノ⾨４丁⽬ＭＴビル２号館
2025-12-03
https://www.kensetsu-kikin.or.jp/ci-net/
 
ケ,212976,⼀般財団法⼈建設業振興基⾦２
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨４丁⽬２番１２号虎ノ⾨４丁⽬ＭＴビル２号館
2025-12-25
https://www.kensetsu-kikin.or.jp/ci-net/
 
ケ,502951,⼀般財団法⼈建設業振興基⾦ 【実証実験⽤コード】
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨４−２−１２ 虎ノ⾨４丁⽬ＭＴビル２号館
2025-02-01
http://www.kensetsu-kikin.or.jp/ci-net/
 
ケ,112514,建設ゴム株式会社
〒466-0027,名古屋市昭和区阿由知通４−１８−４
2024-03-12
http://www.kengom.co.jp
 
ケ,225705,建設サービス株式会社
〒560-0035,⼤阪府豊中市箕輪２丁⽬１２番８号
2025-07-01
 
ケ,213500,建設サービス島根株式会社
〒699-0202,島根県松江市⽟湯町湯町１１９２ー１
2023-11-11
 
ケ,230870,株式会社建設材料研究所
〒158-0087,東京都世⽥⾕区⽟堤⼆丁⽬３番１２号
2025-09-20
 
ケ,210731,株式会社ケンセン
〒336-0964,埼⽟県さいたま市緑区東⼤⾨２丁⽬２番１９号
2024-12-02
http://www.kensen.jp
 
ケ,223053,株式会社ケンソー
〒292-0804,千葉県⽊更津市⽂京６ー１１ー１６
2024-04-01



 
ケ,212781,株式会社建装
〒759-0206,⼭⼝県宇部市⼤字東須恵２７４番地の１５
2025-08-12
_
 
ケ,212923,株式会社建装
〒371-0018,群⾺県前橋市三俣町１丁⽬４５−３８
2025-11-20
 
ケ,216343,株式会社ケンソウ
〒312-0032,茨城県ひたちなか市津⽥２９４２番地
2025-04-23
 
ケ,223501,株式会社研創
〒739-1792,広島県広島市安佐北区上深川町４４８
2024-08-01
http://www.kensoh.co.jp
 
ケ,223949,株式会社建相
〒791-8003,愛媛県松⼭市志津川町１７５番地１
2024-12-01
 
ケ,228992,株式会社建創
〒310-0817,茨城県⽔⼾市柳町１ー５ー２３
2025-04-19
 
ケ,231209,株式会社ケンソウ
〒299-0111,千葉県市原市姉崎９９５番地１
2025-11-01
https://kensou2020.co.jp
 
ケ,217881,株式会社建創技研
〒176-0001,東京都練⾺区練⾺１ー８ー８
2026-07-07
 
ケ,221407,建装⼯業株式会社
〒105-0003,東京都港区⻄新橋３丁⽬１１番１号
2025-04-01
https://www.kenso.co.jp/
 
ケ,211224,株式会社建装社
〒085-0032,北海道釧路市新栄町１番地１５
2025-06-17
http://www.kensosha1969.jp/
 
ケ,215416,建装社 上坂健樹（その他）
〒674-0057,兵庫県明⽯市⼤久保町⾼丘５ー１ー１５
2024-05-29
 
ケ,121215,株式会社建装センター
〒577-0061,⼤阪府東⼤阪市森河内⻄２−１２−１７
2024-03-25
 
ケ,212535,株式会社建装テクノ



〒990-2345,⼭形県⼭形市富神台１３番地
2025-06-01
https://www.kenso-techno.co.jp/
 
ケ,228441,有限会社建造舎
〒140-0014,東京都品川区⼤井１ー１１ー１⼤井⻄銀座ビル６階
2024-08-30
 
ケ,227679,株式会社ケンゾウ鐵⼯
〒419-0124,静岡県⽥⽅郡函南町塚本３４０ー１
2024-03-23
 
ケ,220599,株式会社建⼤
〒144-0052,東京都⼤⽥区蒲⽥五丁⽬２８番４号ＥＣＳ第２７ビル６Ｆ
2025-01-11
https://jp.kendai.biz/
 
ケ,218196,建築⼯務 草⻄（その他）
〒604-0804,京都府京都市中京区堺町通り夷川上る絹屋町１２７
2023-08-11
 
ケ,216499,株式会社建築整備
〒132-0024,東京都江⼾川区⼀之江８−７−１２−２０２
2022-05-21
 
ケ,231681,株式会社建築設計ＨａＬ
〒747-0035,⼭⼝県防府市栄町⼀丁⽬６番１号ＫＳビル
2026-02-14
https://www.kenchikuhal.co.jp
 
ケ,229072,有限会社建築創作⾦物アツミ
〒581-0052,⼤阪府⼋尾市⽵渕４ー７２
2025-05-31
 
ケ,217663,株式会社建調テクノ
〒540-0028,⼤阪府⼤阪市中央区常盤町２丁⽬１番８号
2026-03-24
 
ケ,217485,株式会社ＫＥＮテクノ
〒194-0005,東京都町⽥市南町⽥１ー３ー１４
2026-01-21
 
ケ,122612,株式会社ケンテック
〒939-2701,富⼭市婦中町⻄本郷４３６−５２
2026-01-31
http://www.kentech-co.com
 
ケ,102603,株式会社研電
〒108-0073,東京都港区三⽥３−１３−１６ 三⽥４３ＭＴビル５Ｆ
2023-12-24
http://www.kenden.co.jp
 
ケ,214521,有限会社ケント
〒481-0039,愛知県北名古屋市法成寺法師堂１３１番地
2025-12-20



 
ケ,215375,株式会社建都
〒367-0042,埼⽟県本庄市けや⽊３−１−１
2021-05-01
 
ケ,227131,有限会社建塗
〒300-0334,茨城県稲敷郡阿⾒町鈴⽊字屋敷形５６番地の９
2023-11-01
http://www1a.biglobe.ne.jp/kent/
 
ケ,216034,有限会社建⼈建設
〒760-0080,⾹川県⾼松市⽊太町２７１８番地４
2025-02-12
http://kent-kensetsu.jp/
 
ケ,212075,株式会社建⼈⼯業
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋３ー３ー４
2024-03-05
http://www.kento-build.co.jp/index.html
 
ケ,231947,株式会社ケントジャパン
〒733-0002,広島県広島市⻄区楠⽊町⼀丁⽬１５番１号
2026-04-25
 
ケ,215101,県南クレーン株式会社
〒029-4205,岩⼿県奥州市前沢字新城８４ー１
2023-11-28
 
ケ,213277,株式会社建販
〒020-0842,岩⼿県盛岡市湯沢１６ー２０
2020-06-17
 
ケ,217347,建美株式会社
〒142-0064,東京都品川区旗の台５ー９ー１２
2025-11-26
 
ケ,225587,株式会社建美
〒710-0016,岡⼭県倉敷市中庄１６８８ー１７
2025-06-01
https://www.kenbi-kurashiki.jp
 
ケ,112540,ケンブリッジフィルターコーポレーション株式会社
〒105-0014,東京都港区芝３−１４−２ 芝ケンブリッジビル
2023-08-30
https://cambridgefilter.com
 
ケ,106963,ケンブリッジフィルターサービス株式会社
〒105-0014,東京都港区芝３−１４−２ 芝ケンブリッジビル
2026-05-17
https://cfservice.co.jp/
 
ケ,211174,株式会社建北社
〒995-0033,⼭形県村⼭市楯岡新町１丁⽬１６番３号
2025-05-31
https://kenhokusya.co.jp/



 
ケ,112525,株式会社建宝
〒141-0032,東京都品川区⼤崎４−１３−１７
2023-10-21
http://www.kenpo-parts.com
 
ケ,106028,ケンマージャパン株式会社
〒182-0022,東京都調布市国領町４−８−１
2023-09-11
http://www.kemmer.co.jp/
 
ケ,223956,研美⼯業株式会社
〒570-0002,⼤阪府守⼝市佐太中町７丁⽬１２番１３号
2024-12-01
 
ケ,219036,株式会社ケンモチ電機
〒243-0027,神奈川県厚⽊市愛甲東⼀丁⽬８番１３号
2024-02-09
 
ケ,216824,有限会社監物電設
〒292-0451,千葉県君津市末吉４１１番地の４
2025-07-02
 
ケ,214134,有限会社建友
〒254-0077,神奈川県平塚市東中原１丁⽬４−２８Ｋビル３０１
2022-04-12
 
ケ,219722,賢友興業株式会社
〒340-0034,埼⽟県草加市氷川町２１６５番地１
2024-05-11
 
ケ,229738,株式会社建溶
〒761-8045,⾹川県⾼松市⻄⼭崎町１８２ー２４
2023-05-27
 
ケ,214932,株式会社建⽴
〒135-0016,東京都江東区東陽３−２７−８
2023-08-08
 
ケ,129823,兼⽴電⼯株式会社
〒360-0111,埼⽟県熊⾕市押切２６３２−１
2025-03-16
http://www.kenritsu.co.jp/
 
ケ,217468,株式会社ＫＥＮーＬＯＣＫ
〒277-0863,千葉県柏市豊四季２６９番地２１
2026-01-14
http://www.ken-lock.jp/
 
ケ,225682,株式会社建和
〒485-0012,愛知県⼩牧市⼤字⼩牧原新⽥７４５ー１１１
2025-07-01
http://www.bf-kenwa.co.jp
 
ケ,211502,有限会社研和⼯業



〒811-1355,福岡県福岡市南区桧原７丁⽬５２番９号
2026-01-12
 
ケ,219504,建和産業株式会社
〒660-0824,兵庫県尼崎市東本町２丁⽬１１２番地
2024-03-30
http://www.kenwasangyo.co.jp
 
ゲ,106939,ゲートウェイコンサルティング株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿１−２２−１ スタンダードビル
2026-04-06
 
ゲ,106145,株式会社ゲートジャパン
〒612-8418,京都市伏⾒区⽵⽥向代町９
2024-02-03
https://www.gatejapan.co.jp/
 
ゲ,214252,芸信建設株式会社
〒739-1753,広島県広島市安佐北区狩留家町３４６７番地の３
2025-06-21
http://www.geishin.com
 
ゲ,128498,ゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社
〒556-0022,⼤阪府⼤阪市浪速区桜川４−４−２６
2025-11-26
https://www.unitta.co.jp/
 
ゲ,103887,株式会社ゲイン
〒103-0007,東京都中央区⽇本橋浜町３−４２−３ 住友不動産浜町ビル１０Ｆ
2024-06-23
http://www.gainer.co.jp
 
ゲ,101837,株式会社下条製作所
〒959-1386,新潟県加茂市柳町２−４−１６
2024-10-26
http://gejo-ss.com
 
ゲ,219624,株式会社ゲット
〒252-0242,神奈川県相模原市中央区横⼭２−１−２０
2024-04-20
 
ゲ,106361,株式会社ゲットイット
〒104-0045,東京都中央区築地３−７−１０ ＪＳ築地ビル４階
2024-09-30
http://www.get-it.ne.jp
 
ゲ,216657,ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社
〒140-0002,東京都品川区東品川２丁⽬２番８号
2025-06-18
https://www.getinge.com/jp/
 
ゲ,220110,ゲルブ・ジャパン株式会社
〒254-0035,神奈川県平塚市宮の前１−２
2024-07-27
https://www.gerb.co.jp/



 
ゲ,219546,⽞海設備⼯業株式会社
〒144-0033,東京都⼤⽥区東糀⾕１−１４−８
2024-04-06
 
ゲ,223288,元古鉄⼯株式会社
〒571-0038,⼤阪府⾨真市柳⽥町３０ー２８
2024-07-01
 
ゲ,125494,原⼦燃料⼯業株式会社
〒230-0051,神奈川県横浜市鶴⾒区鶴⾒中央４−３３−５
2026-06-09
http://www.nfi.co.jp/
 
ゲ,218839,有限会社現代
〒314-0116,茨城県神栖市奥野⾕２５４４
2023-12-22
 
ゲ,222471,現代インテリア株式会社
〒735-0005,広島県安芸郡府中町宮の町２丁⽬１５番２４号
2023-12-01
 
ゲ,106505,株式会社絃デザイン研究所
〒108-0074,東京都港区⾼輪２−１−１１−３１７
2025-01-13
 
ゲ,102731,⽞菱エレクトロニクス株式会社
〒819-0168,福岡県福岡市⻄区今宿駅前１−２−１６
2025-08-06
http://www.isk21.co.jp
 
コ,102050,ＫＯＡ株式会社
〒399-4697,⻑野県上伊那郡箕輪町⼤字中箕輪１４０１６ アースウイング
2025-06-06
http://www.koaglobal.com
 
コ,122533,株式会社コーア
〒036-8061,⻘森県弘前市神⽥１−４−２
2025-09-07
http://www.ko-ametal.co.jp/
 
コ,213815,株式会社コーアエンジニアリング
〒370-1201,群⾺県⾼崎市倉賀野町２１９０
2024-08-25
http://www.koa.co.jp
 
コ,219660,株式会社コーアツ
〒664-0836,兵庫県伊丹市北本町１丁⽬３１０番地
2024-04-27
https://www.koatsu.co.jp
 
コ,500190,有限会社コーエーテック
〒143-0003,東京都⼤⽥区⼤森南１−１−６
2024-01-14
 



コ,100174,株式会社コーエイ
〒463-0046,愛知県名古屋市守⼭区苗代２−８−１
2025-08-09
 
コ,231221,株式会社コーエイ
〒110-0015,東京都台東区東上野⼀丁⽬６番２号
2025-11-01
 
コ,505526,株式会社コーエイ
〒134-0083,東京都江⼾川区中葛⻄３−３７−２第３中込マンション２０１号
2024-02-12
 
コ,504406,株式会社コーエイシステム
〒102-0083,東京都千代⽥区麹町四丁⽬２番地
2024-02-16
https://www.koeisystem.co.jp/index.html
 
コ,224144,コーエキ株式会社
〒790-0913,愛媛県松⼭市畑寺３丁⽬１１番３１号
2025-02-01
http://www.kissjp.com
 
コ,129876,有限会社コーケン
〒019-1512,秋⽥県仙北郡美郷町本堂城回字若林１１８−３
2025-03-31
 
コ,210646,株式会社コーケン
〒509-0238,岐⾩県可児市⼤森１５１２ー１０
2024-10-28
 
コ,218352,株式会社コーケン
〒555-0021,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区歌島１−２４−２２
2023-09-08
 
コ,219517,有限会社ＫＯＫＥＮ
〒804-0012,福岡県北九州市⼾畑区中原東３丁⽬９−２２
2024-03-30
http://y-koken.co.jp/
 
コ,125641,コーケン化学株式会社
〒236-0004,神奈川県横浜市⾦沢区福浦２−１１−５
2023-07-11
http://www.kohkenc.co.jp/
 
コ,224583,株式会社コーサイ
〒007-0828,北海道札幌市東区東雁来⼋条１丁⽬１６番１０号
2025-04-01
http://www.kk-kosai.co.jp/wp/
 
コ,112592,株式会社コーシン
〒183-0045,東京都府中市美好町１−２２−８
2024-01-27
http://www.koshin-k.co.jp/
 
コ,112770,株式会社ＫＯＳＨＩＮ



〒409-0112,⼭梨県上野原市上野原８１５４−２３０
2024-02-07
 
コ,219599,株式会社コーシン
〒236-0057,神奈川県横浜市⾦沢区能⾒台５丁⽬３９番４号
2024-04-20
 
コ,225208,株式会社コーシン
〒243-0211,神奈川県厚⽊市三⽥⼆丁⽬４番１９号
2025-05-01
http://www.koshin-t.co.jp/
 
コ,505351,有限会社コーシン
〒807-0855,福岡県北九州市⼋幡⻄区松寿⼭三丁⽬１１番９号
2023-03-05
 
コ,112629,株式会社コーシンインテックス
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥１−３２−１１
2026-07-05
http://www.koshin-intex.co.jp/
 
コ,505471,株式会社Ｃｏｇｅｎｔ Ｌａｂｓ
〒106-0032,東京都港区六本⽊３−２−１住友不動産六本⽊グランドタワー ３６Ｆ
2023-10-12
https://www.cogent.co.jp/
 
コ,112600,株式会社コージン
〒930-0304,富⼭県中新川郡上市町森尻５
2025-06-29
http://www.kojin.co.jp/
 
コ,228364,株式会社コースト・ランド
〒232-0002,神奈川県横浜市港南区上⼤岡⻄⼀丁⽬４ー２ー２０３
2024-08-10
 
コ,230790,株式会社コーセー
〒263-0054,千葉県千葉市稲⽑区宮野⽊町２１３３番地２８
2025-08-30
 
コ,120516,コーセル株式会社
〒930-0816,富⼭市上⾚江町１−６−４３
2023-10-16
https://www.cosel.co.jp/
 
コ,230238,株式会社コーチク
〒939-8094,富⼭県富⼭市⼤泉本町⼀丁⽬５番１３号
2025-06-21
https://www.koutiku.jp
 
コ,217388,株式会社コーティングコーポレーション
〒388-8006,⻑野県⻑野市篠ノ井御幣川６２７番地１
2025-12-17
http://coating-c.com/
 
コ,129145,株式会社コーテック



〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋３−４−４ 第５⽥中ビル８階８１号室
2023-10-29
http://www.ko-tec.co.jp
 
コ,212756,株式会社コーテックス
〒101-0045,東京都千代⽥区神⽥鍛冶町三丁⽬６番７号
2025-07-17
http://kotecs.co.jp/
 
コ,104056,株式会社コーディアルコンサルティング＆ソリューションズ
〒980-0012,宮城県仙台市⻘葉区錦町１−５−１ Ｎ−ｏｖａｌビル
2024-10-13
https://www.ccands.co.jp
 
コ,112632,株式会社コーデック
〒182-0025,東京都調布市多摩川１−２９−１８
2026-02-02
http://www.codec.co.jp
 
コ,102035,コーデンシ株式会社
〒611-0041,京都府宇治市槙島町⼗⼀の１６１
2025-04-14
http://www.kodenshi.co.jp
 
コ,128813,コーデンシＴＫ株式会社
〒150-0036,東京都渋⾕区南平台町３−１ コーデンシＴＫ渋⾕ビル
2026-02-26
https://kodenshi-tk.co.jp/
 
コ,104026,コーデンシＤＨ株式会社
〒392-0016,⻑野県諏訪市豊⽥３６１−１
2024-10-06
http://www.kodenshi-dh.jp
 
コ,112506,株式会社コードー
〒105-7111,東京都港区東新橋１−５−２ 汐留シティセンター１１Ｆ
2024-10-06
https://www.kodo.co.jp/
 
コ,115003,株式会社コードー
〒105-7111,東京都港区東新橋１−５−２ 汐留シティセンター１１階
2023-08-09
http://www.kodo.co.jp
 
コ,126496,株式会社コーナン
〒546-0021,⼤阪府⼤阪市東住吉区照ヶ丘⽮⽥２−３−５
2024-01-23
 
コ,503062,コーニングインターナショナル株式会社
〒107-0052,東京都港区⾚坂１−１１−４４ ⾚坂インターシティ７Ｆ
2023-11-14
https://www.corning.com/jp/jp.html
 
コ,224016,株式会社コーベックス
〒780-0071,⾼知県⾼知市⾼埇２番地１７号



2025-01-01
 
コ,226413,株式会社コーホク
〒105-0004,東京都港区新橋４−２７−４
2026-03-01
http://www.e-kohoku.co.jp
 
コ,126327,コーポス株式会社
〒111-0042,東京都台東区寿１−１１−６ ＳＭＫビル８階
2023-12-05
http://www.copos.jp/
 
コ,125874,コーミ⾦属株式会社
〒210-0806,神奈川県川崎市川崎区中島２−１７−１
2023-10-06
http://kohmi.co.jp/
 
コ,106756,有限会社コーユー企画
〒615-8041,京都府京都市⻄京区⽜ケ瀬⻘柳町４１
2025-08-18
 
コ,212706,有限会社コーユー⼯業
〒180-0011,東京都武蔵野市⼋幡町３丁⽬３番２５号
2025-06-26
 
コ,502574,株式会社コーユービジネス
〒541-0054,⼤阪府⼤阪市中央区南本町１−６−２０
2026-02-28
http://www.koyu.co.jp/
 
コ,213763,株式会社コーユービルド
〒612-0889,京都府京都市伏⾒区深草直違橋３丁⽬３９５
2024-07-14
 
コ,223275,コーユーレンティア株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋六丁⽬１７番１５号
2024-06-01
https://www.koyou.co.jp
 
コ,112588,株式会社コーヨー
〒252-0216,神奈川県相模原市中央区清新５−１−１０
2025-05-15
http://www.koyo-printing.co.jp/
 
コ,101384,株式会社Ｋｏｙｏ ＳＭＳ Ｊａｐａｎ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
〒286-0101,千葉県成⽥市⼗余三３７−１
2024-05-31
 
コ,101302,コーヨー久永株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座７−１１−１５ ジェイテクトビル５Ｆ
2024-04-25
http://www.koyo-qa.co.jp
 
コ,125789,株式会社コーリツ
〒870-0942,⼤分市⼤字⽻⽥１１５３−４



2023-09-14
http://www.koritsu.jp
 
コ,218331,株式会社コーリンブロス
〒164-0001,東京都中野区中野２−２９−１５
2023-09-01
 
コ,102085,株式会社コーワ
〒490-1193,愛知県あま市⻄今宿平割⼀・２２
2025-07-21
https://www.kowa-ne.co.jp/
 
コ,121811,株式会社コーワ
〒252-0244,神奈川県相模原市中央区⽥名３０９０−１２
2024-06-09
 
コ,216717,株式会社コーワ
〒319-1111,茨城県那珂郡東海村⾈⽯川６３２ー９
2025-06-25
https://www.kowa-ibaraki.jp/
 
コ,230591,株式会社コーワ
〒594-1102,⼤阪府和泉市和⽥町３３２番地の２
2025-08-02
 
コ,211881,株式会社コーワコーポレーション
〒206-0002,東京都多摩市⼀ノ宮３ー５ー２５
2023-10-20
 
コ,104710,コーワ⼯業株式会社
〒518-0441,三重県名張市夏⾒２１３１
2023-04-05
http://www.kowa-kougyo.jp
 
コ,112668,コーンズ テクノロジー株式会社
〒105-0014,東京都港区芝３−５−１ コーンズハウス
2023-12-08
 
コ,113039,株式会社コア
〒154-8552,東京都世⽥⾕区三軒茶屋１−２２−３
2023-11-26
http://www.core.co.jp
 
コ,226225,株式会社こあ
〒983-0013,宮城県仙台市宮城野区中野字神明１８１番１
2025-12-01
http://www.koakk.co.jp
 
コ,129151,株式会社コア・エレクトロニックシステム
〒224-0026,神奈川県横浜市都筑区南⼭⽥町４１０５
2023-11-04
https://ces-net.com
 
コ,106869,コア・プリンテック株式会社
〒170-0002,東京都豊島区巣鴨３−７−１９



2026-01-30
http://www.core-printech.jp/
 
コ,504262,株式会社コア・ポテンシャル
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿３丁⽬２番１１号 新宿三井ビルディング⼆号館７Ｆ
2025-06-25
https://core-potential.co.jp/
 
コ,211792,株式会社ＣＯＲＥ・ＣＵＢＥ
〒553-0001,⼤阪府⼤阪市福島区海⽼江５丁⽬２ー２
2023-08-03
 
コ,215796,コア⼯業株式会社
〒359-0021,埼⽟県所沢市東所沢２ー２８ー１７
2024-11-27
 
コ,228408,株式会社コア桜井
〒531-0074,⼤阪府⼤阪市北区本庄東３丁⽬５番１５号
2024-08-23
 
コ,103701,コアスタッフ株式会社
〒171-0022,東京都豊島区南池袋１−１６−１５
2024-03-13
http://www.corestaff.co.jp
 
コ,121462,コアックス株式会社
〒225-0016,横浜市⻘葉区みすずが丘２−３１
2024-04-25
http://www.coax.co.jp
 
コ,112624,株式会社コアテック
〒114-0023,東京都北区滝野川３−５０−１
2026-06-14
 
コ,101292,コアフロント株式会社
〒162-0845,東京都新宿区市⾕本村町２−１１ 外濠スカイビル４Ｆ
2024-04-20
http://www.corefront.com
 
コ,213507,株式会社コア・プラス
〒712-8006,岡⼭県倉敷市連島町鶴新⽥２１９７
2023-11-18
 
コ,105503,コアマシナリー株式会社
〒620-1444,京都府福知⼭市三和町芦渕⼩字琴ヶ瀬７７７
2025-03-28
https://www.coremachinery.co.jp/
 
コ,122562,株式会社コイケ
〒409-3861,⼭梨県中巨摩郡昭和町紙漉阿原１３６０
2025-02-06
https://www.koike-corp.co.jp
 
コ,125707,株式会社コイケ
〒959-1276,新潟県燕市⼩池５５６９



2023-08-04
http://www.koike-ltd.com/
 
コ,219214,株式会社⼩池技建
〒212-0002,神奈川県川崎市幸区⼩向仲野町１−１８号ハイム鈴⽊１０１
2024-03-02
 
コ,221919,株式会社⼩池組
〒952-0028,新潟県佐渡市加茂歌代３５１ー１
2025-08-01
_
 
コ,226028,株式会社⼩池啓⼀商店
〒120-0035,東京都⾜⽴区千住中居町２０ー７
2025-09-01
 
コ,102015,⼩池産業株式会社
〒541-0046,⼤阪市中央区平野町１−８−７ ⼩池ビル
2025-03-29
https://www.koikesangyo.co.jp
 
コ,106731,コイケ酸商株式会社
〒111-0021,東京都台東区⽇本堤２−２０−１５
2025-07-13
http://www.ko-sansho.co.jp/
 
コ,106737,⼩池酸素⼯業株式会社
〒130-0012,東京都墨⽥区太平３−４−８ ＫＯＩＫＥ Ｂｌｄ７Ｆ
2025-07-19
https://www.koike-japan.com/home
 
コ,222983,⼩池商事株式会社
〒443-0057,愛知県蒲郡市中央本町９ー６
2024-04-01
http://www.ekoike.co.jp
 
コ,122557,株式会社⼩池製作所
〒459-8004,名古屋市緑区有松南１０３
2025-03-09
http://www.koikeseisaku.co.jp
 
コ,127673,株式会社⼩池製作所
〒144-0056,東京都⼤⽥区⻄六郷４−１２−９
2025-01-11
https://koikeseisakusyo.co.jp
 
コ,231870,株式会社⼩池⽥電⼯
〒587-0041,⼤阪府堺市美原区菅⽣７６０番地１
2026-04-11
https://koikeda.com/
 
コ,112524,⼩池電気株式会社
〒106-0047,東京都港区南⿇布１−５−１５
2024-04-04
http://www.koike-denki.com



 
コ,216098,⼩池電設株式会社
〒178-0062,東京都練⾺区⼤泉町２丁⽬６０番３号
2025-03-05
https://www.koikeden.com/
 
コ,212323,株式会社コイシ
〒870-0126,⼤分県⼤分市⼤字横尾３６１７番地２
2024-09-05
http://www.koishi.co.jp
 
コ,502567,株式会社⼩泉
〒167-8555,東京都杉並区荻窪４丁⽬３２番５号
2025-02-28
http://www.koizumig.co.jp/
 
コ,224578,有限会社⼩泉解体興業
〒329-0103,栃⽊県下都賀郡野⽊町若林２１３番地１
2025-04-01
https://www.koizumikaitai.co.jp/
 
コ,223484,株式会社⼩泉神奈川
〒223-8542,神奈川県横浜市港北区綱島東５ー８ー３４
2024-08-01
https://www.koizumig.co.jp/
 
コ,224562,株式会社⼩泉組
〒657-0035,兵庫県神⼾市灘区友⽥町３丁⽬２番１０−３０１号
2025-04-01
 
コ,222587,株式会社⼩泉建業
〒243-0816,神奈川県厚⽊市林４ー１８ー７
2024-01-01
 
コ,217565,有限会社⼩泉建⼯
〒190-0022,東京都⽴川市錦町４ー１０ー１７
2026-02-04
 
コ,216100,株式会社⼩泉建設
〒251-0003,神奈川県藤沢市柄沢２丁⽬３９番地２
2025-03-05
 
コ,112796,有限会社⼩泉⼯業
〒187-0031,東京都⼩平市⼩川東町５−１６−８
2024-08-24
http://www.koizumi-kogyo.co.jp/
 
コ,505483,株式会社⼩泉⼯業
〒321-2331,栃⽊県⽇光市針⾙字萱場１０６６−２３２
2023-11-10
info@koizumitoso.co.jp
 
コ,211275,有限会社⼩泉⼯務店
〒140-0015,東京都品川区⻄⼤井２ー６ー１１
2025-07-14



 
コ,231611,⼩泉産業株式会社
〒227-0034,神奈川県横浜市⻘葉区桂台⼆丁⽬２８番地５８
2026-01-24
https://www.koizumi-sangyo.co.jp/
 
コ,121000,有限会社⼩泉精機製作所
〒392-0131,⻑野県諏訪市湖南９６３−１
2024-03-17
http://www.e-koizumi.co.jp/
 
コ,112606,株式会社⼩泉製作所
〒123-0851,東京都⾜⽴区梅⽥３−２６−１０
2023-09-03
http://www.koizumi-mfg.co.jp
 
コ,127808,株式会社⼩泉製作所
〒154-0011,東京都世⽥⾕区上⾺２−２５−１５
2025-03-13
http://www.koizumi-ss.com
 
コ,129960,⼩泉製⿇株式会社
〒657-0864,兵庫県神⼾市灘区新在家南町１−２−１ サザンモール六甲ビル３階
2025-04-30
http://www.koizumiseima.co.jp
 
コ,217199,株式会社⼩泉鉄筋
〒534-0027,⼤阪府⼤阪市都島区中野町４丁⽬１８番６号
2025-10-08
http://koizumitekkin.com/
 
コ,106556,⼩泉電気株式会社
〒145-0062,東京都⼤⽥区北千束３−１−９
2025-02-02
 
コ,218833,⼩泉電気⼯業株式会社
〒410-1123,静岡県裾野市伊⾖島⽥３９９番地の３
2023-12-22
 
コ,220617,有限会社⼩出⼯業
〒492-8329,愛知県稲沢市⻄島町治兵１７番地の２
2025-01-25
 
コ,230250,⼩出産業有限会社
〒265-0061,千葉県千葉市若葉区⾼根町９１５番地１２
2025-06-21
http://koide-sangyo.com
 
コ,229086,株式会社⼩出製作所
〒135-0015,東京都江東区千⽯２−６−１２
2025-05-31
 
コ,127361,株式会社⼩出ロール鐵⼯所
〒130-0001,東京都墨⽥区吾妻橋３−５−１２
2024-09-05



https://www.koideroll.co.jp
 
コ,502594,株式会社 ⼩⽷製作所
〒141-0001,東京都品川区北品川５−１−１８ 住友不動産⼤崎ツインビル 東館
2026-05-17
https://www.koito.co.jp
 
コ,100946,コイト電⼯株式会社
〒411-0932,静岡県駿東郡⻑泉町南⼀⾊７２０
2023-12-07
http://www.koito-ind.co.jp
 
コ,103640,株式会社鯉丸
〒587-0042,⼤阪府堺市美原区⽊材通４−１４−５
2024-02-18
 
コ,105881,コイルセンター国光株式会社
〒803-0185,福岡県北九州市⼩倉南区⽯原町１９３−１０
2026-03-18
http://www.cc-kokko.co.jp/
 
コ,217158,株式会社コイワ
〒733-0035,広島県広島市⻄区南観⾳三丁⽬１５番４３号
2025-10-01
https://www.koiwa2011.com/
 
コ,223232,株式会社コイワ
〒133-0056,東京都江⼾川区南⼩岩４ー２ー２３
2024-06-01
 
コ,100199,株式会社コイワイ
〒256-0804,神奈川県⼩⽥原市⽻根尾２４４−６
2025-08-16
http://www.tc-koiwai.co.jp/
 
コ,210004,⼩岩井農牧株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内２丁⽬５番２号
2023-10-22
http://www.koiwai.co.jp
 
コ,210243,⼩岩⾦網株式会社
〒111-0035,東京都台東区⻄浅草３丁⽬２０番１４号
2024-03-30
http://www.koiwa.co.jp/
 
コ,226420,⼩岩⼯業株式会社
〒131-0043,東京都墨⽥区⽴花六丁⽬３番８号
2026-03-01
 
コ,217480,⼩岩倉庫運輸株式会社
〒133-0056,東京都江⼾川区南⼩岩５丁⽬１３番１２号
2026-01-21
http://www.koiwa1234.com
 
コ,505606,株式会社 昊亜



〒007-0890,北海道札幌市東区中沼町１２７−４３２
2024-07-26
 
コ,215964,康愛産業株式会社
〒701-4302,岡⼭県瀬⼾内市⽜窓町⽜窓３１８８ー１
2025-01-29
 
コ,226912,興亜開発株式会社
〒130-0022,東京都墨⽥区江東橋５−３−１３（写測ビル）
2023-07-01
http://www.koa-kaihatsu.co.jp
 
コ,123650,興亜化成株式会社
〒396-0022,⻑野県伊那市御園１８０−２
2025-02-27
 
コ,102906,株式会社興亜技研
〒970-8025,福島県いわき市平南⽩⼟１−５−５
2025-12-03
 
コ,213524,興亜産業株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀１丁⽬９番８号
2023-12-16
 
コ,104228,株式会社弘亜社
〒104-0061,東京都中央区銀座６−１２−１ 第２寿ビル
2024-12-28
http://koasha.co.jp/
 
コ,122575,⾼圧ガス⼯業株式会社
〒530-8411,⼤阪府⼤阪市北区中崎⻄２−４−１２ 梅⽥センタービル２８Ｆ
2024-12-13
http://www.koatsugas.co.jp/
 
コ,230869,興安計装株式会社
〒791-8042,愛媛県松⼭市南吉⽥町２７９８番地３６
2025-09-20
https://www.koan.co.jp
 
コ,112863,株式会社光⼀⼯業
〒820-1111,福岡県飯塚市勢⽥２３６−１１
2024-10-30
http://www.kouichikogyo.co.jp
 
コ,505493,株式会社⼯運
〒146-0093,東京都⼤⽥区⽮⼝１−２５−１６
2023-12-09
 
コ,217668,有限会社興運重機
〒755-0008,⼭⼝県宇部市明神町⼀丁⽬１５２４番地の１
2026-03-24
 
コ,102350,株式会社光栄
〒861-3203,熊本県上益城郡御船町⾼⽊１９２２
2025-02-22



 
コ,106264,株式会社光栄
〒132-0021,東京都江⼾川区中央３−５−６
2024-07-09
https://www.kabkouei.co.jp
 
コ,120746,株式会社光永
〒929-1176,⽯川県かほく市外⽇⾓イ４３−３
2024-01-08
 
コ,210087,株式会社幸栄
〒466-0034,愛知県名古屋市昭和区明⽉町１ー１３
2023-12-05
 
コ,211426,株式会社光栄
〒550-0012,⼤阪府⼤阪市⻄区⽴売堀１丁⽬４番９号
2025-11-04
http://www.koeiaquatec.co.jp
 
コ,214221,株式会社浩栄
〒285-0861,千葉県佐倉市⾅井⽥２６９
2025-05-31
 
コ,219697,株式会社宏榮
〒287-0001,千葉県⾹取市佐原ロ２０９７番地３７
2024-04-27
http://co-kouei.style.coocan.jp/
 
コ,222861,株式会社幸栄
〒210-0013,神奈川県川崎市川崎区新川通５−１０
2024-03-01
 
コ,230233,株式会社光栄
〒611-0041,京都府宇治市槇島町⼤川原４０番地１
2025-06-21
http://koei.kyoto.jp
 
コ,129596,広栄印刷株式会社
〒540-0004,⼤阪市中央区⽟造２−２３−２１ 第⼆永⽥中央ビル２階
2024-11-18
 
コ,212121,鋼栄エンジニアリング株式会社
〒333-0832,埼⽟県川⼝市⼤字新堀２８０ー１
2024-04-04
http://www.koei-eg.co.jp
 
コ,102753,興栄化学株式会社
〒142-0063,東京都品川区荏原５−５−１２
2025-08-26
http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/
 
コ,502557,広栄化学⼯業株式会社
〒275-0001,千葉県習志野市東習志野６−１６−１１
2025-02-16
http:www.koei-chemi.co.jp



 
コ,214465,株式会社光栄建技
〒332-0017,埼⽟県川⼝市栄町３ー２ー２０
2025-11-15
 
コ,214421,株式会社⾼栄健⼯
〒245-0065,神奈川県横浜市⼾塚区東俣野町９５５
2025-10-04
 
コ,211656,株式会社興栄建設
〒241-0032,神奈川県横浜市旭区今宿東町８７５−９
2023-05-30
 
コ,220328,株式会社⼯栄建設
〒567-0034,⼤阪府茨⽊市中穂積３丁⽬１５番３６号
2024-10-12
https://k-kouei-k.co.jp/
 
コ,221998,株式会社興栄建設
〒257-0035,神奈川県秦野市本町２−７−２９
2025-10-01
 
コ,222728,興栄建設株式会社
〒014-0072,秋⽥県⼤仙市⼤曲⻄根字⻄道地野５０２ー２
2024-03-01
 
コ,231693,興栄建設株式会社
〒210-0831,神奈川県川崎市川崎区観⾳⼆丁⽬１４番８−５０６号
2026-02-14
 
コ,214913,株式会社幸栄⼯業
〒121-0052,東京都⾜⽴区六⽊３丁⽬３４番１４号
2023-08-01
http://www.koei-industry.com/
 
コ,216602,株式会社孝栄⼯業
〒311-2215,茨城県⿅嶋市⼤字和３５４番地１４
2025-06-11
_
 
コ,216706,紘永⼯業株式会社
〒244-0812,神奈川県横浜市⼾塚区柏尾町１９１番地２
2025-06-25
http://www.koei-kogyo.com/
 
コ,217250,株式会社恒栄⼯業
〒063-0802,北海道札幌市⻄区⼆⼗四軒⼆条７丁⽬２番２１号
2025-10-29
https://koei-lcc.co.jp/
 
コ,219040,鋼栄⼯業株式会社
〒578-0925,⼤阪府東⼤阪市稲葉１丁⽬８番３３号
2024-02-09
http://www.koei-kougyo.com
 



コ,214253,株式会社広栄⼯業所
〒730-0001,広島県広島市中区⽩島北町１番５０号
2025-06-21
 
コ,230571,株式会社コウエイ社
〒463-0067,愛知県名古屋市守⼭区守⼭⼀丁⽬１３番１４号
2025-07-26
 
コ,122625,株式会社宏栄精機⼯業
〒505-0307,岐⾩県加茂郡⼋百津町野上１５４２−１６
2025-12-27
http://koeiseiki.co.jp
 
コ,227012,弘栄設備⼯業株式会社
〒990-2221,⼭形県⼭形市⼤字⾵間字地蔵⼭下２０６８
2023-09-01
 
コ,220695,有限会社恒栄通信
〒168-0063,東京都杉並区和泉⼀丁⽬３５番１４号
2025-02-15
 
コ,106026,興栄通信⼯業株式会社
〒021-0894,岩⼿県⼀関市磐井町６−１４
2023-09-04
http://www.koeit-kk.co.jp/
 
コ,219932,株式会社興永テクノス
〒541-0045,⼤阪府⼤阪市中央区道修町２ー１ー１０
2024-06-29
http://www.ket.co.jp/
 
コ,226761,恒栄テクノス株式会社
〒334-0076,埼⽟県川⼝市本蓮四丁⽬１番２６号
2026-05-01
 
コ,122524,広栄電気株式会社
〒193-0815,東京都⼋王⼦市叶⾕町１５０１−１
2025-03-26
http://www.koei-elec.co.jp/
 
コ,215542,幸栄電気株式会社
〒460-0013,愛知県名古屋市中区上前津２ー７ー４
2024-08-28
 
コ,216757,株式会社広栄電設
〒202-0012,東京都⻄東京市東町２丁⽬１６番７号
2025-06-25
_
 
コ,220691,弘栄電設株式会社
〒816-0981,福岡県⼤野城市若草⼆丁⽬２８番１０号
2025-02-07
 
コ,222109,恒栄電設株式会社
〒114-0021,東京都北区岸町１丁⽬８番１７号



2026-03-01
http://www.koei-densetsu.co.jp/
 
コ,231318,有限会社恒栄電設
〒803-0841,福岡県北九州市⼩倉北区清⽔三丁⽬９番１４号
2025-11-21
 
コ,123707,宏栄電線株式会社
〒532-0028,⼤阪府⼤阪市淀川区⼗三元今⾥３−２−３
2025-03-15
http://koeiele.com
 
コ,102023,弘栄貿易株式会社
〒650-0034,兵庫県神⼾市中央区京町７１
2025-06-08
http://www.kohyei.com/
 
コ,100020,株式会社⾼科技研⼯業
〒226-0012,横浜市緑区上⼭１−５−２１
2025-06-23
http://www.koukagiken.co.jp/
 
コ,226408,株式会社⾼環境エンジニアリング
〒151-0051,東京都渋⾕区千駄ヶ⾕４丁⽬３０番３号
2026-03-01
http://www.eae.co.jp/
 
コ,128343,甲賀⾼分⼦株式会社
〒520-3188,滋賀県湖南市⽯部北１−４−２６
2025-10-16
http://www.koga-polymer.co.jp
 
コ,220609,株式会社鴻上建築⾦物
〒792-0886,愛媛県新居浜市郷⼆丁⽬１番９号
2025-01-18
 
コ,112685,株式会社弘輝
〒120-0026,東京都⾜⽴区千住旭町３２−１
2025-12-28
https://www.ko-ki.co.jp/
 
コ,213379,コウキ株式会社
〒676-0001,兵庫県⾼砂市中島１丁⽬１３番２２号
2023-08-12
 
コ,214594,株式会社コウキ
〒662-0941,兵庫県⻄宮市浜脇町６番２３号
2026-02-28
http://www.koki-corp.com
 
コ,218261,株式会社鋼基
〒410-0043,静岡県沼津市柳町２−２３
2023-08-25
 
コ,126228,光輝化成株式会社



〒224-0043,神奈川県横浜市都筑区折本町４９４−１
2023-11-16
https://kouki-kasei.jimdo.com/
 
コ,214469,株式会社⾼輝⼯業
〒997-1321,⼭形県東⽥川郡三川町⼤字押切新⽥字五反９８−１
2025-11-15
 
コ,112587,株式会社光輝社
〒211-0053,神奈川県川崎市中原区上⼩⽥中６−８−１８−Ｃ１
2024-03-06
 
コ,502909,⼯機ホールディングス株式会社
〒108-6018,東京都港区港南⼆丁⽬１５番１号（品川インターシティＡ棟）
2026-01-08
https://www.koki-holdings.co.jp/
 
コ,225828,株式会社⼯業技術研究所
〒113-0033,東京都⽂京区本郷２丁⽬１２番６号
2025-08-01
https://www.kougiken.co.jp
 
コ,126591,航空電⼦ビジネスサポート株式会社
〒196-8555,東京都昭島市武蔵野３−１−１
2024-02-13
http://www.jbs.jae.co.jp
 
コ,216737,株式会社コウケンエレックス
〒311-2116,茨城県鉾⽥市札１７６番地
2025-06-25
 
コ,212908,鉱研⼯業株式会社
〒171-8572,東京都豊島区⾼⽥２丁⽬１７番２２号
2025-11-06
https://www.koken-boring.co.jp/
 
コ,230778,有限会社功建コンサルタント
〒814-0122,福岡県福岡市城南区友泉亭２番２３号
2025-08-30
http://kouken-ct.jp/
 
コ,219544,株式会社⼯研ゴンドラ関東
〒362-0003,埼⽟県上尾市⼤字菅⾕字⻄中通３０５−４
2024-04-06
http://www.koukengondora.co.jp/
 
コ,219575,株式会社⼯研ゴンドラ横浜
〒246-0001,神奈川県横浜市瀬⾕区卸本町９２７９−１９
2024-04-13
 
コ,211105,⼯建産業株式会社
〒660-0085,兵庫県尼崎市元浜町⼀丁⽬４４番地３
2025-04-27
http://www.koken-industry.co.jp
 



コ,228179,興建産業株式会社
〒183-0026,東京都府中市南町５丁⽬３８番地３
2024-06-21
http://www.kokensangyo.co.jp
 
コ,129654,株式会社⼯研社
〒358-0014,埼⽟県⼊間市宮寺４０８１−２
2024-12-02
http://www.koukensha.net/
 
コ,229454,株式会社⼯芸カラサワ
〒003-0808,北海道札幌市⽩⽯区菊⽔⼋条３丁⽬８番３２号
2026-01-22
 
コ,217777,株式会社弘元建設
〒610-0361,京都府京⽥辺市河原北⼝２１番地１
2026-06-09
 
コ,221678,鉱⼯産業株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥３丁⽬１２番８号
2025-06-01
_
 
コ,102410,興国インテック株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野１−１３−１３
2023-11-01
http://www.kokoku-intech.com/
 
コ,231127,有限会社光国⼯業
〒314-0023,茨城県⿅嶋市⼤字⾕原１２２６番地
2025-10-18
 
コ,219189,向後設備⼯業株式会社
〒285-0844,千葉県佐倉市上志津原３１４ー５
2024-03-02
 
コ,112684,⾹⻄鍍⾦⼯業株式会社
〒657-0851,神⼾市灘区味泥町４−２５
2026-06-21
 
コ,228340,株式会社⾼坂⼯業
〒453-0836,愛知県名古屋市中村区五反城町４丁⽬３１番地
2024-08-10
http://www.kousaka.info
 
コ,104576,有限会社⾹坂スプリング製作所
〒131-0044,東京都墨⽥区⽂花３−１２−３
2025-10-18
http://kosaka-spring.sunnyday.jp/
 
コ,502365,株式会社 ⾼坂製作所
〒340-0162,埼⽟県幸⼿市下川崎３０１−１
2026-06-10
http://www.kousakaseisakusyo.co.jp
 



コ,502529,⾼知さんさんテレビ株式会社
〒781-9533,⾼知県⾼知市若松町１０−１１
2023-12-09
https://www.sunsuntv.co.jp/
 
コ,225518,株式会社⼯材社
〒800-0029,福岡県北九州市⾨司区⼤⾥東⼝３番１０号
2025-06-01
 
コ,112557,光⼭電気⼯業株式会社
〒377-0423,群⾺県吾妻郡中之条町⼤字伊勢町⼄８７２
2024-02-27
http://www.kohzan.co.jp/
 
コ,213846,有限会社甲州⼯業
〒406-0035,⼭梨県笛吹市⽯和町⼩⽯和１９０ー１
2024-09-15
http://koshukogyo.jp/
 
コ,125786,⾼周波鋳造株式会社
〒031-0071,⻘森県⼋⼾市沼館４−７−１０８
2023-09-12
http://www.koshuha-foundry.co.jp
 
コ,105676,⾼周波熱錬株式会社
〒141-8639,東京都品川区東五反⽥２−１７−１ オーバルコート⼤崎マークウエスト
2025-08-30
https://www.k-neturen.co.jp
 
コ,212176,有限会社宏春⼯業
〒500-8357,岐⾩県岐⾩市六条⼤溝２−１４−２
2024-05-16
 
コ,225486,株式会社広松
〒731-0101,広島県広島市安佐南区⼋⽊町７６番地の２
2025-06-01
 
コ,225549,有限会社興正
〒604-8163,京都府京都市中京区室町蛸薬師上ル鯉⼭町５２０
2025-06-01
 
コ,503397,光昭株式会社
〒541-0056,⼤阪府⼤阪市北区南森町２丁⽬２番２３号
2025-04-08
 
コ,211775,株式会社⾼尚エンジニアリング
〒211-0051,神奈川県川崎市中原区宮内２−５−２
2023-07-27
http:///www.koshoeng.co.jp/
 
コ,218541,髙祥建設株式会社
〒334-0003,埼⽟県川⼝市坂下町４丁⽬１番５号
2023-10-20
 
コ,227479,株式会社⼯匠堂



〒277-0042,千葉県柏市逆井３丁⽬２０の２７
2024-02-28
 
コ,227885,株式会社巧匠堂
〒041-0852,北海道函館市鍛治１丁⽬５１番地１３号
2021-04-13
 
コ,102370,株式会社弘進
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥７−３−６
2023-08-06
 
コ,104636,株式会社広伸
〒571-0017,⼤阪府⾨真市四宮４−５−２２
2026-01-26
http://koshin-k.com
 
コ,112555,株式会社幸伸
〒157-0061,東京都世⽥⾕区北島⼭８−２７−８
2023-11-12
http://www.koshin-kk.co.jp
 
コ,125801,株式会社光進
〒399-0703,⻑野県塩尻市⼤字広丘⾼出２０１０
2023-09-16
 
コ,129939,有限会社恒伸
〒175-0094,東京都板橋区成増１−２８−１５ 林屋ビル６０６号
2025-04-16
 
コ,214978,株式会社コウシン
〒761-8072,⾹川県⾼松市三条町２１３番地３
2023-09-05
 
コ,224901,株式会社公神
〒819-0043,福岡県福岡市⻄区野⽅１丁⽬１５番１０号
2025-04-01
_
 
コ,210623,有限会社広進運輸
〒531-0071,⼤阪府⼤阪市北区中津３丁⽬３５−７
2024-10-13
 
コ,505127,⾼信化学株式会社
〒370-0072,群⾺県⾼崎市⼤⼋⽊町８０１
2024-09-19
http://www.koshin-chem.co.jp/
 
コ,129332,株式会社浩伸技研
〒210-0826,神奈川県川崎市川崎区塩浜４−６−４
2024-02-25
http://www.koushingiken.co.jp/
 
コ,213253,有限会社貢新建業
〒332-0004,埼⽟県川⼝市領家１−１８−７
2023-06-03



 
コ,222011,広進建材株式会社
〒733-0032,広島県広島市⻄区東観⾳町１７番１８号
2025-10-01
 
コ,212056,幸進建設株式会社
〒663-8173,兵庫県⻄宮市甲⼦園三番町１０番４５号
2024-03-05
 
コ,212454,弘新建設株式会社
〒478-0017,愛知県知多市新知字美濃川６６ー１
2025-02-06
https://www.koushin66-1.co.jp/
 
コ,217546,株式会社弘進建設
〒170-0013,東京都豊島区東池袋⼀丁⽬３１番１６号
2026-01-28
 
コ,219502,昂⾠建設株式会社
〒359-0021,埼⽟県所沢市東所沢２丁⽬１９番地の９
2024-03-30
 
コ,220164,株式会社興信建設
〒166-0016,東京都杉並区成⽥⻄３−２−４
2024-08-17
http://www.koushin-k.biz/
 
コ,226547,⾼伸建設株式会社
〒154-0015,東京都世⽥⾕区桜新町２丁⽬３１番５号
2026-04-01
http://www.cosincorp.com/
 
コ,122446,光伸光学⼯業株式会社
〒259-1302,神奈川県秦野市菩提６９−３
2024-09-16
http://www.koshin-kogaku.co.jp/
 
コ,212093,港振興業株式会社
〒550-0025,⼤阪府⼤阪市⻄区九条南三丁⽬３番１３号
2024-03-15
http://koshin-kogyo.co.jp/
 
コ,217233,有限会社⾼伸興業
〒230-0024,神奈川県横浜市鶴⾒区市場下町５−８
2025-10-15
 
コ,217699,光進⼯業株式会社
〒930-2206,富⼭県富⼭市⾦⼭新南４８番地
2026-04-14
 
コ,219854,幸進⼯業株式会社
〒235-0033,神奈川県横浜市磯⼦区杉⽥４ー４ー２８
2024-06-15
https://www.koushin-kougyou.co.jp/
 



コ,223145,株式会社⾼進⼯業
〒183-0035,東京都府中市四⾕４ー７ー２２
2024-06-01
 
コ,231658,有限会社幸進鋼業
〒731-3165,広島県広島市安佐南区伴中央⼀丁⽬４番２号
2026-02-07
 
コ,219489,有限会社廣伸⼯事
〒510-0943,三重県四⽇市市⻄⽇野町２８６０番地１
2024-03-23
 
コ,105556,甲信梱包株式会社
〒400-0053,⼭梨県甲府市⼤⾥町４０８
2025-05-14
 
コ,226586,光伸産業株式会社
〒275-0012,千葉県習志野市本⼤久保３ー６ー１１
2026-04-01
 
コ,504968,光新産業株式会社
〒959-1286,新潟県燕市⼩関９７５−１１
2023-10-02
http://www.koshin-ind.co.jp
 
コ,105334,株式会社光伸舎
〒601-8103,京都府京都市南区上⿃⽻仏現寺町６１−３
2024-10-31
https://www.koshinsha.jp/
 
コ,106544,株式会社光真商事
〒791-8042,愛媛県松⼭市南吉⽥町２２８４−１
2025-01-25
http://www.hikari-net.co.jp/company/group/koushin.html
 
コ,228767,弘進商事株式会社
〒781-0087,⾼知県⾼知市南久保１５−４６
2024-12-14
 
コ,101729,甲信⽔⼯株式会社
〒400-0032,⼭梨県甲府市中央４−１２−７
2024-10-05
http://jo-koshin.com/
 
コ,101347,株式会社弘伸精機
〒212-0026,神奈川県川崎市幸区紺屋町６
2024-05-15
 
コ,104695,株式会社⼯進精⼯所
〒350-1331,埼⽟県狭⼭市新狭⼭１−１−１２
2026-03-28
http://www.koshin-s.co.jp
 
コ,125713,株式会社光真製作所
〒525-0061,滋賀県草津市北⼭⽥町７３９−２



2023-08-08
http://www.koss.co.jp/
 
コ,220845,株式会社弘進テック
〒850-0077,⻑崎県⻑崎市⼩瀬⼾町８０９番地３２
2025-03-15
http://koshintc.com/
 
コ,226215,光伸テック株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿４ー６ー７
2025-11-01
http://www.koshin.co.jp/index.html
 
コ,112040,甲神電機株式会社
〒714-0062,岡⼭県笠岡市茂平字⻄吉原１６０８−１０
2026-04-18
http://www.kohshin-ele.com/
 
コ,112532,⾼進電気株式会社
〒354-0045,埼⽟県⼊間郡三芳町⼤字上富２０５５−３ 前島ビル
2023-12-17
https://www.koshindenki.co.jp/
 
コ,218832,株式会社厚信電機
〒059-1603,北海道勇払郡厚真町本町２番地
2023-12-22
 
コ,220411,株式会社光進電気
〒321-0905,栃⽊県宇都宮市平出⼯業団地４３−１７３
2024-11-01
 
コ,125873,光進電気⼯業株式会社
〒152-0035,東京都⽬黒区⾃由が丘１−２０−１９
2023-10-06
http://www.koshindenki.com
 
コ,102618,株式会社甲神電機商会
〒653-0033,兵庫県神⼾市⻑⽥区苅藻島町３−２６
2025-06-17
 
コ,215946,有限会社甲真電⼯
〒400-0113,⼭梨県甲斐市富⽵新⽥１６３３番地２５
2025-01-29
 
コ,100817,光伸電⼦株式会社
〒576-0034,⼤阪府交野市天野が原町４−３−１３−２
2026-07-13
http://www.koushindenshi.com
 
コ,218901,興伸電設株式会社
〒277-0945,千葉県柏市しいの⽊台５丁⽬３３番地１６
2024-01-12
 
コ,219880,有限会社光新電設
〒193-0932,東京都⼋王⼦市緑町４０９番地の４



2024-06-22
 
コ,122355,江信特殊硝⼦株式会社
〒135-0002,東京都江東区住吉２−２５−５
2024-08-21
http://www.koushin-glass.co.jp
 
コ,224599,広真ビルテック株式会社
〒810-0041,福岡県福岡市中央区⼤名２丁⽬２番４２号
2025-04-01
 
コ,217017,広伸防災株式会社
〒416-0939,静岡県富⼠市川成島２５０番３
2025-08-27
 
コ,228772,株式会社Ｋｏｕｊｉ
〒700-0943,岡⼭県岡⼭市南区新福２丁⽬２ー１３
2024-12-20
 
コ,504619,株式会社こうじや
〒311-1251,茨城県⽔⼾市⼤場町７３２番地の１
2025-12-26
http://www.koujiya.co.jp
 
コ,218202,株式会社恒樹園新潟
〒948-0101,新潟県⼗⽇町市稲葉２９４
2023-08-11
 
コ,112561,株式会社⾼純度化学研究所
〒350-0284,埼⽟県坂⼾市千代⽥５−１−２８
2024-09-17
https://www.kojundo.co.jp/
 
コ,112719,株式会社⾼純度物質研究所
〒189-0003,東京都東村⼭市久⽶川町５−３０−１
2024-06-15
http://www.pmlab.co.jp
 
コ,122568,光正株式会社
〒955-0094,新潟県三条市⼤島下川原３８４２
2025-11-15
http://www.kosei.ne.jp/
 
コ,122672,株式会社光正
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町１−１２−２ 樋⼝本店ビル２階
2026-02-20
http://www.kohsei.co.jp
 
コ,210782,株式会社コウセイ
〒039-2652,⻘森県上北郡東北町字ほとけ沢５番地５６
2024-12-16
http://www.cousei.co.jp/
 
コ,218421,光星株式会社
〒260-0007,千葉県千葉市中央区祐光⼆丁⽬１１番８号



2023-09-23
 
コ,218510,株式会社光成
〒803-0801,福岡県北九州市⼩倉北区⻄港町９１番地１２
2023-10-13
 
コ,220196,株式会社弘誠
〒590-0011,⼤阪府堺市堺区⾹ケ丘町１−１３−７
2024-08-31
 
コ,229171,有限会社弘成
〒710-0816,岡⼭県倉敷市⼋王寺町１５８−１
2025-07-04
 
コ,112643,株式会社光星化学⼯業所
〒577-0827,⼤阪府東⼤阪市⾐摺６−５−１８
2023-10-29
 
コ,220719,有限会社弘成ガス圧接
〒371-0816,群⾺県前橋市上佐⿃町１７番地１
2025-02-21
 
コ,215477,有限会社光正建設
〒750-0602,⼭⼝県美祢市豊⽥前町⿇⽣下６２４ー１
2024-07-03
 
コ,216731,幸成建設⼯業株式会社
〒310-0913,茨城県⽔⼾市⾒川町２１３１番地１３８
2025-06-25
 
コ,112760,⾼精⼯業株式会社
〒363-0006,埼⽟県桶川市倉⽥２００−６
2024-02-01
 
コ,213788,株式会社晃誠⼯業
〒770-0932,徳島県徳島市仲之町三丁⽬４１ー１
2024-08-04
http://kousei-kougyo.com/
 
コ,214710,有限会社康成巧業
〒125-0042,東京都葛飾区⾦町４丁⽬２４番１２号
2026-05-01
http://kousei-ttp.jp/
 
コ,221403,株式会社興盛⼯業所
〒983-0035,宮城県仙台市宮城野区⽇の出町１ー１ー３５
2025-04-01
http://www.koseikogyo.co.jp
 
コ,225425,⾼成産業株式会社
〒612-8371,京都府京都市伏⾒区⽵⽥松林町２９番地
2025-06-01
http://kosei-s.com
 
コ,223716,恒星設備株式会社



〒065-0020,北海道札幌市東区北⼆⼗条東２２丁⽬１番１号
2024-11-01
https://kosei-setsubi.co.jp/
 
コ,122567,港⻄鉄⼯有限会社
〒455-0842,愛知県名古屋市港区稲永１−７−３５
2025-03-09
http://www.kosei-tekko.co.jp
 
コ,230490,株式会社光成電気
〒949-8125,新潟県中⿂沼郡津南町⼤字上郷宮野原５４８８番地６
2025-07-19
 
コ,128801,光誠電気⼯業株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野１−９−４
2026-02-20
http://www.kosei-e.jp/
 
コ,230864,有限会社光⽣電⼯
〒514-0817,三重県津市⾼茶屋⼩森町１０１３番地の１
2025-09-20
 
コ,217817,有限会社昴成都市計画
〒916-0054,福井県鯖江市⾈津町４丁⽬１２ー１５
2026-06-23
 
コ,224981,幸成ハウジング株式会社
〒131-0032,東京都墨⽥区東向島５ー９ー１０
2025-04-01
 
コ,127877,株式会社公精プラント
〒859-1415,⻑崎県島原市有明町⼤三東戊２７５７
2025-04-27
https://www.koseiplant.com/
 
コ,220675,株式会社コウセツプランニング
〒321-0122,栃⽊県宇都宮市下反町町３６０番地２
2025-02-01
 
コ,217961,有限会社広宣
〒136-0074,東京都江東区⻲⼾８ー１５ー１
2026-07-21
http://kohsen.co.jp
 
コ,223769,株式会社広宣
〒371-0835,群⾺県前橋市前箱⽥町１４８ー１ ＫＳビル１Ｆ
2024-11-01
 
コ,219254,有限会社港宣重量
〒660-0833,兵庫県尼崎市南初島町１０ー１５０
2024-03-09
 
コ,212776,⾼層株式会社
〒950-0855,新潟県新潟市東区江南４−２−９
2025-07-31



http://www.anzen-ashiba.com
 
コ,220922,株式会社⾼層美装
〒164-0001,東京都中野区中野五丁⽬６８番８号
2025-03-29
 
コ,102940,株式会社⾼速
〒983-8555,仙台市宮城野区扇町７−４−２０
2025-03-25
http://www.kohsoku.com
 
コ,222171,株式会社光測舎
〒336-0917,埼⽟県さいたま市緑区芝原２丁⽬１３番地２６
2026-05-01
 
コ,224642,構造⼯事株式会社
〒169-0072,東京都新宿区⼤久保２丁⽬１番３号
2025-04-01
https://www.kozokoji.com/
 
コ,503299,株式会社構造システム
〒112-0014,東京都⽂京区関⼝⼆丁⽬３番３号
2024-11-24
http://www.kozo.co.jp
 
コ,210769,株式会社構造総研
〒542-0063,⼤阪府⼤阪市中央区東平２丁⽬３番１５号
2024-12-16
http://www.kozosoken.co.jp
 
コ,214399,構造体ビルド株式会社
〒111-0053,東京都台東区浅草橋三丁⽬１２番４号
2025-10-04
http://kozotaibuild.co.jp
 
コ,226474,株式会社宏⼤
〒381-3301,⻑野県上⽔内郡⼩川村⼤字稲丘６９４５番地
2026-03-01
 
コ,214307,⾏⼤建設株式会社
〒870-0864,⼤分県⼤分市⼤字国分１２８５番地
2025-08-02
 
コ,112579,株式会社幸⼤ハイテック
〒348-0016,埼⽟県⽻⽣市⼤沼２−４５
2024-07-30
http://www.kodai-ht.co.jp
 
コ,218172,株式会社幸⽥技建
〒890-0021,⿅児島県⿅児島市⼩野３丁⽬１２２６番地
2023-08-11
 
コ,105504,⾼知旭光精⼯株式会社
〒601-8205,京都府京都市南区久世殿城町８８
2025-03-29



http://www.kochi-kyokko.jp/
 
コ,211439,株式会社⾼知クリエイト
〒781-0270,⾼知県⾼知市⻑浜３１１１番地３
2025-11-11
 
コ,505117,株式会社⾼知システムズ
〒780-0870,⾼知県⾼知市本町４−１−１６
2024-08-24
http://www.ksco.co.jp/
 
コ,214735,有限会社⾼知打設
〒781-0270,⾼知県⾼知市⻑浜５０３３番地１９
2026-05-23
 
コ,223927,河内通商株式会社
〒734-0021,広島県広島市南区上東雲町２２番３０号
2024-12-01
 
コ,224670,河内板⾦⼯業株式会社
〒742-1513,⼭⼝県熊⽑郡⽥布施町⼤字⿇郷字藤尾４１６番地５
2025-04-01
http://www.kouchibankin.jp/
 
コ,502535,株式会社⾼知放送
〒780-8550,⾼知県⾼知市本町３丁⽬２番１５号
2024-01-27
https://www.rkc-kochi.co.jp
 
コ,225645,株式会社⾼知丸⾼
〒781-0014,⾼知県⾼知市薊野南町１２番３１号
2025-07-01
 
コ,100915,株式会社コウチヤマテック
〒800-0304,福岡県京都郡苅⽥町⿃越町１０−１３
2023-10-27
http://www.kohchiyamatech.co.jp/
 
コ,112562,⾼知溶材株式会社
〒780-0814,⾼知市稲荷町１０−９
2023-12-24
http://www.kochi-yozai.com
 
コ,218379,交通安全施設株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１丁⽬２０番８号
2023-09-08
http://www.j-rietec.co.jp/kotsuanzen/
 
コ,104279,交通システム電機株式会社
〒169-0075,東京都新宿区⾼⽥⾺場３−１３−２
2025-02-02
https://www.tsec.co.jp
 
コ,219818,株式会社神津⼯業
〒389-0206,⻑野県北佐久郡御代⽥町⼤字御代⽥３９２０番地２０



2024-06-08
 
コ,124380,株式会社神津精機
〒385-0006,⻑野県佐久市志賀６６２５−１
2025-07-23
 
コ,126985,神津精機株式会社
〒215-8521,神奈川県川崎市⿇⽣区栗⽊２−６−１５
2024-07-03
https://www.kohzu.co.jp/
 
コ,123933,株式会社光庭インフォ
〒144-0052,東京都⼤⽥区蒲⽥５−３３−６
2025-06-04
http://www.kotei-info.jp
 
コ,222354,有限会社鋼鉄筋
〒928-0331,⽯川県鳳珠郡能登町字柳⽥井部６０番地
2023-11-01
 
コ,122577,株式会社コウデン
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥３−７−９
2025-03-12
http://www.koh-den.co.jp
 
コ,220996,弘電株式会社
〒661-0983,兵庫県尼崎市⼝⽥中⼀丁⽬１５番１６号
2025-04-05
 
コ,219766,株式会社弘電⼯
〒636-0013,奈良県北葛城郡王寺町元町２ー１６ー７
2024-05-25
 
コ,214561,弘電⼯事株式会社
〒103-0008,東京都中央区⽇本橋中洲４番１１号弘電⼯事ビル
2026-02-07
 
コ,112774,株式会社興電社
〒672-8580,兵庫県姫路市飾磨区中島１１９３−１
2024-06-13
http://www.koudensha.co.jp
 
コ,126440,株式会社江電社
〒230-0011,横浜市鶴⾒区上末吉５−２７−７
2024-01-04
http://www.ko-den.co.jp/
 
コ,126792,株式会社興電舎
〒364-0001,埼⽟県北本市深井３−１８９
2024-04-03
http://www.kodensha.com/
 
コ,128786,株式会社興電舎
〒882-0862,宮崎県延岡市浜町２２２−１
2026-02-14



https://www.kodensya.co.jp
 
コ,129350,株式会社浩電社
〒581-0845,⼤阪府⼋尾市上之島町北６−２１
2024-03-02
 
コ,129718,株式会社光電社
〒231-8602,神奈川県横浜市中区富⼠⾒町３−７
2024-12-18
http://www.kouden.com/
 
コ,212560,株式会社弘電社
〒104-0061,東京都中央区銀座５丁⽬１１番１０号
2025-04-01
http://www.kk-kodensha.co.jp
 
コ,122923,株式会社興電舎商事
〒882-0862,宮崎県延岡市浜町２６３−１
2024-12-24
http://www.kodensha-shoji.co.jp/
 
コ,219039,株式会社耕電設
〒050-0074,北海道室蘭市中島町４丁⽬１７番３３号
2024-02-09
http://www.ko-den.com
 
コ,220261,株式会社興塗
〒731-3352,広島県広島市安佐北区安佐町⼤字後⼭１３４９−４
2024-09-21
 
コ,220967,株式会社コウトウ
〒003-0837,北海道札幌市⽩⽯区北郷七条九丁⽬８番７号
2025-04-05
 
コ,225461,光東株式会社
〒743-0021,⼭⼝県光市浅江５丁⽬２７番１８号
2025-06-01
http://www.koto-corp.co.jp
 
コ,106515,株式会社江東彫刻
〒132-0035,東京都江⼾川区平井２−２５−３
2025-01-17
http://www.kotoj.co.jp
 
コ,220930,有限会社晃徳圧送
〒490-1136,愛知県海部郡⼤治町⼤字花常字フケ１番地１
2025-03-29
https://koutokuassou.com
 
コ,100720,光徳⼯業株式会社
〒194-0004,東京都町⽥市鶴間３−１２−１４
2026-04-25
 
コ,221783,有限会社⾼徳打設
〒781-8135,⾼知県⾼知市⼀宮南町１丁⽬９−２６



2025-07-01
 
コ,102937,光徳電興株式会社
〒530-0044,⼤阪市北区東天満２−１−１０
2026-01-06
http://www.koutokudenkou.co.jp/
 
コ,100424,株式会社甲徳マシン
〒400-0117,⼭梨県甲斐市⻄⼋幡４４２２−１１
2025-11-11
http://koutokumachin.com/
 
コ,215511,株式会社光南
〒701-0206,岡⼭県岡⼭市南区箕島７６０ー１
2024-07-31
 
コ,222932,株式会社弘南
〒175-0091,東京都板橋区三園１丁⽬４９番３２号
2024-04-01
 
コ,213048,光南⼯業株式会社
〒473-0928,愛知県豊⽥市⽣駒町寿１８番地
2026-02-12
http://www.konankogyo.co.jp
 
コ,214474,晃南⼯業株式会社
〒420-0812,静岡県静岡市葵区古庄三丁⽬２５番１６号
2025-11-15
 
コ,101422,株式会社興南産業
〒569-1133,⼤阪府⾼槻市川⻄町１−２２−６
2024-06-18
https://www.pack-age.co.jp/
 
コ,102433,江南ジーテック株式会社
〒254-0016,平塚市東⼋幡５−１１−１４
2023-08-03
http://www.kounan.co.jp
 
コ,231317,有限会社髙南電設
〒870-0108,⼤分県⼤分市⼤字三佐６４９番地の１
2025-11-21
 
コ,127633,興南プラント⼯業株式会社
〒173-0034,東京都板橋区幸町１−１６ ローヤルハイツ２０２
2024-12-21
 
コ,504465,宏⽇科技株式会社
〒170-0002,東京都豊島区巣鴨１−１６−２−８１９
2024-09-14
 
コ,222393,株式会社⾼野
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町１−２６
2023-11-01
 



コ,215425,鴻池運輸株式会社
〒541-0044,⼤阪府⼤阪市中央区伏⾒町四丁⽬３番９号
2024-05-29
https://www.konoike.net/company/outline/
 
コ,212042,株式会社鴻池組
〒541-0057,⼤阪府⼤阪市中央区北久宝寺町三丁⽬６番１号
2024-04-01
http://www.konoike.co.jp
 
コ,210915,鴻池ビルテクノ株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町１丁⽬９番１号
2025-02-17
http://www.kounoike.jp/
 
コ,216101,株式会社河野組
〒710-0035,岡⼭県倉敷市黒⽯１１３番地の１２
2025-03-05
https://kono-kui.jp/
 
コ,106388,河野光学レンズ株式会社
〒124-0023,東京都葛飾区東新⼩岩８−２７−１３
2024-11-02
http://www.kohno-optical.com
 
コ,122547,神島化学⼯業株式会社
〒550-0011,⼤阪市⻄区阿波座１−３−１５
2025-03-07
http://www.konoshima.co.jp
 
コ,120674,向野商事株式会社
〒060-0033,札幌市中央区北３条東５−５
2023-11-27
https://www.kohno-shoji.co.jp/
 
コ,120752,株式会社河野製作所
〒603-8362,京都市北区⾐笠⾺場町４８
2024-01-10
 
コ,218373,株式会社河野鉄筋
〒607-8152,京都府京都市⼭科区東野⼋代２８ー８
2023-09-08
 
コ,216815,有限会社河野電設
〒238-0016,神奈川県横須賀市深⽥台２７番地
2025-07-02
 
コ,229644,株式会社河野塗装店
〒111-0034,東京都台東区雷⾨１丁⽬１１番３号
2026-04-08
 
コ,217876,河野斫⼯業株式会社
〒405-0023,⼭梨県⼭梨市下栗原１４０５
2023-06-30
 



コ,103557,鋼鈑商事株式会社
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥２−１８−１
2024-01-15
http://www.kohanshoji.co.jp/
 
コ,215312,鋼板リース株式会社
〒541-0052,⼤阪府⼤阪市中央区安⼟町⼆丁⽬３番１３号
2024-03-20
 
コ,122507,甲府伊奈鋼業株式会社
〒400-0336,⼭梨県南アルプス市⼗⽇市場１１５５
2025-02-07
 
コ,220478,甲府住宅設備株式会社
〒400-0047,⼭梨県甲府市徳⾏⼆丁⽬１０−４０
2024-11-22
 
コ,112677,甲府精鋲株式会社
〒409-3853,⼭梨県中巨摩郡昭和町築地新居１６４１−３
2026-05-28
https://www.kohbyo.co.jp
 
コ,101106,株式会社甲府⼤⼀実業
〒409-3841,⼭梨県中央市布施３５８
2024-03-05
http://www.kofudai1.co.jp
 
コ,505397,株式会社甲府明電舎
〒409-3894,⼭梨県中央市中楯８２５
2026-06-15
https://www.meidensha.co.jp/kof/
 
コ,122510,光⽂⼯業株式会社
〒140-8531,東京都品川区南⼤井６−２６−３ ⼤森ベルポートＤ館９階
2024-11-06
https://www.kobun-kogyo.co.jp/
 
コ,221649,⾼分⼦⼯材株式会社
〒760-0011,⾹川県⾼松市浜ノ町１８ー２７
2025-05-01
 
コ,102055,株式会社⼯⽂社
〒555-0001,⼤阪市⻄淀川区佃６−５−２８
2025-06-08
http://www.kobunsha-p.co.jp
 
コ,102292,株式会社耕⽂社
〒410-0007,静岡県沼津市⻄沢⽥１２８８−３
2025-02-18
 
コ,100018,神⼾アドテック株式会社
〒651-0086,神⼾市中央区磯上通６−１−９
2022-06-21
http://www.kobe-addtech.co.jp/
 



コ,223963,株式会社神⼾インテリアセンター
〒651-0095,兵庫県神⼾市中央区旭通２丁⽬７番８号
2024-12-01
http://www.kic-main.co.jp
 
コ,214598,神⼾宇部産業株式会社
〒650-0023,兵庫県神⼾市中央区栄町通１ー１ー９
2026-02-28
 
コ,229382,株式会社神⼾エーアイテレコム
〒657-0864,兵庫県神⼾市灘区新在家南町３丁⽬７番１８号
2025-11-16
http://www.kobe-ai.com/
 
コ,112516,神⼾エンジニアリング株式会社
〒651-2404,神⼾市⻄区岩岡町古郷字⻄場２１９０−１５
2024-10-13
 
コ,112527,株式会社神⼾⾦属マーク製作所
〒652-0047,神⼾市兵庫区下沢通５−２−１１
2024-02-18
http://www.kobemark.com
 
コ,125344,株式会社神⼾⼯業試験場
〒652-0863,兵庫県神⼾市兵庫区和⽥宮通３−２−２４
2026-03-23
https://www.kmtl.co.jp/
 
コ,231223,神⼾国際ステージサービス株式会社
〒651-0087,兵庫県神⼾市中央区御幸通⼋丁⽬１番６号
2025-11-01
http://www.kiss4u.co.jp
 
コ,103908,株式会社神⼾⾦剛コルメット製作所
〒651-2132,兵庫県神⼾市⻄区森友１−７０
2024-07-13
http://www.kobe-colmet.co.jp
 
コ,229137,株式会社神⼾サウス
〒650-0046,兵庫県神⼾市中央区港島中町６丁⽬２番地の１神⼾パークシティ３号棟３０６号
2025-06-21
 
コ,112558,神⼾ステンレス株式会社
〒653-0022,神⼾市⻑⽥区東尻池町９−１−３４
2025-03-12
http://www.kobe-stainless.co.jp/
 
コ,150007,株式会社神⼾製鋼所
〒651-8585,兵庫県神⼾市中央区脇浜海岸通２丁⽬２番４号
2023-10-01
 
コ,126502,株式会社神⼾製作所
〒300-1602,茨城県北相⾺郡利根町押⼾１６６７
2024-01-23
http://www.kobemfg.com



 
コ,223905,神⼾設備⼯業株式会社
〒657-0035,兵庫県神⼾市灘区友⽥町４丁⽬１番２号
2024-12-01
 
コ,106621,神⼾テクニカルエンジ株式会社
〒652-0863,兵庫県神⼾市兵庫区和⽥宮通３−３−９
2025-04-01
 
コ,230572,神⼾電機⼯事株式会社
〒658-0044,兵庫県神⼾市東灘区御影塚町⼆丁⽬７番１４号
2025-07-26
https://www.kobedenki.net
 
コ,112509,神⼾電機産業株式会社
〒674-0064,兵庫県明⽯市⼤久保町江井島８７５−１
2024-05-30
http://www.kds-inet.co.jp
 
コ,106463,神⼾電機制御株式会社
〒652-0865,兵庫県神⼾市兵庫区⼩松通３−１−２ ⽚⽥ビル１Ｆ
2024-12-21
 
コ,231107,神⼾プラス⼯具株式会社
〒658-0048,兵庫県神⼾市東灘区御影郡家⼀丁⽬３５番３号
2025-10-18
 
コ,228236,神⼾岬⼯業株式会社
〒651-2116,兵庫県神⼾市⻄区南別府４丁⽬４４１ー１
2024-06-29
http://kobemisaki.co.jp
 
コ,112580,⾼宝⼯業株式会社
〒198-0024,東京都⻘梅市新町９−２１８３−７
2023-09-20
http://www.kohogrp.co.jp
 
コ,213172,皇鳳ＴＥＣＨ株式会社
〒144-0047,東京都⼤⽥区萩中３丁⽬１番２１号
2026-03-25
 
コ,215334,江北商事株式会社
〒120-0012,東京都⾜⽴区⻘井１丁⽬１２番１号
2024-03-27
 
コ,210992,株式会社興北煖房⼯業所
〒065-0010,北海道札幌市東区北⼗条東９丁⽬３番５号
2025-03-18
http://www.kouhoku-danbou.co.jp/
 
コ,216852,株式会社コウホク電設
〒136-0073,東京都江東区北砂４ー９ー４
2025-07-09
http://www.kouhoku-co.com
 



コ,105164,有限会社⼯房⼤倉
〒399-3303,⻑野県下伊那郡松川町元⼤島５１７１−２
2024-06-25
 
コ,230824,株式会社神防社
〒651-0071,兵庫県神⼾市中央区筒井町⼆丁⽬３番２２号
2025-09-13
https://kobosha.com/
 
コ,230203,有限会社⼯房たなか
〒239-0841,神奈川県横須賀市野⽐⼆丁⽬１５番４０号
2025-06-14
 
コ,230281,光明電機株式会社
〒592-8341,⼤阪府堺市⻄区浜寺船尾町東四丁２７１番地１
2025-06-28
 
コ,219026,株式会社光明⼯事
〒791-8006,愛媛県松⼭市安城寺町９２２番地
2024-02-02
 
コ,112618,有限会社康明製作所
〒341-0035,埼⽟県三郷市鷹野４−４９２−１
2023-12-02
 
コ,230632,株式会社⾼明電⼯
〒792-0060,愛媛県新居浜市⼤⽣院４０４番地８
2025-08-02
https://koumeidenkou.co.jp/
 
コ,220660,株式会社公明電設
〒331-0071,埼⽟県さいたま市⻄区⼤字⾼⽊１５５７番地５
2025-02-01
 
コ,230402,有限会社廣明電設
〒735-0002,広島県安芸郡府中町清⽔ヶ丘７番５号
2025-07-12
 
コ,220664,株式会社コウモト重機
〒732-0034,広島県広島市東区温品町５１９番地１
2025-02-01
 
コ,120240,株式会社河本電機製作所
〒457-0803,名古屋市南区天⽩町４−２１−２
2023-08-07
 
コ,223159,株式会社⾼⾕環境再⽣センター
〒272-0014,千葉県市川市⽥尻４丁⽬１６番７号
2024-06-01
 
コ,216424,株式会社神⼭組
〒669-2163,兵庫県丹波篠⼭市今⽥町本荘７４１番地
2025-05-14
http://kouyamagumi.co.jp/
 



コ,222933,有限会社⾼友
〒465-0025,愛知県名古屋市名東区上社２丁⽬２１８番地
2024-04-01
 
コ,214143,巧侑建設株式会社
〒235-0023,神奈川県横浜市磯⼦区森３丁⽬３番１７号
2025-04-19
_
 
コ,216994,弘友商興株式会社
〒243-0033,神奈川県厚⽊市温⽔２０４０番地７号
2025-08-27
 
コ,217753,巧友テクノス株式会社
〒666-0033,兵庫県川⻄市栄町１４番１８号
2026-05-26
http://14000koyu.co.jp/
 
コ,104436,株式会社光洋
〒997-0011,⼭形県鶴岡市宝⽥３−３−２７
2025-06-30
https://www.koyo-tech.co.jp
 
コ,125659,株式会社光陽
〒182-0021,調布市調布ヶ丘１−１２−１３
2023-07-15
 
コ,214145,株式会社昂洋
〒816-0906,福岡県⼤野城市中２丁⽬１３ー３４
2025-04-19
http://koyo-fukuoka.com
 
コ,230271,株式会社興洋
〒744-0001,⼭⼝県下松市⼤字笠⼾島１５３４番地２
2025-06-28
http://www.kk-koyo.net
 
コ,230532,宏陽株式会社
〒007-0806,北海道札幌市東区東苗穂六条⼀丁⽬１７番３３号
2025-07-26
https://www.kouyo-co.jp/
 
コ,231806,株式会社光陽
〒571-0002,⼤阪府⾨真市岸和⽥⼆丁⽬２番２３号
2026-03-20
https://ko-yo.co.jp/
 
コ,231938,株式会社光洋
〒847-0316,佐賀県唐津市鎮⻄町中野６０５５番地
2026-04-25
https://koyo-co.jimdofree.com
 
コ,225694,株式会社幸養園
〒665-0815,兵庫県宝塚市⼭本丸橋４丁⽬１９番５
2025-07-01



 
コ,122555,晃陽エンジニアリング株式会社
〒197-0023,東京都福⽣市志茂１１１−２
2024-12-08
http://www.koyo-eg.co.jp
 
コ,214967,広洋エンジニアリング株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１丁⽬１７ー６
2023-08-29
http://koyo-e.jp
 
コ,217356,光陽エンジニアリング株式会社
〒421-0113,静岡県静岡市駿河区下川原４丁⽬２６番２８号
2025-12-03
https://www.koyo-eng.com/
 
コ,112604,光洋化学⼯業株式会社
〒538-0041,⼤阪市鶴⾒区今津北１−１−２６
2026-06-07
http://www.kohyopla.co.jp/
 
コ,106809,株式会社江陽機械製作所
〒289-0103,千葉県成⽥市⾼５８７
2025-12-12
 
コ,231286,有限会社光洋企画
〒861-4204,熊本県熊本市南区城南町下宮地１０５２番地
2025-11-15
 
コ,112711,光洋⾦属⼯業株式会社
〒807-0813,福岡県北九州市⼋幡⻄区⼣原町５−４
2024-07-06
 
コ,100360,株式会社光洋⾦属防蝕
〒744-0011,⼭⼝県下松市⻄豊井三⾕屋１３８７−１０
2025-09-29
http://kouyoukinzoku.sakura.ne.jp
 
コ,124733,光洋技研株式会社
〒509-0107,岐⾩県各務原市各務船⼭１−１２４
2025-12-17
 
コ,218468,株式会社功容技研
〒545-0032,⼤阪府⼤阪市阿倍野区晴明通６番２３号
2023-10-06
http://www.koyou-giken.jp/
 
コ,217007,皋遙建設株式会社
〒533-0031,⼤阪府⼤阪市東淀川区⻄淡路３ー１３ー２１
2025-08-27
 
コ,227225,株式会社⾼洋建設
〒910-0805,福井県福井市⾼⽊２丁⽬１４０９番地２
2023-11-30
 



コ,230279,甲陽建設株式会社
〒657-0844,兵庫県神⼾市灘区都通五丁⽬４番７号
2025-06-28
https://koyo-construction.com/
 
コ,231761,康洋建設株式会社
〒292-0055,千葉県⽊更津市朝⽇⼀丁⽬５番６号
2026-03-07
https://www.koyokensetsu.co.jp/
 
コ,229178,株式会社広洋建設⼯業
〒812-0857,福岡県福岡市博多区⻄⽉隈２丁⽬７番４０号
2025-07-11
 
コ,216453,⾼揚⼯業株式会社
〒552-0002,⼤阪府⼤阪市港区市岡元町２丁⽬８ー６
2025-05-21
http://www.koyokogyo.co.jp
 
コ,225933,光洋⼯業株式会社
〒064-0927,北海道札幌市中央区南２７条⻄１４丁⽬１番３号
2025-09-01
 
コ,214492,光洋興産株式会社
〒292-0015,千葉県⽊更津市本郷１丁⽬１２番２０号
2025-12-06
http://www.ko-yo-kousan.co.jp/
 
コ,101447,光洋サーモシステム株式会社
〒632-0084,奈良県天理市嘉幡町２２９
2024-07-04
http://www.koyo-thermos.co.jp
 
コ,210580,光洋産業株式会社
〒101-0044,東京都千代⽥区鍛冶町⼀丁⽬９番９号
2021-10-06
http://www.koyoweb.com
 
コ,502575,浩洋産業株式会社
〒111-0052,東京都台東区柳橋⼆丁⽬１９番６号
2024-03-08
http://www.koyo-sg.co.jp
 
コ,502370,有限会社弘陽写真社
〒153-0063,東京都⽬黒区⽬黒３−１−１７
2026-06-13
 
コ,211805,光洋重機建設株式会社
〒210-0853,神奈川県川崎市川崎区⽥島町１３番１３号
2023-08-11
 
コ,112708,光洋スプリング⼯業株式会社
〒441-0102,愛知県豊川市篠束町⻄宮８−３
2024-09-25
http://koyospring.jp



 
コ,102111,光洋精機株式会社
〒989-1224,宮城県柴⽥郡⼤河原町⾦ヶ瀬字川根２２−８
2025-01-11
http://www.koyoseiki.com/
 
コ,112541,光洋精機株式会社
〒140-0014,東京都品川区⼤井１−２４−２ ミヤタビル６階
2024-09-01
http://koyoseiki.co.jp
 
コ,129751,弘陽精⼯株式会社
〒452-0836,愛知県名古屋市⻄区新⽊町７
2025-01-13
http://www.koyo-laser.co.jp
 
コ,104201,光洋⽯油株式会社
〒850-0035,⻑崎県⻑崎市元船町２−２０
2024-12-14
 
コ,220993,弘洋設備株式会社
〒193-0832,東京都⼋王⼦市散⽥町四丁⽬２１番６号
2025-04-05
 
コ,122536,光陽ダイキャスト⼯業株式会社
〒511-0053,三重県桑名市東鍋屋町８８
2025-08-06
 
コ,128964,有限会社光陽鋳造所
〒511-0102,三重県桑名市多度町⾹取６４９
2026-05-23
 
コ,218898,光洋通産株式会社
〒240-0114,神奈川県三浦郡葉⼭町⽊古庭１６５４ー１７
2024-01-12
 
コ,212832,光陽通信株式会社
〒320-0061,栃⽊県宇都宮市宝⽊町２丁⽬８８０番地
2025-09-18
https://koyo-tsushin.com/
 
コ,112635,弘陽電機株式会社
〒319-3521,茨城県久慈郡⼤⼦町北⽥気７４０
2025-10-13
 
コ,122570,向陽電気株式会社
〒104-0031,東京都中央区京橋３−１４−６
2024-11-24
https://www.koyo-el.co.jp
 
コ,126320,⾼洋電機株式会社
〒990-2477,⼭形県⼭形市⻑苗代５５
2023-12-02
http://www.dkoyo.co.jp/
 



コ,214151,興洋電気株式会社
〒533-0022,⼤阪府⼤阪市東淀川区菅原６丁⽬６ー１８
2025-04-19
 
コ,230887,光陽電気株式会社
〒276-0031,千葉県⼋千代市⼋千代台北⼗五丁⽬１３番１０号
2025-09-20
 
コ,229732,向洋電機⼟⽊株式会社
〒232-0053,神奈川県横浜市南区井⼟ケ⾕下町１６番６
2026-05-22
http://www.kouyo-dd.jp/
 
コ,214061,有限会社光陽電設
〒417-0801,静岡県富⼠市⼤渕３４４０番地の２８
2025-03-08
http://koyo-d.co.jp
 
コ,215842,興陽電設株式会社
〒031-0072,⻘森県⼋⼾市城下４丁⽬１０番１０号
2024-12-18
 
コ,216892,晃陽電設株式会社
〒220-0022,神奈川県横浜市⻄区花咲町五丁⽬１３６−１４タスクセンタービル６階
2025-07-23
http://www.koyodensetu.co.jp/
 
コ,129638,株式会社光陽電設⼯業
〒960-0102,福島県福島市鎌⽥字原際５３−２
2024-11-30
 
コ,225975,コウヨウ⼟⽊株式会社
〒583-0862,⼤阪府⽻曳野市尺度１８６番地
2025-09-01
http://koyodoboku.co.jp/
 
コ,215517,有限会社光洋美装
〒328-0112,栃⽊県栃⽊市都賀町平川５９４−３
2021-08-07
http://www.koyobisou.co.jp
 
コ,122666,株式会社興陽物産
〒930-0992,富⼭県富⼭市新庄町４−４−１
2024-10-20
 
コ,102543,株式会社光洋物流
〒571-0017,⼤阪府⾨真市四宮２−１０−２１
2023-11-12
http://www.kk-koyo.com
 
コ,502550,交洋貿易株式会社
〒530-8553,⼤阪府⼤阪市北区太融寺町２−２２
2023-09-13
http://www.kouyoh.co.jp
 



コ,112617,光洋マテリカ株式会社
〒466-8630,名古屋市昭和区滝川町４７−２４
2026-03-17
http://www.koyom.co.jp/
 
コ,213750,有限会社古浦産業
〒367-0218,埼⽟県本庄市児⽟町児⽟南⼀丁⽬１０番２４号
2024-06-30
 
コ,215947,株式会社光⽴電気
〒208-0011,東京都武蔵村⼭市学園５丁⽬９番地の３
2025-01-29
https://kouritsudenki.jimdo.com/
 
コ,230326,髙率電設株式会社
〒263-0023,千葉県千葉市稲⽑区緑町⼀丁⽬５番８号
2025-07-05
http://kouritu.jp
 
コ,112536,興隆産業株式会社
〒650-0021,兵庫県神⼾市中央区三宮町１−１−１
2024-10-17
https://www.kouryu-381.co.jp/
 
コ,210628,株式会社⾼菱
〒943-0825,新潟県上越市東本町２丁⽬４番７号
2024-10-16
http://www.k-koryo.com
 
コ,214230,株式会社⾼菱エンジ
〒133-0073,東京都江⼾川区⿅⾻６ー５ー２
2025-06-07
 
コ,129358,有限会社広陵⼯業
〒018-0311,秋⽥県にかほ市⾦浦字⽴潟３４−２８
2024-03-04
 
コ,103156,⾼陵産業株式会社
〒939-1118,富⼭県⾼岡市⼾出栄町５２−１０
2026-04-22
http://www.koryosangyo.jp/
 
コ,102310,株式会社甲陵樹脂
〒223-0052,横浜市港北区綱島東６−３−７
2026-05-01
http://www.koryo-jyushi.co.jp/
 
コ,129698,甲陵樹脂⼯業株式会社
〒343-0045,埼⽟県越⾕市下間久⾥４８５
2024-12-11
http://www.koryo-g.jp/
 
コ,100740,光菱電機株式会社
〒678-1252,兵庫県⾚穂郡上郡町船坂６４０
2026-05-13



http://www.koryo-electric.co.jp/
 
コ,112554,⾼陵プラスチックス⼯業株式会社
〒933-0824,富⼭県⾼岡市⻄藤平蔵字内川原１３１２
2024-04-14
http://www.kpkk.com
 
コ,102360,株式会社光輪技研
〒140-0013,東京都品川区南⼤井６−２８−１１ ⾕⼝ビル７Ｆ
2023-07-23
http://www.korin.co.jp
 
コ,212443,株式会社光琳社
〒350-1301,埼⽟県狭⼭市⼤字⻘柳９０７ー３
2025-01-23
http://www.kohrin-sha.co.jp/
 
コ,101398,光鈴電器
〒515-0055,三重県松阪市⽥村町８１９
2024-06-07
 
コ,102379,株式会社幸和
〒811-2124,福岡県糟屋郡宇美町若草２−１４−８
2025-02-27
http://kk-kowa.co.jp/
 
コ,128841,鋼和株式会社
〒852-8132,⻑崎県⻑崎市扇町１７−９
2026-03-04
http://www.kowa-corp.co.jp/
 
コ,129392,株式会社鋼和
〒652-0047,兵庫県神⼾市兵庫区下沢通４−７−２５
2024-03-27
https://www.kowa-ct.co.jp/
 
コ,210536,株式会社コウワ
〒553-0001,⼤阪府⼤阪市福島区海⽼江６ー１ー２２
2024-09-11
http://www.kk-kouwa.jp
 
コ,215949,興和株式会社
〒460-8625,愛知県名古屋市中区錦三丁⽬６番２９号
2025-01-29
https://www.kowa.co.jp/
 
コ,223649,株式会社幸和
〒760-0080,⾹川県⾼松市⽊太町５０２番１
2024-10-01
 
コ,225202,株式会社弘和
〒550-0005,⼤阪府⼤阪市⻄区⻄本町１丁⽬１３番３６号
2025-05-01
 
コ,227502,株式会社光和



〒093-8710,北海道網⾛市南６条東７丁⽬５番地
2024-02-28
 
コ,230823,株式会社功和
〒813-0011,福岡県福岡市東区⾹椎六丁⽬１１番２０号
2025-09-13
 
コ,231735,株式会社幸和
〒861-8030,熊本県熊本市東区⼩⼭町２２１８番地１
2026-02-28
 
コ,231785,株式会社光和
〒124-0022,東京都葛飾区奥⼾⼀丁⽬１７番９号
2026-03-14
https://kowa-t.co.jp
 
コ,505593,⼯和株式会社
〒739-1733,広島県広島市安佐北区⼝⽥南４丁⽬４６番１２号
2024-06-14
 
コ,101260,興和江守株式会社
〒918-8510,福井市⽑⽮１−６−２３
2023-08-15
https://www.emori.co.jp/
 
コ,120141,光和エンジニアリング株式会社
〒545-0001,⼤阪市阿倍野区天王寺町北１−８−４７−４１９
2023-07-25
 
コ,226550,株式会社宏和エンジニアリング
〒231-0047,神奈川県横浜市中区⽻⾐町３丁⽬５５ー１
2026-04-01
 
コ,103113,興和オプトロニクス株式会社
〒460-0003,愛知県名古屋市中区錦３−６−２９ サウスハウス１０階
2026-03-31
http://www.kowa-optical.co.jp
 
コ,121484,興和化成株式会社
〒473-0902,愛知県豊⽥市⼤林町８−２０
2024-05-08
http://www.kowa-kasei.co.jp/
 
コ,127303,株式会社⼯和化成
〒230-0071,神奈川県横浜市鶴⾒区駒岡５−１６−１７
2024-07-28
http://kowa-kasei.com/index.html
 
コ,122427,有限会社宏和機械⼯業
〒923-1271,⽯川県能美郡川北町字⽥⼦島に１１−１
2024-09-10
http://www.kohwa-kikai.co.jp
 
コ,112731,宏和⾦属株式会社
〒551-0023,⼤阪市⼤正区鶴町１−１０−１０



2024-07-10
http://kowakinzoku.com/
 
コ,225359,株式会社興和⾦属
〒761-8031,⾹川県⾼松市郷東町４４６番地６
2025-06-01
https://kowakinzoku.jp/
 
コ,122535,宏和技建株式会社
〒125-0042,東京都葛飾区⾦町５−２９−２３
2024-12-07
http://www.kohwagiken.co.jp/
 
コ,210616,株式会社廣和技研
〒652-0866,兵庫県神⼾市兵庫区遠⽮浜町４番１６号
2024-10-13
https://kowagiken.jp
 
コ,225766,株式会社廣和技研
〒160-0004,東京都新宿区四⾕２−２−２四⾕三和ビル
2025-07-01
 
コ,502522,幸和技研 株式会社
〒160-0004,東京都新宿区四⾕三丁⽬９番地
2024-04-04
http://www.kowagiken.com/
 
コ,230734,株式会社興和計装
〒741-0071,⼭⼝県岩国市⽜野⾕町⼆丁⽬１８番１９−１号
2025-08-16
 
コ,224028,株式会社幸和建⼯
〒781-5104,⾼知県⾼知市介良３６８番地５
2025-01-01
 
コ,221145,孝和建商株式会社
〒260-0034,千葉県千葉市中央区汐⾒丘町１６ー１２
2025-03-01
http://www.kouwa.com/
 
コ,225548,株式会社弘和建商
〒440-0864,愛知県豊橋市向⼭町字⽔⾞３７ー２８
2025-06-01
http://kowakensyo.jp/
 
コ,213683,光和建設株式会社
〒183-0031,東京都府中市⻄府町５ー１４ー１
2024-04-21
 
コ,217474,株式会社興和建設
〒679-2144,兵庫県姫路市⾹寺町中屋１４３ー１
2026-01-14
http://www.kouwakensetu.co.jp
 
コ,226976,有限会社光和建設



〒299-0212,千葉県袖ケ浦市三箇５７９ー１０
2023-08-01
 
コ,221425,幸和建設興業株式会社
〒270-2242,千葉県松⼾市仲井町３丁⽬８１番２号
2025-04-01
http://www.kouwaken.com
 
コ,231187,恒和建装株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋五丁⽬１７番３号
2025-10-25
https://kouwa-kensou.co.jp/
 
コ,215096,株式会社宏和コーポレーション
〒732-0055,広島県広島市東区東蟹屋町６ー１６ー２０１
2023-11-21
 
コ,112691,株式会社興和⼯業
〒324-0045,栃⽊県⼤⽥原市実取７７２−８
2023-09-02
http://kowa-hoxy.net
 
コ,126331,宏和⼯業株式会社
〒997-1321,⼭形県東⽥川郡三川町⼤字押切新⽥字刈取２５−１
2023-12-05
http://www.kowakogyo-kk.co.jp/
 
コ,129102,晃和⼯業株式会社
〒230-0071,横浜市鶴⾒区駒岡２−１５−４３
2023-09-25
 
コ,212505,恒和⼯業株式会社
〒177-0033,東京都練⾺区⾼野台２ー８ー１０
2025-03-01
 
コ,219674,有限会社光和⼯業
〒263-0002,千葉県千葉市稲⽑区⼭王町３９３ー２５
2024-04-27
 
コ,228564,株式会社興和⼯業
〒278-0011,千葉県野⽥市三ツ堀２６５番地５
2024-10-16
http://kowa-k.com
 
コ,112786,株式会社興和⼯業所
〒467-0861,名古屋市瑞穂区⼆野町２−２８
2024-08-11
http://www.at-kowa.co.jp/
 
コ,224842,株式会社⾼和⼯務店
〒242-0024,神奈川県⼤和市福⽥４０４６番１
2025-04-01
 
コ,100627,株式会社光和コンピューター
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町３−１−２ 岩本町東洋ビル５Ｆ



2026-02-21
http://www.kowa-com.co.jp/
 
コ,127935,興和紙器株式会社
〒570-0043,⼤阪府守⼝市南寺⽅東通１−１６−１２
2025-06-21
http://www.kouwasiki.co.jp
 
コ,504908,恒和システム株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町⼆丁⽬７番２号
2023-08-25
http://www.kowasys.co.jp
 
コ,103115,宏和商事株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町４−６−１１ 鈴東ビル３Ｆ
2026-04-02
 
コ,127736,光和商事株式会社
〒105-0003,東京都港区⻄新橋２−８−１１ ７東洋海事ビル
2025-02-14
http://www.kohwa-shoji.co.jp
 
コ,122622,有限会社光和精機製作所
〒316-0001,茨城県⽇⽴市諏訪町１−１３−２０
2026-01-31
http://www.kouwa-ss.com/
 
コ,105281,株式会社興和製作所
〒558-0041,⼤阪府⼤阪市住吉区南住吉３−６−２０
2024-10-15
http://www.kowa-ss.co.jp
 
コ,213808,株式会社晃和設備
〒140-0011,東京都品川区東⼤井５ー２６ー２２
2021-08-18
 
コ,212400,晃和通信株式会社
〒244-0003,神奈川県横浜市⼾塚区⼾塚町６００１ー３
2024-11-28
 
コ,226989,株式会社コウワテック
〒591-8002,⼤阪府堺市北区北花⽥町４丁１０１ー１６
2023-09-01
 
コ,124688,幸和電機株式会社
〒158-0094,東京都世⽥⾕区⽟川３−２９−２７
2025-12-10
 
コ,127726,株式会社興和電気
〒950-0801,新潟県新潟市東区津島屋７−１４６−１
2025-02-05
https://kd-kowa.co.jp/
 
コ,220850,広和電気株式会社
〒170-0004,東京都豊島区北⼤塚三丁⽬３３番４号



2025-03-15
http://www.kowaelectric.net
 
コ,230015,光和電気株式会社
〒734-0022,広島県広島市南区東雲三丁⽬１５番１４号
2025-04-12
http://kowa-e.co.jp
 
コ,112570,⾼和電氣⼯業株式會社
〒214-0014,神奈川県川崎市多摩区登⼾８３４−１
2023-08-30
http://www.kowa-dk.jp
 
コ,106871,株式会社興和電機システム
〒930-0952,富⼭県富⼭市町村１２−２
2026-01-30
 
コ,231213,株式会社公和電機製作所
〒468-0044,愛知県名古屋市天⽩区笹原町３０８番地
2025-11-01
https://kouwa-denki.com/
 
コ,231400,光和電業株式会社
〒745-0801,⼭⼝県周南市⼤字久⽶３０３８番地の８
2025-12-06
 
コ,125829,株式会社弘和電材社
〒144-0051,東京都⼤⽥区⻄蒲⽥６−２１−４
2023-09-26
http://www.kowagroup.co.jp/
 
コ,216877,有限会社宏和電設
〒400-0822,⼭梨県甲府市⾥吉４丁⽬１６番１０号
2025-07-16
 
コ,220064,株式会社興和電設
〒020-0066,岩⼿県盛岡市上⽥４丁⽬１６番３３号
2025-02-01
 
コ,105486,株式会社幸和電熱計器
〒537-0001,⼤阪府⼤阪市東成区深江北３−７−３３
2025-03-15
 
コ,231642,株式会社興和塗装
〒811-2127,福岡県糟屋郡宇美町障⼦岳三丁⽬５番２０号
2026-02-07
 
コ,221380,光和物産株式会社
〒720-0077,広島県福⼭市南本庄２丁⽬１２番２７号
2025-04-01
http://www.kowabussan.co.jp/
 
コ,214985,恒和ペイント株式会社
〒900-0004,沖縄県那覇市銘苅１ー２ー１３
2023-09-05



https://www.kowapaint.com
 
コ,230460,株式会社⼩枝設備⼯業
〒037-0015,⻘森県五所川原市⼤字姥萢字桜⽊２９６番地２
2025-07-19
 
コ,212885,郡⼭エービーシー建材株式会社
〒963-0547,福島県郡⼭市喜久⽥町卸１丁⽬５７番地１
2025-10-23
 
コ,214365,郡⼭建設株式会社
〒963-8851,福島県郡⼭市開成６丁⽬１９６ー１
2025-09-13
http://koriyamakensetu.com/
 
コ,226464,郡⼭シーリング株式会社
〒963-8071,福島県郡⼭市富久⼭町久保⽥字宮⽥１００番地
2026-03-01
http://www.k-sealing.co.jp
 
コ,231034,有限会社郡⼭断熱⼯業所
〒577-0047,⼤阪府東⼤阪市⻄堤楠町三丁⽬３番１０号
2025-10-11
 
コ,212590,郡リース株式会社
〒106-0032,東京都港区六本⽊６ー１１ー１７
2025-04-01
http://www.kohri.co.jp
 
コ,221118,株式会社⼩鍛冶組
〒007-0890,北海道札幌市東区中沼町１３番地
2025-03-01
http://www.kokaji.co.jp/
 
コ,228246,⼩勝左官⼯業株式会社
〒960-8166,福島県福島市仁井⽥字⾕地南６５番地
2024-07-04
 
コ,126071,株式会社古賀
〒322-0016,栃⽊県⿅沼市流通センター３５
2023-11-10
http://www.eg-koga.co.jp
 
コ,112698,古賀オール株式会社
〒103-0001,東京都中央区⽇本橋⼩伝⾺町７−２
2023-12-14
http://www.koga-all.co.jp
 
コ,112675,古賀⾦属⼯業株式会社
〒834-0055,福岡県⼋⼥市鵜池字上柳４１８−１
2025-12-24
http://www.kkp.co.jp
 
コ,211745,古賀スティール・パートナーズ株式会社
〒961-0835,福島県⽩河市⽩坂松峯１７番地１



2026-07-08
 
コ,120736,株式会社古河製作所
〒116-0001,東京都荒川区町屋６−２６−１５
2023-12-25
http://www.j-koga.co.jp/
 
コ,219486,株式会社古賀設備
〒811-2221,福岡県糟屋郡須惠町⼤字旅⽯１５９−２０
2024-03-23
 
コ,106841,株式会社古賀総研
〒192-0082,東京都⼋王⼦市東町７−６ エバーズ第１２⼋王⼦ビル２Ｆ
2025-12-26
https://www.kogasoken.jp
 
コ,112575,古賀電機株式会社
〒140-0011,東京都品川区東⼤井１−５−３
2023-11-18
http://www.kogadenki.co.jp
 
コ,223860,古賀塗装産業株式会社
〒812-0034,福岡県福岡市博多区下呉服町８番２４２号
2024-12-01
https://member.fukunet.or.jp/koga/
 
コ,122615,株式会社コガネイ
〒184-8533,東京都⼩⾦井市緑町３−１１−２８
2025-12-25
http://www.koganei.co.jp
 
コ,129016,株式会社コガネイモールド
〒385-0009,⻑野県佐久市⼩⽥井１１１９
2026-07-03
http://www.mkg.co.jp/kanagata/
 
コ,223340,⼩⾦澤硝⼦株式会社
〒146-0082,東京都⼤⽥区池上３ー２３ー５
2024-07-01
http://www.koganezawa.jp
 
コ,122634,株式会社⻩⾦メッキ⼯場
〒234-0051,横浜市港南区⽇野５−３１−１５
2026-04-24
http://www.kogane-plating.co.jp
 
コ,217952,有限会社⼩⾦屋商店
〒446-0031,愛知県安城市朝⽇町１１−５
2023-07-14
 
コ,220180,株式会社古閑防⽔
〒861-8016,熊本県熊本市東区吉原町２６２−１
2024-08-24
 
コ,226255,古川ガラス⼯業株式会社



〒030-0901,⻘森県⻘森市港町２ー５ー２５
2025-12-01
 
コ,218777,古川計装株式会社
〒153-0061,東京都⽬黒区中⽬黒２丁⽬６番２０号
2023-12-15
http://kogawakeisou.co.jp
 
コ,125646,株式会社コギト
〒604-8155,京都市中京区錦⼩路通烏丸⻄⼊占出⼭町３１１
2023-07-11
http://www.cogito.co.jp/
 
コ,217894,株式会社Ｋｏｋｕａ＆Ｃｏ．
〒604-8401,京都府京都市中京区聚楽廻松下町６番地じゅらくハイツ１Ｆ
2023-07-07
 
コ,210702,株式会社コクエイ
〒176-0001,東京都練⾺区練⾺１ー６ー３篠⽥ビル３０３
2024-11-12
 
コ,112883,株式会社コクゴ
〒101-8568,東京都千代⽥区神⽥富⼭町２５
2024-10-31
http://corporate.kokugo.co.jp
 
コ,105163,株式会社ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ
〒101-0045,東京都千代⽥区神⽥鍛冶町３−４
2024-06-21
https://www.kokusai-electric.com/
 
コ,123691,国際紙パルプ商事株式会社
〒104-0044,東京都中央区明⽯町６−２４
2025-03-12
http://www.kppc.co.jp
 
コ,221934,国際技建株式会社
〒065-0032,北海道札幌市東区北三⼗⼆条東５丁⽬３−３
2025-08-01
https://kokusaigiken.jp/
 
コ,219653,国際警備保障株式会社
〒370-2604,群⾺県⽢楽郡下仁⽥町⼤字吉崎３３ー１
2024-04-27
https://www.big-advance.site/s/132/1523
 
コ,225874,国際建資株式会社
〒420-0804,静岡県静岡市葵区⻯南３ー７ー２
2025-08-01
 
コ,216666,株式会社国際建設技術研究所
〒577-0022,⼤阪府東⼤阪市荒本新町６番５号
2025-06-18
http://www.kokusai-se.co.jp/
 



コ,112581,国際興業株式会社
〒104-8460,東京都中央区⼋重洲２−１０−３
2024-09-29
http://www.kokusaikogyo.co.jp
 
コ,505321,国際航業株式会社
〒169-0074,東京都新宿区北新宿２丁⽬２１番１号
2025-12-19
https://www.kkc.co.jp/
 
コ,505058,国際航空旅客サービス株式会社
〒560-0036,⼤阪府豊中市蛍池⻄町３−５５５ ⼤阪国際空港ターミナルビル内
2024-03-27
https://www.waps.co.jp
 
コ,126317,国際商事株式会社
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町２−２−２
2023-12-02
http://www.kokusaishoji.co.jp
 
コ,215354,国際照明株式会社
〒153-0044,東京都⽬黒区⼤橋⼀丁⽬７番４号
2021-04-10
 
コ,218642,株式会社国際重機
〒900-0003,沖縄県那覇市字安謝６５３番地
2023-11-17
 
コ,104706,国際スプリング株式会社
〒369-0201,埼⽟県深⾕市岡１５９５−１
2026-04-03
http://kokusp.co.jp/
 
コ,100650,国際チャート株式会社
〒363-0002,埼⽟県桶川市⾚堀１−３０
2026-03-09
http://www.kcp.co.jp/
 
コ,123622,国際通信企画株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜１−１９−２ 京浜建物第５ビル
2025-02-20
http://www.igrp.co.jp/icp/
 
コ,501933,国際電氣⼯業 株式会社
〒454-0037,愛知県名古屋市中川区富川町１丁⽬１−２０
2025-10-26
http://www.kokusaid.com
 
コ,120011,株式会社国際電気セミコンダクターサービス
〒939-2393,富⼭県富⼭市⼋尾町保内２−１
2026-07-01
https://www.kokusai-electric.com/kss/
 
コ,212180,国際電⼯株式会社
〒215-0012,神奈川県川崎市⿇⽣区東百合丘３丁⽬１７番６号



2024-05-16
 
コ,501390,国際電⼦株式会社
〒104-0003,東京都中央区新川２丁⽬２０番地５号 ケイヒンビル
2024-09-24
 
コ,100463,国際電⼦科学株式会社
〒297-0017,千葉県茂原市東郷６９
2025-12-09
http://www.kokusaidenshi.jp
 
コ,122512,国際バイオ株式会社
〒105-0021,東京都港区東新橋２−９−２ パラッツォジーラソーレ５階
2025-01-09
http://www.kokusaibio.co.jp/
 
コ,211755,株式会社コクサク
〒062-0052,北海道札幌市豊平区⽉寒東⼆条１６丁⽬１番８９号
2023-07-14
http://www.kokusaku.jp/
 
コ,102776,国精⼯業株式会社
〒105-0011,東京都港区芝公園２−２−１１
2025-09-13
http://www.kokusei-kogyo.co.jp
 
コ,104937,コクダイ印刷株式会社
〒111-0055,東京都台東区三筋１−２−５ ＩＡビル４Ｆ
2023-09-20
 
コ,219534,株式会社国⼟
〒950-1102,新潟県新潟市⻄区善久１０６８番地１
2024-04-06
 
コ,223713,国⼟開発⼯業株式会社
〒243-0018,神奈川県厚⽊市中町２丁⽬６番１０号
2024-11-01
http://www.kokudo-kk.co.jp
 
コ,226901,国⼟測建株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野６ー１ー４
2023-07-01
 
コ,103266,株式会社国⼟ブレーンワーク
〒103-0001,東京都中央区⽇本橋⼩伝⾺町１７−１７ 峰澤ビル６Ｆ
2023-07-04
http://www.brainwork.co.jp
 
コ,105604,コクネ製作株式会社
〒445-0892,愛知県⻄尾市法光寺町流２０−３
2025-06-25
 
コ,103039,国府運送有限会社
〒680-0145,⿃取県⿃取市国府町広⻄２２６−１０
2026-02-18



 
コ,227317,国府清⽔建設有限会社
〒779-3117,徳島県徳島市国府町⽇開８５ー１３
2021-01-19
 
コ,122664,株式会社コクブ
〒634-0836,奈良県橿原市新堂町２２２−１
2026-05-01
http://www.kokubucorp.jp/
 
コ,211187,株式会社コクブコーポレーション
〒174-0064,東京都板橋区中台１丁⽬４１番８号
2025-05-31
 
コ,222788,株式会社国分⼯務店
〒192-0001,東京都⼋王⼦市⼾吹町２１７ー１
2024-03-01
http://k-kokubu.co.jp
 
コ,112710,株式会社国分精⼯
〒252-1125,神奈川県綾瀬市吉岡東４−９−４４
2023-12-21
 
コ,106469,国分電機株式会社
〒520-0844,滋賀県⼤津市国分２−４１９ー６
2024-12-23
 
コ,213680,株式会社国分電機
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥２ー７ー１８
2024-04-14
http://www.kkd.co.jp
 
コ,218380,株式会社國分⼯務店
〒360-0841,埼⽟県熊⾕市新堀９１９番地１２
2023-09-08
http://www.kokubunkoumuten.com/
 
コ,112652,株式会社⼩久保製作所
〒368-0003,埼⽟県秩⽗市定峰７４９
2026-02-24
https://kokubo-seisakusho.com
 
コ,224208,⼩久保鉄筋⼯業株式会社
〒360-0231,埼⽟県熊⾕市飯塚２４５番地９
2025-02-01
 
コ,216700,⼩久保電建輸送株式会社
〒350-0855,埼⽟県川越市⼤字⾕中１１６番地１
2025-06-25
 
コ,212168,有限会社国勇⼯業
〒979-2522,福島県相⾺市⽇下⽯字⼆北⽥１３７
2024-05-09
 
コ,218404,株式会社国祐電設



〒350-1131,埼⽟県川越市岸町⼆丁⽬１４番地２
2023-09-15
 
コ,210425,コクヨ株式会社
〒537-8686,⼤阪府⼤阪市東成区⼤今⾥南６丁⽬１番１号
2024-07-15
https://www.kokuyo.co.jp/
 
コ,226758,コクヨ株式会社
〒537-8686,⼤阪府⼤阪市東成区⼤今⾥南六丁⽬１番１号
2023-05-01
https://www.kokuyo.co.jp/
 
コ,129383,國陽電興株式会社
〒581-0812,⼤阪府⼋尾市⼭賀町４−６０
2024-03-23
 
コ,216224,コクヨ北関東販売株式会社
〒321-0911,栃⽊県宇都宮市問屋町３１７２番地４８
2025-03-26
http://www.kokuyo-kitakanto.co.jp/
 
コ,224150,コクヨ⼭陽四国販売株式会社
〒700-0826,岡⼭県岡⼭市北区磨屋町３番１０号
2025-02-01
 
コ,212596,コクヨ東北販売株式会社
〒980-0021,宮城県仙台市⻘葉区中央２丁⽬９番１０号
2025-05-01
https://www.kokuyo-touhoku.com/
 
コ,229530,コクヨ北陸新潟販売株式会社
〒939-8216,富⼭県富⼭市黒瀬北町⼆丁⽬１７番地２
2026-03-01
https://www.kokuyo-h.com/
 
コ,225776,コクヨ北海道販売株式会社
〒003-0005,北海道札幌市⽩⽯区東札幌五条５丁⽬１番７号
2025-07-01
https://www.kokuyo-hokkaido.co.jp
 
コ,120753,コクヨマーケティング株式会社
〒100-6018,東京都千代⽥区霞が関３−２−５
2024-01-10
http://www.kokuyo-marketing.co.jp
 
コ,112634,⼩倉武⽥産業株式会社
〒803-0835,北九州市⼩倉北区井堀４−３−１１
2026-06-15
http://www.takeda-sangyo.co.jp
 
コ,505159,コグニザントジャパン株式会社
〒102-0083,東京都千代⽥区麹町２−１ ＰＭＯ半蔵⾨
2024-12-14
https://cognizant.co.jp/



 
コ,100181,コグネックス株式会社
〒113-6591,東京都⽂京区本駒込２−２８−８ ⽂京グリーンコート２３階
2025-08-10
https://www.cognex.com/ja-jp
 
コ,103529,⼩暮⼯業株式会社
〒374-0062,群⾺県館林市広内町１７−８
2023-12-08
 
コ,219537,株式会社⼩暮商店
〒366-0812,埼⽟県深⾕市折之⼝１７７５ー１
2024-04-06
http://www.kogureshouten.co.jp/
 
コ,220545,株式会社湖国産業
〒522-0201,滋賀県彦根市⾼宮町２１３７番地
2024-12-14
 
コ,505463,株式会社ＣＯＣＯ ＳＴＡＦＦ
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥４−１２−６秋葉原アークビル
2023-09-14
https://www.cocostaff.co.jp/
 
コ,216337,九重産商有限会社
〒290-0069,千葉県千葉市中央区宮崎町５１８
2022-04-23
 
コ,122635,九重電気株式会社
〒212-0053,神奈川県川崎市幸区下平間２５
2026-01-07
http://www.kokonoeele.co.jp
 
コ,212621,株式会社ココプラス
〒173-0036,東京都板橋区向原１ー８ー１６
2025-05-15
 
コ,112791,ココリサーチ株式会社
〒164-0011,東京都中野区中央３−４０−４
2024-07-18
http://www.cocores.co.jp
 
コ,225153,株式会社コサージュ
〒770-0002,徳島県徳島市春⽇３丁⽬５番１５号
2025-05-01
 
コ,129761,株式会社コサインシステムズ
〒140-0014,東京都品川区⼤井４−１０−３−５０２
2025-01-18
http://www.cosinesystems.co.jp/
 
コ,106421,株式会社コサウェル
〒410-0011,静岡県沼津市岡宮１４６３−８６
2024-11-24
https://www.cosawell.co.jp



 
コ,102213,⼩阪⾦網株式会社
〒578-0901,⼤阪府東⼤阪市加納４−１２−２９
2026-02-15
 
コ,112679,株式会社⼩坂研究所
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥６−１３−１０
2023-07-23
http://www.kosakalab.co.jp/
 
コ,219667,有限会社⼩坂⼯業
〒701-0204,岡⼭県岡⼭市南区⼤福１１００−６
2024-04-27
 
コ,224532,⼩阪タイル株式会社
〒567-0072,⼤阪府茨⽊市郡５丁⽬７番２３号
2025-04-01
_
 
コ,218166,⼩⾥⼯業有限会社
〒144-0052,東京都⼤⽥区蒲⽥三丁⽬３番２３号
2023-08-11
https://www.kosato-kogyo.jp/
 
コ,211798,株式会社⼩財エクステリア販売
〒812-0016,福岡県福岡市博多区博多駅南六丁⽬２番２０号
2023-08-09
 
コ,210068,株式会社⼩財スチール
〒812-0016,福岡県福岡市博多区博多駅南６ー２ー２０
2023-11-28
http://www.kozaisteel.com
 
コ,104151,⼩崎撚⽷株式会社
〒333-0866,埼⽟県川⼝市芝５３３１
2024-11-05
 
コ,230596,有限会社⼩櫻電⼯
〒735-0006,広島県安芸郡府中町本町⼀丁⽬１３番２２号
2025-08-02
 
コ,112647,⼩⾥機材株式会社
〒125-0053,東京都葛飾区鎌倉１−３９−７
2026-05-26
http://www.kozato.co.jp/
 
コ,211303,有限会社越⽯商会
〒380-0921,⻑野県⻑野市栗⽥６５３−１３４
2025-07-27
 
コ,126218,株式会社越路商会
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町２−１４−８
2023-11-15
http://www.koshiji.co.jp
 



コ,231565,株式会社越路鐵⼯所
〒959-1145,新潟県三条市福島新⽥字浦島丙１４３９番地３
2026-01-17
 
コ,112772,越⽥商事株式会社
〒530-0047,⼤阪市北区⻄天満２−６−８
2024-03-13
http://www.koshida.com/
 
コ,102760,株式会社コシナ
〒383-8555,⻑野県中野市⼤字吉⽥１０８１
2024-08-27
http://www.cosina.co.jp/
 
コ,112559,株式会社越野機鋼
〒793-0021,愛媛県⻄条市神拝⼄１３３−９
2024-07-22
 
コ,122591,株式会社コシノテック
〒307-0015,茨城県結城市⿅窪１７４４−１１
2025-07-11
 
コ,122531,株式会社コシブ精密
〒179-0085,東京都練⾺区早宮２−２０−１１
2025-06-25
http://www.koshibu.co.jp/
 
コ,224930,株式会社⼩島⼯作所
〒854-0066,⻑崎県諫早市久⼭町２０１４番地７３
2025-04-01
https://www.kosima.jp/
 
コ,121193,有限会社コシミズ機器製作所
〒350-1175,埼⽟県川越市笠幡８５−２４８
2024-03-25
 
コ,230244,株式会社ＫＯＪＩＢＯ
〒590-0820,⼤阪府堺市堺区⾼砂町⼀丁２６番地８
2025-06-21
 
コ,502055,株式会社古島
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町２丁⽬１７番７号
2025-04-20
https://www.kk-kojima.co.jp/index.html
 
コ,127888,コジマ・アート株式会社
〒621-0251,京都府⻲岡市本梅町平松⼋百分４−１０
2025-05-17
http://www.kojima-art.jp/
 
コ,106214,株式会社コジマカートン
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨４−２−６
2024-04-26
 
コ,122518,⼩島化学薬品株式会社



〒350-1335,埼⽟県狭⼭市柏原３３７−２６
2025-10-15
http://www.kojima-c.co.jp
 
コ,101372,株式会社⼩島機械製作所
〒213-0011,神奈川県川崎市⾼津区久本３−１２−９
2024-05-28
 
コ,122592,株式会社⼩嶋技研
〒194-0003,東京都町⽥市⼩川７−７−２４
2025-02-07
http://www.kojima-giken.co.jp
 
コ,213505,株式会社⼩島組
〒243-0017,神奈川県厚⽊市栄町１丁⽬２番２号
2023-11-18
http://www.kojimagumi.co.jp/
 
コ,225923,⼩島建興株式会社
〒733-0861,広島県広島市⻄区草津東１ー１ー２０
2025-09-01
http://www.kojimakenko.co.jp
 
コ,224745,⼩島建設⼯業株式会社
〒455-0863,愛知県名古屋市港区新茶屋五丁⽬８１５番地
2025-04-01
 
コ,125956,株式会社⼩島光学製作所
〒350-0804,埼⽟県川越市下広⾕９３０
2023-10-27
http://www.kojima-kogaku.co.jp
 
コ,105601,⼩島⼯業株式会社
〒569-1144,⼤阪府⾼槻市⼤畑町２７−２
2025-06-21
http://www.kojima-kogyo.co.jp
 
コ,213205,株式会社児島興業
〒533-0011,⼤阪府⼤阪市東淀川区⼤桐２丁⽬１１番１１号
2026-04-22
https://www.kojimakogyo1992.co.jp/
 
コ,215799,株式会社コジマ⼯業
〒462-0868,愛知県名古屋市北区憧旛町ニ丁⽬３４ー２
2024-11-27
 
コ,221194,株式会社児島⼯務店
〒232-0022,神奈川県横浜市南区⾼根町３ー１７ー１４
2025-03-01
 
コ,222611,株式会社⼩島⼯務店
〒933-0014,富⼭県⾼岡市野村１７１２
2024-01-01
 
コ,212719,有限会社⼩島産業



〒215-0022,神奈川県川崎市⿇⽣区下⿇⽣２丁⽬５番４６号
2025-07-03
 
コ,101331,株式会社⼩島商会
〒250-0004,神奈川県⼩⽥原市浜町１−１１−２６
2024-05-08
http://www.kojimashokai.co.jp/
 
コ,122560,⼩島精⼯株式会社
〒370-3531,群⾺県⾼崎市⾜⾨町３９−６
2024-11-22
https://www.kojima-sk.com
 
コ,222643,有限会社児島タイル店
〒918-8007,福井県福井市⾜⽻２丁⽬１６ー４
2024-02-01
 
コ,126892,児島段ボール株式会社
〒812-0013,福岡県福岡市博多区博多駅東１−１７−２５
2024-05-31
http://www.kdb.co.jp
 
コ,121971,合資会社⼩島電業社
〒461-0001,名古屋市東区泉１−１１−１７
2024-07-23
 
コ,505129,⼩島プレス⼯業株式会社
〒471-8588,愛知県豊⽥市下市場町３丁⽬３０番地
2024-09-19
http://www.kojima-tns.co.jp/index.html
 
コ,230243,株式会社コジマ防⽕サービス
〒590-0820,⼤阪府堺市堺区⾼砂町⼀丁２６番地８
2025-06-21
 
コ,222579,株式会社⼩島屋
〒448-0807,愛知県刈⾕市東刈⾕町⼆丁⽬１番地６
2024-01-01
https://k-kojimaya.co.jp/
 
コ,216049,有限会社コジャ施⼯
〒904-2172,沖縄県沖縄市泡瀬３丁⽬１６番５号
2025-02-12
_
 
コ,213138,⼩⽩川建設株式会社
〒990-0021,⼭形県⼭形市⼩⽩川町３丁⽬７番３１号
2026-03-19
 
コ,222984,⼩杉造園株式会社
〒155-0031,東京都世⽥⾕区北沢１丁⽬７番５号
2021-04-01
 
コ,126253,⼩菅株式会社
〒131-8585,東京都墨⽥区東向島２−３３−２



2023-11-21
http://www.kosuge-jp.com
 
コ,220048,株式会社コスゲ
〒943-0102,新潟県上越市杉野袋８０番地
2025-02-01
http://k-kosuge.com/
 
コ,214342,⼩菅建設興業株式会社
〒959-1937,新潟県阿賀野市福井９０５番地
2025-08-30
http://www.kosuge-k.com/
 
コ,220798,株式会社コスタコーポレーション
〒541-0054,⼤阪府⼤阪市中央区南本町四丁⽬５番７号
2025-03-08
 
コ,129831,株式会社コスダック
〒312-0003,茨城県ひたちなか市⾜崎１４７４−２７０
2025-03-18
http://www.cosdac.co.jp
 
コ,102089,株式会社コスミック
〒243-0021,神奈川県厚⽊市岡⽥４−１４−６
2025-01-07
 
コ,100367,コスミック⼯業株式会社
〒729-0114,広島県福⼭市柳津町３−４−１２
2025-09-30
http://www.cosmic-ind.co.jp/
 
コ,112742,株式会社コスメック
〒651-2241,兵庫県神⼾市⻄区室⾕２−１−５
2024-03-10
http://www.kosmek.co.jp/
 
コ,100921,株式会社コスモ
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥２−１−１２
2023-11-08
http://www.cosmo.co.jp
 
コ,103259,コスモ株式会社
〒543-0021,⼤阪府⼤阪市天王寺区東⾼津町７−１９
2026-07-02
 
コ,503866,株式会社ＫＯＳＭＯ
〒542-0086,⼤阪府⼤阪市中央区⻄⼼斎橋２丁⽬２番７号
2023-12-13
https://www.kosmo.co.jp/
 
コ,102521,株式会社コスモ・コンピューティングシステム
〒107-0051,東京都港区元⾚坂１−１−８ ⾚坂コミュニティビル３階
2025-04-11
http://www.cosmocomputing.co.jp/
 



コ,102567,株式会社コスモ・サイエンス
〒254-0014,神奈川県平塚市四之宮７−３−１０
2025-05-20
http://www.cosmo-science.co.jp/
 
コ,127586,コスモ・サイエンス株式会社
〒450-0002,愛知県名古屋市中村区名駅３−９−４ 名駅近藤ビル
2024-11-27
http://www.cosmo-web.co.jp
 
コ,500047,コスモ・テック 株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町４−２−９
2023-08-02
www.cosmotec-co.jp
 
コ,124515,株式会社コスモ・パワー
〒176-0023,東京都練⾺区中村北１−２２−２４−２０４
2025-09-24
http://cosmopower.co.jp/
 
コ,500214,株式会社コスモ・プラネット
〒154-0024,東京都世⽥⾕区三軒茶屋１−４１−１３ 映光ビル２Ａ
2024-02-25
http://www.cosmo-planet.co.jp/
 
コ,103339,コスモ・メディカル・システム株式会社
〒541-0045,⼤阪市中央区道修町２−２−６ 道修町後藤ビル
2023-08-11
http://www.cosmoms.co.jp/company/index.html
 
コ,105429,コスモエンジニアリング株式会社
〒170-0013,東京都豊島区東池袋４−２１−６ 第３キンズメンビル
2025-01-28
http://www.cosmo-eng.com
 
コ,213767,株式会社コスモエンジニアリング
〒134-0084,東京都江⼾川区東葛⻄６ー７ー２０
2024-07-21
http://www.cosmo-e.co.jp
 
コ,220743,コスモ海洋株式会社
〒801-0863,福岡県北九州市⾨司区栄町１１番９号
2025-03-01
https://www.cosmo-ocean.jp/
 
コ,102719,コスモ化成⼯業株式会社
〒343-0805,埼⽟県越⾕市神明町３−３９８
2025-07-29
https://www.kosumokasei.co.jp/
 
コ,216963,コスモ機材株式会社
〒596-0013,⼤阪府岸和⽥市臨海町１０番地１
2025-07-30
http://www.cosmokizai.co.jp
 



コ,213995,株式会社コスモグリーン
〒982-0014,宮城県仙台市太⽩区⼤野⽥⼆丁⽬２ー１４
2025-02-09
https://cosmo-green.jp/
 
コ,129678,株式会社コスモ計器
〒192-0032,東京都⼋王⼦市⽯川町２９７４−２３
2024-12-07
http://www.cosmo-k.co.jp/
 
コ,228338,コスモ計測株式会社
〒359-0038,埼⽟県所沢市北秋津１６４ー５
2024-08-10
http://www7a.biglobe.ne.jp~cosmo-sr
 
コ,231770,コスモ建設株式会社
〒596-0802,⼤阪府岸和⽥市⻄⼤路町１６５番地の１
2026-03-14
https://cosmo-const.co.jp/
 
コ,214426,コスモ⼯機株式会社
〒105-0003,東京都港区⻄新橋３丁⽬９番５号
2025-10-11
https://www.cosmo-koki.co.jp
 
コ,213812,株式会社コスモサイン
〒577-0063,⼤阪府東⼤阪市川俣１ー１９ー１８
2024-08-18
 
コ,230154,株式会社コスモさくら警備保障
〒979-1171,福島県双葉郡富岡町⼤字⼤菅字川⽥１９９番地の３
2025-05-31
https://cosumo-sakura.co.jp
 
コ,103928,コスモシステム株式会社
〒981-1227,宮城県名取市杜せきのした２−４−２
2024-08-10
http://www.cosmo-sys.co.jp/
 
コ,125139,コスモシステム株式会社
〒223-0066,神奈川県横浜市港北区⾼⽥⻄３−３０−６
2026-01-24
 
コ,503615,株式会社コスモス
〒101-0065,東京都千代⽥区⻄神⽥⼀丁⽬４番５号
2025-09-01
http://www.cosmos-flw.co.jp
 
コ,121863,株式会社コスモスウェブ
〒989-3122,宮城県仙台市⻘葉区栗⽣５−４−１
2024-06-23
http://www.cosmosweb.com
 
コ,125849,コスモ精機株式会社
〒205-0023,東京都⽻村市神明台４−５−１２



2023-09-29
http://www.cosmoseiki.com/
 
コ,504882,株式会社コスモ精機
〒791-0311,愛媛県東温市則之内甲１４７０番地５
2023-08-22
http://www.c-cosmo.co.jp/
 
コ,100811,コスモ⽯油販売株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀４−７−１ 第３桜橋ビル７階
2023-07-07
http://www.cosmo-sales.com
 
コ,112523,株式会社コスモテック
〒190-0022,東京都⽴川市錦町５−５−３５
2025-01-16
http://www.cosmotec.ne.jp
 
コ,120350,株式会社コスモテック
〒350-2202,埼⽟県鶴ヶ島市五味ヶ⾕２０７−２
2023-08-30
http://www.sensing-cosmo.co.jp
 
コ,501467,株式会社コスモテック
〒380-0935,⻑野県⻑野市中御所１丁⽬２５番地１号
2025-01-06
http://www.cosmotec.gr.jp/
 
コ,106567,コスモ電気株式会社
〒812-0863,福岡県福岡市博多区⾦の隈２−１１−１７
2025-02-14
 
コ,122798,株式会社コスモ電元舎
〒108-0023,東京都港区芝浦３−６−１０
2024-11-20
http://www.cosmo-ps.com/
 
コ,504212,コスモ電⼦株式会社
〒510-0844,三重県四⽇市市宝町１番地
2025-02-21
http://www.csm-e.co.jp/
 
コ,126837,株式会社コスモ電⼦⼯業
〒271-0062,千葉県松⼾市栄町７−５４６−９
2024-05-09
http://www.cosmo-dk.co.jp/
 
コ,503579,株式会社Ｃｏｓｍｏｗａｙ
〒132-0034,東京都江⼾川区⼩松川四丁⽬１０４番地
2025-08-30
http://www.cosmoway.net
 
コ,215971,株式会社コセキ
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊１丁⽬３１番１５号
2025-01-29



_
 
コ,102812,有限会社⼩関合⾦
〒990-2163,⼭形県⼭形市伊達城１−５−２２
2025-10-04
http://koseki-alloy.com/
 
コ,106401,株式会社コソフ
〒613-0034,京都府久世郡久御⼭町佐⼭新開地２４４−１
2024-11-12
http://cosof.sakura.ne.jp
 
コ,230923,株式会社⼩園
〒292-0812,千葉県⽊更津市⽮那４４９９番地２５
2025-09-27
 
コ,221099,株式会社⼩園硝⼦商会
〒891-0123,⿅児島県⿅児島市卸本町５番地２０
2025-02-01
http://kozono-glass.com
 
コ,214194,株式会社コタケ
〒178-0061,東京都練⾺区⼤泉学園町５丁⽬１２番１２号
2025-05-17
https://www.k-cr.net
 
コ,124505,コタニ株式会社
〒651-0083,神⼾市中央区浜辺通２−１−３０ 三宮国際ビル
2025-09-22
http://www.kotanikk.com
 
コ,215473,株式会社⼩⾕
〒552-0005,⼤阪府⼤阪市港区⽥中１丁⽬８番４１号
2024-06-26
 
コ,218512,⼩⾕建設株式会社
〒140-0011,東京都品川区東⼤井１丁⽬４番２３号
2023-10-13
 
コ,217859,⼩⾕興業株式会社
〒761-8044,⾹川県⾼松市円座町２３２６番地３３
2023-06-30
 
コ,230453,株式会社コタニ産商
〒658-0046,兵庫県神⼾市東灘区御影本町六丁⽬７番１号
2025-07-19
 
コ,104469,株式会社⼩⾕製作所
〒939-0418,富⼭県射⽔市布⽬沢２５０−４
2025-07-19
http://www.kotaniseisakusyo.jp
 
コ,112744,株式会社コタベ
〒752-8501,⼭⼝県下関市⻑府港町１０−４４
2024-06-08



http://www.kotabe.co.jp/
 
コ,212540,古平タイル⼯業株式会社
〒120-0033,東京都⾜⽴区千住寿町２８−１３
2024-04-01
 
コ,125996,⼩⾼精密株式会社
〒481-0037,愛知県北名古屋市鍜治ケ⼀⾊⻄２−１１３
2023-11-09
http://www.kodakaseimitsu.co.jp
 
コ,102395,合資会社⼩⾼電友社
〒451-0062,名古屋市⻄区花の⽊１−８−１６
2026-03-13
 
コ,106378,Ｋｏｄａｋ Ａｌａｒｉｓ Ｊａｐａｎ株式会社
〒101-0062,東京都千代⽥区神⽥駿河台２−９ ＫＤＸ御茶ノ⽔ビル７Ｆ
2024-10-25
http://kodakalaris.co.jp
 
コ,122540,株式会社コダマ
〒186-0003,東京都国⽴市富⼠⾒台３−８−１
2024-11-17
http://www.kk-kodama.co.jp
 
コ,501926,株式会社こだま
〒514-0815,三重県津市藤⽅２２５１−１
2025-10-26
https://kankyo-kodama.co.jp
 
コ,106284,コダマインフラサービス株式会社
〒186-0012,東京都国⽴市泉３−３１−１６
2024-07-29
https://k-infs.com
 
コ,112753,児⽟化学⼯業株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町２−２５−１６
2024-09-14
http://www.kodama-chemical.co.jp/
 
コ,226643,株式会社児⽟組
〒876-0848,⼤分県佐伯市城下東町９ー２９
2026-04-01
 
コ,120519,児⽟興業株式会社
〒451-0066,名古屋市⻄区児⽟３−２５−１４
2023-10-17
http://www.kdmjp.com
 
コ,210159,児⽟コンクリート⼯業株式会社
〒171-0022,東京都豊島区南池袋⼀丁⽬１６番２０号
2024-01-28
http://www.kodama-conc.co.jp
 
コ,217760,⼩⽟産業株式会社



〒201-0003,東京都狛江市和泉本町２ー３ー８
2026-06-02
 
コ,112733,コダマ樹脂⼯業株式会社
〒503-2393,岐⾩県安⼋郡神⼾町末守字⻑池３７７−１
2024-09-04
http://www.d-kjk.co.jp/
 
コ,122614,株式会社児⽟製作所
〒601-8355,京都市南区吉祥院⽯原堂ノ後町２６
2026-04-10
 
コ,229689,株式会社⼩⽟鉄筋⼯業
〒018-2104,秋⽥県⼭本郡三種町⿅渡字⾼屋敷家後９９番地１
2026-04-28
 
コ,122581,児⽟鉄⼯株式会社
〒510-0007,三重県四⽇市市別名６−１−４
2025-07-06
 
コ,230554,株式会社児⽟電⼯
〒731-0231,広島県広島市安佐北区⻲⼭五丁⽬１９番８号
2025-07-26
http://www.kodama-d.co.jp
 
コ,230268,コダマメンテナンス合同会社（その他）
〒743-0065,⼭⼝県光市上島⽥⼆丁⽬８番３０号
2025-06-28
 
コ,218024,株式会社国可
〒743-0021,⼭⼝県光市浅江１−１７−２９
2023-07-28
 
コ,122609,国華電機株式会社
〒530-0043,⼤阪市北区天満１−６−１４
2026-05-20
http://www.kokka-e.co.jp/
 
コ,102623,株式会社国興
〒392-8505,⻑野県諏訪市中洲４６００
2024-01-07
http://www.kokko.co.jp
 
コ,105755,株式会社國光
〒110-0015,東京都台東区東上野５−２−５ 下⾕ビル２階
2025-11-26
 
コ,213511,有限会社国晃⼯業
〒421-0133,静岡県静岡市駿河区鎌⽥３０２番地の１
2023-11-25
 
コ,221396,国光施設⼯業株式会社
〒144-0041,東京都⼤⽥区⽻⽥空港１丁⽬７番１号
2025-04-01
https://www.kokko-shisetsu.co.jp



 
コ,112529,國光電業株式会社
〒143-0024,東京都⼤⽥区中央８−１−７
2024-06-09
http://www.kokko-dengyo.co.jp/
 
コ,212593,古積造園⼟⽊株式会社
〒982-0001,宮城県仙台市太⽩区⼋本松２丁⽬１０ー３３
2025-04-24
http://www.kozumi.co.jp
 
コ,112723,株式会社⼩寺⾦属⼯業所
〒661-0024,兵庫県尼崎市三反⽥町３−１−２２
2024-09-04
 
コ,101262,株式会社⼩寺製作所
〒584-0022,⼤阪府富⽥林市中野町東２−４−３９
2024-04-05
http://www.kotera-ss.co.jp
 
コ,127973,株式会社⼩寺製作所
〒666-0025,兵庫県川⻄市加茂３−１５−８
2025-07-23
http://www.kotera-ss.jp/
 
コ,223316,株式会社コデラ
〒920-2131,⽯川県⽩⼭市森島町う１３８−１
2024-07-01
 
コ,103877,コデン株式会社
〒170-0002,東京都豊島区巣鴨１−４−１６
2024-06-10
http://www.coden.co.jp/home/
 
コ,120791,有限会社コトー⼯業
〒391-0013,⻑野県茅野市宮川１０５０１−１
2024-01-23
http://www.kotoh-k.co.jp
 
コ,222569,琴丘産業株式会社
〒671-2244,兵庫県姫路市実法寺５８２
2024-01-01
 
コ,228299,株式会社コトナ
〒605-0042,京都府京都市東⼭区三条通⽩川橋東六丁⽬今道町２５０番地の５
2024-07-24
http://kotona-kyoto.com
 
コ,102933,琴の浦福祉⼯場
〒641-0014,和歌⼭市⽑⾒１４３７
2024-11-11
http://www.kotonoura.or.jp/
 
コ,215297,株式会社⾔⻑
〒272-0115,千葉県市川市富浜３ー２ー１９



2024-03-13
http://www.kotohisa.co.jp/
 
コ,504529,コトヒラ⼯業株式会社
〒389-0512,⻑野県東御市滋野⼄１３２０
2025-03-10
https://www.kotohira.biz/
 
コ,105257,株式会社ことぶき
〒536-0011,⼤阪府⼤阪市城東区放出⻄３−６−１２
2024-10-04
https://www.kot-web.com
 
コ,221818,有限会社寿
〒799-0401,愛媛県四国中央市村松町４９１番地
2025-07-01
 
コ,225884,株式会社コトブキ
〒105-0013,東京都港区浜松町１ー１４ー５
2025-08-01
http://www.kotobuki.co.jp
 
コ,221269,寿板硝⼦株式会社
〒939-2714,富⼭県富⼭市婦中町増⽥２１−５
2025-03-01
http://wwwkotobuki-glass.com
 
コ,213681,コトブキ環境株式会社
〒136-0082,東京都江東区新⽊場２−１１−３
2024-04-21
http://kotobukikankyo.co.jp
 
コ,112703,寿⼯業株式会社
〒536-0011,⼤阪市城東区放出⻄３−６−１２
2024-08-28
http://www.kot-web.com
 
コ,112707,寿⼯業株式会社
〒486-0806,愛知県春⽇井市⼤⼿⽥⾣町３−１３−３５
2024-03-21
http://www.kotobuki-co.co.jp/
 
コ,122689,株式会社寿産業
〒257-0015,神奈川県秦野市平沢４６２−１
2023-06-13
http://www.kotobukisangyo.co.jp
 
コ,219871,寿産業株式会社
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾２−３６−１２
2024-06-15
http://www.kotobuki-sa.co.jp/
 
コ,211448,コトブキシーティング株式会社
〒101-0062,東京都千代⽥区神⽥駿河台１ー２ー１
2025-11-25



http://www.kotobuki-seating.co.jp
 
コ,215125,株式会社壽商事
〒462-0037,愛知県名古屋市北区志賀町五丁⽬４２−１
2020-12-12
 
コ,215909,寿重機株式会社
〒253-0114,神奈川県⾼座郡寒川町⽥端１１７６
2025-01-15
 
コ,122682,株式会社寿精機製作所
〒236-0031,横浜市⾦沢区六浦３−２−１３
2026-02-25
http://kotobuki-ss.jp/
 
コ,125993,株式会社寿製作所
〒142-0063,東京都品川区荏原５−７−５
2023-11-07
http://www.kotobuki-seisakusho.co.jp/
 
コ,112803,寿精版印刷株式会社
〒543-0002,⼤阪市天王寺区上汐６−４−２６
2024-10-27
http://www.rex.co.jp
 
コ,121494,株式会社寿精密
〒649-7151,和歌⼭県伊都郡かつらぎ町東渋⽥６５１−２３
2024-05-12
http://www.koto-buki.co.jp
 
コ,125180,コトブキ通商株式会社
〒387-0012,⻑野県千曲市⼤字桜堂２４５−６
2026-02-03
http://www.kotobukitusho.co.jp/
 
コ,221364,寿鉄⼯株式会社
〒683-0851,⿃取県⽶⼦市夜⾒町２８６３番地
2025-04-01
_
 
コ,104539,株式会社コトブキ電気⼯業
〒558-0042,⼤阪府⼤阪市住吉区殿辻２−５−１４
2025-09-15
 
コ,120130,株式会社寿電機製作所
〒183-0056,東京都府中市寿町２−２７−６
2023-07-25
 
コ,215427,株式会社寿電興
〒212-0004,神奈川県川崎市幸区⼩向⻄町３丁⽬５８番１０号
2024-05-29
 
コ,230834,寿電通株式会社
〒657-0844,兵庫県神⼾市灘区都通五丁⽬４番１２号
2025-09-13



 
コ,225917,株式会社コトブキネオン
〒101-0052,東京都千代⽥区神⽥⼩川町１丁⽬１１番地
2025-09-01
 
コ,123513,寿フォーム印刷株式会社
〒601-8456,京都府京都市南区唐橋南琵琶町１６
2025-02-13
http://www.kotobuki-fp.co.jp
 
コ,103144,有限会社寿⽊⼯
〒739-2404,広島県東広島市安芸津町⼤⽥⽩坂２０１
2026-04-14
 
コ,112721,湖南精⼯株式会社
〒520-0844,滋賀県⼤津市国分２−２８−３７
2024-07-07
http://www.konan-g.com
 
コ,100933,湖南電機株式会社
〒520-3306,滋賀県甲賀市甲南町柑⼦２００２−２
2023-11-18
http://www.konan-g.com
 
コ,502554,コニー株式会社
〒615-0884,京都府京都市右京区⻄京極郡町１１０−１
2026-01-30
http://www.kony.co.jp
 
コ,102680,コニカミノルタ株式会社
〒100-7015,東京都千代⽥区丸の内２−７−２ ＪＰタワー
2024-07-02
http://www.konicaminolta.jp
 
コ,105138,コニカミノルタ株式会社
〒100-7015,東京都千代⽥区丸の内２−７−２ ＪＰタワー
2024-05-30
http://www.konicaminolta.com
 
コ,107773,コニカミノルタ株式会社
〒100-7015,東京都千代⽥区丸の内２−７−２ ＪＰタワー
2023-12-27
http://www.konicaminolta.jp/
 
コ,118082,コニカミノルタ株式会社
〒100-7015,東京都千代⽥区丸の内２−７−２ ＪＰタワー
2023-12-26
http://www.konicaminolta.jp/
 
コ,121960,コニカミノルタ株式会社 センシング事業本部
〒590-8551,⼤阪府堺市堺区⼤仙⻄町３−９１
2024-07-22
http://www.konicaminolta.jp
 
コ,508011,コニカミノルタジャパン株式会社



〒105-0023,東京都港区芝浦１−１−１ 浜松町ビルディング２６Ｆ
2025-05-11
http://bj.konicaminolta.jp
 
コ,112730,コニカミノルタメカトロニクス株式会社
〒442-0844,愛知県豊川市⼩⽥渕町３−３４
2023-12-24
http://konicaminolta.jp
 
コ,112795,コニカミノルタメカトロニクス株式会社
〒402-0024,⼭梨県都留市⼩野字宮地２２６
2024-03-09
https://bmme.konicaminolta.jp/
 
コ,114933,コニカミノルタメカトロニクス株式会社
〒442-8555,愛知県豊川市⼋幡町東⾚⼟２
2025-10-15
https://bmme.konicaminolta.jp
 
コ,129159,コニシ株式会社
〒541-0045,⼤阪市中央区道修町１−７−１ 北浜コニシビル
2023-11-14
http://www.bond.co.jp
 
コ,214478,⼩⻄株式会社
〒307-0001,茨城県結城市⼤字結城１１４番地
2025-11-22
 
コ,226579,株式会社⼩⻄
〒983-0836,宮城県仙台市宮城野区幸町３丁⽬１１番３号
2026-04-01
http://www.konishi-kenzai.co.jp
 
コ,221935,有限会社⼩⻄建設
〒041-0822,北海道函館市⻲⽥港町２４番１４号
2025-08-01
 
コ,222401,⼩⻄咲株式会社
〒564-0015,⼤阪府吹⽥市幸町１１番１号
2023-11-01
http://www.konishisaku.co.jp
 
コ,102123,コニシ産業株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋４−２２−４ ＶＯＲＴ新橋Ⅲ６階
2025-08-25
https://www.konishisangyo.co.jp
 
コ,217871,株式会社⼩⻄商店
〒768-0021,⾹川県観⾳寺市吉岡町７２３−１
2023-06-30
 
コ,105474,株式会社⼩⻄鉄⼯
〒675-2346,兵庫県加⻄市東剣坂町３６
2025-03-06
http://www.konishi-tekkou.co.jp/



 
コ,106225,株式会社古⻄電機
〒140-8678,東京都品川区南品川２−１６−６
2024-05-19
 
コ,224605,株式会社⼩⻄屋
〒321-0903,栃⽊県宇都宮市下平出町５２２
2025-04-01
 
コ,112642,⼩⻄安株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町２−６−３
2026-02-05
http://www.konishiyasu.com
 
コ,102373,株式会社コニパック
〒675-0054,兵庫県加古川市⽶⽥町平津３５０−６
2026-05-12
http://www.konipack.com/
 
コ,221351,⼩沼⼟建株式会社
〒350-0804,埼⽟県川越市⼤字下広⾕５０５番地
2022-04-01
 
コ,107630,株式会社コネクト
〒277-0033,千葉県柏市増尾８９７−３
2024-05-15
http://www.cnct.co.jp/
 
コ,504743,株式会社コネクトワン
〒101-0043,東京都千代⽥神⽥富⼭町９番地 神⽥東邦センタービル８階
2023-07-10
http://www.connectone.co.jp 
 
コ,223251,株式会社此花⼯業所
〒562-0045,⼤阪府箕⾯市瀬川１ー１２ー４
2024-06-01
 
コ,221862,⼩花塗装株式会社
〒320-0813,栃⽊県宇都宮市砥上町１１４６番地
2025-08-01
https://www.kohana-tosou.com/
 
コ,216599,⼩原⼯業株式会社
〒532-0012,⼤阪府⼤阪市淀川区⽊川東３丁⽬５番２１号第三丸善ビル７階Ｇ号室
2025-06-11
http://www.koharakogyo-suminoe.com/
 
コ,220639,コハラ⼯業株式会社
〒295-0103,千葉県南房総市⽩浜町滝⼝７４０９番地
2025-01-25
https://koharakogyo.jp/
 
コ,122503,コバキンジャパン株式会社
〒340-0831,埼⽟県⼋潮市南後⾕４９３−２
2025-08-29



https://www.kobakin.co.jp
 
コ,124373,コバシ株式会社
〒104-0031,東京都中央区京橋１−４−１３ セントラル京橋ビル３階
2025-07-16
http://www.kobashikk.co.jp
 
コ,232019,⼩畠⼯業株式会社
〒720-0812,広島県福⼭市霞町三丁⽬６番１６号
2026-05-23
https://kobatake-k.co.jp/
 
コ,112672,株式会社コバック
〒111-0041,東京都台東区元浅草１−１−１ ヒューリック新御徒町６階
2026-03-09
http://www.covac.co.jp/
 
コ,120082,株式会社コバテック
〒444-0124,愛知県額⽥郡幸⽥町⼤字深溝１−１
2023-07-16
http://www.kobatech.co.jp
 
コ,104204,株式会社⼩早川鋳造所
〒869-4213,熊本県⼋代市鏡町有佐６８６
2024-12-14
 
コ,123498,株式会社⼩林
〒111-0054,東京都台東区⿃越２−１０−４
2025-02-12
 
コ,231525,株式会社コバヤシ
〒187-8558,東京都⼩平市喜平町⼀丁⽬１０番７号
2025-12-27
https://kobayashi-net.co.jp/
 
コ,227690,株式会社⼩林インテリア
〒394-0081,⻑野県岡⾕市⻑地権現町１丁⽬１番５０号
2024-03-23
http://www.kobayashi-interior.co.jp
 
コ,211158,有限会社⼩林架設
〒513-0848,三重県鈴⿅市平⽥本町２丁⽬７ー３
2025-05-25
 
コ,231239,株式会社⼩林型枠
〒384-2202,⻑野県佐久市望⽉１００９番地１
2025-11-08
http://www.kobayasikatawaku.jp
 
コ,212031,⼩林⽡⼯業株式会社
〒303-0041,茨城県常総市豊岡町丁２２５
2024-02-16
http://www.kobayashi-kawara.com
 
コ,102219,株式会社⼩林機械



〒029-4206,岩⼿県奥州市前沢字養ヶ森４４−３２
2025-01-25
http://kobayashi-m.com/
 
コ,102800,⼩林クリエイト株式会社
〒448-8656,愛知県刈⾕市⼩垣江町北⾼根１１５
2024-11-01
https://k-cr.jp
 
コ,210238,有限会社⼩林組
〒960-0211,福島県福島市飯坂町湯野字⿐⽑２ー５
2024-03-26
http://kbys-g.co.jp/
 
コ,215803,株式会社⼩林組
〒314-0031,茨城県⿅嶋市宮中４７０３番地１０
2024-12-04
 
コ,220865,株式会社⼩林組
〒803-0822,福岡県北九州市⼩倉北区⻘葉⼆丁⽬７番２７号
2025-03-15
https://www.koba-gumi.co.jp/
 
コ,230149,株式会社⼩林組
〒799-2110,愛媛県今治市波⽅町郷⼄４１５番地３２０
2025-05-31
 
コ,227242,⼩林建設株式会社
〒169-0051,東京都新宿区⻄早稲⽥２丁⽬１番２８号
2023-12-07
 
コ,502908,⼩林建設株式会社
〒727-0011,広島県庄原市東本町四丁⽬１番１号
2026-01-08
https://kobayashi-1961.com
 
コ,214656,⼩林建設⼯業株式会社
〒350-1201,埼⽟県⽇⾼市⼤字⽥波⽬３８９ー１
2026-04-04
http://www.kobayashik-k.co.jp/
 
コ,212764,有限会社⼩林コーポレーション
〒719-1165,岡⼭県総社市⻄坂台２２４
2025-07-24
 
コ,126911,⼩林⼯業株式会社
〒015-8686,秋⽥県由利本荘市⽯脇字⾚冗１−３７２
2024-06-06
https://www.kobayashi-akita.co.jp
 
コ,215787,有限会社⼩林興業
〒720-0541,広島県福⼭市⾦江町⾦⾒３５２２番地の２
2024-11-27
 
コ,228568,⼩林⼯業株式会社



〒591-8023,⼤阪府堺市北区中百⾆⿃町５丁７５８番地
2024-10-19
 
コ,229098,有限会社⼩林興業
〒335-0025,埼⽟県⼾⽥市南町３−３０
2025-06-06
http://www.kobayashikougyou.co.jp/
 
コ,221311,株式会社⼩林⼯業所
〒951-8163,新潟県新潟市中央区関屋御船蔵町４６番地
2025-04-01
 
コ,217931,株式会社⼩林⼯芸社
〒170-0004,東京都豊島区北⼤塚１−９−１５
2023-07-14
https://kobayashi-kk.net/
 
コ,231047,株式会社⼩林⼯房
〒343-0023,埼⽟県越⾕市東越⾕⼋丁⽬３１１４番地４
2025-10-11
 
コ,219373,株式会社⼩林⼯務店
〒232-0006,神奈川県横浜市南区南太⽥１−３２−３１
2024-03-16
 
コ,226862,株式会社⼩林⼯務店
〒140-0013,東京都品川区南⼤井１ー８ー１７
2023-07-01
http://www.koba-k.co.jp
 
コ,210940,株式会社⼩林サッシ⼯業
〒178-0063,東京都練⾺区東⼤泉７丁⽬１９番８号
2025-03-04
 
コ,120874,⼩林産業株式会社
〒321-0923,栃⽊県宇都宮市下栗町７７２−１３０
2024-02-17
 
コ,105685,⼩林商⼯株式会社
〒221-0052,横浜市神奈川区栄町２０−１ ＹＭＰＦ１０１
2025-09-04
http://www.kobasho.co.jp
 
コ,210028,⼩林商事株式会社
〒105-0013,東京都港区浜松町⼆丁⽬１０番６号
2023-11-05
http://www.kobayashi-shoji.co.jp/
 
コ,501931,有限会社⼩林住研
〒513-0032,三重県鈴⿅市池⽥町１０６４−３
2025-10-26
 
コ,112576,株式会社⼩林スプリング製作所
〒171-0052,東京都豊島区南⻑崎６−９−６
2024-11-18



http://www.kobayashi-sp.co.jp/
 
コ,121482,株式会社⼩林精機
〒020-0757,岩⼿県滝沢市⼤釜⾵林３−２１
2024-05-06
http://www.kobayashi-seiki.co.jp/
 
コ,127818,有限会社⼩林精機産業
〒245-0066,横浜市⼾塚区俣野町４５０−２２
2025-03-16
 
コ,102473,コバヤシ精⼯株式会社
〒590-0048,⼤阪府堺市堺区⼀条通２０−１６
2023-09-30
http://www.kobayashi-seikou.co.jp
 
コ,125188,⼩林精⼯株式会社
〒574-0051,⼤阪府⼤東市新⽥境町８−７
2026-02-04
 
コ,104715,株式会社⼩林製作所
〒671-2135,兵庫県姫路市夢前町塚本９５−１
2023-04-06
http://www.kseisaku.com/
 
コ,106171,株式会社⼩林製作所
〒306-0052,茨城県古河市⼤⼭１７４０−４５
2024-03-08
https://cobac-shinrai.jp/
 
コ,106206,有限会社⼩林製作所
〒322-0006,栃⽊県⿅沼市富岡１０１６−９
2024-04-14
https://www.ksx.jp/
 
コ,112574,株式会社⼩林製作所
〒920-0355,⾦沢市稚⽇野町南３１７−３
2024-04-21
http://www.kobayashi-mfg.co.jp/
 
コ,112609,株式会社⼩林製作所
〒322-0305,栃⽊県⿅沼市⼝粟野１７０９−１
2023-06-30
http://www.kobayashi-up.co.jp
 
コ,122439,株式会社⼩林製作所
〒679-0107,兵庫県加⻄市⽟野町１１１９−１８
2024-09-12
 
コ,122474,株式会社⼩林製作所
〒410-0022,静岡県沼津市⼤岡字⻑者町１７５１−３
2024-09-26
 
コ,126465,有限会社⼩林製作所
〒343-0023,埼⽟県越⾕市東越⾕２−１４−６７



2024-01-13
 
コ,100987,株式会社⼩林製作所
〒379-2313,群⾺県みどり市笠懸町⿅３９９３−１１
2024-01-18
http://www.kobacom.jp/
 
コ,125415,株式会社⼩林製作所
〒381-0015,⻑野市⼤字⽯渡１１０
2026-04-21
http://www.valley.ne.jp/~kbs/
 
コ,600012,有限会社⼩林製作所
〒144-0035,東京都⼤⽥区南蒲⽥２−１２−９
2025-09-20
 
コ,122312,有限会社⼩林精密⼯業
〒331-0057,埼⽟県さいたま市⻄区中野林２８７
2024-08-12
 
コ,211336,株式会社⼩林⽯材⼯業
〒106-0045,東京都港区⿇布⼗番３−７−１２
2025-08-26
http://www.kobayashisekizai.jp/
 
コ,222525,株式会社⼩林設備
〒751-0821,⼭⼝県下関市三河町１２番１２号
2023-12-01
 
コ,223017,株式会社⼩林創業
〒063-0849,北海道札幌市⻄区⼋軒９条⻄９丁⽬１番５２号
2024-04-01
 
コ,225184,株式会社⼩林造園
〒603-8442,京都府京都市北区紫⽵⻄野⼭東町３６番地の１
2025-05-01
http://www.kobayashizoen.com
 
コ,225693,株式会社⼩林タイル
〒381-0038,⻑野県⻑野市⼤字東和⽥７９９番地１
2025-07-01
 
コ,228019,株式会社⼩林タイル
〒370-0031,群⾺県⾼崎市上⼤類町１０１６
2024-05-08
 
コ,112544,株式会社⼩林太郎鉄⼯所
〒920-0055,⽯川県⾦沢市北町⼄４６−８
2024-04-11
http://www.kobayashi-taro.co.jp/
 
コ,219236,有限会社⼩林断熱
〒260-0011,千葉県千葉市中央区⻲井町１０番２８ー２号
2024-03-02
 



コ,216180,⼩林鉄筋株式会社
〒762-0001,⾹川県坂出市京町２ー４ー２４
2025-03-19
 
コ,213054,有限会社⼩林鉄筋⼯業所
〒246-0026,神奈川県横浜市瀬⾕区阿久和南２ー１８ー６
2026-02-19
 
コ,102391,有限会社⼩林鉄⼯所
〒689-1121,⿃取県⿃取市南栄町８４−８
2025-03-01
 
コ,106314,有限会社⼩林電機⼯業所
〒330-0061,埼⽟県さいたま市浦和区常盤１０−１５−１９
2024-08-04
 
コ,106122,有限会社⼩林電器製作所
〒515-2503,三重県津市⼀志町⽇置３６４−２
2024-01-08
https://www.kobaden48.com/
 
コ,216294,株式会社⼩林電設⼯業
〒133-0051,東京都江⼾川区北⼩岩６ー８ー１
2025-04-16
http://www.koba-den.co.jp
 
コ,220106,株式会社⼩林塗装
〒270-2251,千葉県松⼾市⾦ケ作２３９−５
2024-07-27
https://www.kobayashi-toso.co.jp/
 
コ,214401,有限会社⼩林内装
〒335-0031,埼⽟県⼾⽥市美⼥⽊⼆丁⽬２３番地の６
2025-10-04
 
コ,221688,有限会社⼩林板⾦
〒410-0053,静岡県沼津市寿町１４ー２０
2025-06-01
_
 
コ,229013,株式会社⼩林板⾦⼯業
〒373-0061,群⾺県太⽥市⿃⼭上町２３５５ー１
2025-05-23
http://www.kobaban.jp.
 
コ,215310,有限会社⼩林板⾦⼯業所
〒370-0076,群⾺県⾼崎市下⼩塙町１５９３ー２
2024-03-20
http://www.roof-wall.co.jp/
 
コ,217280,株式会社⼩林鈑⾦⼯作所
〒572-0076,⼤阪府寝屋川市仁和寺本町４丁⽬１６番９号
2025-11-05
 
コ,129329,⼩林パッキン株式会社



〒671-2121,兵庫県姫路市夢前町宮置７０６−３
2024-02-25
 
コ,102400,⼩林鋲螺株式会社
〒536-0001,⼤阪市城東区古市２−８−２０
2023-10-15
http://www.5884.co.jp
 
コ,215549,株式会社⼩林ビルト
〒361-0017,埼⽟県⾏⽥市⼤字若⼩⽟１５５７
2024-09-04
 
コ,217611,株式会社⼩林舞台システム
〒061-1405,北海道恵庭市⼾磯７６番地２６
2026-02-25
 
コ,126928,株式会社⼩林本店
〒372-0045,群⾺県伊勢崎市上泉町２３４
2024-06-13
 
コ,212027,株式会社⼩林⽊⼯
〒673-0444,兵庫県三⽊市別所町東這⽥５７０ー１番地
2024-02-09
http://www.kobayashi-woodwork.co.jp/
 
コ,224604,⼩林屋硝⼦株式会社
〒130-0012,東京都墨⽥区太平２丁⽬１０番１０号
2025-04-01
 
コ,503946,株式会社⼩林ワッシャー製作所
〒340-0811,埼⽟県⼋潮市⼆丁⽬４０５−４
2024-03-08
http://www.kww.co.jp
 
コ,112693,株式会社コバユー
〒136-0072,東京都江東区⼤島９−１−２０
2023-11-18
http://www.kobayu.co.jp
 
コ,222361,株式会社コバリキ
〒951-8052,新潟県新潟市中央区下⼤川前通四之町２１８５番地
2023-11-01
http://www.kobariki.co.jp
 
コ,219232,株式会社ＫＯＢＡＲＩタイル
〒424-0065,静岡県静岡市清⽔区⻑崎８４５
2024-03-02
 
コ,223048,株式会社⼩原鉄筋⼯業
〒890-0043,⿅児島県⿅児島市鷹師２丁⽬４番８号
2024-04-01
 
コ,106563,コパル・ヤマダ株式会社
〒389-0812,⻑野県千曲市⼤字⽻尾８０
2025-02-07



http://www.copalyamada.co.jp/
 
コ,502534,コヒレント・ジャパン株式会社
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊２−１−１新宿マインズタワー２６階
2025-12-14
www.coherent.com
 
コ,215597,コビキ⼯業株式会社
〒314-0112,茨城県神栖市知⼿中央４丁⽬１３ー１７
2024-09-25
 
コ,106914,株式会社コビキテック
〒339-0073,埼⽟県さいたま市岩槻区上野１−１−４
2026-03-09
 
コ,129796,⼩菱商事株式会社
〒103-0011,東京都中央区⽇本橋⼤伝⾺町２−７
2025-02-16
http://www.kobishishoji.co.jp/
 
コ,122544,⼩⽇向銘板株式会社
〒201-0003,東京都狛江市和泉本町１−７−３
2025-04-05
http://www.kbnt.co.jp/
 
コ,210905,媚⼭鉄⼯株式会社
〒078-8253,北海道旭川市東旭川北３条６丁⽬５番１０号
2025-02-09
http://kobiyama.co.jp/
 
コ,105847,株式会社コピーセンター
〒790-0014,愛媛県松⼭市柳井町２−２０−４
2026-02-17
 
コ,122368,コフロック株式会社
〒610-0311,京都府京⽥辺市草内当ノ⽊１−３
2024-08-29
https://www.kofloc.co.jp
 
コ,220612,株式会社コプロス
〒752-8609,⼭⼝県下関市⻑府安養寺⼀丁⽬１５番地１３号
2025-01-18
https://copros.co.jp
 
コ,125119,株式会社コベルコ科研
〒651-0073,神⼾市中央区脇浜海岸通１−５−１
2026-01-21
http://www.kobelcokaken.co.jp
 
コ,112870,コベルコ建機株式会社
〒141-8626,東京都品川区北品川５−５−１５ ⼤崎ブライトコア５Ｆ
2024-09-29
http://www.kobelco-kenki.co.jp
 
コ,122538,コベルコ建機エンジニアリング株式会社



〒731-5161,広島市佐伯区五⽇市港２−２−１
2025-10-22
 
コ,220565,コベルコシンワ株式会社
〒674-0063,兵庫県明⽯市⼤久保町⼋⽊５９７番地
2024-12-21
http://www.kobelcoshinwa.com/
 
コ,504535,株式会社 コベルコ溶接ソリューション
〒141-8688,東京都品川区北品川５丁⽬９−１２
2025-03-30
 
コ,126239,湖北⼯業株式会社
〒529-0241,滋賀県⻑浜市⾼⽉町⾼⽉１６２３
2023-11-18
http://www.kohokukogyo.co.jp/
 
コ,231670,⼩堀⼯業株式会社
〒914-0042,福井県敦賀市⽯ケ町６番地の１
2026-02-14
 
コ,219774,株式会社⼩堀製作所
〒811-2304,福岡県糟屋郡粕屋町仲原２８０３番地１
2024-05-25
 
コ,214026,株式会社⼩堀鐸⼆研究所
〒107-8502,東京都港区⾚坂６丁⽬５番３０号
2025-02-23
http://www.kobori-takken.co.jp
 
コ,227990,駒井⼯務店 駒井芳裕樹（その他）
〒059-0026,北海道登別市若⼭町２−９−３
2024-04-27
 
コ,216388,株式会社駒井設備
〒333-0848,埼⽟県川⼝市芝下２丁⽬６番１号
2025-05-14
http://komaisetsubi.com/
 
コ,223368,株式会社駒井ハルテック
〒550-0012,⼤阪府⼤阪市⻄区⽴売堀四丁⽬２番２１号
2024-07-01
http://www.komaihaltec.co.jp
 
コ,106947,株式会社駒ヶ根電化
〒399-4102,⻑野県駒ヶ根市飯坂２−５−１０
2026-04-19
https://www.komaganedenka.co.jp/
 
コ,210209,株式会社駒川⼯務店
〒675-0054,兵庫県加古川市⽶⽥町平津３２５番地３
2024-03-06
 
コ,229402,株式会社コマキ
〒136-0076,東京都江東区南砂１ー１２ー８



2025-11-28
https://www.komaki-crane.co.jp/
 
コ,106354,⼩牧塗装株式会社
〒485-0031,愛知県⼩牧市若草町１３
2024-09-24
 
コ,112781,株式会社コマキン
〒370-2334,群⾺県富岡市上⾼瀬１８２
2024-07-18
http://www.komakin.co.jp/
 
コ,120142,株式会社⼩間⼯業
〒370-2324,群⾺県富岡市南後箇５６−１
2023-07-25
https://www.koma-k.jp
 
コ,212398,株式会社⼩俣組
〒232-0027,神奈川県横浜市南区新川町５丁⽬２８番地
2024-11-28
https://www.komatagumi.co.jp/
 
コ,211801,株式会社コマチ建設
〒320-0065,栃⽊県宇都宮市駒⽣町１３５９番地
2023-08-09
 
コ,127990,株式会社コマツ
〒988-0852,宮城県気仙沼市松川３５１−１
2025-08-06
 
コ,213351,株式会社こまつ
〒343-0838,埼⽟県越⾕市⼤字蒲⽣３７９６番地１朝⽇パリオ越⾕南Ⅲー８０１
2023-07-22
 
コ,221856,⼩松ウォールアイティ株式会社
〒921-8062,⽯川県⾦沢市新保本２丁⽬６０７番
2025-08-01
http://www.wall-it.com/
 
コ,210912,⼩松ウォール静岡販売株式会社
〒420-0074,静岡県静岡市葵区四番町２番地の１３
2025-02-17
 
コ,218135,⼩松ウォール中部販売株式会社
〒454-0931,愛知県名古屋市中川区中花町２４８
2023-08-04
 
コ,221791,⼩松ウォール福井販売株式会社
〒910-0016,福井県福井市⼤宮１丁⽬１１ー２０
2025-07-01
 
コ,221371,⼩松ウオール⼯業株式会社
〒923-8643,⽯川県⼩松市⼯業団地１丁⽬７２番地
2025-04-01
https://www.komatsuwall.co.jp/



 
コ,217330,⼩松開発⼯業株式会社
〒448-0857,愛知県刈⾕市⼤⼿町２ー１５
2025-11-19
http://www.komatsu-kaihatsu.co.jp/
 
コ,219730,コマツカスタマーサポート株式会社
〒108-0072,東京都港区⽩⾦１丁⽬１７番３号
2024-05-11
https://kcsj.komatsu/
 
コ,121920,⼩松鋼機株式会社
〒923-8639,⽯川県⼩松市光町２０
2024-07-08
http://www.komatsukouki.co.jp/
 
コ,217651,⼩松⼯業株式会社
〒431-2103,静岡県浜松市北区新都⽥五丁⽬４１番５号
2026-03-17
 
コ,224107,株式会社⼩松⼯業
〒211-0053,神奈川県川崎市中原区上⼩⽥中７丁⽬１５番６号
2025-02-01
 
コ,224304,⼩松⼯業株式会社
〒454-0997,愛知県名古屋市中川区万場２丁⽬５０３番
2025-03-01
 
コ,505551,⼩松⼯業株式会社
〒779-3233,徳島県名⻄郡⽯井町⽯井字⽯井４２７番地５
2024-03-10
 
コ,217245,株式会社⼩松⼯務店
〒211-0052,神奈川県川崎市中原区等々⼒１２ー１
2025-10-21
 
コ,128268,⼩松梱包株式会社
〒435-0004,静岡県浜松市東区中野町１１３２−１
2025-09-05
 
コ,217506,有限会社⼩松崎防⽔
〒300-0121,茨城県かすみがうら市宍倉６１４７ー２０
2026-01-21
 
コ,224702,株式会社⼩松商会
〒413-0028,静岡県熱海市桜町１１番１８号
2025-04-01
https://www.komatsu-shokai.com/
 
コ,103744,⼩松情報システムサービス株式会社
〒144-0052,東京都⼤⽥区蒲⽥４−２９−５ ⾼千穂ビル７Ｆ
2024-03-27
http://www.it-kiss.com/
 
コ,231956,⼩松精機株式会社



〒222-0002,神奈川県横浜市港北区師岡町９００番地
2026-04-25
http://www.komatsu-seiki.co.jp
 
コ,112626,株式会社⼩松製作所
〒578-0901,⼤阪府東⼤阪市加納４−１３−３
2023-09-13
http://www.komatsu-seisakusho.co.jp/
 
コ,231739,株式会社⼩松電気
〒590-0808,⼤阪府堺市堺区旭ヶ丘中町三丁１番１号
2026-03-07
 
コ,124402,⼩松電⼦株式会社
〒923-8642,⽯川県⼩松市安宅町甲１３５
2025-08-02
http://www.komatsu-ec.co.jp
 
コ,101758,有限会社⼩松電⼦技研
〒015-0012,秋⽥県由利本荘市⽯脇字⽥尻３−２２
2024-10-15
 
コ,218863,株式会社コマツ電設
〒470-2104,愛知県知多郡東浦町⼤字⽣路字狭間５９番地の１
2024-01-05
 
コ,231957,有限会社⼩松塗装⼯芸社
〒011-0943,秋⽥県秋⽥市⼟崎港南⼆丁⽬４番３３号
2026-04-25
 
コ,120980,⼩松ばね⼯業株式会社
〒143-0013,東京都⼤⽥区⼤森南５−３−１８
2024-03-10
http://www.komatsubane.com
 
コ,105994,⼩松パワートロン株式会社
〒923-0811,⽯川県⼩松市⽩江町ネ１１７
2023-08-05
http://www.k-powertron.co.jp
 
コ,211987,株式会社⼩松物産
〒545-0021,⼤阪府⼤阪市阿倍野区阪南町６−９−８⼩松ビル
2024-01-20
http://www.komatubussan.co.jp
 
コ,112050,株式会社⼩松プレシジョン
〒394-0087,⻑野県岡⾕市⻑地鎮１−６−４３
2026-04-19
http://www.komatsu-precision.co.jp/
 
コ,312500,⼩松マテーレ株式会社
〒929-0124,⽯川県能美市浜町ヌ１６７番地
2024-06-02
https://www.komatsumatere.co.jp
 



コ,102090,株式会社⼩松村⽥製作所
〒923-8626,⽯川県⼩松市光町９３
2025-10-25
https://corporate.murata.com/ja-jp/group/komatsumurata
 
コ,214825,株式会社⼩松⽊⼯
〒013-0306,秋⽥県横⼿市⼤雄字⽥村６６番地の５
2026-06-27
https://komatumoko.co.jp/
 
コ,212565,コマニー株式会社
〒923-8502,⽯川県⼩松市⼯業団地１丁⽬９３番地
2025-08-01
https://www.comany.co.jp/
 
コ,104652,コミー株式会社
〒332-0034,埼⽟県川⼝市並⽊１−５−１３
2026-02-20
http://www.komy.jp
 
コ,224181,有限会社⼩緑組
〒770-0937,徳島県徳島市富⽥橋８ー３９ー３
2025-02-01
 
コ,106502,有限会社⼩南電機
〒521-1225,滋賀県東近江市⼭路町２００
2025-01-13
 
コ,102855,株式会社Ｃｏｍｉｎｉｘ
〒541-0054,⼤阪市中央区南本町１−８−１４ ＪＲＥ堺筋本町ビル
2025-10-28
http://www.cominix.jp
 
コ,216711,⼩峯電業株式会社
〒264-0036,千葉県千葉市若葉区殿台町１２７ー１
2025-06-25
http://kominedengyou.co.jp/
 
コ,112784,⼩峰無線電機株式会社
〒213-0032,川崎市⾼津区久地２５１
2024-06-13
http://www.kominemusen.co.jp/
 
コ,102787,株式会社⼩美野製作所
〒167-0035,東京都杉並区今川１−１−２２
2025-09-24
 
コ,216228,株式会社⼩宮⼯業
〒311-2423,茨城県潮来市⽇の出１ー１３ー３４
2025-03-26
 
コ,213439,株式会社⼩宮測量
〒272-0034,千葉県市川市市川４−１−６
2023-09-30
 



コ,216763,有限会社コミヤ電気⼯事
〒294-0056,千葉県館⼭市船形５１２番地２
2025-06-25
_
 
コ,125880,コミヤマエレクトロン株式会社
〒401-0320,⼭梨県南都留郡鳴沢村２７８８
2023-10-11
http://www.komiyamae.co.jp
 
コ,211382,株式会社コミヤマ環境
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚２−４０−１
2025-10-07
http://www.t-komi.com/
 
コ,225105,株式会社⼩宮⼭⼟⽊
〒384-2308,⻑野県北佐久郡⽴科町⼤字⽜⿅１６１６ー１
2025-05-01
http://www.komiyama.jp
 
コ,212959,コミュニケーション・リンク株式会社
〒984-0001,宮城県仙台市若林区鶴代町１ー３３
2025-12-11
http://www.com-link.co.jp
 
コ,505044,株式会社 コム
〒108-0014,東京都港区芝５−３−７ 三⽥奥⼭ビル３階
2024-02-27
https://www.coming.co.jp
 
コ,102965,株式会社ＣＯＭ−ＯＮＥ
〒923-1211,⽯川県能美市旭台２−５−１
2026-01-17
https://www.com-one.com/
 
コ,226053,株式会社⼩向左官⼯業
〒039-2241,⻘森県⼋⼾市⼤字市川町⾼屋敷１８−１
2025-10-01
http://komukai.com
 
コ,229308,株式会社⼩向商会
〒640-8269,和歌⼭県和歌⼭市⼩松原通３丁⽬３０番地
2025-10-02
http://www.komukai.co.jp/
 
コ,125853,株式会社⼩向精機
〒212-0022,神奈川県川崎市幸区神明町１−３４−６
2023-10-03
 
コ,228358,株式会社⼩向板⾦⼯業所
〒983-0013,宮城県仙台市宮城野区中野５丁⽬３番６
2024-08-10
 
コ,124638,株式会社コムクラフト
〒167-0034,東京都杉並区桃井１−２−４



2025-11-29
http://www.comcraft.co.jp
 
コ,214331,株式会社コムコ
〒151-0072,東京都渋⾕区幡ヶ⾕１ー３０ー１
2025-08-23
 
コ,505785,コムコ株式会社
〒473-0933,愛知県豊⽥市⾼岡町松葉９２番地１
2026-02-27
www.comco.com
 
コ,220226,有限会社コムコン
〒399-0033,⻑野県松本市⼤字笹賀７２１１−２
2024-09-07
 
コ,503674,コムシスシェアードサービス株式会社
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥２−１７−１
2025-09-10
http://www.comsys-ss.co.jp/
 
コ,505176,コムシスプロミネント株式会社
〒559-0025,⼤阪府⼤阪市住之江区平林南⼆丁⽬１０番１２号
2025-02-27
http://www.comsys-pro.co.jp
 
コ,104098,株式会社コムスタッフ
〒812-0025,福岡県福岡市博多区店屋町８−３０
2024-10-19
http://www.comstaff.co.jp/
 
コ,229325,株式会社コムズ
〒939-8073,富⼭県富⼭市⼤町⼀区南部７７番地１
2025-10-17
_
 
コ,505404,株式会社コムズ
〒395-0151,⻑野県飯⽥市北⽅１０５９番地
2026-06-16
http://www.koms.co.jp/
 
コ,104114,コムチュア株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１−１１−２ ゲートシティ⼤崎イーストタワー８Ｆ
2024-10-22
https://www.comture.com/
 
コ,503468,コムチュアネットワーク株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１−１１−２ ゲートシティ⼤崎イーストタワー９階
2025-08-17
https://www.comture-net.com/
 
コ,129846,株式会社コムテック
〒310-0851,茨城県⽔⼾市千波町２４６６
2025-03-25
http://www.cmtc.co.jp/



 
コ,213956,株式会社コムテック
〒552-0001,⼤阪府⼤阪市港区波除３丁⽬２番１０号
2025-01-12
 
コ,224444,株式会社コムテックス
〒370-0006,群⾺県⾼崎市問屋町３ー１０ー１
2025-04-01
http://www.komtex.co.jp/
 
コ,126534,ＣＯＭ電⼦開発株式会社
〒350-1221,埼⽟県⽇⾼市下⼤⾕沢８−１
2024-02-01
http://www.com-denshi.co.jp/
 
コ,100216,コムパックシステム株式会社
〒386-0041,⻑野県上⽥市秋和９４０
2025-08-20
https://compack.co.jp
 
コ,122584,コムベックス株式会社
〒373-8567,群⾺県太⽥市清原町５−１２
2025-04-16
https://www.combex.co.jp/index.php
 
コ,227236,株式会社コムラ
〒641-0036,和歌⼭県和歌⼭市⻄浜１０４７番地の６
2023-11-30
http://www.nbb.ne.jp/komura/
 
コ,122578,株式会社コムラテック
〒579-8014,⼤阪府東⼤阪市中⽯切町６−２−６７
2025-11-16
http://www.komura-tech.co.jp
 
コ,502864,株式会社コムリード
〒556-0021,⼤阪府⼤阪市浪速区幸町２−２−１３ ２Ｆ
2025-09-28
https://www.comlead.co.jp/
 
コ,210088,⼩室建設⼯業株式会社
〒333-0861,埼⽟県川⼝市柳崎４ー７ー１４
2023-12-05
 
コ,212587,有限会社⼩室左官店
〒232-0033,神奈川県横浜市南区中村町４−３０２
2025-04-17
_
 
コ,219585,株式会社⼩室鉄筋⼯業
〒041-0824,北海道函館市⻄桔梗町５０３番１９号
2024-04-13
 
コ,218351,株式会社⽶三
〒930-0044,富⼭県富⼭市中央通り１ー５ー１０



2023-09-08
 
コ,122314,株式会社コメマゴ
〒475-0882,愛知県半⽥市南本町１−５７
2024-08-12
 
コ,112782,株式会社菰下精密鎔断
〒243-0211,神奈川県厚⽊市三⽥４７−１
2024-03-14
http://www.komoshita.co.jp/
 
コ,230414,有限会社コモダ電設
〒441-8113,愛知県豊橋市⻄幸町字笠松１５９番地の６
2025-07-12
 
コ,128377,株式会社コモテクノス
〒273-0002,千葉県船橋市東船橋４−２４−１５
2025-11-12
http://www.como-co.jp/
 
コ,224715,株式会社⼩森⼯務店
〒070-8071,北海道旭川市台場⼀条６丁⽬４番７号
2025-04-01
http://www.komori-home.co.jp
 
コ,226223,⼩森商事株式会社
〒914-0061,福井県敦賀市蓬莱町８番６号
2025-12-01
http://www.komorishoji.co.jp/
 
コ,112594,有限会社⼩森治具
〒920-0377,⾦沢市打⽊町東３１５−１
2024-05-26
 
コ,105555,⼩森電機株式会社
〒101-0035,東京都千代⽥区神⽥紺屋町７
2026-01-11
http://www.komorigroup.co.jp
 
コ,112713,⼩森電機株式会社
〒101-0035,東京都千代⽥区神⽥紺屋町７
2024-08-30
https://www.komorigroup.co.jp
 
コ,120872,⼩森電機株式会社
〒101-0035,東京都千代⽥区神⽥紺屋町７ 神⽥システムビル２階
2024-02-17
https://www.komorigroup.co.jp
 
コ,122640,株式会社⼩諸プラスチック
〒384-0027,⻑野県⼩諸市六供２−６−９
2025-12-12
http://www.komco.com
 
コ,100929,株式会社⼩諸村⽥製作所



〒384-8511,⻑野県⼩諸市柏⽊１９０
2023-11-16
https://corporate.murata.com/ja-jp/group/komoromurata
 
コ,100402,株式会社コモンイースト
〒252-0212,神奈川県相模原市中央区宮下３−２−１９
2025-10-18
http://www.common-east.com
 
コ,218991,⼩保エンジニアリング株式会社
〒223-0052,神奈川県横浜市港北区綱島東６−６−２
2024-01-26
 
コ,112537,株式会社⼩⼭
〒169-0073,東京都新宿区百⼈町２−５−２
2024-02-19
https://www.koyamas.co.jp/
 
コ,122644,株式会社コヤマ
〒198-0036,東京都⻘梅市河辺町１−９０１
2026-04-26
http://www.coyama.co.jp/
 
コ,224118,株式会社ＫＯＹＡＭＡ
〒120-0044,東京都⾜⽴区千住緑町１ー１５ー１
2025-02-01
http://www.koyama-inc.jp
 
コ,217032,株式会社⼩⼭⾦属
〒332-0017,埼⽟県川⼝市栄町３−１０−３みどりビルディング５−Ｃ
2025-09-03
https://koyama-kinzoku.biz/
 
コ,214772,⼩⼭⾦属⼯業株式会社
〒950-1456,新潟県新潟市南区茨曽根１８６５
2026-06-13
 
コ,129045,株式会社コヤマケミカル
〒458-0801,名古屋市緑区鳴海町字杜若１２０−１
2023-08-04
https://www.surface.co.jp
 
コ,227041,株式会社⼩⼭建⼯
〒943-0506,新潟県上越市清⾥区菅原１１１番地
2023-09-01
 
コ,112656,株式会社⼩⼭⼯業所
〒252-1108,神奈川県綾瀬市深⾕上８−１９−２３
2023-09-28
 
コ,122517,⼩⼭鋼材株式会社
〒550-0012,⼤阪市⻄区⽴売堀２−１−１４
2025-02-13
http://www.koyamasteel.co.jp
 



コ,112563,株式会社⼩⼭紙器
〒567-0059,⼤阪府茨⽊市清⽔１−３−３５
2025-02-09
http://www.koyama-g.co.jp
 
コ,105772,有限会社⼩⼭商会
〒671-1561,兵庫県揖保郡太⼦町鵤３００ ㈱東芝デバイス＆ストレージ姫路半導体⼯場内
2025-12-03
 
コ,127782,有限会社⼩⼭精機
〒143-0013,東京都⼤⽥区⼤森南２−５−３
2025-03-06
 
コ,128895,有限会社⼩⼭製作所
〒596-0808,⼤阪府岸和⽥市三⽥町９０６−３
2026-03-25
 
コ,228022,⼩⼭造園株式会社
〒581-0039,⼤阪府⼋尾市太⽥新町５丁⽬１５番地
2024-05-08
 
コ,231937,⼩⼭断熱 ⼩⼭勝（その他）
〒254-0002,神奈川県平塚市横内３６１２ー７
2026-04-25
 
コ,129204,株式会社⼩⼭鋳⼯所
〒332-0016,埼⽟県川⼝市幸町２−９−３４
2023-12-18
http://www.koyama-casting.co.jp/
 
コ,225197,株式会社⼩⾕松⼯務店
〒319-1418,茨城県⽇⽴市砂沢町７５８ー１７
2025-05-01
 
コ,217210,株式会社⼩⼭電気
〒244-0002,神奈川県横浜市⼾塚区⽮部町１３５番地８１
2025-10-15
https://k-office.wixsite.com/koyamadenki
 
コ,218871,有限会社古⼭電気⼯事
〒321-0201,栃⽊県下都賀郡壬⽣町⼤字安塚１１６８−８
2024-01-05
 
コ,106099,⼩⼭塗料株式会社
〒210-0838,神奈川県川崎市川崎区境町１４−３
2023-12-01
http://www.koyama-t.jp
 
コ,211473,有限会社コラム
〒729-0142,広島県尾道市⻄藤町１５８３−１
2025-12-13
https://column1955-51.com/
 
コ,225748,株式会社コルテック
〒276-0037,千葉県⼋千代市⾼津東２丁⽬５番地２８



2025-07-01
https://www.coltec.jp/
 
コ,210491,有限会社是枝⼯業
〒206-0811,東京都稲城市押⽴６４８ー８
2024-08-19
 
コ,501968,株式会社コロナ
〒955-8510,新潟県三条市東新保７−７
2025-12-02
https://www.corona.co.jp
 
コ,105841,コロナ技研⼯業株式会社
〒271-0092,千葉県松⼾市松⼾２０３３−１１
2026-02-10
http://coronagiken.co.jp
 
コ,227103,コロナ⼯業株式会社
〒420-0816,静岡県静岡市葵区沓⾕６丁⽬１１ー１
2023-10-01
http://www.corona-interior.co.jp
 
コ,100063,コロナ電気株式会社
〒312-0052,茨城県ひたちなか市東⽯川３５１７
2025-07-23
http://www.corona-el.co.jp/
 
コ,126379,コロン株式会社
〒183-0022,東京都府中市宮⻄町２−１６−１
2023-12-15
https://www.colon.co.jp
 
コ,218767,⼩若建設株式会社
〒314-0144,茨城県神栖市⼤野原１丁⽬５ー２６
2023-12-15
 
コ,214369,株式会社今軌道
〒299-1163,千葉県君津市杢師４丁⽬７番８号
2025-09-13
https://konkido.com/
 
コ,219885,有限会社コンクリートカッティング
〒007-0894,北海道札幌市東区中沼⻄四条１丁⽬４ー５
2024-06-22
 
コ,213768,コンクリートコーリング株式会社
〒739-1752,広島県広島市安佐北区上深川町字久保⽥９２０ー２
2024-07-21
 
コ,213929,コンクリートコーリング株式会社
〒534-0001,⼤阪府⼤阪市都島区⽑⾺町５丁⽬１５番２４号
2024-12-15
https://www.coring-osaka.co.jp/
 
コ,224346,コンクリートコーリング株式会社



〒177-0054,東京都練⾺区⽴野町１６ー１２
2025-03-01
http://www.concrete-coring.co.jp
 
コ,215767,株式会社コンクリートサポートセンター
〒814-0165,福岡県福岡市早良区次郎丸６丁⽬１３ー２４
2024-11-20
 
コ,213837,有限会社コンクリートソーイング
〒497-0005,愛知県あま市七宝町伊福新家⻄１２５番地１
2024-09-15
http://www.concrete-sawing.co.jp
 
コ,231821,有限会社コンクリート・フリーウォール
〒921-8842,⽯川県野々市市徳⽤⼀丁⽬４番地
2026-03-28
http://cfw-office.com/
 
コ,106827,株式会社コングレ・グローバルコミュニケーションズ
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋３−１０−５ オンワードパークビルディング５Ｆ
2025-12-20
https://www.congre-gc.co.jp/
 
コ,214164,株式会社コングロプランニング
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊⼆丁⽬２３番１
2025-04-26
 
コ,226246,株式会社コンケン
〒702-8026,岡⼭県岡⼭市南区浦安本町１３３番地２
2025-12-01
https://konken.jp/
 
コ,220197,今建業株式会社
〒134-0083,東京都江⼾川区中葛⻄１−３５−８
2024-08-31
https://www.ki-konkengyou.jp
 
コ,122525,⾦剛株式会社
〒860-8508,熊本市⻄区上熊本３−８−１
2024-12-01
https://www.kongo-corp.co.jp/
 
コ,215677,株式会社⾦剛組
〒543-0051,⼤阪府⼤阪市天王寺区四天王寺１丁⽬１４番２９号
2024-10-23
https://www.kongogumi.co.jp/
 
コ,215930,⾦剛建設株式会社
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町３丁⽬１２番６号
2022-01-22
 
コ,122687,株式会社⾦剛コルメット製作所
〒235-0017,横浜市磯⼦区新磯⼦町６−７
2026-03-29
http://www.colmet.co.jp/wp2/



 
コ,222649,⾦剛産業株式会社
〒104-6233,東京都中央区晴海⼀丁⽬８番１２号
2024-02-01
http://www.kongo.net
 
コ,219252,株式会社⾦剛設備⼯業
〒866-0883,熊本県⼋代市松江町４７３番地５
2024-03-09
 
コ,122654,⾦剛鋲螺株式会社
〒577-0016,⼤阪府東⼤阪市⻑⽥⻄３−５−１
2026-04-26
http://www.kongobyora.co.jp
 
コ,124521,⾦剛薬品株式会社
〒930-0834,富⼭県富⼭市問屋町１−８−７
2025-09-27
http://www.kongo.co.jp
 
コ,217883,コンサイト株式会社
〒160-0015,東京都新宿区⼤京町１０番地１０−１Ｆ
2023-07-07
 
コ,231918,コンサルス機電⼯業株式会社
〒130-0011,東京都墨⽥区⽯原⼀丁⽬３２番７号
2026-04-18
 
コ,215662,コンサルネット株式会社
〒169-0073,東京都新宿区百⼈町１丁⽬２３−１０
2024-10-16
https://www.consulnet.jp/
 
コ,223752,⾦神鋼業株式会社
〒500-8285,岐⾩県岐⾩市南鶉５ー４ー４
2024-11-01
 
コ,211453,コンステクノ株式会社
〒465-0072,愛知県名古屋市名東区牧の原三丁⽬１００２番地
2025-11-25
 
コ,224422,株式会社コンステック
〒540-0031,⼤阪府⼤阪市中央区北浜東４番３３号
2025-04-01
https://www.constec.co.jp/
 
コ,222222,株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム
〒105-0004,東京都港区新橋２丁⽬６番２号
2026-07-01
https://www.construction-ec.com/
 
コ,232040,株式会社コンストラクションサポート
〒070-0010,北海道旭川市⼤雪通⼋丁⽬５０８番地
2026-05-23
https://consport.co.jp/company



 
コ,215981,株式会社コンセック
〒733-0833,広島県広島市⻄区商⼯センター四丁⽬６番８号
2025-01-29
http://www.consec.co.jp/
 
コ,230703,株式会社コンセル
〒731-0103,広島県広島市安佐南区緑井六丁⽬７番７号
2025-08-09
https://concele.co.jp
 
コ,213559,株式会社コンソウ
〒279-0011,千葉県浦安市美浜４ー７ー２
2024-01-20
 
コ,129566,近忠⼯業株式会社
〒955-0814,新潟県三条市⾦⼦新⽥丙５５７−５
2024-10-05
http://koncyu-kogyo.com
 
コ,217597,株式会社コンテック
〒108-0014,東京都港区芝５ー３３ー１
2026-02-18
https://www.con-tec.co.jp/
 
コ,219439,株式会社コンテック
〒103-0007,東京都中央区⽇本橋浜町３−２３−８浜町パークハイツ１０１
2024-03-23
 
コ,502517,株式会社コンテック
〒555-0025,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区姫⾥３−９−３１
2024-12-11
https://www.contec.com
 
コ,212791,コンデックス株式会社
〒101-0045,東京都千代⽥区神⽥鍛冶町３ー８ー６第⼀古川ビル３Ｆ
2025-08-16
http://www.condx.co.jp
 
コ,215418,株式会社コントランス
〒238-0023,神奈川県横須賀市森崎１ー１６ー５
2024-05-29
 
コ,105971,株式会社コントレール
〒733-0001,広島県広島市⻄区⼤芝３−１２−１５
2023-07-13
https://www.contrail-corp.jp/
 
コ,127675,株式会社コントロールジー
〒167-0051,東京都杉並区荻窪５−２０−１０
2025-01-12
http://www.czc.co.jp
 
コ,505322,株式会社コントロールズＪＡＰＡＮ
〒103-0024,東京都中央区⽇本橋⼩⾈町８−６Ｈ１Ｏ⽇本橋⼩⾈町３０６



2025-12-20
http://www.controls.co.jp
 
コ,221668,株式会社コンドー⼯業
〒470-0162,愛知県愛知郡東郷町⼤字春⽊字⻄前５９６７ー２
2022-05-01
http://kondo-kougyou.com/
 
コ,128817,コンドーセイコー株式会社
〒480-1321,愛知県⻑久⼿市神明１
2026-02-27
 
コ,214445,コンドーテック株式会社
〒550-0024,⼤阪府⼤阪市⻄区境川⼆丁⽬２番９０号
2025-10-24
https://www.kondotec.co.jp/
 
コ,112746,近藤⾦属⼯業株式会社
〒453-0013,愛知県名古屋市中村区⻲島２−２７−１９
2024-07-28
http://www.kon-kin.co.jp/
 
コ,223253,近藤⾦属⼯業株式会社
〒812-0881,福岡県福岡市博多区井相⽥１ー７ー２
2024-06-01
http://www.konkin.co.jp
 
コ,222770,株式会社近藤組
〒448-8622,愛知県刈⾕市⼀⾥⼭町伐払１２３
2024-03-01
http://www.kondo.co.jp
 
コ,212909,株式会社近藤建設
〒571-0052,⼤阪府⾨真市⽉出町２６番８号
2025-11-06
http://www.kondokensetsu.co.jp
 
コ,217953,株式会社近藤興業
〒799-0704,愛媛県四国中央市⼟居町津根３５６２
2023-07-14
 
コ,223697,近藤⼯業株式会社
〒473-0921,愛知県豊⽥市⾼丘新町天王１１番地
2024-11-01
http://www.kogyo.kondo.co.jp
 
コ,211724,近藤⼯芸有限会社
〒453-0839,愛知県名古屋市中村区⻑筬町３−４４
2023-06-23
 
コ,112702,近藤鋼材株式会社
〒410-0058,静岡県沼津市沼北町２−２−１６
2024-03-09
http://www.kondo-kouzai.co.jp
 



コ,226860,株式会社今藤⼯務店
〒520-0011,滋賀県⼤津市南志賀４ー１５ー３８
2026-07-01
http://www.kondo-net.jp/
 
コ,112785,近藤産興株式会社
〒457-8535,名古屋市南区浜⽥町１−１０
2024-03-09
http://www.nandemo.co.jp
 
コ,126400,株式会社近藤七郎商店
〒131-0041,東京都墨⽥区⼋広３−２０−５
2023-12-20
http://www.kon7.com/
 
コ,215034,株式会社近藤商会
〒080-2459,北海道帯広市⻄１９条北１丁⽬５番地１２
2023-10-10
 
コ,221811,株式会社近藤商会
〒041-0824,北海道函館市⻄桔梗町５８９番地
2025-07-01
http://www.kond.co.jp
 
コ,229212,株式会社近藤商会
〒554-0014,⼤阪府⼤阪市此花区四貫島２丁⽬５番６号
2022-07-26
 
コ,226494,近藤商事株式会社
〒744-0077,⼭⼝県下松市中島町⼆丁⽬１番４５号
2026-03-01
http://www.kondou-shoji.co.jp
 
コ,220032,株式会社近藤設備
〒029-5615,岩⼿県和賀郡⻄和賀町沢内字猿橋３３−５０
2024-07-13
https://www.konsetu-iwate.com/
 
コ,211675,有限会社近藤測量設計
〒470-0152,愛知県愛知郡東郷町北⼭台２丁⽬１７番地の１
2026-06-02
http://www.fan.hi-ho.ne.jp/nbr-k
 
コ,212948,近藤鉄筋株式会社
〒474-0001,愛知県⼤府市北崎町島原５７ー１
2025-12-04
http://kondou-tek.co.jp/
 
コ,219287,有限会社近藤鉄筋⼯業所
〒793-0030,愛媛県⻄条市⼤町２５５−１
2024-03-09
 
コ,122550,株式会社近藤鉄⼯所
〒210-0866,川崎市川崎区⽔江町６−１４
2024-11-20



 
コ,106732,近藤電⼦株式会社
〒571-0002,⼤阪府⾨真市岸和⽥４−８−１４
2025-07-14
http://www.kondo-ele.jp/
 
コ,230886,有限会社近藤電設
〒290-0038,千葉県市原市五井⻄四丁⽬２１番地７
2025-09-20
 
コ,221734,近藤與助⼯業株式会社
〒955-0061,新潟県三条市林町２丁⽬９番２６号
2025-06-01
https://www.kondouyosuke.co.jp/
 
コ,215980,株式会社今埜建⼯
〒980-0001,宮城県仙台市⻘葉区中江２丁⽬１番２号ＳＴＫビル
2025-01-29
 
コ,101947,株式会社今野⼯業所
〒018-0402,秋⽥県にかほ市平沢字新町１１４
2024-11-22
http://www.kk-corp.co.jp/
 
コ,211506,株式会社紺野⼯務店
〒285-0845,千葉県佐倉市⻄志津８丁⽬１０番２０号
2026-01-12
http://www.konno-koumuten.co.jp/
 
コ,112582,コンノ護謨株式会社
〒141-0021,東京都品川区上⼤崎３−４−１０
2024-01-10
http://www.konnogum.co.jp/
 
コ,102858,株式会社今野紙⼯
〒990-0037,⼭形県⼭形市⼋⽇町２−１−２０
2025-10-28
http://www.konnoshikou.com/
 
コ,129569,株式会社今野商店
〒998-0875,⼭形県酒⽥市東町２−２−２０
2024-10-08
 
コ,505473,コンビウィズ株式会社
〒111-0041,東京都台東区元浅草２−６−７
2023-10-15
https://www.combiwith.co.jp/
 
コ,211884,コンビ屋建硝株式会社
〒569-0093,⼤阪府⾼槻市萩之庄３丁⽬３−１
2020-10-27
 
コ,104012,コンピュータ・レスキュー株式会社
〒112-0004,東京都⽂京区後楽２−２−１０ 松屋ビル５階
2024-10-05



http://www.computer-rescuer.com/
 
コ,103774,コンピューターサイエンス株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥２−１２−１９ 五反⽥ＮＮビル１３Ｆ
2024-04-06
http://www.cscnet.co.jp/
 
コ,503045,コンピューターシステム株式会社
〒790-0001,愛媛県松⼭市⼀番町３−２−１１ 松⼭第⼀⽣命ビル８Ｆ
2024-01-21
https://www.jcsc.co.jp
 
コ,504866,コンピューターマネージメント株式会社
〒552-0007,⼤阪府⼤阪市港区弁天⼀丁⽬２番１号
2023-08-22
https://www.cmknet.co.jp/
 
コ,128766,株式会社コンピュータウイング
〒541-0048,⼤阪市中央区⽡町４−３−７
2026-02-12
https://www.cwg.co.jp
 
コ,501821,株式会社コンピュータ技研
〒541-0044,⼤阪府⼤阪市中央区伏⾒町四丁⽬４番１０号 新伏⾒町ビル
2025-05-31
https://www.kkctl.co.jp/
 
コ,112573,株式会社コンピュータネットワーク
〒164-0003,東京都中野区東中野３−２０−１０
2025-02-23
https://www.cnt.co.jp
 
コ,505563,株式会社コンピュータプラネックス
〒171-0014,東京都豊島区池袋⼆丁⽬４０番１２号 ⻄池袋第⼀⽣命ビルディング４階
2024-03-17
http://computerplanex.co.jp/index.html
 
コ,105204,株式会社コンピュータマインド
〒400-0064,⼭梨県甲府市下飯⽥１−１０−８
2024-08-03
http://www.compmind.co.jp
 
コ,100143,コンピュートロン株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町４−８−１４ 東京建物第３室町ビル
2025-08-04
http://www.computron.co.jp/
 
コ,210518,コンフォート株式会社
〒100-6815,東京都千代⽥区⼤⼿町⼀丁⽬３番１号
2024-09-02
http://www.comforthousing.co.jp
 
コ,219943,株式会社コンフォート
〒231-0047,神奈川県横浜市中区⽻⾐町３丁⽬５５番１号ＶＯＲＴ横浜関内ビル９階
2024-06-29



 
コ,211384,コンフォームウチダ株式会社
〒422-8036,静岡県静岡市駿河区敷地２−５−３０
2025-10-07
http://cfu.co.jp/
 
コ,210253,株式会社コンペア・Ｍ
〒175-0045,東京都板橋区⻄台４−１−８
2024-03-30
http://cs-work.jp/
 
コ,219455,コンボルト・ジャパン株式会社
〒904-2311,沖縄県うるま市勝連南⾵原５１９２−２１
2024-03-23
http://convault.jp/
 
コ,504726,株式会社コンポーネントソース
〒102-0093,東京都千代⽥区平河町１−１−８ 麹町市原ビル ７Ｆ
2026-06-28
www.componentsource.co.jp
 
コ,212073,株式会社コンヤス
〒113-0022,東京都⽂京区千駄⽊４−２４−７
2024-03-05
 
ゴ,231845,株式会社ゴーイングウェル
〒154-0014,東京都世⽥⾕区新町三丁⽬２３番１号
2026-04-04
 
ゴ,100322,株式会社ゴークラ
〒799-0401,愛媛県四国中央市村松町８８７
2025-09-21
http://www.gokura.co.jp/
 
ゴ,121328,株式会社ゴーセン
〒541-0048,⼤阪市中央区⽡町３−３−１０ ニッケ⼤阪ビル４Ｆ
2024-03-31
http://www.gosen.jp
 
ゴ,112621,株式会社ゴードー
〒103-0021,東京都中央区⽇本橋本⽯町４−６−７ ⽇本橋⽇銀通りビル
2023-08-19
http://www.c-godo.co.jp
 
ゴ,102977,ゴードービジネスマシン株式会社
〒870-0952,⼤分県⼤分市下郡北１−２−１２
2026-01-28
http://www.godobm.net
 
ゴ,100731,株式会社ゴーナイエレック
〒958-0052,新潟県村上市⼋⽇市１０−１０
2026-04-28
http://www.gonaielec.co.jp
 
ゴ,128002,ゴーメック株式会社



〒849-0305,佐賀県⼩城市⽜津町上砥川三本柳１５４４
2024-12-11
 
ゴ,122630,株式会社ゴール
〒532-0032,⼤阪市淀川区三津屋北２−１６−６
2025-12-10
http://www.goal-lock.com
 
ゴ,103838,ゴール・システム・コンサルティング株式会社
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町２−１−８ ⽵橋ビル５Ｆ
2024-05-14
http://www.goal-consulting.com/
 
ゴ,219208,株式会社ゴールデンキ
〒861-5261,熊本県熊本市南区無⽥⼝町１７２７−１
2024-03-02
 
ゴ,127341,株式会社ゴールドウイン
〒150-8517,東京都渋⾕区松涛２−２０−６
2024-08-23
http://www.goldwin.co.jp/
 
ゴ,112680,ゴールド⼯業株式会社
〒581-0851,⼤阪府⼋尾市上尾町４−１１−１５
2025-10-05
http://www.gold-ind.co.jp
 
ゴ,217626,ゴールドマン株式会社
〒222-0037,神奈川県横浜市港北区⼤倉⼭六丁⽬３６番３ー６０２号
2026-03-03
https://www.goldmanexa.com
 
ゴ,106548,Ｇｏｅｒｔｅｋ Ｓｅｉｋｉ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ株式会社
〒550-0011,⼤阪市⻄区阿波座１−３−１５ 関電不動産⻄本町ビル４Ｆ
2025-01-28
http://goertek-st.com/
 
ゴ,112644,五井化成株式会社
〒290-0045,千葉県市原市五井南海岸１４
2023-06-15
 
ゴ,105908,五位堂⼯業株式会社
〒639-0226,奈良県⾹芝市五位堂４−３５５−１
2026-04-20
https://www.goidou.jp
 
ゴ,112735,郷インテックス株式会社
〒525-0072,滋賀県草津市笠⼭５−３−１９
2024-03-06
https://gohintex.jp/
 
ゴ,222181,株式会社剛建
〒166-0004,東京都杉並区阿佐⾕南１丁⽬８番５号
2026-05-01
https://www.go-ken.co.jp/



 
ゴ,215364,有限会社剛建⼯業
〒399-8204,⻑野県安曇野市豊科⾼家５７７８ー１
2024-04-23
http://goken-1.jp
 
ゴ,217842,株式会社剛建社
〒241-0024,神奈川県横浜市旭区本村町９４−３エスポワール開成Ⅱ−１０１
2023-06-30
https://www.gokensha.co.jp/
 
ゴ,224355,株式会社剛⼯業
〒417-0841,静岡県富⼠市富⼠岡６０６ー１
2025-03-01
 
ゴ,220035,郷古計装サービス 郷古勲（その他）
〒191-0032,東京都⽇野市三沢４丁⽬１０番１７号グランツ⾼幡不動ヒルステージ５０４号室
2024-07-20
 
ゴ,225233,有限会社郷社吹付塗装
〒926-0014,⽯川県七尾市⽮⽥町ホ部２３番地１１
2025-05-01
https://www.gousyahukituketosou.com
 
ゴ,229994,江州技研株式会社
〒111-0052,東京都台東区柳橋２ー１９ー１０第２東商センタービル２号館１Ｆ・２Ｆ
2023-10-14
http://www.goshugiken.co.jp
 
ゴ,102620,郷商事株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀２−１１−２
2024-04-15
http://www.gohshoji.com/
 
ゴ,230285,株式会社剛⽣建設
〒774-0011,徳島県阿南市領家町⼟倉２４番地１
2025-06-28
 
ゴ,219538,株式会社豪誠⼯業
〒571-0016,⼤阪府⾨真市島頭３丁⽬３ー１４
2024-04-06
 
ゴ,126616,合成素材⼯業株式会社
〒143-0016,東京都⼤⽥区⼤森北５−２−５
2024-02-21
 
ゴ,126619,ゴウダ株式会社
〒567-0062,⼤阪府茨⽊市東福井１−１２−１３
2024-02-21
http://www.goda-j.co.jp
 
ゴ,216054,株式会社ゴウダ
〒799-0404,愛媛県四国中央市三島宮川２丁⽬４番１３号
2025-02-19
 



ゴ,223728,株式会社合⽥⼯務店
〒760-0018,⾹川県⾼松市天神前９番５号
2024-11-01
https://www.godaweb.com/
 
ゴ,222618,合⽥産業株式会社
〒734-0004,広島県広島市南区宇品神⽥１ー２ー１５
2024-01-01
http://www.goda-sangyo.co.jp/
 
ゴ,154043,合鐵産業株式会社
〒530-0004,⼤阪府⼤阪市北区堂島浜２−２−２８ 堂島アクシスビル１３階
2024-11-01
 
ゴ,219995,株式会社合同アーバス
〒538-0043,⼤阪府⼤阪市鶴⾒区今津南２丁⽬６番２０号
2024-07-06
 
ゴ,219023,株式会社合同建設
〒510-1326,三重県三重郡菰野町⼤字杉⾕１９３４番地の１６
2024-02-02
 
ゴ,150046,合同製鐵株式会社
〒530-0004,⼤阪府⼤阪市北区堂島浜２−２−８ 東洋紡ビル８階
2024-07-12
 
ゴ,224496,株式会社合同電気
〒945-0307,新潟県刈⽻郡刈⽻村⼤字刈⽻３７１７ー２
2025-04-01
 
ゴ,505077,合同電気⼯事株式会社
〒252-0236,神奈川県相模原市中央区富⼠⾒６−１５−１０
2024-06-11
http://godenko.co.jp/
 
ゴ,112697,合同容器株式会社
〒061-1492,北海道恵庭市北柏⽊町３−３９
2026-06-01
http://www.godoyoki.co.jp
 
ゴ,103172,互栄電気株式会社
〒170-0004,東京都豊島区北⼤塚２−９−７
2026-05-01
 
ゴ,215501,五栄⼟⽊株式会社
〒135-0063,東京都江東区有明３ー７ー２６
2024-07-24
http://www.goeidoboku.co.jp/
 
ゴ,120712,互応化学⼯業株式会社
〒611-0043,京都府宇治市伊勢⽥町井尻５８
2023-12-13
http://www.goo-chem.co.jp
 
ゴ,218760,株式会社五霞建設



〒306-0305,茨城県猿島郡五霞町⼤字冬⽊７３０ー１
2023-12-15
http://www.gokaken.com
 
ゴ,112549,五花⼯業株式会社
〒221-0862,神奈川県横浜市神奈川区三枚町⻄ノ脇６４−６
2024-07-02
 
ゴ,103969,株式会社ゴク・デン
〒812-0892,福岡県福岡市博多区東那珂２−１９−３９
2024-09-17
 
ゴ,228668,互恵建設株式会社
〒169-0074,東京都新宿区北新宿４丁⽬２５番１３号
2024-11-16
 
ゴ,122659,互恵産業株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋５−７−１２
2023-06-04
http://www.gokei.co.jp
 
ゴ,212545,五建⼯業株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１丁⽬１６番３号
2025-06-01
https://www.goken.co.jp
 
ゴ,221253,株式会社互建防⽔⼯業
〒080-0020,北海道帯広市⻄１０条南１１丁⽬２番地６
2025-03-01
 
ゴ,112794,株式会社互光
〒173-0024,東京都板橋区⼤⼭⾦井町３４−１２
2024-06-14
http://www.kk-goko.co.jp/
 
ゴ,231058,株式会社互光
〒230-0051,神奈川県横浜市鶴⾒区鶴⾒中央四丁⽬３８番１９号
2025-10-11
https://www.goko-company.com/
 
ゴ,211584,株式会社五晃組
〒571-0005,⼤阪府⾨真市南野⼝町２３番１７号
2026-03-15
 
ゴ,210147,五光⼯業株式会社
〒849-0204,佐賀県佐賀市久保⽥町⼤字久保⽥１６１１番地３
2024-01-21
 
ゴ,210660,五幸⼯業株式会社
〒468-0002,愛知県名古屋市天⽩区焼⼭２丁⽬５２０三旺マンション天⽩ １０６
2024-10-30
https://goko-kogyo.jp/
 
ゴ,228461,株式会社五光⼯務店
〒532-0003,⼤阪府⼤阪市淀川区宮原５丁⽬７番２号



2024-09-13
 
ゴ,106549,株式会社五⼯社
〒142-0051,東京都品川区平塚２−１６−１１
2025-01-31
 
ゴ,112732,株式会社五光社
〒205-0023,東京都⽻村市神明台３−３３−１０
2024-03-10
http://www.gokosha.co.jp/
 
ゴ,106965,五幸商事株式会社
〒105-0014,東京都港区芝２−１−２４
2026-05-18
https://www.gokohshoji.co.jp/
 
ゴ,122579,五興商事株式会社
〒541-0058,⼤阪市中央区南久宝寺町３−１−８
2025-05-21
http://www.gokoh.co.jp
 
ゴ,122650,五光精機株式会社
〒598-0071,⼤阪府泉佐野市鶴原２０８
2025-12-14
https://www.gokoseiki.co.jp/
 
ゴ,100868,株式会社呉光製作所
〒328-0031,栃⽊県栃⽊市⽇ノ出町１１−１７
2023-09-12
http://www.goko-ss.jp/
 
ゴ,503782,株式会社 五光製作所
〒152-8571,東京都⽬黒区中根２−９−５
2026-05-09
http://www.go-ko.co.jp
 
ゴ,230934,株式会社五興設備
〒160-0022,東京都新宿区新宿六丁⽬６番１号
2025-09-27
http://www.gokousetsubi.co.jp/
 
ゴ,211511,有限会社互光電気
〒232-0071,神奈川県横浜市南区永⽥北１丁⽬８番８号
2026-01-13
https://www.gokoh-net.co.jp/
 
ゴ,229261,五興電気株式会社
〒116-0014,東京都荒川区東⽇暮⾥５ー３２ー１０
2025-08-30
http://www.gokou-e.jp/
 
ゴ,226130,五光電機⼯業株式会社
〒110-0005,東京都台東区上野三丁⽬５番２号
2025-11-01
http://www.gokou.co.jp



 
ゴ,210933,五光電⼯株式会社
〒400-0034,⼭梨県甲府市宝１丁⽬３６番１号
2025-02-23
 
ゴ,220899,株式会社五幸電設
〒453-0866,愛知県名古屋市中村区横井⼀丁⽬１２７番地
2025-03-22
http://www.gokou-d.co.jp
 
ゴ,112749,五光発條株式会社
〒246-0008,横浜市瀬⾕区五貫⽬町２５−１６
2024-06-26
http://www.goko-spring.co.jp/
 
ゴ,102208,五光⼭彦株式会社
〒510-0057,三重県四⽇市市昌栄町４−５
2025-01-24
 
ゴ,112613,五合化学株式会社
〒352-0012,埼⽟県新座市畑中１−１５−６４
2023-10-25
 
ゴ,221667,五嶋電気⼯業株式会社
〒540-0012,⼤阪府⼤阪市中央区⾕町４丁⽬４番１７ー４０１号
2025-05-01
_
 
ゴ,231775,五松商事株式会社
〒461-0040,愛知県名古屋市東区⽮⽥⼀丁⽬１６番１０号
2026-03-14
http://www.goshou.co.jp
 
ゴ,112727,株式会社互省製作所
〒222-0001,神奈川県横浜市港北区樽町３−８−１
2024-03-23
http://www.gosho-jp.com
 
ゴ,220841,株式会社互信⼯業
〒520-0846,滋賀県⼤津市富⼠⾒台１５番４５号
2025-03-15
 
ゴ,112605,株式会社五事
〒300-1312,茨城県稲敷郡河内町⻑竿３２８３−１
2025-10-06
http://www.goji.co.jp
 
ゴ,227611,五城建設株式会社
〒444-2121,愛知県岡崎市鴨⽥町字広元１１９番地１
2024-03-09
 
ゴ,225779,株式会社五成建業
〒154-0011,東京都世⽥⾕区上⾺４ー１３ー１９
2025-07-01
 



ゴ,229870,株式会社ゴセケン
〒639-2277,奈良県御所市⼤字室１１９３番地の１
2026-07-28
http://www.goseken.co.jp/
 
ゴ,121463,御前⼭精密株式会社
〒311-4613,茨城県常陸⼤宮市⻑倉１１３９
2024-04-25
http://www.gsk.ecweb.jp/
 
ゴ,106608,株式会社五⼤
〒490-1211,愛知県あま市篠⽥⼋原２８
2025-03-16
 
ゴ,218198,株式会社五⼤
〒979-0605,福島県双葉郡楢葉町⼤字⼤⾕字仲平５７番地１
2023-08-11
 
ゴ,231841,株式会社伍代
〒002-8036,北海道札幌市北区⻄茨⼾六条⼀丁⽬８番１４号
2026-03-28
 
ゴ,220836,伍台⼯業株式会社
〒733-0873,広島県広島市⻄区古江新町８番１５号
2025-03-15
 
ゴ,218093,互⼤設備⼯業株式会社
〒010-0822,秋⽥県秋⽥市添川字境内川原２２８番２７
2023-08-04
 
ゴ,210753,後町建設⼯業株式会社
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊３丁⽬１６番１号
2024-12-08
https://www.gocho.co.jp/
 
ゴ,112825,株式会社ゴトー
〒442-0018,愛知県豊川市⽩雲町３−１１
2024-10-02
 
ゴ,121729,ゴトー電⼦株式会社
〒610-1121,京都市⻄京区⼤原野上⾥北ノ町９５７−３
2024-05-23
 
ゴ,112531,後藤化学株式会社
〒510-0068,三重県四⽇市市三栄町２−１５
2024-08-29
http://www.gtchem.co.jp/
 
ゴ,215243,株式会社後藤建設
〒869-0407,熊本県宇⼟市松原町２８１ー１３
2024-02-20
 
ゴ,231406,有限会社後藤建設
〒471-0002,愛知県豊⽥市⽮並町法沢７０２番地４
2025-12-06



 
ゴ,219305,有限会社後藤興業
〒861-1205,熊本県菊池市泗⽔町福本９３３ー５
2024-03-16
 
ゴ,502587,後藤⼯業株式会社
〒450-0002,愛知県名古屋市中村区名駅三丁⽬１７番３４号
2025-03-27
http://www.goto-group.co.jp
 
ゴ,102644,有限会社後藤⼯業所
〒990-2161,⼭形県⼭形市⼤字漆⼭２９２４
2025-07-01
 
ゴ,230748,有限会社後藤⼯務店
〒104-0033,東京都中央区新川⼆丁⽬１４番４号
2025-08-23
 
ゴ,212601,株式会社後藤住建産業
〒879-5506,⼤分県由布市挾間町挾間３５８番地２
2025-05-01
http://www.goto-juken.com
 
ゴ,126582,株式会社後藤精機
〒226-0027,横浜市緑区⻑津⽥６−１１−２０
2024-02-13
http://www.gotoseiki.com
 
ゴ,122600,後藤精⼯株式会社
〒338-0014,埼⽟県さいたま市中央区上峰３−１１−１
2025-11-22
http://www.gotos.co.jp
 
ゴ,122552,株式会社後藤製作所
〒024-0002,岩⼿県北上市北⼯業団地１−１７
2025-02-01
http://group.mmc.co.jp/gotohmfg/
 
ゴ,223984,後藤設備⼯業株式会社
〒761-8013,⾹川県⾼松市⾹⻄東町６４５−１
2025-01-01
http://www.csgsk.co.jp
 
ゴ,101376,後藤総業有限会社
〒744-0033,⼭⼝県下松市⽣野屋南３−５−７
2024-05-28
 
ゴ,215366,株式会社五嶋造園
〒196-0013,東京都昭島市⼤神町２−８−１９
2024-04-23
 
ゴ,213203,後藤鉄筋⼯業有限会社
〒720-2522,広島県福⼭市駅家町⼤字服部永⾕８２６番地６
2026-04-22
 



ゴ,230118,株式会社後藤鉄建
〒223-0061,神奈川県横浜市港北区⽇吉六丁⽬５番６号
2025-05-24
http://gotoutekken.com/
 
ゴ,229594,五藤鉄⼯株式会社
〒571-0017,⼤阪府⾨真市四宮３丁⽬１番３６号
2026-03-19
 
ゴ,105907,株式会社後藤鉄⼯所
〒955-0163,新潟県三条市島潟１２７−１
2026-04-20
http://www.goto-tec.co.jp
 
ゴ,218912,株式会社後藤電気⼯事
〒354-0034,埼⽟県富⼠⾒市上沢２丁⽬１１番４１号
2024-01-12
 
ゴ,125172,後藤電材株式会社
〒679-2122,姫路市豊富町御蔭字堤ノ下１１９４
2026-02-02
 
ゴ,129560,後藤電⼦株式会社
〒991-0063,⼭形県寒河江市柴橋字台下７３４−１
2024-09-18
https://www.goto-denshi.co.jp
 
ゴ,230479,株式会社ゴトウ電設
〒839-0261,福岡県柳川市⼤和町⽫垣開２５０１番地
2025-07-19
https://gotou-densetsu.co.jp/
 
ゴ,222282,株式会社後藤塗装
〒502-0813,岐⾩県岐⾩市福光東３ー４ー１０
2023-10-01
 
ゴ,101157,株式会社ゴトウネジ
〒340-0811,埼⽟県⼋潮市２−４７０
2024-03-12
 
ゴ,212932,後藤⽊材株式会社
〒500-8447,岐⾩県岐⾩市⼤倉町１２
2025-11-27
http://www.houscrum.co.jp
 
ゴ,129609,株式会社後藤ライト⼯業所
〒210-0854,神奈川県川崎市川崎区浅野町６−５
2024-11-24
 
ゴ,214366,有限会社五平建設⼯業
〒293-0021,千葉県富津市富津１７４１
2025-09-13
 
ゴ,112511,株式会社五味⼯業
〒393-0075,⻑野県諏訪郡下諏訪町中央通り２４５



2024-08-19
http://kk-gomi.co.jp
 
ゴ,105078,五味渕鋼鉄株式会社
〒224-0044,横浜市都筑区川向町９２２−２６
2024-03-29
 
ゴ,214668,株式会社五明
〒381-0037,⻑野県⻑野市⻄和⽥⼀丁⽬１１番４６号
2026-04-11
http://www.web-gomyo.co.jp/
 
ゴ,213427,五明建設有限会社
〒270-0032,千葉県松⼾市新松⼾北⼀丁⽬１３番地の１
2023-09-16
 
ゴ,122515,ゴムセンター株式会社
〒870-0932,⼤分市東浜１−５−１２
2024-11-29
 
ゴ,112552,ゴムノイナキ株式会社
〒460-8333,名古屋市中区上前津２−８−１
2023-12-18
http://www.inaki.co.jp/
 
ゴ,224751,株式会社五勇組
〒998-0125,⼭形県酒⽥市広野字荒⽥７８ー２
2025-04-01
 
ゴ,231137,五友電制株式会社
〒557-0063,⼤阪府⼤阪市⻄成区南津守五丁⽬１０番９号
2025-10-25
http://goyu-densei.com
 
ゴ,222050,五洋建設株式会社
〒112-8576,東京都⽂京区後楽２ー２ー８
2025-12-01
https://www.penta-ocean.co.jp
 
ゴ,100076,五洋⼯業株式会社
〒259-1302,神奈川県秦野市菩提１７０−５
2025-07-26
http://www.goyou.co.jp/
 
ゴ,216449,五洋⼯業株式会社
〒700-0986,岡⼭県岡⼭市北区新屋敷町１丁⽬６ー２６
2025-05-21
http://www.goyo-kogyo.co.jp
 
ゴ,112756,五洋電気株式会社
〒537-0011,⼤阪市東成区東今⾥３−４−１４
2024-08-03
http://www.goyo-e.co.jp/
 
ゴ,127861,株式会社五洋電⼦



〒010-0201,秋⽥県潟上市天王字鶴沼台４３−２２４
2025-04-18
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/goyo/
 
ゴ,103272,五洋パッケージ株式会社
〒610-0302,京都府綴喜郡井⼿町中川５５
2026-07-08
http://www.goyo-package.co.jp
 
ゴ,112692,五楽信和⼯業株式会社
〒806-0001,北九州市⼋幡⻄区築地町１１−３２
2026-03-15
 
ゴ,113314,五楽信和⼯業株式会社
〒806-0001,北九州市⼋幡⻄区築地町１１−３２
2026-03-08
 
ゴ,216420,呉⿓建設株式会社
〒134-0085,東京都江⼾川区南葛⻄４丁⽬６番３号
2025-05-14
https://www.goryu-k.jp/
 
ゴ,102093,株式会社五輪パッキング
〒358-0054,埼⽟県⼊間市野⽥１８０４−２５
2025-08-18
http://www.gorinpki.co.jp
 
ゴ,220487,五郎丸建設株式会社
〒811-1352,福岡県福岡市南区鶴⽥４丁⽬３７番４号
2024-11-30
 
ゴ,505725,株式会社ゴング
〒810-0022,福岡市中央区薬院１丁⽬６−９ 福岡ニッセイビル５Ｆ
2025-06-21
http://www.gong.co.jp
 
ゴ,100118,権⽥機⼯株式会社
〒366-0810,埼⽟県深⾕市宿根１９
2025-07-30
 
ゴ,127343,権⽥⾦属⼯業株式会社
〒252-0212,神奈川県相模原市中央区宮下１−１−１６
2024-08-24
http://www.gondametal.co.jp/
 
サ,127482,株式会社サーキットデザイン
〒399-8303,⻑野県安曇野市穂⾼７５５７−１
2024-10-27
http://www.circuitdesign.jp
 
サ,124703,株式会社サークル商事
〒078-8272,北海道旭川市⼯業団地２条１−２６４−２１
2025-12-10
http://www.circle-co.com/
 



サ,505787,株式会社サードアイズ
〒190-0022,東京都⽴川市錦町１−８−７ ⽴川錦町ビル４階
2026-03-24
http://www.3rd-eyes.co.jp/
 
サ,104587,株式会社サードプラン
〒446-0002,愛知県安城市橋⽬町新居林１−２４
2025-11-04
 
サ,123438,サーパス⼯業株式会社
〒361-0037,埼⽟県⾏⽥市下忍２２０３
2025-02-04
https://www.surpassindustry.jp
 
サ,218047,株式会社サーフ
〒176-0011,東京都練⾺区豊⽟上２−２−５
2023-07-28
 
サ,106228,株式会社サーフコート
〒124-0006,東京都葛飾区堀切１−１１−１５
2024-05-21
https://www.surfcoat.co.jp/
 
サ,106938,株式会社サーフコミュニケーションズ
〒107-0062,東京都港区南⻘⼭６−１３−４−４０８
2026-04-05
 
サ,216518,Ｓｕｒｆ Ｚｉｏｎ株式会社
〒167-0021,東京都杉並区井草２丁⽬１６番１２号
2025-05-28
http://www.surf-zion.co.jp/
 
サ,228915,株式会社サーブエンジニア
〒115-0054,東京都北区桐ケ丘２丁⽬１１番３８号
2025-03-08
http://www.sarb.co.jp/
 
サ,105714,株式会社サーベイリサーチセンター
〒116-8581,東京都荒川区⻄⽇暮⾥２−４０−１０
2022-10-11
https://www.surece.co.jp/
 
サ,100319,株式会社サーマプレシジョン
〒135-0041,東京都江東区冬⽊１６−１
2025-09-17
http://cerma.co.jp
 
サ,123172,サーマル化⼯株式会社
〒335-0036,埼⽟県⼾⽥市早瀬１−１８−３
2025-03-27
http://www.sa-marukakou.com/
 
サ,106637,サーミット⼯業株式会社
〒661-0001,兵庫県尼崎市塚⼝本町６−１０−８
2025-04-25



https://www.sirmit-gr.co.jp/
 
サ,105592,株式会社サーモテック
〒373-0022,群⾺県太⽥市東⾦井町１２３８
2025-06-17
http://www.thermotech.co.jp/
 
サ,120833,サーラエナジー株式会社
〒440-8531,愛知県豊橋市駅前⼤通１−５５ サーラタワー
2024-02-05
https://www.salaenergy.co.jp/
 
サ,127537,サーンエンジニアリング株式会社
〒550-0013,⼤阪府⼤阪市⻄区新町１−１６−１ ⼤陽⽇酸新町ビル４Ｆ
2025-06-13
 
サ,123797,サーヴァンツインターナショナル株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿６−２０−７ コンシェリア⻄新宿タワーズウエスト４Ｆ
2025-04-14
http://www.servants.co.jp/
 
サ,103736,株式会社際
〒640-8337,和歌⼭県和歌⼭市⽑⾰屋丁２５
2024-03-26
http://www.sai-sk.co.jp
 
サ,154002,サイアム・ユナイテッドスチール株式会社
〒103-0025,タイ国 バンコク
2025-01-21
 
サ,229956,有限会社⻄院建⼯
〒616-8084,京都府京都市右京区太秦安井⼀町⽥町９番地２
2023-09-18
 
サ,113277,株式会社サイエンスリサーチアンドコンサルティング
〒102-0074,東京都千代⽥区九段南３−９−１４ 九段南センタービル９Ｆ
2025-04-06
http://www.srac.co.jp
 
サ,502779,サイオステクノロジー株式会社
〒106-0047,東京都港区南⿇布２−１２−３ サイオスビル
2024-12-26
https://sios.jp
 
サ,127942,株式会社サイカイ
〒340-0003,埼⽟県草加市稲荷２−２１−４
2025-06-27
http://www.sr-saikai.com/
 
サ,226263,株式会社⻄海建設
〒594-1144,⼤阪府和泉市テクノステージ２丁⽬３ー１４
2025-12-01
http://fab-saikai.co.jp
 
サ,123362,⻄海電機株式会社



〒571-0030,⼤阪府⾨真市末広町３４−１９
2026-01-09
 
サ,124281,⻄海⽔処理株式会社
〒859-3223,⻑崎県佐世保市広⽥２−１９６−１２
2025-06-30
http://www.saikai-mizushori.jp/
 
サ,226403,株式会社サイガ
〒592-0001,⼤阪府⾼⽯市⾼砂２丁⽬５番地
2026-03-01
https://saiga.info/
 
サ,226803,株式会社才賀組
〒162-0053,東京都新宿区原町１ー１０ー４
2026-06-01
 
サ,123419,株式会社佐伯コミュニケーションズ
〒870-0847,⼤分県⼤分市広瀬町２−３−２１
2026-06-20
https://www.saiki.co.jp/
 
サ,216335,有限会社佐伯測量設計
〒791-0523,愛媛県⻄条市丹原町北⽥野７３７番地１
2022-04-23
 
サ,213092,斎久⼯業株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内２ー６ー１
2024-04-01
 
サ,230261,株式会社⻄京
〒744-0028,⼭⼝県下松市藤光町⼆丁⽬１番１７号
2025-06-28
 
サ,215433,株式会社埼京エンジニアリング
〒349-1146,埼⽟県加須市新井新⽥３７ー１
2024-06-05
http://www.saikyo-eg.com
 
サ,212509,株式会社埼京警備
〒336-0017,埼⽟県さいたま市南区南浦和２丁⽬３３番１５号
2025-03-06
http://www.saikyokeibi.com
 
サ,220023,彩橋建材株式会社
〒522-0009,滋賀県彦根市外町１９４
2024-07-13
http://www.saikyo-kenzai.co.jp/
 
サ,113661,株式会社埼京⼯機
〒350-1142,埼⽟県川越市藤間１９２−５
2024-02-01
 
サ,218190,株式会社埼京設備
〒335-0003,埼⽟県蕨市南町３−２５−９



2023-08-11
 
サ,105953,⻄京テクノシステム株式会社
〒745-0817,⼭⼝県周南市上遠⽯町１１−５１
2023-06-26
 
サ,230151,⻄京塗装⼯業株式会社
〒808-0022,福岡県北九州市若松区⼤字安瀬６４番地の１０６
2025-05-31
_
 
サ,222573,株式会社埼京マサル
〒341-0024,埼⽟県三郷市三郷１ー１ー１２セレノビル３０１
2024-01-01
 
サ,218293,株式会社サイキョウメンテナンス
〒335-0004,埼⽟県蕨市中央５−２０−１
2023-09-01
 
サ,105127,有限会社サイクス
〒486-0911,愛知県春⽇井市⻄⾼⼭町３−２２−２
2024-05-18
 
サ,216503,有限会社彩気
〒220-0072,神奈川県横浜市⻄区浅間町１丁⽬７番地１１
2025-05-21
_
 
サ,104346,埼広エンジニヤリング株式会社
〒730-0821,広島市中区吉島町４−５
2025-03-28
 
サ,220215,有限会社彩光電設
〒369-1216,埼⽟県⼤⾥郡寄居町富⽥３４３７−１
2024-09-07
 
サ,223158,再資源開発株式会社
〒272-0013,千葉県市川市⾼⾕１９６４番地１３
2024-06-01
 
サ,100457,再春館システム株式会社
〒108-0074,東京都港区⾼輪４−１０−５８
2025-12-08
http://www.saishunkansys.com/
 
サ,105044,サイシンシステム株式会社
〒360-0222,埼⽟県熊⾕市葛和⽥１４７８−１
2024-02-26
 
サ,123012,株式会社サイジョウ
〒793-0041,愛媛県⻄条市神拝甲１４１−４
2024-11-21
http://www.saijo.co.jp
 
サ,225106,⻄条建設株式会社



〒793-0041,愛媛県⻄条市神拝甲１３２番地の４
2025-05-01
https://saijokensetsu.jp
 
サ,221116,⻄條産業株式会社
〒047-0006,北海道⼩樽市有幌町２番１６号
2025-03-01
http://www.saijosangyo.co.jp
 
サ,213841,株式会社サイスミック
〒183-0011,東京都府中市⽩⽷台１ー１３ー５
2024-09-15
http://www.seismic.co.jp
 
サ,503491,株式会社サイズ
〒270-2214,千葉県松⼾市松⾶台４８３−２
2025-08-20
http://www.scythe.co.jp
 
サ,218031,⻄成⼯業株式会社
〒285-0034,千葉県佐倉市千成３−２２−６
2023-07-28
 
サ,505645,株式会社Ｓａｉｚｅｎ
〒150-0043,東京都渋⾕区道⽞坂１−９−１梅⼭ビル６階
2024-11-18
https://saizen.co.jp/
 
サ,225534,⻫⽵鉱建株式会社
〒441-3431,愛知県⽥原市⽩⾕町中畑８３番地
2025-06-01
 
サ,225753,サイタ⼯業株式会社
〒114-8553,東京都北区滝野川５ー５ー３
2025-07-01
https://www.saita.co.jp/
 
サ,231540,有限会社斎⽥鉄⼯所
〒969-0402,福島県岩瀬郡鏡⽯町諏訪町４５４番地
2026-01-10
 
サ,216523,埼⽟アンテナシステム株式会社
〒336-0015,埼⽟県さいたま市南区⼤字太⽥窪２３５４番地５
2025-05-28
http://www.sasc.co.jp/
 
サ,215636,株式会社埼⽟⽯⽥
〒331-0821,埼⽟県さいたま市北区別所町５２番地２ウェルズ別所Ａ１０５号室
2024-10-09
 
サ,217486,株式会社埼⽟出雲電機
〒366-0016,埼⽟県深⾕市新井５８６ー２
2026-01-21
 
サ,231281,埼⽟エコロジー株式会社



〒346-0028,埼⽟県久喜市河原井町１６番１号
2025-11-15
http://www.saitama-ecology.jp
 
サ,127698,埼⽟オリジン株式会社
〒355-0156,埼⽟県⽐企郡吉⾒町⼤字⻑⾕字⼋幡１９１７
2025-01-25
http://www.origin.co.jp
 
サ,102565,埼⽟化成⼯業株式会社
〒335-0022,埼⽟県⼾⽥市上⼾⽥３−１４−４
2025-05-17
 
サ,213363,埼⽟機材株式会社
〒468-0025,愛知県名古屋市天⽩区⾼坂町２００番地２
2023-07-29
 
サ,230838,有限会社埼⽟計装
〒230-0047,神奈川県横浜市鶴⾒区下野⾕町四丁⽬１７１番地
2025-09-13
 
サ,215008,株式会社埼⽟ケイテクノ
〒330-0931,埼⽟県さいたま市緑区原⼭３−１−１７
2023-09-26
http://www.s-k-techno.co.jp/
 
サ,502978,株式会社埼⽟三技協
〒362-0066,埼⽟県上尾市領家３８５−３
2023-08-29
https://www.saitama-sangikyo.co.jp
 
サ,214284,株式会社さいたま資材
〒343-0001,埼⽟県越⾕市平⽅南町１３番地１３
2025-07-12
http://www.saitamashizai.com/
 
サ,211161,株式会社埼⽟成光
〒350-1301,埼⽟県狭⼭市⼤字⻘柳１９４−１
2025-05-25
http://www.saisei.tv/
 
サ,214229,株式会社埼⽟測機社
〒338-0832,埼⽟県さいたま市桜区⻄堀５ー９ー３９
2025-06-07
http://www.sokkisha.net
 
サ,231251,有限会社さいたま造園
〒337-0024,埼⽟県さいたま市⾒沼区⼤字⽚柳１００８番地の１
2025-11-08
http://saitama-zouen.com/
 
サ,215928,株式会社埼⽟パワーテクノ
〒336-0931,埼⽟県さいたま市緑区原⼭三丁⽬１番１７号
2025-01-22
https://www.sp-techno.co.jp/



 
サ,113623,株式会社埼⽟富⼠
〒368-0004,埼⽟県秩⽗市⼭⽥７８３
2024-02-22
http://www.saitamafuji.co.jp/
 
サ,104050,株式会社埼⽟村⽥製作所
〒350-2281,埼⽟県鶴ヶ島市⼤字五味ヶ⾕１８
2025-04-03
https://corporate.murata.com/ja-jp/group/saitamamurata
 
サ,123283,埼⽟薬品株式会社
〒337-0004,埼⽟県さいたま市⾒沼区卸町１−４３
2025-11-29
http://www.saitamayakuhin.co.jp
 
サ,218503,有限会社佐市⼯務店
〒989-3212,宮城県仙台市⻘葉区芋沢字⼤⽵原１２８
2023-10-13
 
サ,125892,株式会社サイテック
〒302-0118,茨城県守⾕市⽴沢１９４５−３
2023-10-14
http://www.saitec-mount.com/
 
サ,113470,サイデック株式会社
〒984-0015,宮城県仙台市若林区卸町５−６−２
2026-06-18
http://www.sydek.co.jp/
 
サ,215707,株式会社⻄電
〒793-0003,愛媛県⻄条市ひうち６番地１１
2024-10-30
 
サ,216473,株式会社サイト
〒431-1111,静岡県浜松市⻄区伊左地町２７９０番地の１
2025-05-21
https://www.your-site.co.jp
 
サ,217884,株式会社彩塗
〒174-0064,東京都板橋区中台３−１１−１０−６０８
2023-07-07
 
サ,218429,株式会社⻄都
〒747-1221,⼭⼝県⼭⼝市鋳銭司５７１０番地４
2023-09-23
 
サ,220784,株式会社サイト
〒394-0028,⻑野県岡⾕市本町四丁⽬１３番１６号
2025-03-08
https://www.siteltd.com/
 
サ,229000,株式会社ＳＡＩＴＯ
〒613-0023,京都府久世郡久御⼭町野村村東３４９番地の１
2025-04-25



https://www.k-saito.co.jp/
 
サ,230628,株式会社サイト
〒532-0027,⼤阪府⼤阪市淀川区⽥川⼀丁⽬１２番２３号
2025-08-02
 
サ,211910,サイトーバンキン株式会社
〒916-0047,福井県鯖江市柳町４丁⽬２番２５号
2023-11-17
 
サ,100854,株式会社斎藤
〒322-0048,栃⽊県⿅沼市村井町１８５
2023-08-31
 
サ,101214,株式会社サイトウ
〒333-0866,埼⽟県川⼝市芝４−７−１５
2024-03-21
http://www.kk-saito.co.jp
 
サ,213360,株式会社⻫藤
〒510-0843,三重県四⽇市市宮東町３丁⽬５６番地
2023-07-29
 
サ,228730,有限会社齋藤エイエルシー⼯業
〒321-3221,栃⽊県宇都宮市板⼾町２１５０番地３
2024-11-29
 
サ,220499,株式会社齋藤架設
〒981-1501,宮城県⾓⽥市藤⽥字⿅野７１
2024-11-30
 
サ,231524,株式会社⻫藤硝⼦
〒190-1203,東京都⻄多摩郡瑞穂町⼤字⾼根１６２番地５
2025-12-27
 
サ,113053,株式会社斎藤機械製作所
〒143-0003,東京都⼤⽥区京浜島２−１８−５
2024-03-14
http://www.saito-kikai.com/
 
サ,214760,株式会社斎藤組
〒959-0511,新潟県新潟市⻄蒲区⼤原３４５９ー１
2023-06-06
 
サ,215339,株式会社齋藤組
〒028-4307,岩⼿県岩⼿郡岩⼿町⼤字五⽇市１２−８４−４
2024-03-27
 
サ,220105,株式会社⿑藤組
〒171-0021,東京都豊島区⻄池袋３−５−１１
2024-07-27
 
サ,224511,株式会社⻫藤組
〒969-0401,福島県岩瀬郡鏡⽯町岡ノ内２１７番地
2025-04-01



 
サ,231548,株式会社⻫藤組
〒355-0110,埼⽟県⽐企郡吉⾒町東野六丁⽬１３番地１４
2026-01-10
 
サ,215291,株式会社⻫藤⼯業
〒354-0041,埼⽟県⼊間郡三芳町藤久保４６８−８
2021-03-13
 
サ,216651,株式会社斎藤⼯業
〒513-0816,三重県鈴⿅市南⽟垣町３０５８ー９
2025-06-18
 
サ,218715,株式会社⻫藤⼯業
〒120-0037,東京都⾜⽴区千住河原町４７−１１
2023-12-08
https://www.saitokogyo.jp/
 
サ,221617,⻫藤興業株式会社
〒760-0063,⾹川県⾼松市多賀町三丁⽬１５の２１
2025-04-01
 
サ,224319,⻫藤⼯業株式会社
〒354-0045,埼⽟県⼊間郡三芳町⼤字上富２１２４番地
2025-03-01
 
サ,230287,有限会社斎藤⼯業
〒610-0121,京都府城陽市寺⽥⾦尾５４番地
2025-06-28
 
サ,232015,株式会社齋藤⼯業所
〒454-0932,愛知県名古屋市中川区中島新町⼀丁⽬１１１５番地
2026-05-23
 
サ,218465,⻫藤⼯業リニューアル株式会社
〒354-0045,埼⽟県⼊間郡三芳町⼤字上富２１２４番地５
2023-10-06
http://www.skr-ltd.co.jp/
 
サ,218952,株式会社齋藤興産
〒366-0016,埼⽟県深⾕市新井２９１
2024-01-19
http://saitoukousan.com/
 
サ,127406,⿑藤鋼材株式会社
〒670-0996,兵庫県姫路市⼟⼭２−１２−３８
2024-09-20
http://www.saitou-kouzai.co.jp/
 
サ,217761,⻫藤⼯事株式会社
〒306-0235,茨城県古河市下辺⾒２８８２番地
2026-06-02
https://saito-kouji.com/
 
サ,224447,株式会社斎藤⼯務所



〒024-0056,岩⼿県北上市⿁柳町荒⾼２６ー３
2025-04-01
 
サ,218521,株式会社斎藤⼯務店
〒985-0843,宮城県多賀城市明⽉１−５−１２−１０１
2023-10-13
http://www.bigsaito.co.jp/index.html
 
サ,226233,合同会社齋藤⼯務店
〒194-0012,東京都町⽥市⾦森３−１９−２１
2025-12-01
 
サ,223037,有限会社斎藤左官⼯業所
〒959-2643,新潟県胎内市東本町１９ー９
2024-04-01
 
サ,224759,斎藤産業株式会社
〒670-0972,兵庫県姫路市⼿柄字浜⽥３４８番地の１
2025-04-01
http://www.saito-sangyo.co.jp/
 
サ,103044,株式会社⻫藤商会
〒297-0026,千葉県茂原市茂原１１７１−４
2023-02-18
 
サ,218869,株式会社⻫藤商事
〒174-0055,東京都板橋区泉町１２−１２
2024-01-05
 
サ,100563,斎藤樹脂⼯業株式会社
〒252-1124,神奈川県綾瀬市吉岡東５０７−３
2026-01-20
http://www.saitojushi.co.jp/
 
サ,100569,株式会社斎藤精機
〒326-0836,栃⽊県⾜利市南⼤町４７５−７
2026-01-21
http://www.saitouseiki.co.jp/
 
サ,113857,⻫藤段ボール株式会社
〒747-0014,⼭⼝県防府市江泊２４６９−１
2024-07-03
http://www.s-dan.com/
 
サ,225840,株式会社斎藤鉄筋⼯業
〒327-0814,栃⽊県佐野市⻄浦町５８７
2025-08-01
https://saito-tekkin.jp
 
サ,215023,株式会社⻫藤電気商会
〒731-0101,広島県広島市安佐南区⼋⽊５丁⽬３−５
2023-10-03
 
サ,231275,有限会社⿑藤電設
〒245-0018,神奈川県横浜市泉区上飯⽥町４６６６番地２



2025-11-15
 
サ,222497,株式会社斎藤塗⼯店
〒441-8077,愛知県豊橋市神野新⽥町字⼋ノ割７番
2023-12-01
http://www.saitotoko.co.jp
 
サ,212478,株式会社斎藤塗装⼯芸
〒329-2163,栃⽊県⽮板市⿅島町３−３０
2022-02-20
 
サ,231627,有限会社⻫藤鳶⼟⽊⼯業
〒123-0872,東京都⾜⽴区江北三丁⽬２６番１３号
2026-01-31
http://saitotobidoboku.genba-hp.com/
 
サ,101736,斎藤農機具店
〒018-0112,秋⽥県にかほ市象潟町字家の後ろ１０９−１
2024-10-09
 
サ,105651,株式会社斎藤農機製作所
〒998-0832,⼭形県酒⽥市両⽻町３３２
2025-08-02
http://www.saitonouki.jp/
 
サ,503399,株式会社斎藤板⾦⼯業所
〒997-0012,⼭形県鶴岡市道形字⼆ツ屋６４番地の１
2025-04-12
https://s-bankin.com
 
サ,212674,さいとうＰＣ建設株式会社
〒730-0016,広島県広島市中区幟町１０番１号
2025-06-05
http://www.saito-pc.co.jp/
 
サ,113013,齋藤最上⼯業株式会社
〒252-0143,神奈川県相模原市緑区橋本２−３−２２ ４Ｆ
2024-02-27
http://smic-net.jp
 
サ,231605,齋藤⽊材⼯業株式会社
〒386-0603,⻑野県⼩県郡⻑和町古町４２９４番地
2026-01-24
https://saito-mokuzai.co.jp/
 
サ,219643,株式会社⻫藤⽊⼯所
〒939-1405,富⼭県砺波市福岡２１０番地
2024-04-20
https://saitomokko.jp/
 
サ,210100,株式会社⿑藤⽊⼯所
〒143-0024,東京都⼤⽥区中央⼋丁⽬７番２号
2023-12-11
 
サ,100187,株式会社⿑藤與作商店



〒018-0402,秋⽥県にかほ市平沢字中町９１
2025-08-16
 
サ,220942,サイト建設株式会社
〒916-0056,福井県鯖江市住吉町⼆丁⽬２番１３号
2025-03-29
https://www.3110-k.com
 
サ,213184,サイト⼯業株式会社
〒984-0015,宮城県仙台市若林区卸町２ー６ー１１
2026-04-01
http://www.sight-k.co.jp/
 
サ,231703,株式会社サイド
〒950-2041,新潟県新潟市⻄区坂井東四丁⽬３番１８号
2026-02-21
http://www.saido.info
 
サ,104389,株式会社サイネットプラス
〒108-0074,東京都港区⾼輪４−２１−１２
2025-05-25
http://www.scinetpluss.jp/
 
サ,106619,佐井鋼株式会社
〒601-8366,京都市南区吉祥院⽯原⻄町１７
2025-03-30
http://www.saisteel.co.jp/
 
サ,505114,株式会社サイバーイノベーション
〒151-0051,東京都渋⾕区千駄ヶ⾕⼆丁⽬１番６号
2024-08-24
http://www.cyber-in.com
 
サ,503337,株式会社サイバーガジェット
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥５−１−１５ＫＳＫビル７Ｆ
2025-01-12
http://www.cybergadget.co.jp/
 
サ,127694,サイバーコム株式会社
〒980-0811,宮城県仙台市⻘葉区⼀番町２−７−１７ 朝⽇⽣命仙台⼀番町ビル
2025-01-23
https://www.cy-com.co.jp/
 
サ,505684,株式会社サイバーセキュリティクラウド
〒150-0011,東京都渋⾕区東三丁⽬９番１９号
2025-03-23
 
サ,504290,株式会社サイバー創研
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥⼆丁⽬８番１号
2025-10-15
https://www.cybersoken.com/
 
サ,103396,株式会社サイバーテック
〒317-0073,茨城県⽇⽴市幸町２−１−２２
2023-09-05



http://www.cybtech.co.jp
 
サ,102727,サイバートラスト株式会社
〒106-0032,東京都港区六本⽊１−９−１０ アークヒルズ千⽯⼭森タワー３５Ｆ
2025-08-02
https://www.cybertrust.co.jp
 
サ,503262,サイバーリンク株式会社
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨１−１６−３ 芝⼤⾨１１６ビル３階
2024-10-15
https://jp.cyberlink.com/
 
サ,104126,株式会社サイバーリンクス
〒641-0012,和歌⼭市紀三井寺８４９−３
2024-10-26
 
サ,501427,サイバネットシステム株式会社
〒101-0022,東京都千代⽥区神⽥練塀町３番地
2024-10-31
http://www.cybernet.jp/
 
サ,505365,⻄部⽡斯株式会社
〒812-8707,福岡県福岡市博多区千代１丁⽬１７−１
2023-04-27
http://www.saibugas.co.jp
 
サ,219910,株式会社サイプレス・スナダヤ
〒799-1101,愛媛県⻄条市⼩松町新屋敷甲１１７１番地１
2024-06-22
http://www.sunadaya.co.jp
 
サ,123108,株式会社サイベックコーポレーション
〒399-0704,⻑野県塩尻市広丘郷原南原１０００−１５
2025-07-11
http://www.syvec.co.jp
 
サ,127399,サイベックスコントロール株式会社
〒532-0011,⼤阪市淀川区⻄中島６−７−８
2024-09-15
http://www.syvex-control.co.jp
 
サ,214727,さいほく鉄⼯株式会社
〒996-0091,⼭形県新庄市⼗⽇町字中⼭野村⻄５７０２番地の１
2026-05-16
_
 
サ,125848,サイマー・ジャパン株式会社
〒141-0001,東京都品川区北品川４−７−３５ 御殿⼭トラストタワー４階
2023-09-29
http://www.cymer.com/
 
サ,211549,株式会社彩マーブル
〒362-0008,埼⽟県上尾市上平中央３丁⽬４０番地５
2023-02-17
 



サ,219186,財⾺冷熱⼯業株式会社
〒559-0011,⼤阪府⼤阪市住之江区北加賀屋１丁⽬１２番２９号
2024-03-02
http://saima-reinetsu.com/
 
サ,219317,財⾺冷熱⼯業株式会社
〒452-0801,愛知県名古屋市⻄区清⾥町６９ー６２
2024-03-16
 
サ,113304,株式会社サイメックス
〒876-1512,⼤分県佐伯市堅⽥３９０５−５
2026-03-05
 
サ,214275,株式会社サイユーキ
〒981-3501,宮城県黒川郡⼤郷町⼤松沢字原屋敷４１番１
2025-07-05
http://www.saiyu-ki.co.jp/
 
サ,217735,株式会社彩緑
〒366-0035,埼⽟県深⾕市原郷２１５
2026-05-19
https://sairyoku.com/
 
サ,105049,サイレックス・テクノロジー株式会社
〒619-0237,京都府相楽郡精華町光台２−３−１
2024-03-02
http://www.silex.jp
 
サ,102364,株式会社サイレンスネット
〒222-0033,横浜市港北区新横浜２−５−９ 新横浜フジカビル
2025-02-25
http://www.silencenet.com
 
サ,224927,株式会社幸⼯業
〒989-2324,宮城県亘理郡亘理町逢隈⾼屋字⾼下９１番１
2025-04-01
https://www.saiwai-industrial.com/
 
サ,217940,⻄和⼯業株式会社
〒533-0004,⼤阪府⼤阪市東淀川区⼩松３丁⽬２０−３１
2023-07-14
 
サ,220735,株式会社サイワテック
〒590-0137,⼤阪府堺市南区城⼭台⼀丁⽬１１番２号
2025-03-01
 
サ,503774,サイン株式会社
〒730-0856,広島県広島市中区河原町７−１０
2023-04-19
http:/signhiroshima.com
 
サ,224324,株式会社サインズ
〒060-0061,北海道札幌市中央区南⼀条⻄１２丁⽬４番地１８２札幌エーエスビル
2025-03-01
 



サ,228498,株式会社サインズコーナン
〒483-8083,愛知県江南市⾼屋町中屋舗１２９番地
2021-09-13
http://www.signskonan.co.jp
 
サ,105855,サウンド・ソーシズ・テクノロジー
〒371-0045,群⾺県前橋市緑が丘町２３−４０
2026-02-28
 
サ,230670,株式会社佐栄電気
〒285-0846,千葉県佐倉市上志津１０３２番地９
2025-08-09
http://www.saei.co.jp
 
サ,212677,佐伯鐵巧株式会社
〒509-0302,岐⾩県加茂郡川辺町上川辺１６７８
2025-06-12
http://www.saekisogo.com/
 
サ,505538,特許業務法⼈ 三枝国際特許事務所
〒541-0045,⼤阪府⼤阪市中央区道修町１−７−１ 北浜コニシビル
2024-03-02
https://www.saegusa-pat.co.jp/
 
サ,113274,株式会社左尾電機
〒824-0032,福岡県⾏橋市南⼤橋４−６−２５
2025-05-15
http://www.saodenki.com/
 
サ,105662,株式会社坂井
〒933-0842,富⼭県⾼岡市横⽥町２−１０−２４
2025-08-21
 
サ,106272,堺アルミ株式会社
〒590-8576,⼤阪府堺市堺区海⼭町６ー２２４
2024-07-16
 
サ,215917,株式会社サカイエステック
〒918-8239,福井県福井市成和２丁⽬１００９番地２
2025-01-22
http://www.sakai-setsubi.co.jp/
 
サ,129634,株式会社酒井化学研究所
〒242-0022,神奈川県⼤和市柳橋１−３９０６−９
2024-11-30
http://www.sakai-kagaku.co.jp/
 
サ,113412,堺化学⼯業株式会社
〒590-8502,⼤阪府堺市堺区戎島町５−２
2026-07-02
http://www.sakai-chem.co.jp
 
サ,227478,有限会社酒井仮設⼯業
〒350-1162,埼⽟県川越市南⼤塚１丁⽬８番地１
2024-02-28



 
サ,214428,株式会社酒井機材製作所
〒061-3241,北海道⽯狩市新港⻄３丁⽬７４９ー１１
2025-10-11
http://www.sakaikizai.com
 
サ,217516,株式会社境組
〒133-0073,東京都江⼾川区⿅⾻５丁⽬１８番地１０号
2026-01-28
 
サ,217556,阪井組（その他）
〒731-0111,広島県広島市安佐南区東野３丁⽬１５−８
2023-02-04
 
サ,217770,酒井建設株式会社
〒003-0869,北海道札幌市⽩⽯区川下２６９１番地３４
2023-06-02
 
サ,231854,株式会社酒井建築
〒480-0141,愛知県丹⽻郡⼤⼝町上⼩⼝⼀丁⽬２６３番地
2026-04-04
 
サ,221141,酒井⼯業株式会社
〒112-8645,東京都⽂京区⼤塚６丁⽬１１番１２号
2025-03-01
http://www.sakai-kk.co.jp/
 
サ,231328,有限会社酒井⼯業
〒299-0262,千葉県袖ヶ浦市坂⼾市場１３４３番地の３
2025-11-21
 
サ,226063,株式会社サカイ⼯務店
〒113-0022,東京都⽂京区千駄⽊４丁⽬２２番３号
2025-10-01
http://www.sakaikoumuten.net/
 
サ,102795,サカイ産業株式会社
〒427-8512,静岡県島⽥市細島１３４９−１
2025-09-26
http://www.sakai-grp.co.jp
 
サ,123126,サカヰ産業株式会社
〒930-0004,富⼭市桜橋通り５−６
2025-06-11
http://www.sakaisangyo.co.jp
 
サ,125872,株式会社サカイ産業
〒480-1142,愛知県⻑久⼿市蟹原２１０４
2023-10-06
http://www.sakai-gfs.co.jp
 
サ,113208,堺商事株式会社
〒530-0005,⼤阪市北区中之島３−２−４ 中之島フェスティバルタワー
2025-11-12
https://www.sakaitrading.co.jp/index.html



 
サ,124753,サカイ商事株式会社
〒102-0074,東京都千代⽥区九段南４−６−１ 九段シルバーパレス３０４
2025-12-22
http://www.ssk-hero.co.jp/
 
サ,154080,株式会社酒井新
〒105-0004,東京都港区新橋３−１−１１ ⻑友ランディックビル５階
2026-04-25
 
サ,105611,酒井精⼯株式会社
〒557-0062,⼤阪府⼤阪市⻄成区津守３−２−１０
2025-06-27
http://www.tapsakai.co.jp/index.html
 
サ,102684,株式会社酒井製作所
〒441-8122,愛知県豊橋市天伯町天伯７２
2025-07-16
http://sakaiss.ecnet.jp
 
サ,113679,株式会社酒井製作所
〒146-0093,東京都⼤⽥区⽮⼝３−１０−９
2024-01-24
http://www.sakaiwork.jp
 
サ,217680,堺タイル株式会社
〒590-0045,⼤阪府堺市堺区四条通２番２号
2026-03-31
https://sakaitile.com/
 
サ,101406,株式会社坂井⽥製作所
〒501-6133,岐⾩県岐⾩市⽇置江８−１８
2024-06-11
http://www.sakaida.co.jp/
 
サ,228906,株式会社堺鉄建
〒590-0958,⼤阪府堺市宿院町⻄４丁２番１号
2025-03-02
 
サ,505251,堺鉄⼯株式会社
〒105-0014,東京都港区芝２−９−１２
2025-07-09
 
サ,120847,株式会社酒井鉄⼯所
〒590-0831,⼤阪府堺市堺区出島⻄町３−２６
2024-02-10
http://www.siw.co.jp
 
サ,101849,堺ディスプレイプロダクト株式会社
〒590-8522,⼤阪府堺市堺区匠町１
2024-10-30
 
サ,113432,酒井電機株式会社
〒332-0002,埼⽟県川⼝市弥平３−１−７
2026-07-06



http://www.sakaidenki.com
 
サ,228805,酒井電機株式会社
〒910-0023,福井県福井市順化⼆丁⽬１番２号
2025-01-09
http://www.sakai-elec.co.jp
 
サ,211115,酒井電気⼯事株式会社
〒502-0811,岐⾩県岐⾩市若福町９番１０号
2025-05-10
http://sakai-ec.co.jp/
 
サ,230865,坂井電⼯株式会社
〒670-0835,兵庫県姫路市幸町７０番地の１
2025-09-20
https://sakaidenkou.jp
 
サ,210729,株式会社酒井塗装店
〒315-0013,茨城県⽯岡市府中５ー１ー３８
2024-12-02
 
サ,128684,株式会社サカイファスニカ
〒480-1142,愛知県愛知郡⻑久⼿町蟹原２１０４
2026-01-11
http://www.sakai-gfs.co.jp
 
サ,229142,株式会社坂井正記商店
〒839-0809,福岡県久留⽶市東合川７丁⽬７ー１３
2025-06-27
http://www.sakai-group.co.jp/
 
サ,218399,坂井雅司（その他）
〒516-0001,三重県伊勢市⼤湊町５１１−６０
2023-09-15
 
サ,504314,株式会社 サカイヤ
〒350-0833,埼⽟県川越市芳野台１−１０３−３５
2026-02-21
www.sakaiyameiban.co.jp/
 
サ,123442,有限会社サカイ熔接⼯業所
〒448-0813,愛知県刈⾕市⼩垣江町御茶屋下５７−１７
2026-04-23
 
サ,123248,株式会社サカエ
〒105-0004,東京都港区新橋１−１１−４
2025-12-06
http://www.sakaecorp.com/
 
サ,220173,株式会社坂英建設
〒919-0321,福井県福井市下河北町第１１号５番地
2024-08-24
 
サ,222796,株式会社榮開発
〒024-0004,岩⼿県北上市村崎野２２ー１５４ー４



2024-03-01
 
サ,217603,株式会社栄架設⼯業
〒314-0112,茨城県神栖市知⼿中央２ー１１ー２８
2026-02-18
https://www.sakaekasetsu.com
 
サ,113988,株式会社サカエ⾦型⼯業
〒432-8006,静岡県浜松市⻄区⼤久保町７４８−６８
2024-10-27
http://sakae-kanagata.co.jp/
 
サ,229244,株式会社榮組
〒351-0036,埼⽟県朝霞市北原１ー１０ー１０
2025-08-22
 
サ,226264,株式会社栄建設
〒063-0831,北海道札幌市⻄区発寒⼗⼀条１１丁⽬４番２３号
2025-12-01
http://www.sakae-kensetu.co.jp/
 
サ,105348,株式会社栄⼯業
〒524-0053,滋賀県守⼭市横江町２６８
2024-11-12
http://www.sakae-ind.co.jp
 
サ,121753,サカヱ⼯業株式会社
〒236-0004,神奈川県横浜市⾦沢区福浦２−４−１０
2024-05-28
https://www.sakaekogyo.co.jp
 
サ,123686,株式会社栄⼯業
〒373-0847,群⾺県太⽥市⻄新町１０−１５
2025-03-11
http://www.sakae-kation.co.jp/
 
サ,214769,サカエ鋼業株式会社
〒950-0213,新潟県新潟市江南区⽊津⼯業団地５番１８号
2026-06-06
https://www.sakae-kougyo.com/
 
サ,503837,株式会社サカエ⼯業
〒329-4421,栃⽊県栃⽊市⼤平町⻄野⽥６１４
2023-10-24
www.sakae-k.co.jp
 
サ,123103,サカエゴム株式会社
〒512-8061,三重県四⽇市市広永町１３３７
2025-06-21
http://www.sakae-rubber.com/
 
サ,223210,株式会社栄商会
〒173-0005,東京都板橋区仲宿５５番１−１０１号
2024-06-01
 



サ,113990,株式会社栄製作所
〒975-0075,福島県南相⾺市原町区⽯神字中居１２２
2024-08-11
 
サ,100608,栄⽯油株式会社
〒210-0818,神奈川県川崎市川崎区中瀬３−１６−１７
2026-02-04
http://www.sakaesekiyu.jp/
 
サ,213610,栄総合設備株式会社
〒171-0022,東京都豊島区南池袋２ー２９ー１２
2024-02-24
 
サ,123088,栄通信⼯業株式会社
〒399-4601,⻑野県上伊那郡箕輪町中箕輪１１５２６
2025-02-23
http://www.sakae.co.jp
 
サ,123459,栄通信⼯業株式会社
〒211-0016,川崎市中原区市ノ坪３２２
2026-06-26
https://sakae-tsushin.co.jp/
 
サ,105023,サカエテクノ株式会社
〒270-2214,千葉県松⼾市松⾶台中原２８６−２０
2024-01-31
http://sakae-techno.co.jp/
 
サ,221076,栄鉄筋⼯業株式会社
〒340-0001,埼⽟県草加市柿⽊町２２９番地１
2025-02-01
 
サ,103613,株式会社栄電⼦
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥２−９−１０
2025-09-10
http://www.sakae-denshi.com/
 
サ,113151,サカエ電⼦株式会社
〒376-0002,群⾺県桐⽣市境野町７−１８１３−１８３
2024-10-23
 
サ,127620,栄電⼦⼯業株式会社
〒355-0018,埼⽟県東松⼭市松⼭町１−３−２６
2024-12-19
http://www.sdk.gr.jp
 
サ,224795,栄塗装有限会社
〒011-0951,秋⽥県秋⽥市⼟崎港相染町字沼端８０番地
2025-04-01
 
サ,102356,株式会社サカエボールト
〒983-0034,宮城県仙台市宮城野区扇町５−１１−１５
2025-02-22
 
サ,505352,株式会社 栄屋理化



〒514-0816,三重県津市⾼茶屋⼩森上野町２８３６番地の１
2026-03-05
https://www.sakaeyarika.co.jp/
 
サ,103463,株式会社栄ライト⼯業所
〒574-0052,⼤阪府⼤東市新⽥北町１−１８
2025-04-13
 
サ,226016,株式会社坂上建設
〒980-0803,宮城県仙台市⻘葉区国分町３ー４ー１０
2025-09-01
http://www.sakagami-net.co.jp/
 
サ,129326,株式会社阪上製作所
〒130-0013,東京都墨⽥区錦⽷４−１７−６
2024-02-25
http://www.sakagami-ltd.co.jp
 
サ,210529,株式会社サカキ
〒464-0822,愛知県名古屋市千種区穂波町⼀丁⽬２番地
2024-09-11
 
サ,210571,株式会社榊組
〒183-0042,東京都府中市武蔵台１ー３０
2024-09-25
http://www.sakakigumi.co.jp
 
サ,212437,株式会社サカキ重機
〒179-0075,東京都練⾺区⾼松６丁⽬３０番１５号
2025-01-09
http://www.sakakijyuki.co.jp
 
サ,113749,榊原株式会社
〒460-0021,愛知県名古屋市中区平和１−１６−１４
2024-04-05
http://www.sakakibara.co.jp
 
サ,231853,株式会社榊原商店
〒105-0021,東京都港区東新橋⼆丁⽬１０番１０号
2026-04-04
 
サ,128326,株式会社榊原製作所
〒447-0886,愛知県碧南市源⽒町２−６
2025-09-28
 
サ,222398,株式会社サカクラ
〒235-0021,神奈川県横浜市磯⼦区岡村７ー３５ー１６
2023-11-01
http://www.sakakura-kk.co.jp
 
サ,127965,坂⼝化学株式会社
〒512-1305,三重県四⽇市市⻄村町２６０３−２
2025-07-12
 
サ,216225,有限会社坂⼝建設



〒513-0011,三重県鈴⿅市⾼塚町１４５１−３４３
2025-03-26
 
サ,217160,株式会社サカグチコーポレーション
〒599-8128,⼤阪府堺市東区中茶屋８６番地
2025-10-01
http://www.sakaguchi-corp.co.jp/
 
サ,231908,株式会社坂⼝⼯業
〒177-0034,東京都練⾺区富⼠⾒台四丁⽬５番１８号
2026-04-18
 
サ,214353,株式会社坂⼝⼯業所
〒299-1151,千葉県君津市中野１０番地
2025-09-06
 
サ,217121,株式会社坂⼝⼯務店
〒592-8335,⼤阪府堺市⻄区浜寺⽯津町東３丁７番２１号
2025-09-17
https://sakaguchi-bc.com
 
サ,120935,株式会社坂⼝製作所
〒557-0054,⼤阪市⻄成区千本中２−４−１４
2024-03-03
http://www.sakaguchi-ss.co.jp/
 
サ,105476,坂⼝鍛⼯株式会社
〒555-0034,⼤阪市⻄淀川区福町３−３−３１
2025-03-07
http://www.sakaguchi-tanko.co.jp
 
サ,230616,株式会社坂⼝電気
〒640-8297,和歌⼭県和歌⼭市⻄河岸町７９番地の１
2025-08-02
http://www.sakaguchi-denki.com
 
サ,124907,坂⼝電熱株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥１−１２−２
2026-01-13
http://www.sakaguchi.com
 
サ,218009,株式会社坂建
〒362-0073,埼⽟県上尾市浅間台３−１２−５
2023-07-28
http://www.kk-sakaken.com
 
サ,224638,株式会社坂下⼯務店
〒641-0036,和歌⼭県和歌⼭市⻄浜８０３−１９
2025-04-01
 
サ,230946,株式会社阪商
〒591-8012,⼤阪府堺市北区中村町２２３番地の１
2025-10-04
http://www.sakasyo.jp
 



サ,123045,株式会社酒重
〒510-0851,三重県四⽇市市塩浜町１−７１
2024-11-14
http://sakajyu.co.jp
 
サ,212496,株式会社佐和⼯業
〒227-0054,神奈川県横浜市⻘葉区しらとり台５６番地８
2025-02-27
 
サ,600001,サカタウエアハウス株式会社
〒534-0016,⼤阪府⼤阪市都島区友渕町２−９−２５
2025-03-10
https://www.sakata.co.jp
 
サ,217052,坂⽥建設株式会社
〒130-8522,東京都墨⽥区本所３ー２１ー１０
2025-09-03
https://www.sakata-kensetu.co.jp/
 
サ,222180,坂⽥⼯業株式会社
〒381-2217,⻑野県⻑野市稲⾥町中央２丁⽬５番１号
2026-05-01
http://sakata.sub.jp/
 
サ,228057,坂⽥電機株式会社
〒167-0051,東京都杉並区荻窪四丁⽬８番１３号
2024-05-17
http://www.sakatadenki.co.jp
 
サ,226298,サカタのタネグリーンサービス株式会社
〒224-0041,神奈川県横浜市都筑区仲町台３ー５ー７第３セキビル
2026-01-01
https://www.sakataseed.co.jp/
 
サ,121673,サカック株式会社
〒444-3449,愛知県岡崎市中伊⻄町字早稲⽥８
2024-05-19
 
サ,220422,株式会社サカデン
〒572-0077,⼤阪府寝屋川市点野三丁⽬３８番２１号
2024-11-01
http://www.sakaden.co.jp
 
サ,230308,有限会社サカデン
〒836-0004,福岡県⼤牟⽥市⼤字⼿鎌１２６番地の１
2025-06-28
 
サ,210551,株式会社坂電⼯業
〒956-0017,新潟県新潟市秋葉区あおば通２丁⽬１番２８号
2024-09-11
 
サ,228051,株式会社酒直
〒640-8150,和歌⼭県和歌⼭市⼗三番丁３０
2024-05-17
http://www.sakanao.com



 
サ,212172,有限会社坂⻄⼯務店
〒870-0274,⼤分県⼤分市⼤字種具９３８番地
2024-05-09
http://sakanisi-komuten.com/
 
サ,113290,坂⻄精機株式会社
〒192-0919,東京都⼋王⼦市七国１−３２−１
2026-07-10
https://www.sakanishi.co.jp
 
サ,126307,阪根産業株式会社
〒530-0051,⼤阪市北区太融寺町５−１５ 梅⽥イーストビル
2023-11-30
http://www.sakanesangyo.co.jp/
 
サ,123003,株式会社阪ノ上製作所
〒570-0043,⼤阪府守⼝市南寺⽅東通４−１８−２１
2025-02-06
 
サ,224632,株式会社坂野クレーン
〒437-1611,静岡県御前崎市新野４９４番地の４
2025-04-01
 
サ,219519,株式会社サカヒラ
〒820-0021,福岡県飯塚市潤野１１３３番地６
2024-03-30
http://www.kk-sakahira.co.jp/
 
サ,104651,阪部⼯業株式会社
〒444-0398,愛知県⻄尾市中畑町⽔荒井８
2026-02-20
http://www.sakabekogyo.jp/
 
サ,226599,サカマ建⼯株式会社
〒732-0811,広島県広島市南区段原四丁⽬１８番１２号
2026-04-01
http://www.sakama-kenkou.com/
 
サ,123497,阪村産業株式会社
〒610-0231,京都府綴喜郡宇治⽥原町⼤字⽴川⼩字塩ヶ⾕１４−１
2026-05-27
http://www.sakamura-s.co.jp
 
サ,103965,阪本株式会社
〒652-0833,神⼾市兵庫区島上町１−２−１４
2025-09-21
https://www.sakamotokk.com/
 
サ,217772,株式会社サカモト
〒227-0046,神奈川県横浜市⻘葉区たちばな台２丁⽬１５番地１グリーンヒルズたちばな１０５号室
2026-06-09
https://saka-soku.co.jp/
 
サ,222938,株式会社サカモト



〒357-0031,埼⽟県飯能市⼭⼿町２５−２１
2024-04-01
http://www.eco-sakamoto.co.jp
 
サ,101318,阪本印刷株式会社
〒531-0071,⼤阪市北区中津６−３−１１
2024-05-01
http://www.sakamoto.co.jp
 
サ,219170,有限会社坂本エンジニアリング
〒144-0056,東京都⼤⽥区⻄六郷４丁⽬１４ー８
2024-03-02
 
サ,230676,株式会社坂本組
〒466-0851,愛知県名古屋市昭和区元宮町五丁⽬２０番地
2025-08-09
 
サ,221426,株式会社坂本建運
〒400-0027,⼭梨県甲府市富⼠⾒１丁⽬２２番１１号
2025-04-01
http://www.sakamoto-ct.co.jp
 
サ,228653,坂本建装株式会社
〒920-0801,⽯川県⾦沢市神⾕内町へ６５番地
2024-11-16
 
サ,229646,有限会社坂本建装⼯業
〒203-0044,東京都東久留⽶市柳窪５丁⽬７番９号
2026-04-08
https://sakamoto-k-k.com/
 
サ,128862,サカモト⼯業株式会社
〒581-0813,⼤阪府⼋尾市泉町１−３８−２
2026-03-10
http://www.sakamoto-kk.co.jp
 
サ,219889,坂元⼯業株式会社
〒525-0066,滋賀県草津市⽮橋町１５４５番地の１２
2024-06-22
http://www.sakamoto-kogyo.com/
 
サ,223789,株式会社坂本⼯業
〒733-0821,広島県広島市⻄区庚午北１ー１９ー５
2024-11-01
 
サ,229210,坂本⼯業株式会社
〒708-1117,岡⼭県津⼭市草加部松尾峪１１７０番地の６
2025-07-26
 
サ,231513,坂本⼯業株式会社
〒861-8043,熊本県熊本市東区⼾島⻄四丁⽬１番１４号
2025-12-27
 
サ,224252,株式会社阪本商会
〒556-0023,⼤阪府⼤阪市浪速区稲荷１ー１０ー４



2025-03-01
http://www.sakamoto-shokai.co.jp
 
サ,216603,株式会社坂本重機建設
〒791-0104,愛媛県松⼭市⾷場町甲１６７番地５
2025-06-11
http://sakamoto-j.net
 
サ,102485,坂本精器株式会社
〒573-0128,⼤阪府枚⽅市津⽥⼭⼿２−９−３０
2025-03-22
http://www.sakamoto-seiki.co.jp/pc/
 
サ,129647,株式会社サカモト精機
〒923-1101,⽯川県能美市粟⽣町⻄２−７
2024-11-30
 
サ,216510,有限会社坂本設備
〒861-8046,熊本県熊本市東区⽯原１丁⽬２番３号
2025-05-28
 
サ,220676,有限会社サカモト設備
〒486-0967,愛知県春⽇井市味美⻄本町１７４８番地
2025-02-07
 
サ,216589,坂本総合設備有限会社
〒771-1223,徳島県板野郡藍住町東中富字天王傍⽰２７番地８
2025-06-11
 
サ,125854,株式会社坂本電機製作所
〒811-0202,福岡市東区和⽩３−２７−５５
2023-10-03
http://www.sem-sakamoto.co.jp/
 
サ,503190,阪本薬品⼯業株式会社
〒541-0047,⼤阪府⼤阪市中央区淡路町１丁⽬２−６
2024-06-07
https://www.sy-kogyo.co.jp/
 
サ,222373,株式会社サカワ
〒791-0301,愛媛県東温市南⽅２２１５ー１
2023-11-01
http://www.sakawa.net
 
サ,113462,株式会社サカン
〒557-0055,⼤阪市⻄成区千本南２−５−８
2026-07-12
http://www.sakan-co.com
 
サ,221023,株式会社左官⼯業藤原組
〒730-0045,広島県広島市中区鶴⾒町９番２号
2025-01-01
 
サ,100834,佐賀鋳物株式会社
〒849-0921,佐賀県佐賀市⾼⽊瀬⻄６−４−２



2023-08-04
 
サ,129850,株式会社寒河江製作所
〒990-2385,⼭形県⼭形市⼤字下反⽥３２−１
2025-03-25
 
サ,215275,佐賀県⾷糧株式会社
〒849-0919,佐賀県佐賀市兵庫北四丁⽬３番１号
2024-03-06
https://sagakensyoku.co.jp
 
サ,113396,株式会社サガシキ
〒849-0921,佐賀県佐賀市⾼⽊瀬⻄６−３−２
2026-05-17
http://www.sagasiki.co.jp
 
サ,220212,株式会社佐賀商⼯通信
〒842-0123,佐賀県神埼市神埼町的９６６
2024-09-07
 
サ,113481,株式会社嵯峨精⼯
〒242-0026,神奈川県⼤和市草柳３−１９−２０
2023-08-20
 
サ,121358,株式会社佐賀鉄⼯所
〒840-0806,佐賀県佐賀市神園１−５−３０
2024-04-02
http://www.satetsu.co.jp
 
サ,503195,株式会社サガテレビ
〒840-8558,佐賀県佐賀市城内１−６−１０
2024-09-08
http://www.sagatv.co.jp/
 
サ,210236,株式会社佐賀内装
〒845-0035,佐賀県⼩城市三⽇⽉町⽯⽊１６０ー３
2024-03-26
 
サ,225350,佐賀野⼯業株式会社
〒559-0007,⼤阪府⼤阪市住之江区粉浜⻄２丁⽬１０番１１号
2025-06-01
 
サ,215227,佐賀舗道株式会社
〒849-0934,佐賀県佐賀市開成五丁⽬３番２号
2021-02-20
http://sagahodo.co.jp/
 
サ,103250,サガミエレク株式会社
〒230-0024,横浜市鶴⾒区市場下町１０−３０
2025-10-16
https://www.sagami-elec.co.jp
 
サ,105609,株式会社相模化学⾦属
〒252-0132,神奈川県相模原市緑区橋本台３−１２−１８
2025-06-27



http://www.sagami-magnet.co.jp/
 
サ,211460,有限会社サガミコーテック
〒243-0036,神奈川県厚⽊市⻑⾕３８１ー１テラス⻑⾕３ー４
2025-12-02
 
サ,214530,相模コンベヤー⼯業株式会社
〒252-0331,神奈川県相模原市南区⼤野台４ー１ー５６
2025-12-27
http://www.sagami-c.co.jp
 
サ,129719,相模産業株式会社
〒243-0813,神奈川県厚⽊市妻⽥東２−１０−８
2024-12-18
 
サ,115560,相模商⼯株式会社
〒161-0031,東京都新宿区⻄落合１−２０−８
2023-07-15
 
サ,228729,相模設備⼯業株式会社
〒231-0023,神奈川県横浜市中区⼭下町１８８番地
2024-11-29
 
サ,213628,有限会社相模測建
〒252-0334,神奈川県相模原市南区若松３ー３ー８
2024-03-10
 
サ,128693,有限会社相模テクノ通信
〒252-0134,神奈川県相模原市緑区下九沢２１３０−１ 橋本パークホームズ２０７
2026-01-15
 
サ,123215,有限会社相模鉄⼯所
〒409-0112,⼭梨県上野原市上野原８１５４−３３
2025-08-10
 
サ,219327,相模電気⼯事株式会社
〒253-0014,神奈川県茅ヶ崎市本宿町１１ー５３
2024-03-16
http://www.sagami-dk.co.jp/
 
サ,113219,株式会社相模電材
〒252-0206,神奈川県相模原市中央区淵野辺１−１−２２ リ・ズィエ−ル１Ｆ
2025-06-04
http://www.sagamidenzai.co.jp/
 
サ,216728,相模電創株式会社
〒252-0131,神奈川県相模原市緑区⻄橋本１丁⽬２７番１２号
2025-06-25
http://tcraft.co.jp/
 
サ,113613,有限会社相模特殊産業
〒252-0244,神奈川県相模原市中央区⽥名４０４８−８
2024-02-21
http://www.geocities.jp/stokusyu/
 



サ,123385,株式会社サガミパーツ
〒243-0401,神奈川県海⽼名市東柏ヶ⾕５−２−３７
2025-12-27
http://www.sagami-part.com/
 
サ,113193,相模ピーシーアイ株式会社
〒252-0244,神奈川県相模原市中央区⽥名３０３９−２８
2025-01-26
http://www.s-pci.co.jp
 
サ,225696,株式会社相良製作所
〒890-0055,⿅児島県⿅児島市上荒⽥町３６番１０号
2025-07-01
https://sagara-seisakusho.co.jp/
 
サ,503055,佐川急便株式会社
〒601-8104,京都府京都市南区上⿃⽻⾓⽥町６８番地
2025-04-21
http://www.sagawa-exp.co.jp/
 
サ,219558,有限会社サガワ設備⼯業
〒901-2126,沖縄県浦添市宮城２丁⽬１３番２号
2024-04-13
 
サ,221072,﨑上⼯業株式会社
〒702-8042,岡⼭県岡⼭市南区洲崎３丁⽬１３番９号
2023-09-01
http://www.sakigami.co.jp
 
サ,230965,崎永建設株式会社
〒850-0936,⻑崎県⻑崎市浪の平町４番１１号
2025-10-04
 
サ,223096,株式会社崎原⼯業
〒203-0013,東京都東久留⽶市新川町１ー９ー８
2024-05-01
 
サ,216119,株式会社崎⼭組
〒634-0077,奈良県橿原市南⼋⽊町２丁⽬３番３５号
2025-03-12
https://sakiyamagumi.com
 
サ,220742,株式会社﨑⼭組
〒523-0084,滋賀県近江⼋幡市船⽊町９６０番地
2025-03-01
https://www.sakiyamagumi.co.jp
 
サ,227284,株式会社﨑⼭⼯業
〒273-0018,千葉県船橋市栄町１ー１１ー１
2024-01-10
 
サ,103273,株式会社鷺宮製作所
〒169-0072,東京都新宿区⼤久保３−８−２ 新宿ガーデンタワー２２階
2024-10-29
http://www.saginomiya.co.jp



 
サ,505380,株式会社佐久印刷所
〒385-0052,⻑野県佐久市原４８７
2023-06-12
http://www.sakuinsatsu.jp/
 
サ,218195,佐久グリーン（その他）
〒384-0414,⻑野県佐久市下越１３１
2023-08-11
 
サ,114052,サクサ株式会社
〒108-8050,東京都港区⽩⾦１−１７−３ ＮＢＦプラチナタワー
2023-10-04
http://www.saxa.co.jp
 
サ,129207,サクサテクノ株式会社
〒992-1128,⼭形県⽶沢市⼋幡原４−３１４６−１３
2023-12-22
https://www.saxa.co.jp/
 
サ,104995,サクサプレシジョン株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿１−１９−５ 第⼆明宝ビル３Ｆ
2023-12-15
 
サ,504683,サクシード株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川１−８−６
2026-06-16
https://biz.succ.co.jp
 
サ,220270,株式会社作進
〒340-0032,埼⽟県草加市遊⾺町１０２６−３
2024-09-21
http://sakushin-kk.jp
 
サ,230171,有限会社サクセス
〒683-0101,⿃取県⽶⼦市⼤篠津町３１９７番地
2025-06-07
 
サ,230169,株式会社サクセスイノベーション
〒326-0006,栃⽊県⾜利市利保町⼀丁⽬５０番地９
2025-06-07
 
サ,505421,佐久ダンボール
〒385-0016,⻑野県佐久市鳴瀬１０６７番地２
2023-06-23
 
サ,217983,サク塗装株式会社
〒385-0021,⻑野県佐久市⻑⼟呂７９３ー２０
2026-07-21
https://www.sakutosou.co.jp
 
サ,217599,株式会社サクマ
〒174-0043,東京都板橋区坂下２ー３２ー２７
2026-02-18
http://www.kk-sakuma.com



 
サ,229228,株式会社佐久間園緑化
〒289-2132,千葉県匝瑳市⾼１７４０
2025-08-06
http://sakumaen.com/
 
サ,210093,佐久間⼯業株式会社
〒950-0892,新潟県新潟市東区寺⼭３丁⽬３２番２号
2023-12-11
http://sakan-sakuma.com
 
サ,230777,有限会社佐久間⼯業
〒981-1513,宮城県⾓⽥市豊室字江合１０３番地の１
2025-08-30
 
サ,231867,有限会社サクマテクノ
〒133-0054,東京都江⼾川区上篠崎⼆丁⽬１５番１７号
2026-04-11
https://sakuma-techno.co.jp/
 
サ,222550,株式会社佐久間鉄筋⼯業
〒959-1739,新潟県五泉市村松⼯業団地２丁⽬２０７９番地
2021-01-01
 
サ,113391,咲耶⼯業株式会社
〒211-0051,川崎市中原区宮内１−２３−１７
2026-05-06
http://www.sakuya.co.jp
 
サ,215688,株式会社佐倉
〒437-1604,静岡県御前崎市佐倉４１８２番地の７
2024-10-23
 
サ,220791,株式会社さくら
〒703-8263,岡⼭県岡⼭市中区倉益４５９番地
2025-03-08
http://www.sakura-okayama.co.jp/
 
サ,214642,株式会社櫻井
〒234-0054,神奈川県横浜市港南区港南台⼀丁⽬６番１７号
2026-03-28
http://www.sakurai-p.com/
 
サ,126987,櫻井エンジニアリング株式会社
〒869-4613,熊本県⼋代市岡町⾕川１３５
2024-07-03
http://www.sakuraiseigi.co.jp/
 
サ,127631,サクライ軽⾦属株式会社
〒701-0145,岡⼭県岡⼭市北区今保４８
2024-12-21
http://ok-sakurai.co.jp
 
サ,221490,株式会社桜井建⼯
〒940-2311,新潟県⻑岡市三島新保３０６６ー２



2025-04-01
 
サ,214262,有限会社櫻井建設⼯業
〒870-0924,⼤分県⼤分市牧３丁⽬８番２３号
2025-06-28
 
サ,223269,櫻井⼯業株式会社
〒135-0033,東京都江東区深川２ー８ー１９
2024-06-01
http://www.skk-gr.co.jp
 
サ,225681,桜井⼯業株式会社
〒794-0802,愛媛県今治市南⿃⽣町１丁⽬１ー５１
2025-07-01
 
サ,505225,有限会社 桜井⼯業（その他）
〒376-0124,群⾺県桐⽣市新⾥町⼩林６７８−１
2025-05-22
 
サ,113159,櫻井鋼鐵株式会社
〒663-8691,兵庫県⻄宮市鳴尾浜１−１−５
2024-09-11
http://www.sakurai-steel.co.jp/
 
サ,223624,株式会社桜井⼯務店
〒030-0844,⻘森県⻘森市桂⽊３丁⽬２３番地５
2024-10-01
 
サ,123266,有限会社桜井産業
〒386-0034,⻑野県上⽥市中之条１１６−７
2025-11-19
http://www.sakurai-dc.com
 
サ,211525,株式会社桜井シーリング
〒482-0026,愛知県岩倉市⼤地町郷内２８
2026-01-26
https://www.sakuraisealing.com/
 
サ,113229,櫻井精技株式会社
〒869-4613,熊本県⼋代市岡町⾕川１３５
2026-06-11
https://www.sakuraiseigi.co.jp
 
サ,223883,桜井塗装⼯業株式会社
〒380-0928,⻑野県⻑野市若⾥１ー４ー２６
2024-12-01
http://sakurai1426.com
 
サ,214597,株式会社櫻井防災
〒984-0015,宮城県仙台市若林区卸町１−６−６
2026-02-28
http://www.sakurai-bousai.co.jp
 
サ,105514,桜エンジニアリング株式会社
〒336-0912,埼⽟県さいたま市緑区１−２５−１２



2025-04-05
 
サ,216476,サクラ化学⼯業株式会社
〒530-0005,⼤阪府⼤阪市北区中之島六丁⽬２番４０号
2022-05-21
 
サ,214053,株式会社佐倉協⼒会
〒437-1604,静岡県御前崎市佐倉４１８２番地の７
2025-03-08
 
サ,226197,株式会社櫻⽊組
〒639-1042,奈良県⼤和郡⼭市⼩泉町４４
2025-11-01
 
サ,502937,株式会社サクラクレパス
〒537-0025,⼤阪府⼤阪市東成区中道１−１０−１７
2026-03-17
https://www.craypas.com
 
サ,215907,株式会社桜組
〒340-0024,埼⽟県草加市⾕塚上町７１０番地１
2025-01-15
https://www.sakuragumi-0423.com/
 
サ,113095,株式会社さくらケーシーエス
〒650-0036,神⼾市中央区播磨町２１−１
2023-08-29
http://www.kcs.co.jp
 
サ,216245,有限会社作倉建⼯
〒455-0012,愛知県名古屋市港区佐倉町２番３２号
2025-03-26
_
 
サ,230120,サクラ建⼯株式会社
〒454-0037,愛知県名古屋市中川区富川町⼀丁⽬２番地
2025-05-24
 
サ,213074,株式会社櫻建設
〒444-3622,愛知県岡崎市樫⼭町字井浪１７番地５
2023-02-26
 
サ,220147,株式会社さくら建設
〒245-0015,神奈川県横浜市泉区中⽥⻄３−２−３ＮＭＫビル３Ｆ
2024-08-10
 
サ,102956,櫻⼯業株式会社
〒170-0001,東京都豊島区⻄巣鴨４−１９−２
2026-01-15
 
サ,216831,株式会社さくら⼯業
〒547-0012,⼤阪府⼤阪市平野区⻑吉六反１丁⽬７番２号
2025-07-09
 
サ,105355,株式会社さくら⼯業所



〒661-0965,兵庫県尼崎市次屋３−１５−６
2024-11-20
 
サ,229743,株式会社櫻沢組
〒950-0024,新潟県新潟市東区河渡１丁⽬９番１号
2023-05-27
 
サ,505774,桜シール株式会社
〒130-0021,東京都墨⽥区緑３−４−１０
2026-01-12
https://www.sakura-seal.co.jp/
 
サ,121290,サクラシール印刷株式会社
〒210-0821,川崎市川崎区殿町３−１９−７
2024-03-26
http://www.sakuraseal.co.jp/
 
サ,222319,さくらステンレス⼯業株式会社
〒481-0035,愛知県北名古屋市宇福寺⻑⽥７３
2023-11-01
 
サ,124417,サクラ精機株式会社
〒387-0015,⻑野県千曲市⼤字鋳物師屋７５−５
2025-08-11
http://www.sakurajp.com
 
サ,231620,株式会社さくら設計
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥５−４−６
2026-01-31
https://sakura-design-office.com/
 
サ,103923,桜総業株式会社
〒212-0023,川崎市幸区⼾⼿本町２−２０７
2026-05-10
http://www.sakura-sohgyo.co.jp
 
サ,100132,桜⽥電気⼯業株式会社
〒106-0044,東京都港区東⿇布３−３−２
2025-08-03
https://www.sakurada-denki.co.jp/
 
サ,212458,桜⽥電設株式会社
〒331-0045,埼⽟県さいたま市⻄区内野本郷６１７ー７０
2025-02-06
http://www.sakurada-d.co.jp
 
サ,100465,株式会社サクラテック
〒961-0835,福島県⽩河市中町８
2025-12-09
http://www.sacra-tech.co.jp/
 
サ,216732,有限会社サクラ電設
〒289-2613,千葉県旭市後草９２２番地の８
2025-06-25
https://sakuradensetu.com/



 
サ,227127,有限会社佐倉電設
〒285-0037,千葉県佐倉市本町９１ー２５
2023-11-01
 
サ,227472,桜庭電気株式会社
〒038-0032,⻘森県⻘森市⾥⾒１丁⽬１４番２８号
2024-02-28
 
サ,103683,桜庭⽊材株式会社
〒018-4513,秋⽥県北秋⽥市⼩⼜字堂ノ下４４−３
2024-03-06
 
サ,122651,サクラパックス株式会社
〒930-0106,富⼭県富⼭市⾼⽊３０００
2024-10-20
http://www.sakura-paxx.co.jp/
 
サ,102716,株式会社サクラパッケージ
〒242-0026,神奈川県⼤和市草柳３−６−６
2025-07-29
 
サ,229950,株式会社さくら⾮破壊検査
〒065-0023,北海道札幌市東区北⼆⼗三条東７丁⽬３番１０号
2023-09-11
http://www.sakura-ndi.com/
 
サ,215444,株式会社サクラ美装
〒193-0931,東京都⼋王⼦市台町１丁⽬４ー８
2024-06-05
 
サ,113096,株式会社桜本製作所
〒210-0852,川崎市川崎区鋼管通４−９−６
2024-02-10
http://www.sakuramoto.co.jp/
 
サ,213190,株式会社櫻本鉄⼯
〒400-0226,⼭梨県南アルプス市有野３４４２ー３
2026-04-08
http://www.sakura-tetsu.co.jp/
 
サ,219758,株式会社櫻⼭電業社
〒188-0013,東京都⻄東京市向台町２−１６−１０
2024-05-18
 
サ,225020,株式会社サクラレンタリース
〒780-0052,⾼知県⾼知市⼤川筋２ー３ー８
2025-04-01
http://www.sakurarentallease.com
 
サ,503166,株式会社さくらんぼテレビジョン
〒990-8539,⼭形県⼭形市落合町８５番地
2026-04-12
http://www.sakuranbo.co.jp/
 



サ,219350,サコー建設株式会社
〒319-1541,茨城県北茨城市磯原町磯原１９３１−７
2024-03-16
 
サ,128824,株式会社酒向製作所
〒550-0025,⼤阪府⼤阪市⻄区九条南３−１４−８
2026-03-01
 
サ,228819,株式会社佐幸製作所
〒981-0134,宮城県宮城郡利府町しらかし台６丁⽬５ー１７
2025-01-11
 
サ,210211,サコス株式会社
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥４ー５ー３
2024-03-11
http://www.sacos.co.jp/
 
サ,216099,株式会社サコン
〒538-0041,⼤阪府⼤阪市鶴⾒区今津北３丁⽬７番２６号
2025-03-05
_
 
サ,214773,株式会社砂井
〒956-0113,新潟県新潟市秋葉区⽮代⽥１１３２番地３９
2023-06-13
http://sagoi.jp
 
サ,216990,有限会社佐合井鉄⼯
〒520-0247,滋賀県⼤津市仰⽊四丁⽬２４番３号
2025-08-20
_
 
サ,217142,有限会社笹井製作所
〒611-0041,京都府宇治市槇島町吹前２０−６
2025-09-24
 
サ,222595,笹井鉄⼯株式会社
〒920-3104,⽯川県⾦沢市⼋⽥町東１５４３
2024-01-01
 
サ,216425,株式会社ササイナカムラ
〒639-1101,奈良県⼤和郡⼭市下三橋町１８番地１
2025-05-14
https://www.sasainakamura.com/
 
サ,231141,株式会社ササイヤマト
〒632-0086,奈良県天理市庵治町３６０番地２
2025-10-25
 
サ,214568,株式会社笹岡商会
〒583-0861,⼤阪府⽻曳野市⻄浦９８４ー１
2026-02-07
 
サ,223504,有限会社笹岡畳⼯業所
〒947-0004,新潟県⼩千⾕市東栄２−５−１７



2024-08-01
 
サ,105789,株式会社ササガワ
〒542-0081,⼤阪府⼤阪市中央区南船場１−１６−２９
2025-12-10
https://www.sasagawa-brand.co.jp
 
サ,122754,笹川産業株式会社
〒959-1276,新潟県燕市⼩池字前⽥１４９２
2024-11-10
 
サ,120817,株式会社笹川プラスチック⼯業所
〒950-1471,新潟県新潟市南区和泉５０９−１２
2024-02-03
http://sasapla.p-kit.com
 
サ,100710,株式会社佐々⽊
〒652-0863,神⼾市兵庫区和⽥宮通４−２−７
2026-04-21
 
サ,102291,株式会社ササキ
〒407-0044,⼭梨県韮崎市旭町上条北割２０５８−２
2025-02-18
http://www.sasaki-harness.co.jp/
 
サ,215044,株式会社ササキ
〒041-0821,北海道函館市港町３丁⽬５番２０号
2023-10-17
https://ssk-sasaki.jp/sash/
 
サ,123431,株式会社佐々⽊印刷
〒024-0211,岩⼿県北上市⼝内町堰根９１−４
2025-02-03
http://sasaki-insatsu.com
 
サ,224553,佐々⽊開発⼯業株式会社
〒770-8006,徳島県徳島市新浜町１丁⽬１番３０号
2025-04-01
 
サ,106433,佐々⽊化学九州株式会社
〒899-3101,⿅児島県⽇置市⽇吉町⽇置２６８
2024-12-03
 
サ,113023,佐々⽊化学薬品株式会社
〒607-8225,京都市⼭科区勧修寺⻄北出町１０
2024-02-27
http://www.sasaki-c.co.jp
 
サ,226429,佐々⽊架設株式会社
〒169-0072,東京都新宿区⼤久保２丁⽬３番１８号
2026-03-01
 
サ,220358,有限会社佐々⽊硝⼦
〒963-8051,福島県郡⼭市富久⼭町⼋⼭⽥字東平作１０−１８
2024-10-12



 
サ,218242,株式会社佐々⽊組
〒718-0005,岡⼭県新⾒市上市１１４９−１
2023-08-18
http://www.sasaki-gumi.com/
 
サ,221638,株式会社佐々⽊組
〒981-0011,宮城県宮城県仙台市⻘葉区上杉１丁⽬６番３０号
2025-04-01
http://www.sasaki-gumi.co.jp/
 
サ,224282,有限会社佐々⽊組
〒760-0074,⾹川県⾼松市桜町２丁⽬１７番３０号
2025-03-01
 
サ,224123,株式会社佐々喜建⼯
〒310-0902,茨城県⽔⼾市渡⾥町２８６０番地の３
2025-02-01
https://sasaki-kenko.com/
 
サ,214821,佐々⽊建設株式会社
〒771-1494,徳島県阿波市吉野町柿原字原１６７
2023-06-27
http://www.ssk-con.co.jp/
 
サ,222526,佐々⽊建設株式会社
〒105-0003,東京都港区⻄新橋３ー４ー１
2023-12-01
http://www.sasaki-kensetsu.com/company/
 
サ,220648,佐佐⽊⼯機株式会社
〒553-0001,⼤阪府⼤阪市福島区海⽼江⼋丁⽬１１番２７号
2025-02-01
https://sasakikouki.com/
 
サ,103343,佐々⽊⼯業株式会社
〒560-0035,⼤阪府豊中市箕輪３−１−１５
2025-01-21
http://www.sasaki-ko.com
 
サ,214672,株式会社佐々⽊鋼業
〒987-0701,宮城県登⽶市登⽶町⼩島⻄岡⾕地１８
2026-04-11
 
サ,217107,佐々⽊興業株式会社
〒317-0075,茨城県⽇⽴市相賀町１８番１号
2025-09-17
https://www.sasakikougyou.co.jp/
 
サ,218674,佐々⽊⼯業株式会社
〒791-1106,愛媛県松⼭市今在家１丁⽬７番２２号
2023-12-01
 
サ,225932,佐々⽊⼯業株式会社
〒730-0036,広島県広島市中区袋町５番２８号



2025-09-01
http://www.sasaki-industries.co.jp
 
サ,228055,株式会社佐々⽊⼯業
〒870-1114,⼤分県⼤分市星和台２丁⽬２２ー５
2024-05-17
 
サ,231570,佐々喜興業株式会社
〒010-1601,秋⽥県秋⽥市向浜⼀丁⽬３番８号
2026-01-17
 
サ,505391,株式会社佐々⽊⼯業
〒385-0051,⻑野県佐久市中込３３０５
2026-06-15
http://www.sasaki-k.co.jp
 
サ,231479,佐々⽊興産株式会社
〒851-0136,⻑崎県⻑崎市平間町９２１番地５
2025-12-19
 
サ,224391,株式会社佐々⽊⼯務店
〒891-1201,⿅児島県⿅児島市岡之原町６１７番地
2025-04-01
_
 
サ,226624,株式会社佐々⽊⼯務店
〒570-0043,⼤阪府守⼝市南寺⽅東通２丁⽬１６番２０号
2026-04-01
 
サ,231175,有限会社佐々⽊⼯務店
〒017-0878,秋⽥県⼤館市川⼝字⾚⽯沢１０９番地
2025-10-25
 
サ,221347,佐々⽊左官⼯業株式会社
〒114-0024,東京都北区⻄ケ原３丁⽬５９番８号
2025-04-01
_
 
サ,125690,株式会社佐々⽊産業
〒430-0903,静岡県浜松市中区助信町３２−１８
2023-07-27
http://www.sasaki-sangyo.co.jp
 
サ,214754,佐々⽊産業株式会社
〒027-0074,岩⼿県宮古市保久⽥８番１８号
2023-05-30
http://www.sasakisangyo.com/
 
サ,213745,有限会社佐々⽊商会
〒230-0031,神奈川県横浜市鶴⾒区平安町１丁⽬４９番地２５
2024-06-30
 
サ,105176,有限会社佐々⽊精機
〒399-3103,⻑野県下伊那郡⾼森町下市⽥７０４
2024-07-04



 
サ,505591,株式会社佐々⽊精⼯
〒879-0627,⼤分県豊後⾼⽥市界２７６番地
2024-05-31
www.sasaki-se.co.jp
 
サ,122316,有限会社佐々⽊製作所
〒010-1601,秋⽥県秋⽥市向浜１−６−１
2024-08-12
http://www.sasakiss.co.jp
 
サ,216704,有限会社佐々⽊設備
〒195-0074,東京都町⽥市⼭崎町２１３０⼭崎団地７ー４ー１０１
2025-06-25
 
サ,105498,株式会社佐々⽊ダイカスト⼯業
〒289-1727,千葉県⼭武郡横芝光町宮川１２００５
2025-03-22
http://www.sasaki-dc.co.jp/
 
サ,501964,株式会社 佐々⽊鋳⼯所
〒313-0114,茨城県常陸太⽥市箕町１０７５−１２
2025-11-26
http://www.sasacyuu.com
 
サ,224300,佐々⽊鐵筋⼯業株式会社
〒987-0373,宮城県登⽶市豊⾥町内町浦２１番地２
2025-03-01
 
サ,231875,佐々⽊鐵⼯株式会社
〒987-0513,宮城県登⽶市迫町北⽅字新⼟⼿３８番地
2026-04-11
 
サ,104397,株式会社佐々⽊鉄⼯所
〒231-0813,横浜市中区かもめ町２８
2025-05-27
https://www.s-iw.co.jp
 
サ,220994,佐々⽊電気⼯業株式会社
〒212-0016,神奈川県川崎市幸区南幸町三丁⽬１９番地６
2025-04-05
 
サ,129394,有限会社佐々⽊電材⼯業
〒317-0053,茨城県⽇⽴市滑川町２−１−７
2024-03-27
 
サ,227108,株式会社佐々⽊⼟建
〒247-0064,神奈川県鎌倉市寺分３丁⽬７番７号
2023-10-01
 
サ,229813,佐々⽊⼟⽊株式会社
〒134-0085,東京都江⼾川区南葛⻄６ー２ー１
2023-07-02
http://sasakigroup.com
 



サ,229276,佐々⽊・広⾕建設株式会社
〒061-1125,北海道北広島市稲穂町東８丁⽬５番地１７
2025-09-07
http://www.sasaki-hiroya.com/
 
サ,227198,株式会社ササクラ
〒555-0012,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区御幣島６丁⽬７−５
2023-12-01
http://www.sasakura.co.jp
 
サ,219825,株式会社ササクラ・エーイー
〒555-0011,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区⽵島四丁⽬７−３２
2024-06-08
 
サ,221254,株式会社捧左官⼯業
〒064-0944,北海道札幌市中央区円⼭⻄町３丁⽬４番３５号
2025-03-01
 
サ,225642,笹沢建設株式会社
〒389-0111,⻑野県北佐久郡軽井沢町⼤字⻑倉３７３２ー６
2025-07-01
http://www.sasazawa.jp
 
サ,102039,佐々信電機⼯業所
〒015-0825,秋⽥県由利本荘市観⾳町２４
2024-12-17
 
サ,221058,笹島建設株式会社
〒107-0062,東京都港区南⻘⼭⼆丁⽬２２番３号
2023-09-01
 
サ,230333,笹嶋⼯業株式会社
〒939-1547,富⼭県南砺市三ツ屋２８番地
2025-07-05
http://www.sasajima.net
 
サ,217922,株式会社佐々重
〒987-0513,宮城県登⽶市迫町北⽅字古宿５番地
2023-07-14
 
サ,123255,株式会社ササデン
〒542-0061,⼤阪市中央区安堂寺町１−１−４
2025-08-27
http://www.sasaden.co.jp
 
サ,218749,株式会社ササデン
〒239-0836,神奈川県横須賀市内川１ー６ー２４
2023-12-15
 
サ,106679,笹徳印刷株式会社
〒470-1196,愛知県豊明市栄町⼤脇７
2025-06-07
https://www.sasatoku.co.jp/
 
サ,227077,ササベ設備株式会社



〒561-0874,⼤阪府豊中市⻑興寺南２丁⽬１番５号
2020-10-01
http://www.sasabe-s.jp
 
サ,216434,笹⽬窓建 笹⽬勝弘（その他）
〒311-1306,茨城県東茨城郡⼤洗町五反⽥６７８ー３０１
2025-05-14
_
 
サ,212761,有限会社ササモト⼯業
〒238-0111,神奈川県三浦市初声町下宮⽥３３４０
2022-07-24
http://sasako-sr.p-kit.com/
 
サ,229532,株式会社笹本⼯務店
〒415-0038,静岡県下⽥市⼤賀茂１４６番地
2023-03-01
 
サ,120591,株式会社サザン・エージェンシー
〒210-0837,川崎市川崎区渡⽥１−１７−３−６０３
2023-11-11
http://www.sacgrp.co.jp
 
サ,103431,株式会社サザンクロスシステムズ
〒116-0013,東京都荒川区⻄⽇暮⾥２−２２−３ ステーションプラザタワーアネックスウエスト５Ｆ
2023-09-29
http://www.scsys.co.jp/
 
サ,121716,株式会社指⽥製作所
〒198-0023,東京都⻘梅市今井３−４−２０
2024-05-22
http://www.sashida.co.jp/
 
サ,223016,株式会社指増かわい
〒503-1316,岐⾩県養⽼郡養⽼町押越８４２ー２
2024-04-01
 
サ,222047,サシヨシ⼯業株式会社
〒496-0902,愛知県愛⻄市須依町前⽥⾯１５５
2025-12-01
http://www.sashiyoshi.jp/
 
サ,223426,株式会社佐治商店
〒325-0051,栃⽊県那須塩原市豊町４−１５
2021-08-01
http://www/nasuinfo.or.jp/saji
 
サ,504738,有限会社 佐治通設
〒497-0034,愛知県海部郡蟹江町本町六丁⽬２６番２
2023-07-06
 
サ,113080,サス・サンワ株式会社
〒550-0012,⼤阪府⼤阪市⻄区⽴売堀１−４−１２
2026-05-14
https://sassanwa.co.jp/



 
サ,123304,株式会社サステック
〒541-0056,⼤阪市中央区久太郎町３−６−８
2026-01-28
http://www.sustech.co.jp/
 
サ,128757,サスナカ通信⼯業株式会社
〒399-0033,⻑野県松本市⼤字笹賀７６００−６
2026-02-07
http://www.sasunaka.co.jp/
 
サ,214337,佐多エンジニアリング株式会社
〒880-0925,宮崎県宮崎市⼤字本郷北⽅２１５０番地１
2025-08-23
 
サ,100547,株式会社佐⽵製作所
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町１−２４−３−７
2026-01-13
 
サ,230405,佐⽵電気⼯業株式会社
〒531-0073,⼤阪府⼤阪市北区本庄⻄三丁⽬１２番１１号
2025-07-12
 
サ,100159,佐⽵特殊鋼株式会社
〒190-0033,東京都⽴川市⼀番町４−６５−３２
2025-08-09
 
サ,227470,佐⽥建設⼯業有限会社
〒011-0951,秋⽥県秋⽥市⼟崎港相染町字浜ナシ⼭５５ー２
2024-02-28
http://www.sataken.co.jp
 
サ,113211,株式会社貞包鉄⼯所
〒842-0002,佐賀県神埼市神埼町⽥道ヶ⾥１８６０−２
2025-07-13
 
サ,221895,株式会社佐⽥建美
〒719-3115,岡⼭県真庭市中７０５
2022-08-01
http://www.sadakenbi.com/
 
サ,217605,株式会社貞松組
〒583-0036,⼤阪府藤井寺市恵美坂１−１７−７
2026-02-18
 
サ,229388,株式会社サダムシステムコンサルティング
〒650-0031,兵庫県神⼾市中央区東町１１６ー２ー７０２
2025-11-21
 
サ,229057,定⼭鋼材株式会社
〒114-0002,東京都北区王⼦１丁⽬２８番１０号
2025-05-31
http://www.sadayama.co.jp/
 
サ,230381,株式会社サックス



〒676-0811,兵庫県⾼砂市⻯⼭⼀丁⽬５番４号
2025-07-12
 
サ,218194,株式会社札建スチール
〒004-0065,北海道札幌市厚別区厚別⻄五条２丁⽬１−２５ローヤルハイツ厚別通２Ｆ２４３号
2023-08-11
 
サ,220005,株式会社サッコー
〒733-0012,広島県広島市⻄区中広町１丁⽬２０ー６
2024-07-13
 
サ,217640,株式会社サッシサービスセンター
〒940-0012,新潟県⻑岡市下々条２丁⽬１３５７番地
2026-03-10
https://s-sash.com/
 
サ,225887,株式会社サッシュサービス
〒252-0313,神奈川県相模原市南区松が枝町８番１２号
2025-08-01
 
サ,225042,株式会社刷新
〒388-8007,⻑野県⻑野市篠ノ井布施⾼⽥２８３番地２
2025-04-01
 
サ,210747,有限会社札新運輸
〒001-0038,北海道札幌市北区北３８条⻄５丁⽬１番１６号
2024-12-02
 
サ,504263,株式会社 札総
〒060-0004,北海道札幌市中央区北４条⻄１６丁⽬１
2025-06-27
http://www.sassou.co.jp
 
サ,220341,幸⼿クレーン株式会社
〒340-0135,埼⽟県幸⼿市⼤字槇野地１９４番地３
2024-10-12
http://www.sattecrane.com/
 
サ,213356,サップセキュリティー株式会社
〒950-1134,新潟県新潟市江南区天野⼀丁⽬１７番１号
2023-07-29
 
サ,211663,有限会社札幌庭園⼯業
〒004-0811,北海道札幌市清⽥区美しが丘⼀条７丁⽬３ー１２
2023-06-02
http://progarden.co.jp/
 
サ,225128,札幌インスペクション株式会社
〒007-0870,北海道札幌市東区伏古１０条３丁⽬１０番１４号
2025-05-01
http://www.si-c.com
 
サ,229848,有限会社札幌建設サポート
〒004-0861,北海道札幌市清⽥区北野⼀条１丁⽬７ー２２
2023-07-10



 
サ,220269,株式会社札幌建装
〒063-0812,北海道札幌市⻄区琴似２条５丁⽬４−１８
2024-09-21
 
サ,216184,株式会社札幌⼯業検査
〒003-0872,北海道札幌市⽩⽯区⽶⾥⼆条２丁⽬３番２１号
2025-03-19
 
サ,218574,札幌⻫藤⽊材株式会社
〒003-0827,北海道札幌市⽩⽯区菊⽔元町七条⼆丁⽬６番１号
2023-10-27
http://www.s-saitomokuzai.co.jp/
 
サ,228854,株式会社札幌⼭⽔
〒063-0849,北海道札幌市⻄区⼋軒９条⻄５丁⽬３４６番地
2022-01-23
 
サ,212942,有限会社札幌シーラント
〒006-0806,北海道札幌市⼿稲区新発寒六条４丁⽬８番１０号
2025-12-04
 
サ,230707,札幌施設管理株式会社
〒003-0023,北海道札幌市⽩⽯区南郷通⼗四丁⽬北３番３７号
2025-08-09
http://www.sapporo-sk.co.jp
 
サ,106318,札幌制御システム株式会社
〒002-8081,北海道札幌市北区百合が原７−１−２０
2024-08-05
http://www.sapporo-seigyo.co.jp/
 
サ,500215,札幌テレビ放送株式会社
〒060-8705,北海道札幌市中央区北１条⻄８丁⽬１番地
2024-02-26
http://www.stv.jp/
 
サ,104604,札幌⽇信電⼦株式会社
〒062-0054,札幌市豊平区⽉寒東４条８−６−５
2025-11-24
http://www.sapporo-nisshin.co.jp
 
サ,224742,株式会社札幌三星
〒063-0850,北海道札幌市⻄区⼋軒⼗条⻄６丁⽬１番４６号
2025-04-01
http://sapporo-mitsuboshi.com/
 
サ,219953,サツエー⼯機株式会社
〒003-0022,北海道札幌市⽩⽯区南郷通２１丁⽬南１番１号
2024-06-29
http://www.satue.co.jp/
 
サ,113607,さつき株式会社
〒542-0081,⼤阪市中央区南船場４−１０−２９
2023-12-07



http://www.satsuki.co.jp
 
サ,113829,薩南電線株式会社
〒179-0083,東京都練⾺区平和台１−８−３
2024-07-12
 
サ,210217,薩摩建設株式会社
〒201-0005,東京都狛江市岩⼾南１丁⽬４番９号
2024-03-11
https://satsuma-con.co.jp
 
サ,113630,サツマ⼯業株式会社
〒210-0821,川崎市川崎区殿町３−２１−３
2023-10-22
http://www.satuma-kk.co.jp
 
サ,121864,株式会社薩摩商会
〒658-0023,兵庫県神⼾市東灘区深江浜町５４
2024-06-23
 
サ,102427,株式会社佐塚⼯業所
〒427-0103,静岡県島⽥市中河５２８−２
2025-03-07
http://www.ksazuka.co.jp/
 
サ,123338,株式会社サテリット
〒192-0033,東京都⼋王⼦市⾼倉町３８−１１
2026-03-29
http://www.satellyt.co.jp/
 
サ,102949,株式会社サトー
〒454-0011,愛知県名古屋市中川区⼭王３−９−２３
2026-01-14
http://www.kksato.co.jp/
 
サ,113235,株式会社サトー
〒108-0023,東京都港区芝浦３−１−１ ⽥町ステーションタワーＮ
2025-02-12
https://www.sato.co.jp/
 
サ,219429,株式会社サトー⼯業
〒349-0133,埼⽟県蓮⽥市⼤字閏⼾４１１７−１８
2024-03-23
 
サ,212634,株式会社サトー⼯務店
〒986-0724,宮城県本吉郡南三陸町志津川字平井⽥６５番地４２
2025-05-22
_
 
サ,104592,有限会社サトー電⼦
〒192-0003,東京都⼋王⼦市丹⽊町３−８３−７
2025-11-08
 
サ,123450,サトーパーツ株式会社
〒151-0063,東京都渋⾕区富ヶ⾕１−８−８ 代々⽊ワルトハイム３０１号



2026-04-05
http://www.satoparts.co.jp/
 
サ,103462,サトーヘルスケア株式会社
〒105-0011,東京都港区芝公園１−７−６ ＣＲＯＳＳ ＰＬＡＣＥ浜松町９Ｆ
2023-10-10
 
サ,219743,株式会社サトウ
〒186-0004,東京都国⽴市中２−４−３
2024-05-18
 
サ,225071,株式会社サトウ
〒889-2151,宮崎県宮崎市⼤字熊野４８８番地１
2025-04-01
http://satou-miyazaki.jp/
 
サ,126865,佐藤化学⼯業株式会社
〒018-0401,秋⽥県にかほ市両前寺字井⼾尻２１−１
2024-05-25
https://www.satochem.jp
 
サ,223700,株式会社佐藤型枠⼯業
〒174-0054,東京都板橋区宮本町４３ー８
2024-11-01
http://skwk.co.jp
 
サ,218741,有限会社佐藤⾦物
〒144-0035,東京都⼤⽥区南蒲⽥⼀丁⽬７番２１号
2023-12-15
 
サ,504537,佐藤機械株式会社
〒760-0018,⾹川県⾼松市天神前５番１９号
2025-04-04
www.satokikai.com/
 
サ,227251,株式会社佐藤企業
〒951-8066,新潟県新潟市中央区東堀前通１番町３４５番地
2023-12-15
 
サ,220360,佐藤基礎営繕株式会社
〒134-0081,東京都江⼾川区北葛⻄五丁⽬２３番３号
2024-10-19
 
サ,113021,佐藤⾦属株式会社
〒101-8559,東京都千代⽥区神⽥須⽥町２−１３
2023-12-24
http://www.sato-mtl.co.jp
 
サ,101434,有限会社さとう技研
〒019-1302,秋⽥県仙北郡美郷町⾦沢字向⼩屋１２８−２
2024-06-25
 
サ,123578,佐藤技⼯株式会社
〒485-0085,愛知県⼩牧市⼤字河内屋新⽥４２４
2025-02-16



 
サ,212916,株式会社佐藤組
〒453-0866,愛知県名古屋市中村区横井１丁⽬１３５ー１
2025-11-13
 
サ,214742,株式会社佐藤組
〒690-0851,島根県松江市堂形町７３７番地３
2026-05-30
http://www.satohgumi.co.jp/
 
サ,221096,株式会社佐藤組エレクション
〒870-0109,⼤分県⼤分市徳島２丁⽬２番５号
2025-02-01
http://satogumi-erection.jp/
 
サ,505273,株式会社佐藤計量器製作所
〒101-0045,東京都千代⽥区神⽥鍛冶町三丁⽬４番地
2025-08-20
http://www.sksato.co.jp
 
サ,211947,株式会社佐藤建⼯
〒481-0043,愛知県北名古屋市沖村天花寺８４番地
2023-12-15
 
サ,222284,株式会社佐藤建⼯
〒161-0031,東京都新宿区⻄落合⼆丁⽬１４ー２３
2023-10-01
 
サ,218176,佐藤建材⾦物株式会社
〒400-0861,⼭梨県甲府市城東１−９−２
2023-08-11
 
サ,210916,佐藤建材⼯業株式会社
〒130-0003,東京都墨⽥区横川４ー４ー２
2025-02-17
 
サ,212802,佐藤建設株式会社
〒709-4316,岡⼭県勝⽥郡勝央町勝間⽥２２５ー５
2025-08-21
https://www.satoukensetsu.co.jp/
 
サ,221202,佐藤建設株式会社
〒999-3785,⼭形県東根市本丸⻄２ー１ー２７
2025-03-01
 
サ,220542,株式会社佐藤建設⼯業
〒377-0312,群⾺県渋川市⼩野⼦１５７９番地
2024-12-14
https://satokensetsukougyou.co.jp
 
サ,225623,佐藤建設⼯業株式会社
〒991-0041,⼭形県寒河江市⼤字寒河江字⽉越２３番地の１
2025-07-01
http://www.sato-kkk.co.jp/
 



サ,211791,有限会社佐藤コーポレーション
〒184-0002,東京都⼩⾦井市梶野町３丁⽬９−１９
2023-08-03
 
サ,223770,サトウ⼯営株式会社
〒130-0021,東京都墨⽥区緑４−３１−４
2024-11-01
_
 
サ,113813,株式会社佐藤⼯機
〒418-0019,静岡県富⼠宮市南陵１０
2024-07-31
http://www.satokoki.co.jp/
 
サ,123777,佐藤⼯機株式会社
〒192-0046,東京都⼋王⼦市明神町２−８−９
2025-04-05
http://www.satoukouki.co.jp
 
サ,103995,株式会社佐藤光機製作所
〒329-2733,栃⽊県那須塩原市⼆区町３３９−７９
2025-09-22
http://www.satokouki.jp/
 
サ,102811,有限会社サトウ⼯業
〒990-2211,⼭形県⼭形市⼗⽂字１４５５
2025-10-04
 
サ,213912,佐藤⼯業株式会社
〒321-0214,栃⽊県下都賀郡壬⽣町⼤字壬⽣甲２２３０
2024-12-01
https://www.marumi-sato.jp/
 
サ,216083,佐藤興業株式会社
〒175-0092,東京都板橋区⾚塚４丁⽬２１番２８号
2025-02-26
_
 
サ,221119,佐藤興業株式会社
〒101-0062,東京都千代⽥区神⽥駿河台２丁⽬１０番地
2025-03-01
https://www.p-sato.co.jp/
 
サ,226337,株式会社佐藤⼯業
〒375-0024,群⾺県藤岡市藤岡１５７３
2026-01-01
 
サ,228761,株式会社佐藤⼯業
〒653-0805,兵庫県神⼾市⻑⽥区⽚⼭町５ー１１−２４
2024-12-14
 
サ,231327,佐藤⼯業株式会社
〒370-0864,群⾺県⾼崎市⽯原町３２０４番地
2025-11-21
https://www.sato-kg.com/



 
サ,125296,佐藤⼯具株式会社
〒435-0014,静岡県浜松市東区⼤蒲町９３−１１
2026-03-07
 
サ,229241,株式会社佐藤構建
〒478-0017,愛知県知多市新知字⾨⽥６０ー１
2025-08-15
 
サ,210026,株式会社佐藤⼯務店
〒330-0046,埼⽟県さいたま市浦和区⼤原１ー２２ー２
2023-10-27
 
サ,215646,有限会社佐藤⼯務店
〒800-0236,福岡県北九州市⼩倉南区下貫３丁⽬２３番１０号
2024-10-16
 
サ,228452,株式会社佐藤⼯務店
〒433-8125,静岡県浜松市中区和合町１５４
2024-09-04
 
サ,230128,佐藤産業株式会社
〒257-0015,神奈川県秦野市平沢２番地の１
2025-05-24
https://whitepuma1.sakura.ne.jp/wp/
 
サ,231547,株式会社サトウ産業
〒942-0252,新潟県上越市⼤字上名柄３４０番地１
2026-01-10
https://www.sato-san.jp/
 
サ,503508,有限会社佐藤システムウェア
〒376-0021,群⾺県桐⽣市巴町２−１８３２
2025-08-23
 
サ,219622,佐藤正株式会社
〒136-0072,東京都江東区⼤島３−１５−１７−４０１号
2024-04-20
 
サ,214974,有限会社佐藤商会
〒140-0013,東京都品川区南⼤井２ー１２ー１０ー７０９
2023-09-05
 
サ,218338,株式会社佐藤商会
〒143-0014,東京都⼤⽥区⼤森中１−２−２５
2023-09-08
 
サ,223431,サトウ商会株式会社
〒145-0064,東京都⼤⽥区上池台１ー１４ー２０
2024-08-01
 
サ,126536,有限会社佐藤商⼯社
〒210-0826,川崎市川崎区塩浜１−８−１１
2024-02-02
 



サ,153042,佐藤商事株式会社
〒100-8285,東京都千代⽥区丸の内１−８−１ 丸の内トラストタワーＮ館１６階
2026-03-27
 
サ,227032,株式会社佐藤信
〒562-0034,⼤阪府箕⾯市⻄宿１丁⽬１１番１１号
2023-09-01
http://www.satoshin.co.jp
 
サ,220568,株式会社佐藤重機
〒321-0169,栃⽊県宇都宮市⼋千代⼀丁⽬７番７号
2024-12-21
 
サ,214834,株式会社佐藤重機建設
〒957-0127,新潟県北蒲原郡聖籠町⼤字藤寄２８８８番地
2023-07-04
http://www.satojuki.com
 
サ,217381,株式会社佐藤重機⼯業
〒505-0121,岐⾩県可児郡御嵩町中１０９４番地３
2025-12-17
 
サ,113932,佐藤精機株式会社
〒671-1261,兵庫県姫路市余部区下余部２４０−６
2024-08-25
http://www.ssc-e.co.jp
 
サ,106407,有限会社佐藤精巧直線
〒174-0052,東京都板橋区蓮沼町３５−１
2024-11-15
 
サ,100221,有限会社佐藤製作所
〒018-0402,秋⽥県にかほ市平沢字⾈橋３９−１
2025-08-23
 
サ,113143,株式会社佐藤製作所
〒150-0013,東京都渋⾕区恵⽐寿２−６−２４
2025-01-16
 
サ,113415,株式会社佐藤製作所
〒959-0161,新潟県⻑岡市寺泊⽵森２２０６
2026-06-24
 
サ,124776,株式会社佐藤製作所
〒511-0811,三重県桑名市修徳町５０９
2025-12-27
http://www.sato-ss.jp/
 
サ,126341,株式会社佐藤製作所
〒601-8204,京都市南区久世東⼟川町２９８−３
2023-12-07
https://www.sato-web.co.jp
 
サ,219216,株式会社佐藤設備
〒266-0032,千葉県千葉市緑区おゆみ野中央３−２２−１０



2024-03-02
 
サ,213828,株式会社佐藤千組
〒036-8383,⻘森県弘前市⼤字折笠字宮川１０７ー５
2024-09-01
 
サ,219495,佐藤総業 佐藤祐⼀（その他）
〒263-0051,千葉県千葉市稲⽑区園⽣町６０９ー５坪ノ内コーポ１０６号
2024-03-30
 
サ,225377,佐藤相互建設株式会社
〒720-0832,広島県福⼭市⽔呑町５７４番地
2025-06-01
http://www.satosogo.co.jp
 
サ,216983,株式会社佐藤測量
〒483-8147,愛知県江南市布袋下⼭町北１番地
2025-08-20
 
サ,231773,株式会社佐藤測建
〒330-0073,埼⽟県さいたま市浦和区元町⼆丁⽬８番１２号
2026-03-14
 
サ,219313,株式会社佐藤断熱
〒874-0839,⼤分県別府市⼤字南⽴⽯２０３５番地の１１
2024-03-16
 
サ,505424,株式会社佐藤鋳造
〒402-0021,⼭梨県都留市⽟川６５４番地
2023-06-24
http://www.satochuzou.co.jp/
 
サ,500168,佐藤通信⼯業株式会社
〒984-0038,宮城県仙台市若林区伊在⼆丁⽬１番地の４
2023-12-04
 
サ,218046,株式会社佐藤鉄筋
〒997-0011,⼭形県鶴岡市宝⽥３−７−８１
2023-07-28
 
サ,212675,有限会社佐藤鉄筋興業
〒031-0813,⻘森県⼋⼾市⼤字新井⽥字寺沢下４ー４
2025-06-05
 
サ,219437,有限会社佐藤鉄筋⼯業
〒989-0216,宮城県⽩⽯市⼤平中⽬字東⽥５４番地
2024-03-23
https://www.satorebarindustry.com/
 
サ,228812,有限会社佐藤鉄筋⼯業
〒950-0871,新潟県新潟市東区⼭⽊⼾８丁⽬１０番１３号
2025-01-09
 
サ,105757,佐藤鉄⼯株式会社
〒930-0293,富⼭県中新川郡⽴⼭町鉾ノ⽊２２０



2025-11-27
http://www.satotekko.co.jp/
 
サ,227736,佐藤鉄⼯株式会社
〒986-2231,宮城県牡⿅郡⼥川町浦宿浜字浦宿８１ー３１
2024-03-27
 
サ,104408,有限会社佐藤鐵⼯所
〒511-0054,三重県桑名市⻄鍋屋町１１４
2025-06-08
 
サ,102872,有限会社佐藤電化⼯業所
〒312-0032,茨城県ひたちなか市津⽥１９４３−８
2025-11-08
 
サ,213458,有限会社佐藤電機
〒950-0866,新潟県新潟市中央区⻄⾺越３−２８
2023-09-30
 
サ,220690,株式会社佐藤電機
〒343-0022,埼⽟県越⾕市東⼤沢三丁⽬２３番地１０
2025-02-07
 
サ,224803,佐藤電気⼯事株式会社
〒041-0811,北海道函館市富岡町１丁⽬３９番５号
2025-04-01
 
サ,113022,株式会社佐藤電機製作所
〒181-0005,東京都三鷹市中原３−１−５３
2023-09-05
http://www.s-d-s.co.jp
 
サ,230566,佐藤電業有限会社
〒370-0534,群⾺県⾢楽郡⼤泉町丘⼭１１番２１号
2025-07-26
 
サ,230956,有限会社佐藤電業
〒340-0046,埼⽟県草加市北⾕⼀丁⽬２２番２号
2025-10-04
 
サ,106727,佐藤電研株式会社
〒132-0021,東京都江⼾川区中央４−１６−２９
2025-07-12
 
サ,213534,佐藤電⼯株式会社
〒243-0021,神奈川県厚⽊市岡⽥３０８２番２
2023-12-22
http://www.310d.net
 
サ,217104,佐藤電設⼯業株式会社
〒960-0677,福島県伊達市保原町字早稲⽥３８ー３
2025-09-10
https://sato-dsk.jp/
 
サ,223310,佐藤電設⼯業株式会社



〒114-0032,東京都北区中⼗条１ー１５ー４
2024-07-01
 
サ,113563,佐藤特殊製油株式会社
〒536-0002,⼤阪市城東区今福東１−４−１７
2023-09-29
http://www.satooil.co.jp
 
サ,220291,佐藤塗建株式会社
〒979-1306,福島県双葉郡⼤熊町⼤川原字⻄平９２８番地
2024-09-28
 
サ,214188,株式会社佐藤塗装店
〒963-8025,福島県郡⼭市桑野五丁⽬１０番地の１３
2025-05-17
http://www.satoh-paint.jp/
 
サ,219729,株式会社佐藤⼟⽊測量設計事務所
〒986-0861,宮城県⽯巻市蛇⽥字新⻄境⾕地９９−７
2024-05-11
 
サ,217325,株式会社佐藤農園
〒321-0973,栃⽊県宇都宮市岩曽町１０１６
2022-11-19
 
サ,101327,サトウパック株式会社
〒501-3764,岐⾩県美濃市笠神１０１３
2024-05-02
http://satopack.jp/
 
サ,219922,有限会社佐藤保温⼯業
〒158-0097,東京都世⽥⾕区⽤賀⼆丁⽬４１番１５−２０２
2024-06-22
 
サ,212926,株式会社佐藤防⽔⼯業
〒114-0001,東京都北区東⼗条１ー８ー６
2025-11-20
http://www.waterproof.co.jp
 
サ,212357,株式会社佐藤ラス⼯業
〒984-0838,宮城県仙台市若林区上飯⽥１丁⽬２５ー２５
2024-10-24
http://www.satolath.co.jp/
 
サ,123999,佐藤ロストワックス技研株式会社
〒262-0045,千葉県千葉市花⾒川区作新台２−２６−２
2025-06-23
https://www.sato-lost.co.jp
 
サ,221844,株式会社佐藤渡辺
〒106-8567,東京都港区南⿇布１丁⽬１８番４号
2025-08-01
http://watanabesato.co.jp
 
サ,230858,佐徳電気⼯事株式会社



〒557-0016,⼤阪府⼤阪市⻄成区花園北⼀丁⽬５番２７−４０２号
2025-09-20
https://satokudenki.co.jp/
 
サ,213267,株式会社⾥組
〒446-0025,愛知県安城市古井町⼭崎根１１ー１
2023-06-17
 
サ,102525,株式会社サトコウ
〒943-8540,新潟県上越市藤巻６−５５
2025-04-15
http://www.satokou.com/
 
サ,213320,株式会社サトコウ
〒943-8540,新潟県上越市藤巻６番５５号
2023-07-08
 
サ,216993,⾥⾒⼯業株式会社
〒239-0844,神奈川県横須賀市岩⼾１−１２−１０
2025-08-27
 
サ,103520,佐⿃電機株式会社
〒105-0014,東京都港区芝１−１４−１０
2023-08-24
https://www.satori.co.jp/
 
サ,212964,株式会社覺組
〒331-0065,埼⽟県さいたま市⻄区⼤字⼆ツ宮７７６番地１
2025-12-18
 
サ,121922,株式会社佐渡島
〒542-0082,⼤阪市中央区島之内１−１６−１９
2024-07-09
http://www.sadoshima.com
 
サ,123094,株式会社佐渡島
〒542-0082,⼤阪府⼤阪市中央区島之内１−１６−１９
2024-12-21
http://www.sadoshima.com
 
サ,103670,佐渡精密株式会社
〒952-1435,新潟県佐渡市沢根２３−１
2023-12-21
http://www.sadoseimitsu.co.jp
 
サ,227469,佐渡電設株式会社
〒952-1313,新潟県佐渡市⼋幡町５３番地
2024-02-28
 
サ,111925,サナーエレクトロニクス株式会社
〒102-0073,東京都千代⽥区九段北１−１５−１４ 九段バワンビル６Ｆ
2024-07-21
http://www.sanor-e.com
 
サ,220339,株式会社サナース



〒141-0033,東京都品川区⻄品川１−１０−１
2024-10-12
http://www.sun-earth.co.jp
 
サ,103157,株式会社真⽥
〒386-0005,⻑野県上⽥市古⾥８６−２２
2026-01-11
http://www.sanada-net.co.jp
 
サ,216758,株式会社ＳＡＮＡＤＡ
〒314-0408,茨城県神栖市波崎８５１１番地２
2025-06-20
_
 
サ,102796,株式会社真⽥化鋼
〒544-0006,⼤阪府⼤阪市⽣野区中川東１−９−２
2025-09-27
http://s-rose.co.jp/
 
サ,229189,真⽥電気設備株式会社
〒700-0816,岡⼭県岡⼭市北区富⽥町１−４−１
2025-07-18
https://www.sanada-d.co.jp/
 
サ,230653,株式会社サニー
〒658-0015,兵庫県神⼾市東灘区本⼭南町六丁⽬５番１５号
2025-08-02
https://sani.jp
 
サ,104705,株式会社サニー・シーリング
〒885-0093,宮崎県都城市志⽐⽥町３７４４−１
2026-04-03
http://www.sunnys.co.jp/
 
サ,106070,サニー・ジャパン株式会社
〒104-0045,東京都中央区築地２−１２−８ ⼤広ビル６階
2023-10-30
http://www.sj-tokyo.com
 
サ,120084,サニーオーシャンジャパン株式会社
〒536-0015,⼤阪市城東区新喜多２−５−２５
2026-07-17
http://www.soj3203.com
 
サ,113820,サニー・ケミカルス株式会社
〒536-0007,⼤阪市城東区成育３−１０−１９
2024-06-06
 
サ,219184,讃岐リース株式会社
〒761-8084,⾹川県⾼松市⼀宮町９０３番地１
2024-03-02
 
サ,231225,株式会社佐沼建築システムデザイン
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿七丁⽬２２番３７号
2025-11-01



http://www.sanuma-sys.co.jp/
 
サ,214707,株式会社サネックス
〒037-0015,⻘森県五所川原市⼤字姥萢字船橋１６４番地１
2026-05-01
http://sanex.co.jp/
 
サ,103955,株式会社佐野
〒437-0064,静岡県袋井市川井８６５−４
2025-09-12
http://www.kksano.co.jp/
 
サ,105846,株式会社サノ
〒010-0061,秋⽥県秋⽥市卸町３−４−２
2026-02-13
 
サ,105849,株式会社ＳＡＮＯ
〒525-0042,滋賀県草津市⼭寺町２６９−６
2026-02-18
http://sanoss.co.jp/
 
サ,231257,佐野基⼯株式会社
〒599-8248,⼤阪府堺市中区深井畑⼭町７８番地の１
2025-11-08
 
サ,215343,有限会社佐野組
〒409-3851,⼭梨県中巨摩郡昭和町河⻄４７０
2021-04-03
 
サ,223596,佐野建鉄株式会社
〒513-1123,三重県鈴⿅市下⼤久保町２０８５ー２
2024-10-01
 
サ,222371,株式会社佐野⼯務所
〒108-0074,東京都港区⾼輪３−９−１５
2023-11-01
 
サ,227300,佐野コンサルタンツ株式会社
〒981-3117,宮城県仙台市泉区市名坂字⽯⽌５６番地の１
2024-01-13
http://www.sanocon.co.jp
 
サ,113363,株式会社佐野製作所
〒675-0019,兵庫県加古川市野⼝町⽔⾜４９０
2026-06-03
http://www.kk-sano.co.jp/
 
サ,122386,株式会社佐野製作所
〒959-1387,新潟県加茂市⾼須町２−３−２
2024-09-02
http://www.sano-s-s.co.jp/
 
サ,218589,株式会社サノセキエンジニアリング
〒230-0004,神奈川県横浜市鶴⾒区元宮１−１７−１６
2023-11-04



 
サ,222746,佐野塗装株式会社
〒422-8041,静岡県静岡市駿河区中⽥１ー１ー２０
2024-03-01
http://www.sanotoso.jp/
 
サ,113657,株式会社サノハツ
〒104-0033,東京都中央区新川１−７−１１
2023-12-14
http://www.sanohatsu.co.jp
 
サ,220511,有限会社佐野防⽔
〒400-0115,⼭梨県甲斐市篠原１４４４番地の２
2024-12-07
http://www.sano-bousui.co.jp
 
サ,211957,サノヤス・エンジニアリング株式会社
〒559-0011,⼤阪府⼤阪市住之江区北加賀屋５丁⽬２番７号
2023-12-21
http://www.sanoyas.co.jp/eng/
 
サ,102910,サノヤス精密⼯業株式会社
〒669-1313,兵庫県三⽥市福島字宮野前５０１−３
2025-03-12
http://www.sanoyas.co.jp/pi/
 
サ,502113,株式会社 佐野螺⼦製作所
〒489-0919,愛知県瀬⼾市川端町１−４１
2026-01-11
 
サ,121346,株式会社佐原
〒021-8544,岩⼿県⼀関市⾚荻字⻲⽥１４３
2025-03-31
http://www.sahara-s.co.jp/
 
サ,225104,サハラインテリア株式会社
〒135-0004,東京都江東区森下２−１２−５−１０３
2022-05-01
 
サ,100797,株式会社鯖江村⽥製作所
〒916-0015,福井県鯖江市御幸町１−２−８２
2023-06-27
http://www.murata.co.jp/sabae/
 
サ,106125,サフトジャパン株式会社
〒107-0052,東京都港区⾚坂４−２−１９ ⾚坂シャスタ・イースト８階
2024-01-13
https://www.saftbatteries.jp/
 
サ,223511,サフラン電機株式会社
〒103-0004,東京都中央区東⽇本橋１丁⽬１番地５号ヒューリック東⽇本橋ビル５階
2021-08-01
 
サ,231404,株式会社サブクリエイツ
〒252-0311,神奈川県相模原市南区東林間五丁⽬２番１号



2025-12-06
 
サ,210299,株式会社サブレットジャパン
〒241-0836,神奈川県横浜市旭区万騎が原３４ー３エルたからや事務所２Ｆ
2024-04-28
 
サ,123223,株式会社佐⽂⼯業所
〒950-0143,新潟県新潟市江南区元町２−１−４１
2025-11-22
http://www.sabun.co.jp
 
サ,226381,株式会社サプラ
〒939-8214,富⼭県富⼭市黒崎３４１ー１４
2026-02-01
http://www.sapla.co.jp/
 
サ,504408,株式会社サプル
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋１−１２−１５ 九段⼤和ビル５Ｆ
2024-02-17
http://www.supple.co.jp/
 
サ,504692,有限会社サポート
〒264-0004,千葉県千葉市若葉区千城台⻄１丁⽬６０番１号
2026-06-16
http://www.u-supp.co.jp/
 
サ,102006,株式会社サポートワーカー
〒312-0001,茨城県ひたちなか市⼤字佐和３０５３−３
2024-12-04
http://www.supportworker.co.jp
 
サ,100326,佐俣紙器株式会社
〒372-0823,群⾺県伊勢崎市今井町７０１
2025-09-21
 
サ,212825,株式会社サミー⼯業
〒981-3117,宮城県仙台市泉区市名坂字南前７９番地
2025-09-11
http://www.samy.co.jp
 
サ,504571,株式会社サミット
〒963-5683,福島県東⽩川郡棚倉町⼤字下⼭本字六⽯平４４
2025-07-05
http://samitto.co.jp/
 
サ,102629,株式会社サムウエイ
〒417-0001,静岡県富⼠市今泉３−９−２
2025-06-26
https://www.thamway.co.jp
 
サ,103355,株式会社ＳＵＭＣＯ
〒105-8634,東京都港区芝浦１−２−１ シーバンスＮ館
2024-05-13
https://www.sumcosi.com/
 



サ,505456,サムコ株式会社
〒612-8443,京都府京都市伏⾒区⽵⽥藁屋町３６番地
2023-08-26
http://www.samco.co.jp
 
サ,126780,株式会社ＳＵＭＣＯ ＪＳＱ事業部
〒010-0065,秋⽥市茨島５−１４−３
2024-03-28
http://www.sumcosi.com
 
サ,102103,ＳＵＭＣＯ ＴＥＣＨＸＩＶ株式会社
〒856-8555,⻑崎県⼤村市雄ヶ原町１３２４−２
2025-08-19
http://www.sumcosi.com
 
サ,106399,株式会社サムス
〒486-0844,愛知県春⽇井市⿃居松町１−１９９
2024-11-11
https://www.wsams.co.jp
 
サ,101369,サムスン電機ジャパン株式会社
〒108-0075,東京都港区港南２−１６−４ 品川グランドセントラルタワー９Ｆ
2024-05-25
http://www.samsungsem.com
 
サ,503297,サムスン電⼦ジャパン株式会社
〒102-0071,東京都千代⽥区富⼠⾒２−１０−２ 飯⽥橋グラン・ブルーム２６Ｆ
2024-11-24
http://www.samsung.com/jp/home/
 
サ,219735,有限会社サムソン岡⼭メンテナンス
〒701-0152,岡⼭県岡⼭市北区延友４１９ー１
2024-05-18
 
サ,211952,株式会社サムテック
〒450-0002,愛知県名古屋市中村区名駅五丁⽬１８番６号
2023-12-15
http://www.sometec.co.jp/
 
サ,503268,株式会社サムライズ
〒141-0032,東京都品川区⼤崎⼀丁⽬６番４号 新⼤崎勧業ビルディング５階
2024-11-02
https://www.samuraiz.co.jp/
 
サ,219330,株式会社サム冷房社
〒537-0002,⼤阪府⼤阪市東成区深江南３丁⽬２番５号
2024-03-16
 
サ,215262,有限会社鮫川圧送建設
〒974-8241,福島県いわき市⼭⽥町下関場１２ー１
2024-02-27
 
サ,211563,株式会社鮫島塗装店
〒422-8066,静岡県静岡市駿河区泉町２番８号
2026-03-03



 
サ,104524,⻄道精⼯株式会社
〒999-3716,⼭形県東根市⼤字蟹沢９５０−１５７
2025-09-02
 
サ,226909,株式会社佐⼭
〒328-0024,栃⽊県栃⽊市樋ノ⼝町６６番地１
2023-07-01
http://www.kk-sayama.co.jp
 
サ,106604,有限会社佐⼭製作所
〒329-4306,栃⽊県栃⽊市岩⾈町曲ヶ島１７４８−１
2025-03-15
 
サ,216379,佐⼭鉄筋⼯業株式会社
〒572-0806,⼤阪府寝屋川市⾼宮１丁⽬１２番１９号
2025-05-14
_
 
サ,214639,株式会社佐吉産業
〒984-0838,宮城県仙台市若林区上飯⽥４丁⽬１０ー１３
2026-03-21
http://www.sayoshi.co.jp
 
サ,229629,⽫沼鉄⼯有限会社
〒334-0013,埼⽟県川⼝市南鳩ヶ⾕１ー１６ー３
2026-04-08
 
サ,223124,株式会社サリック
〒920-0366,⽯川県⾦沢市南塚町１番地
2024-05-01
 
サ,123675,株式会社猿川
〒700-0956,岡⼭県岡⼭市南区当新⽥４８４−６
2025-03-09
 
サ,216937,有限会社猿⽥⼯務店
〒314-0031,茨城県⿅嶋市宮中東⼭２６０番地１６
2022-07-23
 
サ,505518,株式会社サルツ
〒731-0113,広島県広島市安佐南区⻄原６丁⽬５番４号
2024-01-22
https://www.sarutsu.co.jp/
 
サ,100510,株式会社サワ
〒409-0112,⼭梨県上野原市上野原８１５４−３４
2025-12-20
http://www.sawa-net.com/
 
サ,211538,有限会社澤井組
〒202-0023,東京都⻄東京市新町５丁⽬１０番５号
2026-02-03
https://www.sawaigumi.com/
 



サ,224196,有限会社澤井コンクリート商事
〒500-8385,岐⾩県岐⾩市下奈良３ー２ー４
2025-02-01
 
サ,220325,株式会社沢インテリア
〒527-0006,滋賀県東近江市建部⽇吉町６３２番地
2024-10-05
 
サ,126714,澤久⼯業株式会社
〒450-6040,名古屋市中村区名駅１−１−４ ＪＲセントラルタワーズ４０階
2024-03-09
http://www.sawakyu.co.jp/
 
サ,226739,沢建商株式会社
〒232-0063,神奈川県横浜市南区中⾥２ー１０ー７
2026-05-01
https://www.sawakk.co.jp/
 
サ,120972,サワ精機株式会社
〒321-3564,栃⽊県芳賀郡茂⽊町増井１４０−１
2024-03-10
 
サ,214443,株式会社沢設備⼯業所
〒226-0015,神奈川県横浜市緑区三保町２５９５−８
2025-10-24
 
サ,215853,株式会社佐和測量コンサルタント
〒710-0803,岡⼭県倉敷市中島１４６１ー６
2024-12-18
 
サ,216273,株式会社サワタ
〒370-1103,群⾺県佐波郡⽟村町⼤字樋越９３４番地
2025-04-09
https://www.metalart-sawata.co.jp/
 
サ,214083,澤⽥建設株式会社
〒747-0054,⼭⼝県防府市開出⻄町２３番１号
2025-03-22
https://www.sawata.com/
 
サ,210907,澤⽥運輸建設株式会社
〒652-0802,兵庫県神⼾市兵庫区⽔⽊通六丁⽬２番７号
2025-02-17
http://sawada-uk.co.jp/
 
サ,226048,澤⽥建設株式会社
〒049-0101,北海道北⽃市追分３丁⽬１番１２号
2025-10-01
https://www.sawada-ken.jp/
 
サ,221488,澤⽥⼯業株式会社
〒003-0804,北海道札幌市⽩⽯区菊⽔四条２丁⽬５番２４号
2023-09-01
http://sawada-kougyou.co.jp
 



サ,129975,有限会社澤⽥⼯業所
〒333-0847,埼⽟県川⼝市芝中⽥２−２−１７
2025-05-19
http://www.sawada-mfs.co.jp/
 
サ,229268,株式会社澤⽥⼯務店
〒115-0043,東京都北区神⾕３ー５７ー６
2025-09-04
 
サ,218947,有限会社沢⽥左官⼯業所
〒025-0033,岩⼿県花巻市諏訪１２４番地２
2024-01-19
 
サ,106783,サワダ精密株式会社
〒671-1154,兵庫県姫路市広畑区吾妻町１−３９
2025-10-12
http://www.swdpre.co.jp
 
サ,216524,株式会社沢⽥電設
〒230-0051,神奈川県横浜市鶴⾒区鶴⾒中央三丁⽬２０番９号鶴⾒⼤栄ビル２階
2025-05-28
 
サ,103483,澤電気機械株式会社
〒550-0001,⼤阪市⻄区⼟佐堀１−４−６
2025-06-11
 
サ,219085,サワ電業株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野４−１１−４
2024-02-09
 
サ,123151,株式会社澤永商店
〒815-0082,福岡市南区⼤楠３−１１−３０
2025-05-30
 
サ,126402,沢根スプリング株式会社
〒432-8523,静岡県浜松市南区⼩沢渡町１３５６
2023-12-20
https://www.sawane.co.jp
 
サ,229495,株式会社沢野商会
〒454-0945,愛知県名古屋市中川区下之⼀⾊町字松蔭７ー１３
2026-02-15
 
サ,129303,株式会社澤野商店
〒653-0042,兵庫県神⼾市⻑⽥区⼆葉町１０−２−１９
2024-02-19
http://www.sasco.co.jp/
 
サ,213674,株式会社澤乃屋
〒859-2212,⻑崎県南島原市⻄有家町須川１９１２ー３
2024-04-14
 
サ,123276,株式会社澤畠製作所
〒319-1231,茨城県⽇⽴市留町１２７０−１７
2025-11-19



 
サ,218798,株式会社サワハタ設備
〒321-0912,栃⽊県宇都宮市⽯井町３２５１ー１８
2023-12-22
 
サ,123247,株式会社沢平
〒319-1225,茨城県⽇⽴市⽯名坂町２−４３−１４
2025-09-21
http://www.sawahei.co.jp
 
サ,213337,株式会社澤村
〒520-1121,滋賀県⾼島市勝野１１０８番地３
2023-07-15
http://www.sawamura-shiga.co.jp/
 
サ,505691,沢村電気⼯業株式会社
〒224-0054,東京都世⽥⾕区深沢１丁⽬２２番１０号
2025-04-18
http://www.sawamura.co.jp/
 
サ,126242,佐原テクノ⼯業株式会社
〒287-0026,千葉県佐原市⼤根２０４３
2023-11-18
http://www.stinet.co.jp/
 
サ,127515,株式会社サン・アルゲン
〒299-0107,千葉県市原市姉崎海岸６８
2024-11-13
http://www.sanyu-net.com/
 
サ,105663,サン・アロー化成株式会社
〒745-0024,⼭⼝県周南市晴海町１−２
2025-08-22
http://www.sun-arrow.co.jp
 
サ,503852,サン・エム・システム株式会社
〒103-0006,東京都中央区⽇本橋富沢町１１−１ ⽇本橋富沢町１１１ビル７Ｆ
2023-11-11
http://www.sun-m.co.jp/
 
サ,128834,サン・ファスナー部品株式会社
〒577-0006,東⼤阪市楠根３−６−２９
2026-03-03
http://www.ajastsun.co.jp/
 
サ,230994,有限会社サンアート
〒761-0312,⾹川県⾼松市東⼭崎町４３３番地１３
2025-10-04
 
サ,104189,三愛オブリテック株式会社
〒140-0011,東京都品川区東⼤井５−２２−５ オブリ・ユニビル５階
2024-11-27
 
サ,211548,三愛クリーナー株式会社
〒441-0105,愛知県豊川市伊奈町南⼭新⽥１１７番地２



2026-02-17
http://www.sanai-c.co.jp/
 
サ,231496,有限会社サンアイズ
〒462-0811,愛知県名古屋市北区⼭⽥北町⼀丁⽬２２番地の３
2025-12-27
http://sanais2009.co.jp/
 
サ,116387,三愛⽯油株式会社
〒100-8154,東京都千代⽥区⼤⼿町２−３−２ ⼤⼿町プレイスイーストタワー１０Ｆ
2024-08-04
http://www.san-ai-oil.co.jp/
 
サ,230369,三愛設備⼯業株式会社
〒989-1246,宮城県柴⽥郡⼤河原町字新東２１番地１９
2025-07-12
 
サ,220301,株式会社三愛通信
〒861-4109,熊本県熊本市南区⽇吉２丁⽬２番３７号
2024-09-28
 
サ,101015,三愛電機株式会社
〒454-0866,愛知県名古屋市中川区東中島１−１１
2024-01-31
 
サ,106743,株式会社三愛電機
〒332-0003,埼⽟県川⼝市東領家４−３−４
2025-07-25
http://www.suneyes.co.jp/
 
サ,504251,三愛物産株式会社
〒460-0002,愛知県名古屋市中区丸の内三丁⽬１７−１０
2025-05-20
 
サ,212331,サンアクト株式会社
〒143-0015,東京都⼤⽥区⼤森⻄１丁⽬１７番２９号
2024-09-26
 
サ,105774,三亞通商株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野４−１０−５ 下條ビル４Ｆ
2025-12-04
http://www.san-a-tsusho.co.jp
 
サ,105179,株式会社サンアドバンス
〒277-0074,千葉県柏市今⾕上町５２−１０
2024-07-06
 
サ,106593,株式会社サンアベニュー
〒270-0034,千葉県松⼾市新松⼾５−１４９
2025-03-08
 
サ,508240,サンアロマー株式会社
〒140-0002,東京都品川区東品川２−２−２４
2025-01-14
https://www.sunallomer.co.jp/



 
サ,225842,⼭陰建設サービス株式会社
〒683-0851,⿃取県⽶⼦市夜⾒町３０８３番地５
2025-08-01
 
サ,113942,⼭陰酸素⼯業株式会社
〒683-8516,⿃取県⽶⼦市旗ヶ崎２２０１−１
2024-08-25
http://www.sanin-sanso.co.jp
 
サ,221348,⼭陰⽔道⼯業株式会社
〒690-0886,島根県松江市⺟⾐町８３番地６
2025-04-01
 
サ,225056,サン・インターナショナル株式会社
〒510-0061,三重県四⽇市市朝⽇町１ー４
2025-04-01
 
サ,503162,⼭陰中央テレビジョン放送株式会社
〒690-8666,島根県松江市向島町１４０番地１
2024-10-27
http://www.tsk-tv.com
 
サ,102924,株式会社⼭陰ディーゼル商事
〒690-0825,島根県松江市学園１−１６−４６
2025-12-19
 
サ,502600,株式会社 ⼭陰放送
〒683-8670,⿃取県⽶⼦市⻄福原１−１−７１
2024-03-20
http://www.bss.jp/
 
サ,104066,サンウィング株式会社
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋４−３−２ 第２⽊屋ビル３Ｆ
2024-10-14
http://www.swi.co.jp/
 
サ,228655,株式会社サンウインド
〒673-0001,兵庫県明⽯市明南町２丁⽬５番２１号
2024-11-16
 
サ,503267,サンウェイテクノロジー株式会社
〒113-0033,東京都⽂京区本郷３−１５−９
2024-10-28
http://www.sunwaytech.co.jp/
 
サ,102541,株式会社サンウェル
〒151-0061,東京都渋⾕区初台１−４７−３ ⼩⽥急初台ビル６Ｆ
2025-04-19
https://www.sw-net.co.jp/
 
サ,215757,サンウッド株式会社
〒649-6261,和歌⼭県和歌⼭市⼩倉３１６番地
2021-11-20
 



サ,225919,サンエー⼯業株式会社
〒176-0003,東京都練⾺区⽻沢３丁⽬３９番１号
2025-09-01
http://www.sanee.co.jp
 
サ,212364,株式会社サンエース
〒121-0831,東京都⾜⽴区舎⼈５ー１７ー９
2024-11-07
https://sunace-sign.co.jp
 
サ,113758,サンエー精⼯株式会社
〒351-0021,埼⽟県朝霞市⻄弁財１−８−１５
2024-05-31
http://www.saney.co.jp/
 
サ,230459,株式会社サンエー総建
〒252-0102,神奈川県相模原市緑区原宿五丁⽬２３番２９号
2025-07-19
https://www.3asouken.com
 
サ,218416,株式会社サンエーテクノ
〒811-2126,福岡県糟屋郡宇美町障⼦岳南三丁⽬１０番１９号
2023-09-23
 
サ,127849,株式会社サンエーテクノス
〒358-0014,埼⽟県⼊間市宮寺２３５１−４
2025-04-05
 
サ,224210,株式会社サンエーテック
〒981-3602,宮城県黒川郡⼤衡村⼤衡字尾⻄１０５番地の１
2025-02-01
http://www.3a-tec.co.jp/
 
サ,103710,サンエー電機株式会社
〒601-8205,京都市南区久世殿城町２９５
2024-01-25
http://www.sun-eh.co.jp
 
サ,113487,サンエー電機株式会社
〒915-0802,福井県越前市北府４−６−３０
2023-07-21
http://www.sanei-electric.co.jp
 
サ,100761,ＳＡＮＥＩ株式会社
〒537-0023,⼤阪府⼤阪市東成区⽟津１−１２−２９
2026-05-31
https://www.sanei.ltd/
 
サ,101701,株式会社サンエイ
〒391-0013,⻑野県茅野市宮川３８４２−５
2024-10-01
http://www.sanei-heat.co.jp
 
サ,105329,株式会社三栄
〒528-0074,滋賀県甲賀市⽔⼝町松尾３６２−２６



2024-10-30
 
サ,123100,株式会社サンエイ
〒370-0524,群⾺県⾢楽郡⼤泉町古海７３６−２
2025-02-28
https://www.sanei-oizumi.com
 
サ,211878,有限会社三栄
〒733-0003,広島県広島市⻄区三篠町三丁⽬２番１１号
2023-10-20
 
サ,219225,株式会社三栄
〒276-0046,千葉県⼋千代市⼤和⽥新⽥７４４−１９
2024-03-02
 
サ,505790,三栄管財株式会社
〒135-0034,東京都江東区永代２−３１−１ いちご永代ビル ８Ｆ
2026-03-31
 
サ,126948,株式会社三栄機械
〒015-0051,秋⽥県由利本荘市川⼝字家妻１４６−３
2024-06-20
http://sanei-kikai.co.jp/
 
サ,219433,サンエイ技研株式会社
〒590-0103,⼤阪府堺市南区深阪南１２０番地１
2024-03-23
 
サ,212614,サンエイグローバル株式会社
〒591-8025,⼤阪府堺市北区⻑曽根町４９４番地１
2025-05-15
https://sanei-global.jp/
 
サ,219215,有限会社三栄計装
〒417-0001,静岡県富⼠市今泉２５６１−３
2024-03-02
 
サ,222168,株式会社三栄建材
〒468-0067,愛知県名古屋市天⽩区池⾒１丁⽬１１９
2026-05-01
https://saneikenzai.co.jp/
 
サ,224555,株式会社三栄建設
〒581-0035,⼤阪府⼋尾市⻄⼸削３丁⽬１番地
2025-04-01
http://www.sanei-kensetsu.com/
 
サ,228956,⼭英建設株式会社
〒665-0825,兵庫県宝塚市安倉⻄４丁⽬６００番地
2025-04-04
https://sanei-co.jp/
 
サ,225974,三永建設興業株式会社
〒660-0814,兵庫県尼崎市杭瀬本町２丁⽬１８番１７号
2025-09-01



 
サ,106654,株式会社三栄光学
〒350-0837,埼⽟県川越市⽯⽥８３
2025-05-16
 
サ,125248,三榮⼯業株式会社
〒550-0021,⼤阪市⻄区川⼝２−８−２５
2023-02-25
http://www.sun-way.co.jp/
 
サ,125847,株式会社三栄⼯業
〒358-0014,埼⽟県⼊間市宮寺４００８
2023-09-29
 
サ,212507,株式会社サンエイ興業
〒234-0056,神奈川県横浜市港南区野庭町６７９番地８トミーズビル２Ｆ
2025-03-06
http://saneikougyou.co.jp/
 
サ,218629,株式会社サンエイ⼯業
〒599-8262,⼤阪府堺市中区⼋⽥北町８６６ー７
2023-11-17
http://www.saneikogyo.jp
 
サ,220024,三栄⼯業株式会社
〒900-0001,沖縄県那覇市港町３丁⽬２番８号
2024-07-13
http://san-ei-kogyo.com/
 
サ,222757,⼭栄興業株式会社
〒153-0064,東京都⽬黒区下⽬黒２ー１５ー４
2024-03-01
http://www.sanei-kk.jp/company/
 
サ,223848,三栄⼯業株式会社
〒814-0165,福岡県福岡市早良区次郎丸２丁⽬１５番１号
2024-12-01
 
サ,229170,株式会社三栄⼯業
〒343-0047,埼⽟県越⾕市⼤字弥⼗郎６２ー８
2025-07-04
 
サ,230373,⼭映⼯業株式会社
〒661-0966,兵庫県尼崎市⻄川⼆丁⽬８番１号
2025-07-12
 
サ,230386,三栄⼯業株式会社
〒701-0203,岡⼭県岡⼭市南区古新⽥４１２番地の１
2025-07-12
https://sanei.in/
 
サ,230967,株式会社三永興産
〒734-0007,広島県広島市南区皆実町⼆丁⽬６番２号
2025-10-04
 



サ,102634,三栄⼯商株式会社
〒485-0057,愛知県⼩牧市⼩⽊⻄１−５７
2025-06-26
http://www.3ak.jp
 
サ,212361,株式会社サンエイ⼯務店
〒510-0002,三重県四⽇市市⽻津中２丁⽬２番４号
2024-10-31
 
サ,231833,株式会社⼭栄⼯務店
〒569-0021,⼤阪府⾼槻市前島⼀丁⽬１４番１号
2026-03-28
https://www.sanei-k.info/
 
サ,104371,三栄産業株式会社
〒245-0053,横浜市⼾塚区上⽮部町２２３９−２
2025-04-18
http://www.saneisangyou.co.jp/
 
サ,126824,三永産業株式会社
〒510-0852,三重県四⽇市市浜旭町４０
2024-04-26
http://www.sanei-s.co.jp/
 
サ,224669,株式会社三栄社
〒460-0002,愛知県名古屋市中区丸の内三丁⽬１３番１号
2025-04-01
http://www.3eisha.co.jp
 
サ,503087,株式会社三英社製作所
〒142-8611,東京都品川区荏原５丁⽬２番１号
2024-02-05
http://www.san-eisha.co.jp
 
サ,113203,三栄商事株式会社
〒461-0005,名古屋市東区東桜２−１７−６
2025-10-01
http://www.sanei-trading.co.jp
 
サ,126346,三栄実業株式会社
〒378-0035,群⾺県沼⽥市井⼟上町１２５
2023-12-07
 
サ,129149,三栄精機株式会社
〒146-0093,東京都⼤⽥区⽮⼝２−３０−１６
2023-11-04
http://www.sanei-sk.co.jp/
 
サ,125807,株式会社三栄精機⼯業
〒144-0056,東京都⼤⽥区⻄六郷４−１０−７
2023-09-20
http://www.ss-sanei.co.jp/
 
サ,124603,株式会社三栄精器製作所
〒409-0112,⼭梨県上野原市上野原２３６２



2025-11-12
http://www.sanyeiseiki.co.jp
 
サ,103285,三栄精⼯株式会社
〒505-0053,岐⾩県美濃加茂市加茂野町⽊野１０００
2024-01-17
http://www.san-ei-seiko.co.jp/
 
サ,123484,株式会社三永製作所
〒577-0836,⼤阪府東⼤阪市渋川町３−２−２
2026-06-12
http://www.sanei-ss.com/
 
サ,226879,有限会社三栄製作所
〒579-8063,⼤阪府東⼤阪市横⼩路町６丁⽬７番２８号
2023-07-01
 
サ,219975,三栄設備株式会社
〒050-0083,北海道室蘭市東町１丁⽬６番３０号
2024-07-06
 
サ,500667,有限会社 三栄設備
〒379-2154,群⾺県前橋市天川⼤島町３２２
2024-08-04
 
サ,228467,三栄設備⼯業株式会社
〒160-0008,東京都新宿区四⾕三栄町１６−１３
2024-09-13
 
サ,210587,株式会社サンエイテクニクス
〒464-0851,愛知県名古屋市千種区今池南１３番１５号
2024-10-06
https://sanei-technics.co.jp/
 
サ,121957,株式会社サンエイテック
〒277-0005,千葉県柏市柏７−１−１５
2024-07-22
http://www.san-ei-tech.co.jp
 
サ,100879,株式会社三栄テレコム
〒861-5514,熊本県熊本市北区⾶⽥２−１２−９０
2023-09-20
http://www.sanei-t.com/
 
サ,123298,三栄電機株式会社
〒171-0014,東京都豊島区池袋２−５１−１３
2025-12-12
http://www.sanei-elec.co.jp/
 
サ,231110,三栄電機株式会社
〒612-8445,京都府京都市伏⾒区⽵⽥浄菩提院町２０３番地
2025-10-18
http://www.san-ei-denki.com/
 
サ,102733,三栄電気⼯業株式会社



〒061-1261,北海道北広島市希望ヶ丘３−２−４
2025-08-07
https://saneidenkikougyo.com/
 
サ,216932,三栄電気⼯業株式会社
〒150-0011,東京都渋⾕区東２−２９−１２
2025-07-23
http://www.sanei-denki.co.jp
 
サ,105237,株式会社三栄電気設備
〒166-0012,東京都杉並区和⽥１−５５−１５
2024-09-14
 
サ,217538,株式会社三栄電⼯
〒208-0035,東京都武蔵村⼭市中原２丁⽬３９番地５７
2026-01-28
http://www.saneidenko.co.jp/index.html
 
サ,218873,株式会社三栄電⼯
〒160-0022,東京都新宿区新宿１−１１−１５
2024-01-05
 
サ,230350,有限会社三栄電⼯
〒566-0073,⼤阪府摂津市⿃飼和道⼆丁⽬１０番２０号
2025-07-05
 
サ,231270,サンエイ電⼯株式会社
〒440-0071,愛知県豊橋市北島町字⾼⽥１３９番地の２
2025-11-08
https://www.aaa-denko.com/
 
サ,103247,三栄電⼦株式会社
〒103-0001,東京都中央区⽇本橋⼩伝⾺町７−２
2026-02-19
https://www.3ei.co.jp/company
 
サ,113916,三映電⼦⼯業株式会社
〒384-0093,⻑野県⼩諸市和⽥９７１
2024-10-04
https://www.san-ei-elt.co.jp
 
サ,216643,三英電設株式会社
〒193-0835,東京都⼋王⼦市千⼈町３丁⽬２番１７号
2025-06-18
http://sanei-densetu.com
 
サ,106601,三英電装株式会社
〒216-0041,神奈川県川崎市宮前区野川本町２−２−２５
2025-03-14
 
サ,103319,サンエイ糖化株式会社
〒478-8503,愛知県知多市北浜町２４−５
2023-07-31
http://www.sanei-toka.co.jp/
 



サ,219795,株式会社三栄塗装
〒581-0016,⼤阪府⼋尾市⼋尾⽊北５丁⽬２１番地
2024-06-01
 
サ,120239,株式会社⼭栄堂
〒511-0068,三重県桑名市中央町１−７５
2023-08-07
 
サ,120355,三栄ハイテックス株式会社
〒435-0015,静岡県浜松市東区⼦安町３１１−３
2023-08-30
https://www.sanei-hy.co.jp
 
サ,505633,有限会社三栄ぷりんと
〒132-0053,東京都品川区中延６−１−２９
2024-10-26
 
サ,106581,有限会社三栄銘板
〒322-0015,栃⽊県⿅沼市上⽯川１４８０−３９
2025-02-21
 
サ,223235,株式会社三栄リース
〒020-0841,岩⼿県盛岡市⽻場１４地割４３番地３
2024-06-01
 
サ,218057,株式会社三栄冷熱
〒254-0015,神奈川県横浜市泉区中⽥⻄４丁⽬１１番９号
2023-08-04
 
サ,505260,サンエス株式会社
〒530-0001,⼤阪府⼤阪市北区梅⽥２丁⽬１番３号
2025-07-23
http://www.sanesu-k.jp
 
サ,214993,サンエス警備保障株式会社
〒262-0033,千葉県千葉市花⾒川区幕張本郷５ー４ー７
2023-09-12
http://www.sanesukeibi.jp
 
サ,216133,サンエス⼯業株式会社
〒573-0067,⼤阪府枚⽅市伊加賀緑町３ー２４
2025-03-12
http://www.sanesu-ind.co.jp/
 
サ,230324,株式会社サンエス⼯業
〒812-0054,福岡県福岡市東区⾺出⼆丁⽬２番５１号
2025-07-05
https://sss-kogyo.biz
 
サ,113688,サンエス潤滑株式会社
〒141-0021,東京都品川区上⼤崎２−１６−５
2024-03-01
http://www.suns-j.co.jp
 
サ,231304,株式会社サンエス電気設備



〒670-0807,兵庫県姫路市増位本町⼀丁⽬７番４号
2025-11-21
http://www.sanesudenki.jp
 
サ,226835,サンエス電気通信株式会社
〒084-8686,北海道釧路市星が浦⼤通１丁⽬７番１号
2026-07-01
https://www.sanesu.co.jp/
 
サ,125798,株式会社サンエストレーディング
〒154-0024,東京都世⽥⾕区三軒茶屋１−６−１５
2023-09-15
http://www.sanes.co.jp
 
サ,105129,株式会社サンエスプリント⼯業
〒158-0091,東京都世⽥⾕区中町４−２０−１０
2024-05-21
http://www2.ttcn.ne.jp/sanesu/
 
サ,215567,有限会社サンエスメンテナンス
〒874-0947,⼤分県別府市浜脇１丁⽬２０番１号
2024-09-11
 
サ,217079,株式会社サンエツ
〒164-0001,東京都中野区中野６丁⽬３２番１０号オークビル中野 ２階
2025-09-10
https://www.sanetsu-inc.co.jp/
 
サ,103399,サンエツ⾦属株式会社
〒939-1315,富⼭県砺波市太⽥１８９２
2023-09-09
http://www.sanetu.co.jp
 
サ,100207,サンエツ⼯業株式会社
〒319-0205,茨城県笠間市押辺２１０９−１１
2025-08-16
http://www.sanetsu-kogyo.com/
 
サ,229332,株式会社サンエツ総業
〒940-2111,新潟県⻑岡市三ツ郷屋町３０８番地１
2025-10-19
 
サ,123453,株式会社サンエテック
〒543-0054,⼤阪府⼤阪市天王寺区南河堀町４−７１
2025-02-05
http://www.san-e.co.jp/
 
サ,501398,株式会社サンエフ
〒101-0063,東京都千代⽥区神⽥淡路町１−９−１
2024-10-03
http://www.sanefu.com
 
サ,103066,株式会社サンエム
〒981-1503,宮城県⾓⽥市島⽥字⽶場１００−１
2026-03-05



 
サ,220392,株式会社サンエム
〒362-0076,埼⽟県上尾市弁財２−１０−２３
2024-10-26
http://www.sunm.jp
 
サ,502151,株式会社サンエムエテクニカル
〒530-0035,⼤阪府⼤阪市北区同⼼２丁⽬２番２１号
2026-01-31
https://www.3ma.co.jp
 
サ,222690,サンエム⼯業株式会社
〒177-0051,東京都練⾺区関町北１−１５−５
2024-02-01
 
サ,124409,有限会社サンエレクトロン
〒195-0056,東京都町⽥市広袴３−５−３
2025-08-06
http://www.sunele.jp/
 
サ,105682,株式会社サンエレック
〒587-0012,⼤阪府堺市美原区多治井７３７
2025-09-04
 
サ,104832,株式会社サンエンジー
〒105-0004,東京都港区新橋３−１５−８ 精⼯ビル３階
2026-06-23
http://www.sanyenji.co.jp/
 
サ,225841,株式会社サンエンジニアリング
〒272-0023,千葉県市川市南⼋幡４丁⽬１４番１５号
2025-08-01
 
サ,113478,株式会社サンオー
〒641-0062,和歌⼭市雑賀崎２０１７−５
2023-09-16
http://san-oh-p.co.jp
 
サ,104164,株式会社三王
〒110-0001,東京都台東区⾕中２−６−２９
2024-11-12
http://www.san-oh-web.co.jp/
 
サ,229361,株式会社三央
〒601-8432,京都府京都市南区⻄九条東島町１７ー３
2025-10-31
https://www.san-oh.co.jp
 
サ,217278,株式会社三旺シーリング
〒672-8079,兵庫県姫路市飾磨区今在家六丁⽬１５６番地２
2022-11-05
 
サ,218650,株式会社⼭旺リニューアル
〒453-0067,愛知県名古屋市港区九番町３丁⽬３番地３
2023-11-24



 
サ,221393,株式会社サンオキ
〒174-0072,東京都板橋区南常盤台２丁⽬１０番９号
2025-04-01
https://www.sun-oki.co.jp/
 
サ,113033,サン化学⼯業株式会社
〒431-2103,静岡県浜松市北区新都⽥４−４−６
2024-03-07
http://www.sunci.co.jp/
 
サ,124484,株式会社サンカ機⼯
〒515-0021,三重県松阪市古井町５５１−１
2025-09-14
 
サ,127615,三化⼯業株式会社
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋４−４−８ 東京中央ビル
2024-12-13
http://www.sanka-kogyo.co.jp
 
サ,504294,株式会社三我
〒236-0003,神奈川県横浜市⾦沢区幸浦⼆丁⽬２１番地３
2022-10-28
https://www.t-sanga.com/
 
サ,129706,サンガテク株式会社
〒992-0116,⼭形県⽶沢市⼤字⽵井２００−２
2024-12-14
http://www.sangatech.co.jp/
 
サ,103718,株式会社サンキ
〒243-0803,神奈川県厚⽊市⼭際５５３−１
2024-03-23
http://www.kk-sanki.jp
 
サ,120662,株式会社産機
〒455-0021,名古屋市港区⽊場町８−１２２
2023-11-25
http://www.sanki-web.co.jp
 
サ,212257,三貴株式会社
〒534-0027,⼤阪府⼤阪市都島区中野町４丁⽬１５番２０号
2024-07-11
 
サ,213352,株式会社サンキ
〒591-8042,⼤阪府堺市北区⼤⾖塚町１丁２５番２号
2023-07-22
 
サ,213743,株式会社サンキ
〒456-0032,愛知県名古屋市熱⽥区三本松町６ー５
2024-06-30
http://www.3ki.co.jp
 
サ,214747,株式会社三騎
〒916-1221,福井県鯖江市⻄袋町６１５番地１



2020-05-30
 
サ,223078,三喜株式会社
〒540-0024,⼤阪府⼤阪市中央区南新町⼆丁⽬３番１２号
2024-05-01
http://www.sanki-kk.com/
 
サ,230332,株式会社サンキ
〒552-0014,⼤阪府⼤阪市港区⼋幡屋三丁⽬１７番９号
2025-07-05
https://sanki1990.co.jp
 
サ,503064,株式会社サンキ
〒761-8031,⾹川県⾼松市郷東町４６８番地１
2024-12-18
http://www.sanki-net.jp
 
サ,126336,三基エンジニアリング株式会社
〒243-0417,神奈川県海⽼名市本郷２２９８−２１
2023-12-06
http://www.sanki-eg.com
 
サ,105327,三喜化成株式会社
〒572-0073,⼤阪府寝屋川市池⽥北町２３−１７
2024-10-29
http://www.sankik-k.co.jp
 
サ,125962,⼭喜機⼯株式会社
〒146-0092,⼤⽥区下丸⼦１−１６−２
2023-10-28
 
サ,230878,三輝機⼯株式会社
〒210-0832,神奈川県川崎市川崎区池上新町三丁⽬４番３号
2025-09-20
 
サ,213616,三軌建設株式会社
〒812-0896,福岡県福岡市博多区東光寺町１丁⽬１３番５号
2024-03-03
 
サ,228548,三貴建設⼯業株式会社
〒578-0976,⼤阪府東⼤阪市⻄鴻池町３−２−６０
2024-10-04
https://www.sanki-cr.com/
 
サ,505255,株式会社サンキコー
〒523-0817,滋賀県近江⼋幡市浅⼩井町２２１
2025-07-11
https://www.sunkiko.org/
 
サ,106149,株式会社三機⼯
〒144-0051,東京都⼤⽥区⻄蒲⽥７−５２−３ 丸信ビル３Ｆ
2024-02-05
 
サ,103234,三基鋼業株式会社
〒578-0965,⼤阪府東⼤阪市本庄⻄３−２−３３



2023-06-23
http://www.sanki-web.com/
 
サ,103416,三貴⼯業株式会社
〒859-1105,⻑崎県雲仙市吾妻町⽥之平名１０６−１５
2023-09-19
http://www.n-sanki.co.jp/
 
サ,213022,三機⼯業株式会社
〒104-8506,東京都中央区明⽯町８の１
2024-04-01
https://www.sanki.co.jp/
 
サ,216982,有限会社三輝⼯業
〒536-0022,⼤阪府⼤阪市城東区永⽥３丁⽬２−３２
2025-08-20
 
サ,113418,株式会社三機⼯業所
〒467-0852,名古屋市瑞穂区明前町１９−１１
2023-09-10
 
サ,113446,三喜ゴム株式会社
〒542-0012,⼤阪市中央区⾕町６−２−３６
2023-08-27
http://www.sanki-afi.co.jp
 
サ,113149,三喜産業株式会社
〒176-0013,東京都練⾺区豊⽟中２−１６−４
2024-09-10
http://sankisangyo.co.jp
 
サ,225869,三喜産業株式会社
〒738-0004,広島県廿⽇市市桜尾２丁⽬２番５２号
2025-08-01
 
サ,123371,株式会社三基精⼯
〒939-3552,富⼭市⽔橋肘崎６６８−５
2026-03-05
http://www.sankiseiko.com/
 
サ,123117,有限会社三機製作所
〒144-0031,東京都⼤⽥区東蒲⽥１−１３−３
2025-04-06
 
サ,106049,産機設計有限会社
〒746-0024,⼭⼝県周南市古泉３−７−２５
2023-10-05
 
サ,211732,産機設備⼯業株式会社
〒564-0051,⼤阪府吹⽥市豊津町３４番１４号
2026-06-29
 
サ,228534,サンキ装⼯株式会社
〒811-0123,福岡県糟屋郡新宮町上府北２丁⽬１４番２号
2024-09-28



 
サ,223619,株式会社サンキット・エーイー
〒005-0802,北海道札幌市南区川沿⼆条３丁⽬３番６５号
2024-10-01
 
サ,214058,株式会社サンキテクノ
〒231-0013,神奈川県横浜市中区住吉町⼀丁⽬１番地
2025-03-08
 
サ,213588,三機テクノサポート株式会社
〒104-6591,東京都中央区明⽯町８ー１
2024-02-17
http://www.sanki.co.jp/sts/
 
サ,216068,有限会社三基⼟⽊
〒904-2142,沖縄県沖縄市登川２−２２−１０
2022-02-19
 
サ,104885,サンキューテクノス株式会社
〒143-0015,東京都⼤⽥区⼤森⻄１−９−１２
2023-08-07
 
サ,224964,⼭九株式会社
〒801-0852,福岡県北九州市⾨司区港町６番７号
2025-04-01
http://www.sankyu.co.jp
 
サ,229393,三久建設株式会社
〒930-0009,富⼭県富⼭市神通町３丁⽬１ー６
2025-11-21
 
サ,128777,株式会社三久⼯業
〒546-0022,⼤阪市東住吉区住道⽮⽥９−５−２３
2026-02-13
http://www.sankyu-kogyo.co.jp/
 
サ,122406,株式会社三九商会
〒812-0887,福岡市博多区三筑２−１８−１
2024-09-05
http://www.kk39.co.jp/
 
サ,505168,株式会社三球電機製作所
〒146-0091,東京都⼤⽥区鵜の⽊⼆丁⽬３０番１２号
2025-01-29
http;//www.sankyu-elec.co.jp/
 
サ,228027,⼭九プラントテクノ株式会社
〒104-0054,東京都中央区勝どき６丁⽬５番３号（⼭九第２ビル）
2024-05-17
 
サ,225470,サンキョー株式会社
〒668-0055,兵庫県豊岡市昭和町４番２２号
2025-06-01
_
 



サ,229944,株式会社サンキョー室内装飾
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋４ー８ー１３⼭商ビル
2023-09-11
 
サ,218658,サンキョーシャッター株式会社
〒980-0003,宮城県仙台市⻘葉区⼩⽥原四丁⽬４−１４
2023-11-24
 
サ,103633,三協株式会社
〒132-0023,東京都江⼾川区⻄⼀之江１−１１−３
2025-10-05
http://www.sankyokk.co.jp
 
サ,106508,三協株式会社
〒613-0851,京都府⼋幡市川⼝⾼原３３−１
2025-01-14
http://www.k-sankyo.ecnet.jp
 
サ,106657,サンキョウ株式会社
〒999-7201,⼭形県鶴岡市⼭五⼗川字⼭ノ下１３７−１
2025-05-17
http://www.sankyodensi.co.jp
 
サ,113345,株式会社三協
〒116-0014,東京都荒川区東⽇暮⾥２−１５−１０
2026-01-19
http://www.sankyo-e.com/
 
サ,113593,株式会社サンキョウ
〒382-0033,⻑野県須坂市⻲倉９２７−７
2023-10-07
 
サ,124328,株式会社三共
〒130-0025,東京都墨⽥区千歳２−１２−１
2025-07-05
http://www.k-sankyo.co.jp
 
サ,129314,三共株式会社
〒018-0402,秋⽥県にかほ市平沢字出ヶ沢１−１
2024-02-23
http://sanken-web.co.jp
 
サ,211264,株式会社三恭
〒264-0017,千葉県千葉市若葉区加曽利町１３２４ー９
2025-07-01
 
サ,218926,株式会社三協
〒123-0872,東京都⾜⽴区江北６丁⽬８番２号
2024-01-19
http://www.sankyo-jp.com
 
サ,103037,三協インタナショナル株式会社
〒103-0003,東京都中央区⽇本橋横⼭町９−１４
2025-10-11
http://www.sankyointernational.co.jp



 
サ,123205,株式会社三共エクセル
〒379-2312,群⾺県みどり市笠懸町久宮６８
2025-08-07
http://www.sankyo-excel.co.jp
 
サ,126428,三協エンジニアリング有限会社
〒231-0033,横浜市中区⻑者町３−８−１３ ＴＫ関内プラザ５０９号室
2023-12-28
 
サ,218713,三協エンジニアリング株式会社
〒130-0021,東京都墨⽥区緑４−１０−１４
2023-12-08
http://www.sankyo-engineering.co.jp/
 
サ,113479,三協オイルレス⼯業株式会社
〒183-0036,東京都府中市⽇新町１−１−５
2023-08-05
http://www.sankyo-oilless.co.jp
 
サ,222915,三共化学⼯業株式会社
〒730-0845,広島県広島市中区⾈⼊川⼝町１９−３
2024-04-01
 
サ,125322,三共化学薬品株式会社
〒254-0016,神奈川県平塚市東⼋幡３−１６−３
2026-03-16
http://www.sankyo-chemicals.co.jp/company/index.html
 
サ,125364,三協家具合同会社
〒769-0102,⾹川県⾼松市国分寺町国分４４７−４
2026-04-01
 
サ,103043,三京化成株式会社
〒541-0057,⼤阪市中央区北久宝寺町１−９−８
2024-07-22
http://www.sankyokasei-corp.co.jp
 
サ,113135,三共化成株式会社
〒170-0013,東京都豊島区東池袋３−２１−１８ 第⼀笠原ビル３０５号
2024-04-30
http://www.sankyou.jp/
 
サ,503035,三協化成産業株式会社
〒450-8520,愛知県名古屋市中村区名駅三丁⽬１２番１２号 ⽵⽣ビル５Ｆ
2025-03-13
http://www.sankyo-kasei.co.jp/
 
サ,217591,三共企業株式会社
〒059-0025,北海道登別市⼤和町１ー１３ー１
2026-02-18
 
サ,505337,三協機設株式会社
〒316-0003,茨城県⽇⽴市多賀町２丁⽬１８番６号 三協ビル２階
2023-01-27



http://www.sankyokk.jp/
 
サ,113774,三協⾦属株式会社
〒569-0036,⼤阪府⾼槻市辻⼦３−３−４
2024-03-30
http://www.sankyo-metal.com/
 
サ,219416,三共技研⼯業株式会社
〒235-0036,神奈川県横浜市磯⼦区中原１ー１ー３１
2024-03-23
http://www.sangi.co.jp/
 
サ,230469,三協計測株式会社
〒712-8005,岡⼭県倉敷市⽔島北⻲島町６番１号
2025-07-19
 
サ,103793,三共光学⼯業株式会社
〒116-0012,東京都荒川区東尾久５−２０−３
2026-02-12
http://www.sankyou-kogaku.co.jp
 
サ,231200,三共鋼機株式会社
〒693-0043,島根県出雲市⻑浜町５１６番地５４
2025-11-01
 
サ,103471,三協⼯業株式会社
〒370-0523,群⾺県⾢楽郡⼤泉町吉⽥１２２１−６
2023-10-16
 
サ,125354,有限会社サンキョウ⼯業
〒599-8113,堺市東区⽇置荘⽥中町９１−１
2026-03-28
 
サ,224430,三共⼯業株式会社
〒430-0841,静岡県浜松市南区寺脇町６５３
2025-04-01
 
サ,224455,三恭⼯業有限会社
〒510-1233,三重県三重郡菰野町⼤字菰野２２９７番地５
2025-04-01
_
 
サ,220156,三協興業運輸株式会社
〒329-1106,栃⽊県宇都宮市上⼤塚町１０２番地１３
2024-08-17
 
サ,215805,三協興産株式会社
〒210-0867,神奈川県川崎市川崎区扇町１２番３号
2024-12-04
https://www.skk-web.co.jp
 
サ,103143,三協⾼分⼦株式会社
〒471-0842,愛知県豊⽥市⼟橋町４−９
2024-09-06
http://www.sankyo-kobunshi.co.jp



 
サ,213973,三協サッシ⼯業株式会社
〒135-0002,東京都江東区住吉２丁⽬３番１２号
2025-01-19
 
サ,231108,三共産業株式会社
〒556-0022,⼤阪府⼤阪市浪速区桜川⼆丁⽬３番２８号
2025-10-18
https://www.sankyosangyo.jp
 
サ,103027,株式会社三共社
〒101-0038,東京都千代⽥区神⽥美倉町１
2025-10-09
http://www.sankyosha.co.jp
 
サ,220300,株式会社三協商会
〒680-0843,⿃取県⿃取市南吉⽅１丁⽬４７番地
2024-09-28
https://www.sankyogrp.co.jp/
 
サ,120056,三共商事株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥４−６−１０
2026-07-11
https://www.sankyo-shoji.co.jp
 
サ,229412,三協商事株式会社
〒770-8518,徳島県徳島市万代町５丁⽬８番地３
2025-11-28
https://www.sankyosyoji.com/
 
サ,103383,三共精機株式会社
〒601-8328,京都市南区吉祥院九条町４９
2025-03-05
http://www.sankyo-seiki.com
 
サ,113300,三協精器⼯業株式会社
〒533-0006,⼤阪市東淀川区上新庄３−１９−７５
2023-07-10
http://www.sankyo-seiki.co.jp
 
サ,123342,株式会社三共製作所
〒114-8538,東京都北区⽥端新町３−３７−３
2026-01-07
http://www.sankyo-seisakusho.co.jp/
 
サ,123400,株式会社三協製作所
〒224-0003,横浜市都筑区中川中央１−２８−１１ 平本ビル４Ｆ
2026-04-03
http://www.sankyo-ss.co.jp
 
サ,113445,三協精密株式会社
〒399-7103,⻑野県安曇野市明科光５８２
2026-06-24
http://www.sankyoseimitsu.co.jp
 



サ,224972,三協設備株式会社
〒661-0952,兵庫県尼崎市椎堂１ー２ー６
2025-04-01
 
サ,217232,三協設備⼯業株式会社
〒940-2121,新潟県⻑岡市喜多町１０７７番地３
2025-10-15
 
サ,213057,三協⽴⼭株式会社
〒933-8610,富⼭県⾼岡市早川７０番地
2025-02-01
https://www.st-grp.co.jp/
 
サ,220458,株式会社三共⽥中
〒175-0082,東京都板橋区⾼島平１丁⽬４２番１０号
2024-11-16
http://sankyou-tanaka.jp/
 
サ,213790,三共通商株式会社
〒790-0824,愛媛県松⼭市御幸１丁⽬３０６番地
2024-08-04
http://www.sankyotsusho.co.jp
 
サ,212914,有限会社三共テクノ
〒130-0012,東京都墨⽥区太平２ー１５ー７狩野ビル１階
2025-11-13
 
サ,231176,株式会社三共テクノス
〒559-0031,⼤阪府⼤阪市住之江区南港東三丁⽬１番２号
2025-10-25
 
サ,218746,三共テック株式会社
〒146-0093,東京都⼤⽥区⽮⼝⼆丁⽬２８番９号⽮⼝フラワーマンション２０１号
2023-12-15
http://www.sankyotech.co.jp
 
サ,229763,三協テック株式会社
〒933-8610,富⼭県⾼岡市早川７０番地
2026-06-13
https://www.sankyotec.jp/
 
サ,216046,三共ディスプレイ株式会社
〒738-0021,広島県廿⽇市市⽊材港北７−１７
2022-02-12
 
サ,125123,三共電気株式会社
〒105-0013,東京都港区浜松町１−２７−１７
2026-01-21
https://www.sankyo-dnk.co.jp
 
サ,230831,三共電気株式会社
〒819-0022,福岡県福岡市⻄区福重⼀丁⽬１４番２５号
2025-09-13
http://www.sdkk.jp/
 



サ,213077,三共電気⼯業株式会社
〒060-0806,北海道札幌市北区北六条⻄６丁⽬２番地
2025-05-01
http://www.sankyo-e.co.jp/
 
サ,216969,三協電気⼯業株式会社
〒108-0075,東京都港区港南３丁⽬３番２７号
2025-08-06
http://www.sankyodenki.com/
 
サ,113068,株式会社三共電機製作所
〒653-0036,神⼾市⻑⽥区腕塚町９−６−７
2024-04-02
 
サ,113929,三恭東和精機株式会社
〒191-0001,東京都⽇野市栄町５−１８−１
2024-09-19
 
サ,100619,三京塗料株式会社
〒166-0003,東京都杉並区⾼円寺南１−１−２
2026-02-10
 
サ,218411,三共ビルド株式会社
〒320-0011,栃⽊県宇都宮市富⼠⾒が丘⼆丁⽬３−７
2023-09-15
 
サ,225002,三協フロンテア株式会社
〒277-8539,千葉県柏市新⼗余⼆５番地
2025-04-01
https://www.sankyofrontier.com/
 
サ,101605,三協物産株式会社
〒124-0013,東京都葛飾区東⽴⽯１−２１−３
2024-08-20
http://www.sankyo-bussan.com
 
サ,212148,三協防災株式会社
〒530-0028,⼤阪府⼤阪市北区万歳町４番１２号
2024-04-19
 
サ,219395,三共メンテナンス株式会社
〒171-0041,東京都豊島区千川２ー２ー８
2024-03-23
 
サ,123377,三共⽊⼯株式会社
〒350-1151,埼⽟県川越市今福２７７６−２
2026-01-23
http://www.sankyo-mokko.co.jp/
 
サ,214289,株式会社三協リフォームメイト
〒103-0007,東京都中央区⽇本橋浜町⼆丁⽬９−５
2025-07-19
https://sankyo-reform-mate.jp/
 
サ,210443,株式会社三共冷熱



〒720-0802,広島県福⼭市松浜町４−２−２２
2024-07-22
http://www.sankyo-r.co.jp/
 
サ,225001,三協レジナス株式会社
〒350-1332,埼⽟県狭⼭市⼤字下奥富６３３番地の１
2025-04-01
_
 
サ,502887,三協ワシメタル株式会社
〒933-0951,富⼭県⾼岡市⻑慶寺５７５
2025-10-17
http://www.sankyo-washimetal.co.jp/
 
サ,113110,三⾦株式会社
〒550-0011,⼤阪市⻄区阿波座２−２−１
2026-05-17
http://www.sankin-net.com/
 
サ,123177,サンキン株式会社
〒550-0013,⼤阪市⻄区新町２−１５−２７
2025-04-11
http://www.sankin.co.jp
 
サ,127807,株式会社三⾦
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町２−２３
2025-03-13
http://www.sankin-sins.co.jp
 
サ,219844,サンキンＢ＆Ｇ株式会社
〒550-0013,⼤阪府⼤阪市⻄区新町２−１５−２７
2024-06-08
https://sankin-g.com/bg/
 
サ,113624,三⾦螺⼦⼯業株式会社
〒455-0801,名古屋市港区⼩碓２−８２
2023-12-20
http://www.sankin-rashi.co.jp
 
サ,121446,株式会社三技協イオス
〒224-0053,横浜市都筑区池辺町４５０９
2024-04-18
https://www.sgc-eos.co.jp/
 
サ,227292,有限会社サン技研
〒861-5253,熊本県熊本市南区⼋分字町２６１番地３
2021-01-13
http://kumamoto.e-machi.ne.jp/108546/
 
サ,219324,株式会社三技設備メンテナンス
〒700-0975,岡⼭県岡⼭市北区今２丁⽬６番１０号
2024-03-16
 
サ,216688,株式会社産業分析センター
〒120-0038,東京都⾜⽴区千住橋⼾町２３番地



2025-06-18
https://www.sangyobunseki.co.jp/
 
サ,224654,産業リーシング株式会社
〒101-0062,東京都千代⽥区神⽥駿河台３丁⽬４番地３
2025-04-01
https://www.sangyo-leasing.co.jp/
 
サ,224336,株式会社サンクス
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾６丁⽬１６番９号
2025-03-01
 
サ,103263,株式会社サンクスコーポレーション
〒132-0003,東京都江⼾川区春江町２−４９−１０
2024-10-21
http//www.thanxs.com
 
サ,229861,株式会社サン・クリーン
〒979-1141,福島県双葉郡富岡町⼤字上⼿岡字茂⼿⽊１９３番地の５
2023-07-24
 
サ,227367,サンクリエイテム⼯業株式会社
〒299-0101,千葉県市原市⻘柳北４ー２ー５
2024-02-09
 
サ,230912,株式会社サンクリエイト
〒680-0921,⿃取県⿃取市古海２６０番地２６
2025-09-27
http://sankurieito.jp
 
サ,120133,株式会社三桂
〒160-0022,東京都新宿区新宿４−４−１
2023-07-25
http://business3.plala.or.jp/sankei/
 
サ,123270,株式会社三啓
〒136-0075,東京都江東区新砂１−６−３５
2025-07-27
https://www.sankei-coltd.co.jp
 
サ,126844,株式会社三恵
〒261-0011,千葉県千葉市美浜区真砂３−６−５
2024-05-15
http://3k-sankei.co.jp/
 
サ,210113,三恵株式会社
〒577-0013,⼤阪府東⼤阪市⻑⽥中２丁⽬２番２８号
2023-12-25
http://www.sankei.kouji.biz
 
サ,224668,三恵株式会社
〒105-0013,東京都港区浜松町１丁⽬１２番地６号
2025-04-01
_
 



サ,123302,株式会社三恵イーグル
〒224-0057,横浜市都筑区川和町８３４
2025-12-28
http://www.sankei-eagle.co.jp/
 
サ,101294,サンケイ化学薬品株式会社
〒815-0082,福岡市南区⼤楠２−６−２４
2024-04-23
 
サ,113318,三惠加⼯株式会社
〒708-1225,岡⼭県津⼭市⻄下４６１−１
2023-06-10
 
サ,123163,三恵技研⼯業株式会社
〒115-8555,東京都北区⾚⽻南２−５−１
2025-07-02
 
サ,503712,株式会社三恵技研⼯業
〒319-1414,茨城県⽇⽴市⽇⾼町５−５−１５
2025-10-22
http://www.sankei-giken.co.jp/
 
サ,214662,三恵⼯業株式会社
〒557-0025,⼤阪府⼤阪市⻄成区⻑橋１丁⽬７番２１号
2026-04-11
https://sankeikogyo.jp/
 
サ,215950,三恵⼯業株式会社
〒467-0825,愛知県名古屋市瑞穂区柳ケ枝町１丁⽬２３番地６号
2025-01-29
http://www.sankei-kogyo.com/
 
サ,221122,株式会社サンケイ⼯業
〒001-0915,北海道札幌市北区新琴似町７８１番地６
2025-03-01
https://sankei-industrial.jimdofree.com/
 
サ,106292,三恵⼯事株式会社
〒223-0058,神奈川県横浜市港北区新吉⽥東７−２４−８
2024-07-30
 
サ,225483,株式会社三恵システム
〒380-0914,⻑野県⻑野市⼤字稲葉⺟袋沖７４４−１
2025-06-01
http://www.sankei-sys.com/
 
サ,122946,株式会社サンケイ商会
〒802-0001,福岡県北九州市⼩倉北区浅野１−２−３９
2025-01-05
 
サ,229023,株式会社三桂商会
〒980-0023,宮城県仙台市⻘葉区北⽬町３番６号
2025-05-23
_
 



サ,215647,有限会社サンケイ商事
〒699-0615,島根県出雲市斐川町併川５９３
2024-10-16
 
サ,113653,株式会社三桂製作所
〒146-8585,東京都⼤⽥区下丸⼦４−２１−１
2024-02-28
http://www.sankei-ss.co.jp/
 
サ,128723,株式会社サン計装
〒930-0127,富⼭県富⼭市呉⽻町５９７３−３２
2026-01-24
 
サ,230140,株式会社サンケイビルテクノ
〒101-0062,東京都千代⽥区神⽥駿河台⼆丁⽬３番地１１
2025-05-31
https://www.sankeibt.com
 
サ,113043,三恵プラスチックス株式会社
〒444-2148,愛知県岡崎市仁⽊町字池⽥３４６
2024-03-12
http://www.sankeiplas.co.jp
 
サ,113910,サンケミカル株式会社
〒503-0401,岐⾩県海津市南濃町津屋１５１１
2024-08-10
http://www.sunchemi.co.jp
 
サ,213214,株式会社サンケン
〒463-0003,愛知県名古屋市守⼭区⼤字下志段味字⽳ケ洞２２６６−２２
2023-04-28
 
サ,213906,株式会社三建
〒267-0066,千葉県千葉市緑区あすみが丘⼋丁⽬２５番地２０
2024-11-24
 
サ,215725,株式会社サンケン
〒013-0054,秋⽥県横⼿市柳⽥字新藤２６７−２
2024-11-06
 
サ,217670,株式会社サンケン
〒198-0023,東京都⻘梅市今井３−１８−２２
2026-03-24
http://www.sanken-group.com/
 
サ,211860,株式会社サンケン・エンジニアリング
〒815-0082,福岡県福岡市南区⼤楠２丁⽬１３番７号
2023-10-06
https://www.sanken-eng.co.jp
 
サ,211555,三建⾦物株式会社
〒510-0891,三重県四⽇市市⽇永⻄２丁⽬２１番１号
2026-02-24
 
サ,105347,三研⼯業株式会社



〒259-1136,神奈川県伊勢原市串橋６５３
2024-11-09
http://www.sankenkougyo.jp
 
サ,211344,三建⼯業株式会社
〒370-0801,群⾺県⾼崎市上並榎町１４５−８
2025-08-26
https://sanken-kk.jp/
 
サ,217390,三建⼯業株式会社
〒592-8341,⼤阪府堺市⻄区浜寺船尾町東３丁４３２ー２
2025-12-17
 
サ,228570,サンケン興業株式会社
〒656-0025,兵庫県洲本市本町３丁⽬１番２号
2024-10-19
 
サ,224568,三建サービス⼯事株式会社
〒103-0015,東京都中央区⽇本橋箱崎町６番９号
2025-04-01
http://svc.skk.jp/
 
サ,224312,三建産業株式会社
〒356-0004,埼⽟県ふじみ野市上福岡３ー６ー６
2025-03-01
 
サ,102907,株式会社サンケンシステム
〒144-0052,東京都⼤⽥区蒲⽥４−３３−５
2025-12-03
http://www.sankensya.co.jp
 
サ,213052,三建設備⼯業株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川１丁⽬１７番２１号
2025-04-01
https://skk.jp/
 
サ,105208,株式会社三建設備製作所
〒566-0044,⼤阪府摂津市⻄⼀津屋２−１６
2024-08-08
 
サ,217243,有限会社三建測技
〒169-0074,東京都新宿区北新宿２丁⽬２番１９号
2025-10-21
 
サ,105531,株式会社三建測量設計事務所
〒451-0062,名古屋市⻄区花の⽊３−１２−８
2025-04-19
 
サ,103050,サンケン電気株式会社
〒352-8666,埼⽟県新座市北野３−６−３
2025-03-28
https://www.sanken-ele.co.jp/index.php
 
サ,106108,サンケン電設株式会社
〒350-1155,埼⽟県川越市下⾚坂⼤野原６７７



2023-12-14
https://www.sanken-ele.co.jp/densetsu/
 
サ,231756,三研電設⼯業株式会社
〒950-0806,新潟県新潟市東区海⽼ケ瀬５０９番地
2026-03-07
http://sanken-dk.co.jp/
 
サ,210869,三建塗装株式会社
〒010-0802,秋⽥県秋⽥市外旭川字⽥中６番地
2025-01-29
http://sankenpaint.com/
 
サ,102652,ＳＡＮＫＯ株式会社
〒309-1703,茨城県笠間市鯉淵６５２６−９７
2025-07-05
http://www.sankobd.com
 
サ,103925,サンコー株式会社
〒760-0064,⾹川県⾼松市朝⽇新町２０−４
2025-09-04
http://www.sanko-kk.net/
 
サ,105706,サンコー株式会社
〒309-1222,茨城県桜川市⻑⽅２９４−２
2022-10-02
 
サ,113129,株式会社サンコー
〒399-0782,⻑野県塩尻市広丘野村９５９
2024-09-10
http://www.sko.co.jp
 
サ,125410,株式会社サンコー
〒544-0004,⼤阪市⽣野区巽北２−１２−３
2026-04-18
http://www.nc-sanko.com/
 
サ,211017,株式会社ＳＡＮＫＯ
〒157-0077,東京都世⽥⾕区鎌⽥３丁⽬１３番５号
2025-03-29
http://www.sankooo.co.jp/
 
サ,215710,サンコー株式会社
〒852-8126,⻑崎県⻑崎市⽯神町１４番１７号
2024-10-30
 
サ,225061,株式会社サンコー
〒734-0021,広島県広島市南区上東雲町２５番５号
2025-04-01
 
サ,124304,株式会社サンコー・インダストリアル・オートメーション
〒379-2312,群⾺県みどり市笠懸町久宮３１０
2025-06-30
http://www.sanko-ia.co.jp
 



サ,113605,株式会社Ｓａｎｋｏ ＩＢ
〒105-0014,東京都港区芝１−５−９
2023-11-02
http://www.sanko-ib.co.jp
 
サ,211202,株式会社サンコーＳＤ
〒564-0062,⼤阪府吹⽥市垂⽔町３丁⽬２８番１０号
2025-06-11
http://www.sanko-jp.com/
 
サ,123318,サンコーエンジニアリングプラスチック株式会社
〒601-8203,京都市南区久世築⼭町３７８−５
2026-03-27
https://www.sankouep.jp
 
サ,101612,株式会社サンコーシヤ
〒141-0032,東京都品川区⼤崎４−３−８
2024-08-23
http://www.sankosha.co.jp
 
サ,503017,株式会社サンコーシヤ
〒141-0032,東京都品川区⼤崎４−３−８
2023-12-25
https://www.sankosha.co.jp/
 
サ,113768,サンコー商事株式会社
〒465-8505,愛知県名古屋市名東区⾼社２−２４５
2024-06-02
http://www.sankoshoji.co.jp/
 
サ,220932,株式会社サンコー設備
〒132-0031,東京都江⼾川区松島四丁⽬３８番２３号
2025-03-29
 
サ,123462,サンコーテクノ株式会社
〒270-0163,千葉県流⼭市南流⼭３−１０−１６
2026-05-02
https://sanko-techno.co.jp/
 
サ,123322,株式会社サンコー電⼦
〒376-0101,群⾺県みどり市⼤間々町⼤間々１５００
2026-01-07
http://www.sanko.co.jp
 
サ,210392,株式会社サンコートーア
〒273-0851,千葉県船橋市⾺込町１１５５−２
2024-06-23
http://www.sankotoa.co.jp/
 
サ,106573,サンコート化学株式会社
〒170-0013,東京都豊島区東池袋４−８−８ 東池袋パークビル７Ｆ
2025-02-17
http://www.suncoat.jp/
 
サ,231393,サンコー特機株式会社



〒381-0024,⻑野県⻑野市⼤字南⻑池字村東４４５番地５
2025-12-06
https://sankotokki.co.jp/
 
サ,102695,株式会社サンコーパネル
〒899-2704,⿅児島県⿅児島市春⼭町１５１１−６
2025-07-18
 
サ,231003,サンコー防災株式会社
〒417-0058,静岡県富⼠市永⽥北町９番１５号
2025-10-11
https://www.safeland.co.jp
 
サ,230212,サンコーリサイクル株式会社
〒476-0006,愛知県東海市浅⼭三丁⽬１９０番地
2025-06-14
https://www.sanko-re.co.jp/
 
サ,103823,サンコール株式会社
〒615-8555,京都市右京区梅津⻄浦町１４
2026-03-22
http://www.suncall.co.jp
 
サ,123169,サンコア株式会社
〒421-3301,静岡県富⼠市北松野１６８８−１
2025-05-21
http://www.suncore.co.jp
 
サ,101539,三光有限会社
〒601-8213,京都府京都市南区久世中久世町２−１３２
2024-07-27
 
サ,105717,株式会社三興
〒190-1231,東京都⻄多摩郡瑞穂町⻑岡⻑⾕部７６
2025-10-17
https://www.sanko-box.com
 
サ,106925,三幸株式会社
〒101-0062,東京都千代⽥区神⽥駿河台３−３−４
2026-03-20
https://www.sanko-inc.co.jp/
 
サ,113242,株式会社三幸
〒105-0013,東京都港区浜松町２−５−５ ＰＭＯ浜松町８階
2025-02-24
https://kk-sanko.co.jp
 
サ,113473,三光株式会社
〒830-0018,福岡県久留⽶市通町８−１６
2023-09-10
http://www.sanko-inet.co.jp
 
サ,113533,株式会社三光
〒466-0058,名古屋市昭和区⽩⾦１−３−１４
2023-09-24



 
サ,113965,株式会社三弘
〒466-0001,名古屋市昭和区⾞⽥町１−１０３−２
2024-08-23
https://www.sanko-web.co.jp
 
サ,123152,株式会社サンコウ
〒226-0021,横浜市緑区北⼋朔町２００
2025-03-26
 
サ,125626,株式会社三興
〒235-0033,神奈川県横浜市磯⼦区杉⽥５−５−３
2023-06-30
http://www.isogo-sanko.co.jp
 
サ,126823,三甲株式会社
〒501-0294,岐⾩県瑞穂市本⽥４７４−１
2024-04-26
http://www.sanko-kk.co.jp
 
サ,210788,株式会社三洸
〒483-8263,愛知県江南市島宮町桐野７番地
2024-12-22
https://www.sanko-35.com/
 
サ,222428,株式会社三幸
〒452-0962,愛知県清須市春⽇砂賀東１３５番地
2023-12-01
http://www.san-kou.com
 
サ,225426,株式会社サンコウ
〒583-0866,⼤阪府⽻曳野市埴⽣野１０９７番地
2025-06-01
 
サ,226315,株式会社三興
〒545-0021,⼤阪府⼤阪市阿倍野区阪南町４ー１３ー１
2026-01-01
http://www.sanko-sunrise.com/
 
サ,228165,株式会社三耕
〒571-0028,⼤阪府⾨真市⼤字打越５５７ー３
2024-06-14
 
サ,229300,株式会社三興
〒564-0062,⼤阪府吹⽥市垂⽔町三丁⽬２５番１１号
2025-09-21
 
サ,231079,株式会社三弘
〒198-0043,東京都⻘梅市千ケ瀬町⼀丁⽬１０９番２０号
2025-10-18
 
サ,502246,三弘エマテック株式会社
〒465-0081,愛知県名古屋市名東区⾼間町５４４番地
2026-03-14
https://www.sanko-ematec.co.jp



 
サ,213881,三光エンジニアリング株式会社
〒132-0025,東京都江⼾川区松江３ー９ー１９
2024-10-20
 
サ,103203,三光化成株式会社
〒175-0094,東京都板橋区成増１−２８−３
2024-10-08
http://www.sanko-kasei.co.jp/
 
サ,120017,三興化成品株式会社
〒541-0059,⼤阪市中央区博労町４−２−１５ ヨドコウ第２ビル３Ｆ
2026-07-02
https://www.sankokaseihin.co.jp/
 
サ,220070,讃⾼仮設リース株式会社
〒769-2304,⾹川県さぬき市昭和字⽩⽻⼄７７番２０
2025-02-01
 
サ,229262,三晃ガラス建材株式会社
〒041-0852,北海道函館市鍛冶１丁⽬３３番１４号
2022-09-04
 
サ,100312,三幸機械株式会社
〒370-0026,群⾺県⾼崎市下滝町４３３−２２
2025-09-16
https://sankokikai.co.jp
 
サ,105398,三光機⼯株式会社
〒601-8451,京都府京都市南区唐橋川久保町１２
2024-12-21
 
サ,222332,三晃⾦属株式会社
〒485-0825,愛知県⼩牧市⼤字下末字針６１２番地６
2023-11-01
 
サ,221077,三晃⾦属⼯業株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦４丁⽬１３番２３号
2025-02-01
http://www.sankometal.co.jp/
 
サ,105271,株式会社燦⼯業
〒514-0815,三重県津市藤⽅１９１３−７
2024-10-15
 
サ,221547,株式会社三晃空調
〒530-0047,⼤阪府⼤阪市北区⻄天満３丁⽬１３番２０号
2025-04-01
https://www.sanko-air.co.jp/
 
サ,222320,三幸ケミカル株式会社
〒001-0924,北海道札幌市北区新川４条１７ー６ー１３
2023-11-01
http://www.sck-h.co.jp
 



サ,227189,三晃建商株式会社
〒918-8017,福井県福井市下荒井町１０ー２０９
2023-12-01
 
サ,213526,⼭幸建設株式会社
〒981-0132,宮城県宮城郡利府町花園⼆丁⽬７番地１
2023-12-16
http://www.sankou-kensetsu.co.jp
 
サ,214937,有限会社三光建設
〒979-1101,福島県双葉郡富岡町⼤字⼩良ケ浜字⾚坂４４６の２
2023-08-15
 
サ,216940,株式会社三光建設
〒720-1146,広島県福⼭市駅家町⼤橋３８番地１
2025-07-23
 
サ,219917,有限会社三幸建設
〒124-0004,東京都葛飾区東堀切３−２８−１
2024-06-22
 
サ,222337,三綱建設株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町２ー１１ー３
2023-11-01
 
サ,224586,三幸建設株式会社
〒498-0042,愛知県弥富市松名３丁⽬１１７番地の９
2025-04-01
http://sankoukk.net/about/
 
サ,231446,産興建設株式会社
〒210-0828,神奈川県川崎市川崎区四⾕上町９番８号
2025-12-13
 
サ,502264,三光建設⼯業株式会社
〒874-0938,⼤分県別府市末広町４番５号
2023-03-15
http://sansansanko.jp/
 
サ,100830,株式会社サン⼯芸
〒187-0045,東京都⼩平市学園⻄町２−８−１５
2023-08-01
http://www.sun-craft.jp
 
サ,103045,三興⼯業株式会社
〒570-0043,⼤阪府守⼝市南寺⽅東通６−１２−６
2023-08-06
http://www.sankoukogyou.co.jp
 
サ,103685,三光⼯業株式会社
〒259-1146,神奈川県伊勢原市鈴川５
2025-02-27
http://www.sankokogyo-inc.com
 
サ,113926,株式会社三幸⼯業



〒252-0804,神奈川県藤沢市湘南台１−１５−１１
2024-10-11
http://www.sanko-inds.co.jp/
 
サ,122481,讃光⼯業株式会社
〒769-2302,⾹川県さぬき市⻑尾⻄８７７
2024-09-30
https://www.sanko-scl.co.jp
 
サ,220079,三光⼯業株式会社
〒040-0081,北海道函館市⽥家町２番３２号
2024-07-20
http://sankookogyo.com
 
サ,123321,有限会社三江⼯業所
〒806-0011,北九州市⼋幡⻄区紅梅１−１１−１３
2026-03-01
 
サ,218791,株式会社三功⼯業所
〒143-0003,東京都⼤⽥区京浜島２−７−６
2023-12-15
 
サ,129749,三興コントロール株式会社
〒230-8585,神奈川県横浜市鶴⾒区江ヶ崎町３−３
2025-01-13
http://www.skgr.co.jp
 
サ,103175,三光合成株式会社
〒939-1698,富⼭県南砺市⼟⽣新１２００
2023-09-28
http://www.sankogosei.co.jp
 
サ,113118,三晃合成⼯業株式会社
〒496-0864,愛知県津島市中之町３９
2025-02-02
 
サ,125431,三⾏合成樹脂株式会社
〒954-0104,新潟県⾒附市坂井町１−６−５
2026-05-09
 
サ,129378,三幸合同サンソ株式会社
〒678-0022,兵庫県相⽣市垣内町１２−２
2024-03-19
 
サ,103510,三光産業株式会社
〒150-8403,東京都渋⾕区神宮前３−４２−６
2023-08-24
http://www.sankosangyo.co.jp
 
サ,122744,三光産業株式会社
〒350-0414,埼⽟県⼊間郡越⽣町越⽣東３−１１−２
2024-11-07
http://sanko-sangyo.jp
 
サ,219024,株式会社三煌産業



〒621-0016,京都府⻲岡市⼤井町南⾦岐尾垣内９
2024-02-02
http://www.sankosangyo-web.co.jp/
 
サ,223347,三晃産業株式会社
〒771-0138,徳島県徳島市川内町平⽯流通団地２９
2024-07-01
https://www.sanko-sangyo.co.jp/
 
サ,223921,三光産業株式会社
〒730-0051,広島県広島市中区⼤⼿町３丁⽬３番３号
2024-12-01
https://www.melsanko.co.jp
 
サ,123189,三興産商株式会社
〒501-6003,岐⾩県⽻島郡岐南町平島９−５９
2025-05-23
http://www.sansyou.co.jp/
 
サ,501381,三公システム株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥⼀丁⽬１５番６号
2024-09-16
http://www.sankosys.co.jp
 
サ,100787,株式会社三⼯社
〒151-0072,東京都渋⾕区幡ヶ⾕２−３７−６
2026-06-24
http://www.sankosha-s.co.jp/
 
サ,113249,株式会社三光社
〒954-0111,新潟県⾒附市今町８−５−１
2025-06-19
http://www.sankosha-net.co.jp
 
サ,210721,有限会社三晃社
〒063-0842,北海道札幌市⻄区⼋軒⼆条⻄⼆丁⽬８−１
2024-11-25
 
サ,113198,株式会社三幸商会
〒464-0075,名古屋市千種区内⼭３−３−２
2025-02-09
http://www.sks.co.jp
 
サ,121866,三興商事株式会社
〒140-0001,東京都品川区北品川３−６−２
2024-06-23
 
サ,218701,三興商事株式会社
〒422-8041,静岡県静岡市駿河区中⽥１−５−３
2023-12-08
 
サ,226576,三晃商事株式会社
〒676-0047,兵庫県⾼砂市⾼砂町南本町９１０番地
2026-04-01
 



サ,231113,三光商事株式会社
〒556-0016,⼤阪府⼤阪市浪速区元町⼆丁⽬１３番２号
2025-10-18
 
サ,101306,株式会社産公精機
〒223-0052,神奈川県横浜市港北区綱島東６−１１−５０
2024-04-26
 
サ,126788,賛光精機株式会社
〒367-0206,埼⽟県本庄市児⽟町共栄３００−２
2024-04-03
http://www.sankou-mc.co.jp
 
サ,150111,三興製鋼株式会社
〒254-0801,神奈川県平塚市久領堤２−１９
2025-10-24
 
サ,120825,株式会社三光精衡所
〒125-0042,東京都葛飾区⾦町２−１−１
2024-02-04
http://www.sanko-s.jp/
 
サ,103488,有限会社三光製作所
〒370-0135,群⾺県伊勢崎市境⼩此⽊４５９−１
2023-10-23
http://www.sankou-ss.co.jp/
 
サ,123193,株式会社三光製作所
〒440-0853,愛知県豊橋市佐藤１−１２−３
2025-07-10
 
サ,129424,有限会社三弘製作所
〒669-3312,兵庫県丹波市柏原町⽥路６６４−２
2024-04-20
 
サ,106941,株式会社三幸精密
〒409-0112,⼭梨県上野原市上野原８２０５
2026-04-10
http://www.sankouseimitsu.co.jp
 
サ,128913,株式会社三光精密
〒321-1274,栃⽊県⽇光市⼟沢１４５４−３
2026-04-04
http://www.sanko-seimitsu.co.jp
 
サ,106123,三晃精密⼯具株式会社
〒213-0022,神奈川県川崎市⾼津区千年５３５
2024-01-12
http://www.ssk-sanko.co.jp
 
サ,210182,三光設備⼯業株式会社
〒534-0013,⼤阪府⼤阪市都島区内代町１丁⽬５番６号
2024-02-18
 
サ,113312,三幸セミコンダクター株式会社



〒108-0014,東京都港区芝４−１０−５ ヒューリック⽥町ビル７階
2026-01-28
https://www.sscc.co.jp/
 
サ,222754,⼭光装飾株式会社
〒531-0071,⼤阪府⼤阪市北区中津５ー４ー２４
2024-03-01
 
サ,229073,株式会社三光通信
〒103-0004,東京都中央区東⽇本橋３ー３ー７近江会館ビル
2025-05-31
http://www.sankotsushin.com
 
サ,100977,三興電気株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座７−１３−５ ＮＲＥＧ銀座ビル３階
2024-01-11
http://www.sankou-e.co.jp/
 
サ,106715,三晃電気株式会社
〒194-0215,東京都町⽥市⼩⼭ヶ丘２−３−９
2025-07-05
 
サ,106892,有限会社サンコウ電機
〒381-2234,⻑野県⻑野市川中島町今⾥９４７−１
2026-02-13
http://www.sankou-d-smw.co.jp
 
サ,113588,三鑛電器株式会社
〒542-0064,⼤阪市中央区上汐１−３−３
2023-10-20
 
サ,120582,三幸電機株式会社
〒456-0025,名古屋市熱⽥区⽟の井町７−２３
2023-11-05
http://www.sanko-grp.co.jp/
 
サ,211962,三興電機株式会社
〒221-0021,神奈川県横浜市神奈川区⼦安通２−２７５
2023-12-27
https://sanko-denkii.com/
 
サ,213800,株式会社三興電気
〒448-0027,愛知県刈⾕市相⽣町３丁⽬３番地
2024-08-11
 
サ,217042,株式会社三光電氣
〒550-0025,⼤阪府⼤阪市⻄区九条南１丁⽬２番２０号ドーム前いずみビル
2025-09-03
https://www.a-sanko-denki.com/
 
サ,228940,有限会社三光電氣
〒931-8452,富⼭県富⼭市東富⼭寿町２丁⽬３番１５号
2025-03-22
_
 



サ,229290,三光電気株式会社
〒464-0096,愛知県名古屋市千種区下⽅町５丁⽬４７番地１
2025-09-20
http://www.sankou-denki.jp/
 
サ,129249,株式会社三光電機製作所
〒336-0932,埼⽟県さいたま市緑区中尾９８１−１
2024-02-02
http://sanko-ele.jp
 
サ,129387,三光電業株式会社
〒733-0833,広島県広島市⻄区商⼯センター５−１１−７
2024-03-26
http://www.sumnet.co.jp
 
サ,216780,株式会社三晃電業社
〒274-0061,千葉県船橋市古和釜町８６４番地９
2025-06-25
 
サ,230872,株式会社三幸電⼯
〒885-0006,宮崎県都城市吉尾町６１５番地１号
2025-09-20
 
サ,216389,サンコウ電設有限会社
〒337-0051,埼⽟県さいたま市⾒沼区東⼤宮７丁⽬５番地１９
2025-05-14
https://sankou.ltd/
 
サ,216825,株式会社三興電設
〒168-0063,東京都杉並区和泉３丁⽬６３番８号
2025-07-02
 
サ,221270,三幸電設株式会社
〒921-8015,⽯川県⾦沢市東⼒四丁⽬９７番地
2025-03-01
 
サ,230061,三弘電設株式会社
〒733-0871,広島県広島市⻄区⾼須三丁⽬５番６号
2025-04-26
https://www.sanko-densetsu.co.jp
 
サ,128732,三光鍍⾦⼯業株式会社
〒933-0935,富⼭県⾼岡市博労本町３−４８
2026-01-30
http://www.sunco-plating.jp/
 
サ,224375,三興塗装⼯業株式会社
〒173-0011,東京都板橋区双葉町４４番４号
2025-04-01
_
 
サ,123472,株式会社三光堂
〒500-8364,岐⾩市本荘中ノ町８−５
2023-05-07
http://www.sankodo-co.jp/



 
サ,211659,三幸⼟⽊株式会社
〒470-0103,愛知県⽇進市北新町北鶯９１番地５
2026-05-30
https://www.sanko-inc.net/
 
サ,212051,三興⼟⽊株式会社
〒935-0035,富⼭県氷⾒市上⽥⼦２０４ー１
2024-02-23
 
サ,219415,三興バルブ継⼿株式会社
〒812-0032,福岡県福岡市博多区⽯城町１２ー１
2024-03-23
https://www.sankovalve.co.jp
 
サ,113783,有限会社三幸パッキング製作所
〒812-0892,福岡市博多区東那珂１−１６−１４
2024-05-22
http://www.sankopk.com/
 
サ,504939,株式会社三光ビジネスソリューション
〒330-0802,埼⽟県さいたま市⼤宮区宮町４−１５０−１カネゲンビル３Ｆ
2023-09-01
http://www.sankobs.com
 
サ,210840,三幸ファシリティーズ株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥⼆丁⽬３番４号
2025-01-20
https://sanko-fs.jp/
 
サ,221114,株式会社三晄プレコンシステム
〒062-0020,北海道札幌市豊平区⽉寒中央通１丁⽬２番１４号
2025-03-01
http://www.sanko-precon.co.jp
 
サ,103600,三光ライト⼯業株式会社
〒211-0051,神奈川県川崎市中原区宮内２−２９−１
2023-10-19
http://www.slkco.jp/
 
サ,102579,三幸理研⼯業株式会社
〒470-1168,愛知県豊明市栄町南舘１１４−２
2025-05-29
http://www.sankoriken.co.jp/
 
サ,215121,株式会社サンコンエンジニアリング
〒110-0005,東京都台東区上野６−１６−１６黒⽥ビル５階
2020-12-05
http://www.sancon-eng.com/
 
サ,101915,三郷紙器⼯業株式会社
〒488-0011,愛知県尾張旭市東栄町２−７−２０
2024-11-15
http://www.ip.mirai.ne.jp/~sango
 



サ,123396,三五紙業株式会社
〒212-0014,川崎市幸区⼤宮町５−４ 共栄ビル６Ｆ
2026-03-13
 
サ,120255,三五商事株式会社
〒108-0072,東京都港区⽩⾦４−２−６
2023-08-09
http://www.sango-shoji.co.jp
 
サ,230124,サンシステム株式会社
〒194-0212,東京都町⽥市⼩⼭町１１９５番地７
2025-05-24
 
サ,104709,三芝硝材株式会社
〒933-0974,富⼭県⾼岡市岩坪２３−２
2026-04-05
http://www.sanshiba-g.co.jp
 
サ,106224,三芝電気株式会社
〒111-0053,東京都港区台東区浅草橋５−２５−１０ 浅草橋１ｓｔビル７Ｆ
2024-05-19
http://www.sanshiba.co.jp/
 
サ,101058,サンシャイン株式会社
〒541-0041,⼤阪府⼤阪市中央区北浜１−５−１０
2024-02-13
http://www.sunshine-coltd.com
 
サ,113117,株式会社サンシャイン⼯芸
〒652-0047,神⼾市兵庫区下沢通６−２−１３
2024-07-10
 
サ,113259,株式会社三社電機製作所
〒533-0031,⼤阪市東淀川区⻄淡路３−１−５６
2025-06-22
http://www.sansha.co.jp
 
サ,211146,株式会社サンシュウ
〒130-0024,東京都墨⽥区菊川２丁⽬１番３号
2025-05-20
http://www.sunsyu.co.jp
 
サ,212389,株式会社三秀
〒701-1353,岡⼭県岡⼭市北区三⼿６０５ー１
2024-11-21
 
サ,226870,三州株式会社
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚３丁⽬３７番５号
2026-07-01
https://www.sansyu-kk.co.jp/
 
サ,113112,三秀⼯業株式会社
〒933-0336,富⼭県⾼岡市上開発２９０
2024-06-13
http://www.sansyu-ml.co.jp/



 
サ,210748,三洲産業株式会社
〒803-0801,福岡県北九州市⼩倉北区⻄港町６１番地の２２
2024-12-02
http://www.sansyusangyo.co.jp
 
サ,223975,讃州電気⼯事株式会社
〒761-8085,⾹川県⾼松市寺井町２３９ー１
2025-01-01
https://www.sansyu-denki.co.jp
 
サ,122407,三洲電線株式会社
〒444-0324,愛知県⻄尾市寺津町⼆丁７−１
2024-09-08
http://www.sanshu-ew.com
 
サ,225041,三州鳶⾕⼝建設株式会社
〒440-0835,愛知県豊橋市飯村南２ー２０ー１
2025-04-01
 
サ,222290,三洲⼟⽊株式会社
〒470-0162,愛知県愛知郡東郷町⼤字春⽊字新池３９２２ー６６
2023-11-01
 
サ,123326,株式会社三琇プレシジョン
〒444-1321,愛知県⾼浜市稗⽥町４−１−５５
2026-03-08
http://www.sansyu-pr.co.jp/
 
サ,212299,株式会社三将
〒490-1135,愛知県海部郡⼤治町⼤字鎌須賀字⼭廻８２
2024-08-08
 
サ,217502,株式会社三晶
〒985-0831,宮城県多賀城市笠神４丁⽬３−３７
2023-01-21
 
サ,218048,株式会社三勝
〒047-0154,北海道⼩樽市朝⾥川温泉１丁⽬２１３番地
2023-07-28
 
サ,219298,株式会社三証
〒316-0014,茨城県⽇⽴市東⾦沢町１丁⽬３番３９号
2024-03-16
 
サ,226412,株式会社讃商
〒761-0301,⾹川県⾼松市林町９１番地１
2026-03-01
http://www.sansho-net.jp
 
サ,211306,株式会社サン商会
〒635-0024,奈良県⼤和⾼⽥市⽇之出⻄本町４ー９
2025-08-02
http://www.pu-re.com/sun/
 



サ,216059,株式会社サン商会
〒277-0858,千葉県柏市豊上町２９番地４
2025-02-19
 
サ,123068,三昌機⼯株式会社
〒111-0053,東京都台東区浅草橋３−１７−９ 関野ビル
2025-02-23
http://www.sansho-kiko.co.jp/
 
サ,104617,有限会社三昌技研
〒409-0133,⼭梨県上野原市⼋ツ沢７８６−２
2025-12-16
http://sansyo-giken.co.jp/
 
サ,113330,三晶技研株式会社
〒936-8501,富⼭県滑川市上⼩泉１５８６
2023-07-20
https://www.sanshogiken.co.jp/
 
サ,214819,⼭昇建設株式会社
〒463-0038,愛知県名古屋市守⼭区原境町９０８番地
2023-06-27
http://sansho-c.co.jp
 
サ,228989,株式会社三晶⼯業
〒321-3223,栃⽊県宇都宮市清原台５丁⽬２８番地１１
2025-04-19
https://www.sansho-kogyo.co.jp/
 
サ,503721,三昌⼯業株式会社
〒290-0011,千葉県市原市能満２０８９−６０
2025-11-12
 
サ,113899,有限会社⼭晶⼯作所
〒167-0051,東京都杉並区荻窪５−１０−２５
2024-07-14
http://www.sansyo.biz-web.jp
 
サ,103850,三昌商事株式会社
〒530-0005,⼤阪市北区中之島２−３−３３ ⼤阪三井物産ビル
2024-04-11
http://www.sansho-shoji.co.jp/
 
サ,113256,サン商事株式会社
〒242-0023,神奈川県⼤和市渋⾕１−７−１３ コスモスビル１階
2025-09-03
http://sun-trad.co.jp
 
サ,219830,三省⽔⼯株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿６丁⽬１０番１号
2024-06-08
https://www.sanshosuiko.co.jp/
 
サ,113155,株式会社三昌製作所
〒601-8135,京都市南区上⿃⽻⽯橋町４１ー１



2024-05-21
http://www.sansho-ss.co.jp
 
サ,213294,有限会社三昌鉄⼯
〒933-0076,富⼭県⾼岡市⽶島２３１ー１
2026-06-24
 
サ,113475,三彰電⼯有限会社
〒441-1102,愛知県豊橋市⽯巻⻄川町字吉祥１−３６８
2023-06-28
 
サ,100636,株式会社三新
〒130-0011,東京都墨⽥区⽯原１−２７−２
2026-03-01
http://www.san-sin.co.jp/
 
サ,103443,株式会社サンシン
〒202-0005,東京都⻄東京市住吉町５−６−３
2025-03-25
http://www.jp-sanshin.com
 
サ,105659,株式会社三新
〒001-0015,北海道札幌市北区北１５条⻄２−１−８
2025-08-21
https://www.k-sanshin.jp
 
サ,113414,株式会社サンシン
〒190-0181,東京都⻄多摩郡⽇の出町⼤久野２８６
2023-07-23
http://www.sanshin-jp.com
 
サ,113970,株式会社三信
〒190-0032,東京都⽴川市上砂町５−６４−３
2024-08-11
http://www.sanshin-co.jp
 
サ,126864,株式会社サンシン
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾３−２２−１３
2024-05-25
http://park10.wakwak.com/~sanshin/
 
サ,217575,株式会社三新
〒970-8003,福島県いわき市平下平窪字屋越５１−１
2023-02-10
 
サ,230106,株式会社三進
〒546-0031,⼤阪府⼤阪市東住吉区⽥辺⼆丁⽬７番１８号
2025-05-24
https://kk-sansin.com/
 
サ,229004,三伸機材株式会社
〒104-6014,東京都中央区晴海１丁⽬８番１０号晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーＸ１４階
2025-05-08
https://www.san-shin-kizai.co.jp/
 



サ,211340,三進⾦属⼯業株式会社
〒595-0814,⼤阪府泉北郡忠岡町新浜２ー５ー２０
2025-08-26
http://www.sanshinkinzoku.co.jp
 
サ,228339,株式会社三新建⼯
〒329-1206,栃⽊県塩⾕郡⾼根沢町⼤字平⽥１０６４ー１７
2024-08-10
 
サ,222013,三信建設⼯業株式会社
〒111-0052,東京都台東区柳橋２丁⽬１９番６号
2025-10-01
https://www.sanshin-corp.co.jp
 
サ,106291,株式会社サンシンコーポレーション
〒976-0042,福島県相⾺市中村字新町２０１−３
2024-07-30
http://www.sanshincorp.com/
 
サ,102268,三伸⼯業株式会社
〒653-0012,兵庫県神⼾市⻑⽥区⼆番町２−２−１
2025-02-04
http://www.sansin-ind.jp/
 
サ,103577,三信⼯業株式会社
〒376-0011,群⾺県桐⽣市相⽣町４−３２５−３
2024-01-23
http://www.sanshin-kg.co.jp
 
サ,123001,三信⼯業株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座７−１７−１５
2025-01-16
https://www.sanshin-ind.co.jp/
 
サ,218595,三進⼯業有限会社
〒355-0314,埼⽟県⽐企郡⼩川町⼤字中⽖９９２−７
2023-11-04
 
サ,223893,三神⼯業株式会社
〒651-0084,兵庫県神⼾市中央区磯辺通２丁⽬１番１１号
2024-12-01
http://www.sanshinkogyo.com
 
サ,224760,三⾠⼯業株式会社
〒101-0051,東京都千代⽥区神⽥神保町２ー１０
2025-04-01
http://sanshin-eng.jp/
 
サ,231800,三新⼯業株式会社
〒810-0001,福岡県福岡市中央区天神三丁⽬６番３１号
2026-03-20
http://sanshin-ind.jp
 
サ,226123,三信産業株式会社
〒870-0911,⼤分県⼤分市新⾙６ー７



2025-11-01
http://www.san-sin.com
 
サ,102443,株式会社三進社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥４−２８−１３
2025-03-11
http://www.sanshin-sya.co.jp
 
サ,220853,三伸商運機⼯株式会社
〒240-0006,神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区星川⼀丁⽬７番２６号
2025-03-15
 
サ,101633,三進商事株式会社
〒105-0003,東京都港区⻄新橋１−６−１１ ⻄新橋光和ビル
2024-08-30
https://www.sanshin-shoji.com/
 
サ,128304,株式会社三信ジャパン
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町１−２８ メリノビル５Ｆ
2025-09-14
 
サ,218635,三親住設株式会社
〒235-0004,神奈川県横浜市磯⼦区下町１−２５
2023-11-17
http://www.sanshin-j.co.jp/
 
サ,100034,株式会社三進製作所
〒335-0026,埼⽟県⼾⽥市新曽南３−１７−１
2025-06-30
http://www.n-sanshin.co.jp
 
サ,101757,株式会社三進製作所
〒453-0013,愛知県名古屋市中村区⻲島２−２２−２
2024-10-15
https://www.sanshin-mfg.co.jp/
 
サ,105991,株式会社三伸製作所
〒963-0725,福島県郡⼭市⽥村町⾦屋字川久保１５−３
2023-08-03
 
サ,126888,三信船舶電具株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１−１６−８ 内神⽥ミッドスクエア２階
2024-05-30
http://www.sanshin-electric.co.jp/
 
サ,223007,三信通商株式会社
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨２ー１２ー８
2024-04-01
http://www.sanshintsusho.co.jp
 
サ,103310,三信電気株式会社
〒108-8404,東京都港区芝４−４−１２ 本館８階
2026-01-08
http://www.sanshin.co.jp/
 



サ,103820,サンシン電気株式会社
〒176-0022,東京都練⾺区向⼭４−１−５
2024-04-01
http://www.sanshin-ele.com
 
サ,129859,三信電機株式会社
〒195-0063,東京都町⽥市野津⽥町１０
2025-03-26
 
サ,223428,三信電気⽔道株式会社
〒761-8082,⾹川県⾼松市⿅⾓町３８番地１
2024-08-01
 
サ,230275,三親電材株式会社
〒730-0052,広島県広島市中区千⽥町⼀丁⽬５番１８号
2025-06-28
https://www.sanshin-eem.co.jp
 
サ,215068,有限会社サンシン電設
〒343-0006,埼⽟県越⾕市北川崎５９ー１５
2023-10-24
 
サ,218876,有限会社三伸電設
〒210-0828,神奈川県川崎市川崎区四⾕上町１３−２９
2024-01-05
 
サ,222190,株式会社三樹園
〒465-0058,愛知県名古屋市名東区貴船１−２９−１
2026-06-01
http://www.sanjuen.co.jp/
 
サ,106656,サン樹脂株式会社
〒481-0001,愛知県北名古屋市六ツ師⼤島１４−１
2025-05-17
http://sunjushi.co.jp/
 
サ,127791,株式会社三丈
〒156-0055,東京都世⽥⾕区船橋１−９−９−１０３
2025-03-08
 
サ,129620,三条化⼯株式会社
〒955-0035,新潟県三条市中新３２−１６
2024-11-26
http://www.sanjo-kakou.co.jp/
 
サ,212451,株式会社三条基礎⼯業
〒955-0033,新潟県三条市⻄⼤崎３丁⽬１６番５０号
2025-01-30
https://sanjokiso.co.jp/
 
サ,226983,株式会社三條組
〒987-0311,宮城県登⽶市⽶⼭町字桜岡⾙待井６１８番地
2023-08-01
 
サ,222134,三城建機株式会社



〒340-0801,埼⽟県⼋潮市⼤字⼋條１５０６番地
2026-04-01
https://sanjou.com/
 
サ,106162,株式会社三条⼯機製作所
〒955-0814,新潟県三条市⾦⼦新⽥⼄１６７４−１２
2024-03-01
 
サ,214759,三条サッシ⼯業株式会社
〒955-0832,新潟県三条市直江町４ー１３ー３３
2023-06-06
 
サ,505425,株式会社 三条特殊鋳⼯所
〒959-1155,新潟県三条市福島新⽥丁６４２
2023-06-25
https://www.e-santoku.co.jp/
 
サ,120953,サン情報サービス株式会社
〒113-0033,東京都⽂京区本郷３−１５−９
2024-03-06
http://www.sisco.co.jp
 
サ,113078,三⽔商事株式会社
〒651-2108,神⼾市⻄区伊川⾕町前開字久留主⾕１１２４−２
2024-04-02
 
サ,210152,三⽔鐵⼯株式会社
〒289-1512,千葉県⼭武市松尾町⼋⽥１５７ー１
2024-01-28
http://san-sui.info
 
サ,213883,株式会社⼭⽔鉄⼯所
〒334-0002,埼⽟県川⼝市鳩ヶ⾕本町３ー１３ー３
2024-10-27
 
サ,225037,⼭⽔電機⼯業株式会社
〒981-3416,宮城県黒川郡⼤和町鶴巣⼭⽥字中窪２４ー１
2025-04-01
 
サ,225800,株式会社サンスリム
〒658-0046,兵庫県神⼾市東灘区御影本町５丁⽬２番６号
2025-08-01
_
 
サ,229516,株式会社サンセー商会
〒409-3852,⼭梨県中巨摩郡昭和町飯喰１３６６−１
2026-02-21
 
サ,105681,株式会社サンセーテクノ
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１−１１−４ 藤吉ビル２Ｆ
2025-09-03
 
サ,100554,株式会社サンセイ
〒613-0024,京都府久世郡久御⼭町森三丁２３−１
2026-01-17



http://www.sansei-kyoto.co.jp/
 
サ,103105,株式会社三誠
〒113-0034,東京都⽂京区湯島２−２４−１３
2023-09-03
http://www.san-sei.co.jp
 
サ,106576,株式会社Ｓａｎｓｅｉ
〒224-0021,神奈川県横浜市都筑区北⼭⽥１−７−１ ソニックス１７１ビル２Ｆ
2025-02-18
 
サ,126958,株式会社三精
〒110-0005,東京都台東区上野７−１４−２
2024-06-22
http://www.sanseiball.com
 
サ,213574,株式会社三勢
〒286-0221,千葉県富⾥市七栄４８９ー４９
2024-02-03
 
サ,217351,株式会社サンセイ
〒230-0001,神奈川県横浜市鶴⾒区⽮向３丁⽬９番２４号
2022-12-03
 
サ,220716,株式会社ＳＡＮＳＥＩ
〒731-5152,広島県広島市佐伯区五⽇市町⼤字下河内字野地１１５番地１
2025-02-15
https://sansei.biz/
 
サ,221175,株式会社三誠
〒104-0033,東京都中央区新川１丁⽬８番８号
2025-03-01
https://sansei-inc.co.jp/
 
サ,223757,サンセイ株式会社
〒532-0004,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄宮原１ー６ー２
2024-11-01
http://www.sansei-group.co.jp
 
サ,227289,株式会社サンセイ
〒939-2741,富⼭県富⼭市婦中町中名１７１４−８
2024-01-10
http://www.sansei-tfn.com
 
サ,212011,サンセイ医機株式会社
〒963-8822,福島県郡⼭市昭和２ー１１ー５
2024-02-02
http://www.sansei-iki.co.jp/index.html
 
サ,104719,サン精機有限会社
〒321-3304,栃⽊県芳賀郡芳賀町祖⺟井１６８５−１
2026-04-11
 
サ,113264,サンセイキ株式会社
〒458-0814,名古屋市緑区鶴が沢１−２００４



2025-05-08
http://www.sunseiki.co.jp/
 
サ,103935,三星⾦属株式会社
〒719-1154,岡⼭県総社市井尻野４０７−１１
2025-09-08
 
サ,213292,三誓⾦属株式会社
〒130-0024,東京都墨⽥区菊川２丁⽬６番地１４号
2026-06-24
 
サ,227672,三成研機株式会社
〒350-1211,埼⽟県⽇⾼市⼤字森⼾新⽥５９番地１０
2024-03-23
http://www.sanseikenki.co.jp
 
サ,120430,株式会社三星光機製作所
〒173-0004,東京都板橋区板橋１−１２−４
2023-09-24
http://www.sansei-opt.com
 
サ,100928,株式会社三静⼯業
〒411-8525,静岡県三島市松本１８１
2023-11-16
http://sansei-ind.com/
 
サ,505429,三正⼯業株式会社
〒125-0063,東京都葛飾区⽩⿃４−２−１５
2023-06-26
http://www.sansei-ind.co.jp/
 
サ,218360,サンセイゴンドラ株式会社
〒182-0007,東京都調布市菊野台３−１０−２１
2023-09-08
 
サ,213480,三誠産業株式会社
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町３丁⽬１２番９号
2023-10-21
 
サ,231231,三誠産業株式会社
〒781-8122,⾼知県⾼知市⾼須新町三丁⽬４番４号
2025-11-01
https://www.sanseisangyo.com
 
サ,123070,株式会社三誠商會
〒279-0025,千葉県浦安市鉄鋼通り１−２−７
2024-11-09
http://www.sanseishokai.co.jp
 
サ,123140,株式会社三盛商会
〒553-0007,⼤阪市福島区⼤開２−５−１３
2025-03-02
http://www.sansei-shokai.co.jp
 
サ,129198,サンセイジェネリック株式会社



〒721-0955,広島県福⼭市新涯町２−１４−３
2023-12-15
http://www.sunsay.co.jp
 
サ,129226,サンセイジェネリック株式会社
〒721-0955,広島県福⼭市新涯町２−１４−３
2024-01-19
http://www.sunsay.co.jp
 
サ,212137,三⽣設備株式会社
〒104-0054,東京都中央区勝どき２丁⽬４番９号
2024-04-18
 
サ,217362,株式会社三誠ダイヤ
〒560-0022,⼤阪府豊中市北桜塚４−５−３８−１０６
2025-12-03
 
サ,123303,株式会社サンセイテクノ
〒607-8194,京都市⼭科区⼤宅桟敷２−２８
2026-03-14
 
サ,225631,三精テクノロジーズ株式会社
〒532-0003,⼤阪府⼤阪市淀川区宮原四丁⽬３番２９号
2025-07-01
https://www.sansei-technologies.com
 
サ,101464,株式会社三成テック
〒420-0009,静岡県静岡市葵区神明町１１０
2024-07-11
 
サ,219658,三成電機株式会社
〒164-0013,東京都中野区弥⽣町５丁⽬１１番地２４号
2024-04-27
 
サ,215844,三誠電機⼯業株式会社
〒581-0019,⼤阪府⼋尾市南⼩阪合町４丁⽬１ー２３
2024-12-18
http://www.sansei-denki.jp
 
サ,503070,三省物産株式会社
〒103-8339,東京都中央区⽇本橋１−３−１３ 東京建物⽇本橋ビル４階
2026-05-21
http://www.sbc-net.co.jp
 
サ,103933,株式会社サン精密化⼯研究所
〒346-0034,埼⽟県久喜市所久喜７０７−４
2026-05-24
http://www.sanseimitsu.co.jp
 
サ,222900,株式会社サンセイワ
〒020-0403,岩⼿県盛岡市⼄部１４地割１０２
2024-03-01
 
サ,218374,株式会社サン設備
〒333-0845,埼⽟県川⼝市上⻘⽊⻄３−６−３４



2023-09-08
 
サ,218764,サン設備⼯業株式会社
〒105-0011,東京都港区芝公園１丁⽬３番９号
2023-12-15
http://sunsetsubi.co.jp/
 
サ,218363,有限会社サンセラミック
〒486-0842,愛知県春⽇井市六軒屋町２丁⽬１２８
2023-09-08
 
サ,124532,三泉化成株式会社
〒820-1101,福岡県鞍⼿郡⼩⽵町御徳１６７３−１０
2025-10-04
http://www.sansen.co.jp
 
サ,213021,三巽産業株式会社
〒474-0056,愛知県⼤府市明成町４丁⽬１７４番地１
2026-01-29
 
サ,221886,株式会社サンゼオン
〒733-0012,広島県広島市⻄区中広町３ー１７ー１６
2025-08-01
http://www.sanzeon.co.jp/
 
サ,113125,三全精⼯株式会社
〒399-0704,⻑野県塩尻市広丘郷原南原１０００−３
2024-04-18
http://www.sanzen-s.co.jp
 
サ,218289,株式会社三創
〒731-3164,広島県広島市安佐南区伴東七丁⽬２１番３７号
2023-09-01
 
サ,218491,株式会社三創
〒983-0822,宮城県仙台市宮城野区燕沢東１−１０−３０
2023-10-06
https://www.yane-sanso.com/
 
サ,101456,株式会社三双機⼯
〒581-0815,⼤阪府⼋尾市宮町５−２−４０
2024-07-09
https://www.sansow.co.jp/
 
サ,113493,三相電機株式会社
〒671-2288,兵庫県姫路市⻘⼭北１−１−１
2023-09-10
http://www.sanso-elec.co.jp
 
サ,113176,三耐⼯業株式会社
〒930-0041,富⼭県富⼭市向川原町２−７
2024-12-22
http://www.santai-kk.co.jp/
 
サ,230076,サンタック有限会社



〒332-0002,埼⽟県川⼝市弥平三丁⽬１番１１号
2025-05-10
 
サ,100267,株式会社サンタプロセス
〒386-0027,⻑野県上⽥市常磐城３−３−３４
2025-09-06
 
サ,505669,サンダーソフトジャパン株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎２−１１−１ ⼤崎ウェイズタワー９階
2025-02-15
https://www.thundersoft.com
 
サ,113963,株式会社サン・ダイコー
〒870-0031,⼤分市勢家２３−１
2024-10-17
https://www.sundaico.co.jp
 
サ,217936,株式会社三⽥⼯務店
〒660-0083,兵庫県尼崎市道意町３−１
2023-07-14
 
サ,231041,三⽥電設株式会社
〒669-1545,兵庫県三⽥市狭間が丘五丁⽬４番地５棟１００４号
2025-10-11
https://www.sandadensetsu.com
 
サ,106238,株式会社三知
〒743-0022,⼭⼝県光市虹ケ浜３−４−８
2024-06-18
 
サ,129508,サンツウ株式会社
〒730-0825,広島県広島市中区光南３−１０−６
2024-07-15
 
サ,123253,株式会社サンテェム
〒672-8064,兵庫県姫路市飾磨区細江１１１
2025-11-26
http://www.sunks-net.com
 
サ,105408,株式会社サンテクノ
〒273-0003,千葉県船橋市宮本６−２１−２４
2025-01-07
http://www.chiba-suntechno.co.jp/
 
サ,213954,サンテクノ株式会社
〒578-0958,⼤阪府東⼤阪市新庄南７番２３号
2025-01-12
http://sun-techno.biz
 
サ,122448,株式会社サンテクノス
〒112-0011,東京都⽂京区千⽯４−４５−１４
2024-09-16
 
サ,123959,株式会社サンテクノス
〒690-0048,島根県松江市⻄嫁島１−２−９



2025-06-14
 
サ,216714,サンテクノ電気株式会社
〒131-0044,東京都墨⽥区⽂花３丁⽬６番２号
2025-06-25
_
 
サ,125925,株式会社サンテクノロジー
〒322-0011,栃⽊県⿅沼市⽩桑⽥５１５−６
2023-10-24
http://www.santech.co.jp
 
サ,100377,株式会社サンテック
〒507-0033,岐⾩県多治⾒市本町７−１１３−１
2025-10-07
http://www.suntech-japan.com/
 
サ,102236,株式会社サンテック
〒612-8443,京都市伏⾒区⽵⽥藁屋町７９
2025-01-28
https://www.suntecweb.com
 
サ,103826,株式会社サンテック
〒018-5331,秋⽥県⿅⾓市⼗和⽥⼭根字上ノ平１−４
2024-05-11
 
サ,104494,株式会社サンテック
〒239-0836,神奈川県横須賀市内川１−８−３７
2025-08-01
http://www.santec-japan.com
 
サ,105499,サンテック株式会社
〒485-0802,愛知県⼩牧市⼤字⼤草字年上坂５８２３
2025-03-22
https://www.santec.com/jp
 
サ,105647,サンテック株式会社
〒970-8036,福島県いわき市平⾕川瀬２−１３−６ 永久産業ビル１Ｆ−３
2025-07-31
http://www.suntecnet.co.jp/
 
サ,105672,サンテック株式会社
〒950-0923,新潟県新潟市中央区姥ケ⼭１１４ー４ リンクス１３ー２Ｂ
2025-08-28
https://www.santech-n.co.jp/
 
サ,105807,株式会社サンテック
〒190-1232,東京都⻄多摩郡瑞穂町⻑岡２−１−１０
2025-12-18
 
サ,106500,株式会社サンテック
〒605-0923,京都市東⼭区清閑寺池⽥町３３
2025-01-13
http://www.suntec-kyoto.co.jp
 



サ,123388,株式会社サンテック
〒997-0011,⼭形県鶴岡市宝⽥３−６−１
2026-04-02
http://www.yamagata-suntec.co.jp/
 
サ,127743,有限会社サンテック
〒963-0204,福島県郡⼭市⼟⽠１−１４３
2025-02-19
 
サ,128784,有限会社サンテック
〒470-0121,愛知県⽇進市本郷町流１９２−３
2026-02-13
 
サ,129312,株式会社サンテック
〒674-0082,兵庫県明⽯市⿂住町中尾４２５−１
2024-02-23
http://www.shim-express.com
 
サ,213032,株式会社サンテック
〒102-8440,東京都千代⽥区⼆番町３ー１３
2025-04-01
http://www.suntec-sec.co.jp
 
サ,220187,サンテック株式会社
〒555-0024,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区野⾥２ー２２ー２２
2024-08-31
 
サ,220783,サンテック株式会社
〒410-0011,静岡県沼津市岡宮６００番地
2025-03-08
_
 
サ,505264,株式会社サンテック
〒211-0051,神奈川県川崎市中原区宮内２−２８−２
2025-07-30
http://www.e-santec.com/
 
サ,123376,サンテックオプト株式会社
〒542-0062,⼤阪市中央区上本町⻄５−３−５
2026-03-12
http://www.suntech-web.jp/
 
サ,113799,サンテック機⼯株式会社
〒486-0949,愛知県春⽇井市惣中町２−６１
2024-04-12
 
サ,220789,株式会社サンテック九州
〒812-0042,福岡県福岡市博多区豊⼆丁⽬４番６号豊甲陽ビル３Ｆ
2025-03-08
https://www.santec-kyusyu.jp/
 
サ,231390,株式会社サンテックシステム
〒399-0014,⻑野県松本市平⽥東⼀丁⽬１９番２６号
2025-12-06
https://suntec.bsj.jp



 
サ,105752,株式会社サンテックシステムズ
〒854-0065,⻑崎県諫早市津久葉町６−１６
2025-11-26
 
サ,113061,株式会社サンテックス
〒350-0856,埼⽟県川越市問屋町９−１
2024-01-24
http://www.fa-suntex.co.jp/
 
サ,215781,株式会社三鉄
〒457-0865,愛知県名古屋市南区氷室町２番１１号
2024-11-27
 
サ,223032,三鐵⼯業株式会社
〒939-0281,富⼭県射⽔市北⾼⽊１３６ー４
2024-04-01
 
サ,125788,株式会社サンテム
〒391-0013,⻑野県茅野市宮川５９２０
2023-09-14
 
サ,500191,サンテレホン株式会社
〒103-8515,東京都中央区⽇本橋箱崎町３６−２ Ｄａｉｗａリバーゲート１７Ｆ
2024-01-16
http://www.suntel.co.jp/
 
サ,211194,株式会社サンデー
〒105-0004,東京都港区新橋５ー８ー６
2025-06-04
 
サ,231626,サンデン株式会社
〒565-0813,⼤阪府吹⽥市千⾥丘下１６番１４号
2026-01-31
https://www.aircon-sanden.jp/
 
サ,505686,サンデン・リテールシステム株式会社
〒372-0052,群⾺県伊勢崎市寿町２０番地
2025-03-29
 
サ,113373,株式会社三電機
〒511-0273,三重県員弁郡⼤安町平塚１１７５
2023-06-07
http://www.sdgp.net/
 
サ,505752,株式会社サンデンコー
〒165-0023,東京都中野区江原町２−２０−１５
2025-10-20
 
サ,231096,株式会社三電⼯
〒511-0851,三重県桑名市⼤字⻄別所５１３番地
2025-10-18
 
サ,113678,三電⼯業株式会社
〒511-0515,三重県員弁郡藤原町東禅寺４０１



2024-03-01
http://www.sanden-k.co.jp/
 
サ,113944,三電興業株式会社
〒131-0045,東京都墨⽥区押上１−１２−１ ⼤豊押上ビル６階
2024-09-06
http://hp.sandenjp.com
 
サ,231873,株式会社サンデン⼯業
〒270-1167,千葉県我孫⼦市台⽥三丁⽬１番５３号
2026-04-11
http://sanden-kogyo.co.jp/
 
サ,212456,株式会社サン電⼯社
〒810-0053,福岡県福岡市中央区⿃飼⼆丁⽬６番５１号
2025-02-06
https://www.sandenko.co.jp/
 
サ,127453,三電サーキット株式会社
〒144-0033,東京都⼤⽥区東糀⾕３−１５−１３
2024-10-10
http://www.sanden-c.co.jp/
 
サ,100589,株式会社サン電材社
〒441-8113,愛知県豊橋市⻄幸町字浜池３３１−７
2026-01-27
http://www.sandenzai.co.jp
 
サ,126398,株式会社サン電⼦
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥６−１５−９ 明治安⽥⽣命末広町ビル５Ｆ
2023-12-20
http://www.sundenshi-e.co.jp/
 
サ,502073,サン電⼦株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿４−３−１２
2026-01-06
https://sun-ele.co.jp
 
サ,503323,サン電⼦株式会社
〒483-8555,愛知県江南市古知野町朝⽇２５０
2024-12-15
https://www.sun-denshi.co.jp/
 
サ,113037,サン電⼦⼯業株式会社
〒575-8585,⼤阪府四條畷市岡⼭東１−１−１８
2023-10-15
https://www.sunelec.co.jp
 
サ,127444,サン電⼦⼯業株式会社
〒369-1503,埼⽟県秩⽗市下吉⽥７７９６−１
2024-10-04
http://www.sundenshi.co.jp/
 
サ,113036,サン電⼦センター株式会社
〒732-0065,広島市東区⽜⽥中１−２−９



2024-01-31
http://www.sun-ec.com
 
サ,105671,サンデン商事株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥６−１２−３ ビックウエストビル４Ｆ
2025-08-27
http://www.sandenshoji.co.jp
 
サ,113780,サンデン商事株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋４−２４−１１
2024-03-08
http://www.sanden-shoji.co.jp
 
サ,223816,三傳商事株式会社
〒010-1633,秋⽥県秋⽥市新屋⿃⽊町１ー８１
2024-11-01
http://www.sandenshoji.com
 
サ,215898,サン電設⼯業株式会社
〒652-0804,兵庫県神⼾市兵庫区塚本通３丁⽬１番３ー２号
2025-01-15
 
サ,503090,サンデンホールディングス株式会社
〒372-8502,群⾺県伊勢崎市寿町２０
2023-12-09
https://www.sanden.co.jp/index.html
 
サ,103794,株式会社サントーコー
〒221-0835,横浜市神奈川区鶴屋町２−２１−１ ダイヤビル９Ｆ
2024-04-16
http://www.suntoko.co.jp/
 
サ,129366,株式会社三東
〒671-1125,兵庫県姫路市広畑区⻑町２−１４０−２
2024-03-09
http://www.santou-himeji.co.jp/
 
サ,224325,⼭東株式会社
〒470-0111,愛知県⽇進市⽶野⽊町丁⽥１２１−２
2025-03-01
 
サ,226900,株式会社⼭陶
〒615-8183,京都府京都市⻄京区樫原分⽥７番地の１３
2026-07-01
https://santou.biz/
 
サ,213651,三東⼯業株式会社
〒440-0012,愛知県豊橋市東⼩鷹野三丁⽬３番地の１３
2024-03-31
 
サ,214351,株式会社三東⼯業所
〒510-0874,三重県四⽇市市河原⽥町字松本１３３３番地の１
2025-09-06
http://www.santokogyo.co.jp
 



サ,221178,三東産業株式会社
〒271-0077,千葉県松⼾市根本４１６ー１
2025-03-01
http://santo-ss.co.jp
 
サ,215839,三東電気⼯事株式会社
〒156-0044,東京都世⽥⾕区⾚堤３丁⽬２４番地１２
2024-12-18
http://www.santodenki.co.jp/
 
サ,106312,有限会社⼭東電機商会
〒489-0921,愛知県瀬⼾市⽥端町１−４２
2024-08-04
 
サ,113927,株式会社三徳
〒658-0013,兵庫県神⼾市東灘区深江北町４−１４−３４
2024-08-30
http://www.santoku-corp.co.jp
 
サ,120895,三徳化学⼯業株式会社
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町２−９−８
2024-02-21
http://www.santoku.net/
 
サ,123238,三徳コーポレーション株式会社
〒101-0036,東京都千代⽥区神⽥北乗物町１ イケダビル６階
2025-12-03
https://www.san-toku.co.jp/
 
サ,230751,株式会社三徳興産
〒683-0257,⿃取県⽶⼦市榎原１４５２番地１
2025-08-23
http://www.santoku-k.com
 
サ,505134,三徳衡産株式会社
〒230-0047,神奈川県横浜市鶴⾒区下野⾕町４−１７５
2024-09-28
https://santok-k.co.jp/
 
サ,106887,サントクコンピュータサービス株式会社
〒672-8035,兵庫県姫路市飾磨区中島１５４７−１
2026-02-08
https://www.santoku-cs.co.jp
 
サ,104698,サントク精研株式会社
〒290-0043,千葉県市原市出津⻄１−２−２８
2023-03-30
http://www.santokuseiken.co.jp/
 
サ,103905,株式会社三渡⼯業所
〒536-0001,⼤阪府⼤阪市城東区古市３−２３−２４
2024-07-09
https://santo-ind.com/
 
サ,212886,有限会社サントスコ



〒235-0045,神奈川県横浜市磯⼦区洋光台⼀丁⽬１７番２号
2025-10-23
https://www.santosuko.co.jp
 
サ,216512,三都テクノス株式会社
〒861-8038,熊本県熊本市東区⻑嶺東５丁⽬１９ー６６
2025-05-28
 
サ,105344,株式会社三富商店
〒650-0021,兵庫県神⼾市中央区三宮１−１−１ 新神⼾ビル
2024-11-05
http://www.santomi.net
 
サ,225725,株式会社サントラス
〒272-0025,千葉県市川市⼤和⽥２丁⽬１０番１７号
2025-07-01
 
サ,220916,株式会社サントラスト
〒818-0131,福岡県太宰府市⽔城六丁⽬１番７号
2025-03-29
http://www.san-trust.com/
 
サ,230789,三⼟株式会社
〒863-2171,熊本県天草市佐伊津町１６０５番地５
2025-08-30
https://www.big-advance.site/s/156/1361
 
サ,225368,三同建設株式会社
〒550-0023,⼤阪府⼤阪市⻄区千代崎２丁⽬１５番１５号
2025-06-01
https://sandoh.co.jp/
 
サ,215266,三同⼯業株式会社
〒503-0995,岐⾩県⼤垣市⼗六町８８７
2024-03-06
 
サ,218304,株式会社サンドテクノ
〒272-0126,千葉県市川市千⿃町１４−４
2023-09-01
 
サ,112851,サンドビックマテリアルズテクノロジージャパン株式会社
〒103-0007,東京都中央区⽇本橋浜町２−１−１
2024-10-25
https://kanthal.com/ja-jp
 
サ,210375,株式会社サンナイン⼯装
〒125-0035,東京都葛飾区南⽔元２ー２４−２０
2024-06-18
 
サ,129067,株式会社サンナン
〒704-8132,岡⼭市⾢久郷２４９５−７
2023-08-21
http://www.sannan.jp/
 
サ,103811,有限会社サンネーム



〒391-0011,⻑野県茅野市⽟川９７４８−１
2024-04-24
 
サ,217973,株式会社サンネックス
〒983-0824,宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ⾕六丁⽬７番地の２−５０９
2023-07-21
 
サ,114134,株式会社サンネット
〒730-0036,広島県広島市中区袋町４−２１
2025-02-23
http://www.csunnet.co.jp/
 
サ,113805,株式会社⼭王
〒223-0052,神奈川県横浜市港北区綱島東５ー８−８
2024-06-16
https://www.sanno.co.jp/
 
サ,105799,三王機⼯株式会社
〒650-0017,兵庫県神⼾市中央区楠町５−１−６
2025-12-16
http://sannou-kikou.co.jp/
 
サ,231669,株式会社三能⼯業
〒660-0874,兵庫県尼崎市⻄本町三丁⽬７５番地
2026-02-14
https://www.sannoh0502.com
 
サ,214692,⼭王総合株式会社
〒259-1142,神奈川県伊勢原市⽥中１４１
2026-04-25
http://www.sanno-sogo.co.jp/
 
サ,127108,⼭王テクノアーツ株式会社
〒192-0032,東京都⼋王⼦市⽯川町７３７
2024-07-14
http://www.sanno-ta.com/
 
サ,103361,⼭王テック株式会社
〒351-0113,埼⽟県和光市中央２−３−７
2023-08-21
http://www.sannotec.co.jp/
 
サ,113922,株式会社⼭王鉄⼯所
〒511-0836,三重県桑名市江場５６１−３
2024-08-24
 
サ,129730,株式会社サンノハシ
〒340-0834,埼⽟県⼋潮市⼤曽根１２１８
2024-12-24
http://www.sannohashi.co.jp
 
サ,502861,サンノプコ株式会社
〒605-0995,京都府京都市東⼭区⼀橋野本町１１
2025-09-21
https://www.sannopco.co.jp/



 
サ,120434,サンハヤト株式会社
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚３−４０−１
2023-09-24
http://sunhayato.co.jp/
 
サ,505372,株式会社ＳＵＮＶＡＬＬＥＹ ＪＡＰＡＮ
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀３丁⽬１８−６ ＰＭＯ⼋丁堀Ⅲ９階
2026-06-02
https://www.sunvalley.co.jp/
 
サ,223231,株式会社サンヒコ
〒451-0041,愛知県名古屋市⻄区幅下⼀丁⽬１番８号
2024-06-01
 
サ,127671,株式会社三美
〒678-0239,兵庫県⾚穂市加⾥屋１４６７
2025-01-11
 
サ,220228,株式会社三毘
〒145-0065,東京都⼤⽥区東雪⾕５−１４−１
2024-09-07
 
サ,217991,有限会社三美光
〒854-0075,⻑崎県諫早市⾺渡町１６−１
2023-07-21
 
サ,106729,サンビック株式会社
〒451-0053,愛知県名古屋市⻄区枇杷島１−２１−２２
2025-07-13
http://www.sunbig.net/
 
サ,211061,株式会社サン・ビック
〒455-0028,愛知県名古屋市港区潮⾒町５番
2025-04-15
http://www.sanbic.co.jp/
 
サ,100951,株式会社サンビックス
〒963-8061,福島県郡⼭市富久⼭町福原字⻑沼１３
2023-12-09
http://www.sambix.co.jp
 
サ,230310,サンビットエンジニアリング株式会社
〒650-0012,兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通五丁⽬１番２号
2025-06-28
 
サ,102954,株式会社サンフィールド⼯業
〒223-0052,横浜市港北区綱島東５−４−２４
2026-01-14
http://www.sunfi.co.jp
 
サ,220659,⼭武板⾦⼯業株式会社
〒289-1223,千葉県⼭武市埴⾕１１０１番地
2025-02-01
 



サ,125923,株式会社サンブライト
〒979-1304,福島県双葉郡⼤熊町⼤字⼩良浜字⾼平６７６−１
2023-10-24
http://sunbright-f.co.jp/
 
サ,129791,サンブランディング株式会社
〒754-1277,⼭⼝県⼭⼝市阿知須４６９４−１
2025-02-04
https://www.sunbranding.co.jp
 
サ,231798,有限会社サンブリーズ
〒001-0909,北海道札幌市北区新琴似九条三丁⽬４番７号
2026-03-20
 
サ,231104,サンプラス株式会社
〒230-0052,神奈川県横浜市鶴⾒区⽣⻨⼀丁⽬１２番１号
2025-10-18
https://www.sun-plus.jp/
 
サ,224183,株式会社サンプラント
〒103-0004,東京都中央区東⽇本橋１丁⽬１番７号
2025-02-01
http://www.sunplant.co.jp/
 
サ,100898,株式会社サンプリント
〒144-0042,東京都⼤⽥区⽻⽥旭町３−１１
2023-10-06
http://www.san-print.co.jp/
 
サ,211133,株式会社サンプロス
〒540-0011,⼤阪府⼤阪市中央区農⼈橋２丁⽬１番１０号
2025-05-13
 
サ,222088,株式会社サンベスト⼯業
〒453-0056,愛知県名古屋市中村区砂⽥町２ー３２
2026-02-01
https://sanbestkogyo.co.jp/
 
サ,216360,サンベック株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町２丁⽬３ー１
2025-05-08
http://www.sanbec.co.jp/
 
サ,221203,株式会社三瓶⼯業
〒994-0057,⼭形県天童市⽯⿃居２丁⽬１番１４１号
2025-03-01
http://www.sanpei-k.co.jp/index.html
 
サ,222090,三瓶重機建設株式会社
〒962-0006,福島県須賀川市⼭寺道５１
2026-02-01
https://www.sanpei-jk.co.jp/
 
サ,106579,株式会社⼭豊エンジニアリング
〒601-8177,京都市南区上⿃⽻⾺廻２７



2025-02-18
http://sanho-e.co.jp/
 
サ,215822,有限会社サン防⽔⼯事
〒701-0103,岡⼭県倉敷市⻄尾３０番地１６
2024-12-11
 
サ,218303,株式会社サンポー
〒400-0111,⼭梨県甲斐市⻯王新町２２７７−１５
2023-09-01
 
サ,106328,サンポー⼯業株式会社
〒174-0041,東京都板橋区⾈渡４−６−１１
2024-08-19
https://www.sunpo.co.jp
 
サ,105598,株式会社三邦
〒541-0047,⼤阪府⼤阪市中央区淡路町１−６−７
2022-06-20
http://www.sunpoh.co.jp/index.html
 
サ,106627,有限会社三宝
〒483-8111,愛知県江南市安良町地蔵１１０
2025-04-08
 
サ,113583,株式会社三峰
〒355-0812,埼⽟県⽐企郡滑川町都２５−４６
2023-10-06
http://www.sanpo-jp.co.jp
 
サ,113782,株式会社三宝
〒221-0013,横浜市神奈川区新⼦安１−３５−８
2024-03-15
http://www.sanpo38.co.jp
 
サ,215392,株式会社サンポウ
〒171-0003,東京都練⾺区⽻沢三丁⽬４０番７号
2024-05-15
http://www.sanpoh-net.co.jp
 
サ,229722,株式会社サンポウ
〒378-0031,群⾺県沼⽥市薄根町４４７０番地１
2026-05-22
https://sanpo-group.co.jp/stone/
 
サ,127957,三豊化成株式会社
〒379-2302,群⾺県太⽥市⼭之神町２９７−１０
2025-07-10
https://www.sanpho-kasei.co.jp/
 
サ,102021,三朋企業株式会社
〒370-3338,群⾺県⾼崎市宮沢町１７９３−１
2024-12-07
http://www.e-sanpou.com
 



サ,105866,三宝ゴム⼯業株式会社
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾４−５２−１７ しらひげビル３Ｆ
2026-03-09
http://www.sanpogomu.co.jp
 
サ,211011,株式会社三邦産業
〒001-0915,北海道札幌市北区新琴似町１００８番地５
2022-03-29
 
サ,213017,三宝電機株式会社
〒531-0076,⼤阪府⼤阪市北区⼤淀中１ー５ー１
2025-04-01
http://www.seamec.co.jp
 
サ,227966,株式会社サンポテック
〒577-0065,⼤阪府東⼤阪市⾼井⽥中⼀丁⽬１０番１６号
2024-04-20
 
サ,101558,株式会社サンポリ
〒370-0708,群⾺県⾢楽郡明和町新⾥７５
2024-08-01
http://sanpori.chiharuya.com/
 
サ,212300,有限会社三枚潟屋
〒956-0055,新潟県新潟市秋葉区川根字三尺甲４０８
2024-08-08
 
サ,127950,サンマックス・テクノロジーズ株式会社
〒103-0001,東京都中央区⽇本橋⼩伝⾺町７−２ 古賀オールビル４Ｆ
2025-07-02
http://www.3max.co.jp/
 
サ,503784,株式会社三松
〒818-0013,福岡県筑紫野市岡⽥３丁⽬１０番９号
2026-05-10
https://www.sanmatsu.com/
 
サ,210164,株式会社三実
〒350-0036,埼⽟県川越市⼩仙波町２ー３４ー１７
2024-02-05
 
サ,218913,株式会社サンミ
〒252-0303,神奈川県相模原市南区相模⼤野６丁⽬１２番２号
2024-01-12
http://www.sanmi.sanmi2000.com/jpn/index.html
 
サ,129030,株式会社三美テックス
〒146-0092,東京都⼤⽥区下丸⼦２−１４−３
2023-07-14
http://www.sanmi.co.jp/
 
サ,223525,三位電気株式会社
〒333-0857,埼⽟県川⼝市⼤字⼩⾕場５３１番地
2024-09-01
 



サ,105120,株式会社サンミナーＳＣＩシステムズ・ジャパン
〒140-0002,東京都品川区東品川２−３−１２ シーフォートスクエアセンタービルディング１４階
2024-05-09
http://www.sanmina.com/jp/
 
サ,113075,株式会社サンミューロン
〒142-0041,東京都品川区⼾越３−１−１０
2023-08-29
http://www.sunmulon.co.jp
 
サ,225959,株式会社サンメイ
〒542-0081,⼤阪府⼤阪市中央区南船場１丁⽬１３番１４号
2025-09-01
https://www.sanmei-stack.co.jp/
 
サ,105812,株式会社三明エンジニアリング
〒462-0022,愛知県名古屋市北区川中町２２−４１
2025-12-20
https://sanmei-engineering.com
 
サ,123289,三明化成株式会社
〒141-8615,東京都品川区⻄五反⽥１−２１−７
2025-10-25
http://www.sunmay.co.jp
 
サ,224598,株式会社サン・メタル
〒950-0107,新潟県新潟市江南区三百地５１８０番地４
2025-04-01
http://www.sunmetal.co.jp/
 
サ,218638,株式会社サンメック
〒319-1416,茨城県⽇⽴市⽥尻町３丁⽬２８番１号
2023-11-17
 
サ,118285,株式会社サン・メルクス
〒106-0032,東京都港区六本⽊６−２−３１ 六本⽊ヒルズノースタワー６Ｆ
2024-01-13
http://www.sunmelx.com
 
サ,219121,⼭⾕塗装株式会社
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊⼀丁⽬４３番７号
2024-02-16
 
サ,100771,株式会社サンユー
〒221-0045,横浜市神奈川区神奈川２−１７−１６ 第２０吉⽥ビル２階
2023-06-08
 
サ,129969,株式会社ＳＵＮＹＯＵ
〒680-0911,⿃取県⿃取市千代⽔１−１−７
2025-05-12
http://sunyoujp.com
 
サ,210222,株式会社サンユー
〒160-0015,東京都新宿区⼤京町２３ー３
2024-03-19



http://www.3you.co.jp/
 
サ,215856,有限会社サンユー
〒254-0087,神奈川県平塚市豊⽥本郷１５５４番１
2024-12-18
 
サ,215057,株式会社サンユー・ビルマネジメント
〒113-0033,東京都⽂京区本郷３−４０−１０
2020-10-24
http://www.sanyu-bm.co.jp
 
サ,120353,サンユー⼯業株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥３−９−２３
2023-08-30
http://www.sanyu.co.jp
 
サ,222851,株式会社サンユー⼯業
〒453-0855,愛知県名古屋市中村区烏森町８ー１８０３
2024-03-01
 
サ,113841,サンユー精密株式会社
〒920-0211,⽯川県⾦沢市湊２−４５
2024-07-19
http://www.s-sanyu.co.jp/
 
サ,503791,サンユーテクノ株式会社
〒362-0806,埼⽟県北⾜⽴郡伊奈町⼩室６８７７−１
2026-06-03
http://sanyu-techno.com
 
サ,227599,有限会社サンユーテック
〒965-0016,福島県会津若松市中島町７番６号
2024-03-09
 
サ,105872,サンユーペイント株式会社
〒532-0004,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄宮原２−４−４８
2023-03-11
 
サ,113341,サンユインダストリアル株式会社
〒530-0004,⼤阪市北区堂島浜１−４−４ アクア堂島東館１４Ｆ
2026-04-21
http://www.sanyu-k.co.jp
 
サ,105299,株式会社三友
〒525-0043,滋賀県草津市⾺場町３５８−１
2024-10-18
http://www.yu-hi.net
 
サ,212538,株式会社三友
〒747-8622,⼭⼝県防府市駅南町９番４３号
2025-03-21
http://www.san-yu.co.jp/
 
サ,215161,株式会社サンユウ
〒371-0846,群⾺県前橋市元総社町９５３番地１



2024-01-10
 
サ,215458,株式会社三友
〒300-0805,茨城県⼟浦市宍塚下⽥１６６４ー５
2024-06-19
http://www.kabu-sanyu.co.jp
 
サ,229897,三友株式会社
〒477-0037,愛知県東海市⾼横須賀町楠井４７ー５
2023-08-11
 
サ,128565,三友インターナショナル株式会社
〒105-0023,東京都港区芝浦１−１−１ 浜松町ビルディング２９階
2025-08-17
http://www.sanyuintl.co.jp
 
サ,113449,三友エレクトリック株式会社
〒521-0222,滋賀県⽶原市天満２００
2023-08-02
http://www.sanyu-sec.co.jp
 
サ,214321,三友エンジニヤリング株式会社
〒272-0127,千葉県市川市塩浜２ー１ー３
2025-08-09
http://sanyu-eng.co.jp
 
サ,127657,三祐化⼯産業株式会社
〒367-0212,埼⽟県本庄市児⽟町児⽟１４０３−１
2025-01-04
http://www.sanyukako.co.jp/
 
サ,113337,有限会社賛友企画
〒382-0021,⻑野県須坂市豊丘８０−２
2026-02-19
http://www.sanyukikaku.co.jp
 
サ,220635,株式会社三友⾦属
〒811-2221,福岡県糟屋郡須恵町⼤字旅⽯４５番地２
2025-01-25
http://www.sanyukinzoku.co.jp/
 
サ,221040,三友建材株式会社
〒460-0011,愛知県名古屋市中区⼤須１丁⽬３３番１３号
2025-01-01
https://www.sanyukenzai.com/
 
サ,129946,三勇建設株式会社
〒312-0033,茨城県ひたちなか市市⽑８０８−２
2025-04-21
http://www.3uk.co.jp
 
サ,127513,株式会社三友鋼機
〒299-0107,千葉県市原市姉崎海岸５３−１
2024-11-13
http://www.sanyu-net.com/



 
サ,103195,⼭友⼯業株式会社
〒226-0006,神奈川県横浜市緑区⽩⼭１−１１−１１
2026-06-05
http://www.sanyukk.co.jp
 
サ,104489,三友⼯業株式会社
〒660-0805,兵庫県尼崎市⻄⻑洲町１−１−４５
2025-07-28
http://www.sunyou.co.jp/
 
サ,123150,三友⼯業株式会社
〒485-0073,愛知県⼩牧市⾈津１３６０
2025-03-02
http://sanyu-group.com
 
サ,210934,有限会社三友⼯業
〒143-0015,東京都⼤⽥区⼤森⻄１丁⽬６番９号
2025-02-23
_
 
サ,216489,三友⼯業株式会社
〒989-1235,宮城県柴⽥郡⼤河原町字南原町２番地３
2025-05-21
 
サ,123260,三雄産業株式会社
〒150-0013,東京都渋⾕区恵⽐寿１−２０−２２
2025-07-27
 
サ,102747,株式会社サンユウシビルエンジニアリング
〒111-0052,東京都台東区柳橋２−１９−６ 柳橋ファーストビル５Ｆ
2025-08-20
http://www.sanyu-c.com
 
サ,220817,株式会社三友社
〒179-0085,東京都練⾺区早宮四丁⽬３０番５号
2025-03-15
http://www.sanyusha.jp
 
サ,124527,三雄舎印刷株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀２−２９−１１
2025-09-30
http://www.sanyusha.co.jp
 
サ,227155,三優社⼯業株式会社
〒910-0027,福井県福井市豊岡１ー１０ー２６
2023-11-01
 
サ,222270,三友商事株式会社
〒761-0311,⾹川県⾼松市元⼭町１２３５番地１
2023-10-01
 
サ,121592,株式会社三友精機
〒169-0074,東京都新宿区北新宿１−２５−１６
2024-05-16



http://www.sanyu-seiki.com
 
サ,504492,株式会社三友製作所
〒313-0004,茨城県常陸太⽥市⾺場町４５７
2024-11-16
http://www.sunyou-ss.co.jp
 
サ,231305,株式会社三友測量
〒591-8033,⼤阪府堺市北区百⾆⿃⻄之町⼀丁５９番地
2025-11-21
 
サ,231601,株式会社三友調査設計
〒462-0844,愛知県名古屋市北区清⽔三丁⽬１６番１１号
2026-01-24
 
サ,217033,サンユウ通信⼯業株式会社
〒410-0822,静岡県沼津市下⾹貫樋ノ⼝１６８１ー９
2025-09-03
https://nagatasanyuu.wixsite.com/----hp
 
サ,210705,株式会社三侑鉄⼯
〒146-0093,東京都⼤⽥区⽮⼝２ー１１ー８
2024-11-19
 
サ,216552,有限会社三祐電⼯
〒890-0054,⿅児島県⿅児島市荒⽥２丁⽬２番１４号
2025-06-04
 
サ,217407,株式会社三友電設
〒335-0003,埼⽟県蕨市南町２丁⽬１９番２号
2025-12-24
http://www.sanyu-densetsu.co.jp
 
サ,218086,三友プラントサービス株式会社
〒252-0132,神奈川県相模原市緑区橋本台１−８−２１
2023-08-04
 
サ,125258,三友貿易株式会社
〒113-0034,東京都⽂京区湯島３−２３−８ 第六川⽥ビル５階
2026-02-25
http://www.santra.jp
 
サ,225284,三勇床⼯事株式会社
〒134-0015,東京都江⼾川区⻄瑞江４ー２１ー７
2025-06-01
http://www.3you-yuka.com
 
サ,105858,三優ライト⼯業株式会社
〒577-0847,⼤阪府東⼤阪市岸⽥堂南町８−２４
2026-03-02
http://www.3yuraito.co.jp/
 
サ,113882,サンユレック株式会社
〒569-8558,⼤阪府⾼槻市道鵜町３−５−１
2024-06-26



http://www.sanyu-rec.jp/
 
サ,100448,サンヨー株式会社
〒375-0002,群⾺県藤岡市⽴⽯１５１０
2025-12-08
http://www.sanyo-inc.co.jp/
 
サ,103763,株式会社サンヨー
〒101-0051,東京都千代⽥区神⽥神保町１−３０
2026-01-25
https://www.sanyo-grp.co.jp/
 
サ,123399,株式会社サンヨー
〒564-0051,⼤阪府吹⽥市豊津町３１−１６
2026-02-22
http://www.kk-sanyo.jp/
 
サ,224088,サンヨー圧接株式会社
〒701-0132,岡⼭県岡⼭市北区花尻ききょう町１８ー１０２
2025-02-01
 
サ,221906,サンヨー宇部株式会社
〒753-0871,⼭⼝県⼭⼝市朝⽥１０９１番地１
2025-08-01
https://www.sanyo-ube.co.jp/
 
サ,113228,サンヨー⼯業株式会社
〒157-0068,東京都世⽥⾕区宇奈根３−５−６
2025-11-24
 
サ,503821,株式会社サンヨー⼯業
〒391-0296,⻑野県茅野市豊平１５２６−１
2023-09-09
http://www.nagano.sanyo-pwb.co.jp/
 
サ,227871,株式会社サンヨーテック
〒670-0955,兵庫県姫路市安⽥４丁⽬５２番地１５
2024-04-10
 
サ,222035,サンヨー緑化産業株式会社
〒731-3163,広島県広島市安佐南区伴北６丁⽬９７７５ー１
2025-11-01
https://www.sanyoryokuka.co.jp/
 
サ,113827,三陽株式会社
〒653-0038,神⼾市⻑⽥区若松町９−２−１３
2024-06-28
http://www.sanyo-ho.co.jp/
 
サ,123337,株式会社三陽
〒250-0211,神奈川県⼩⽥原市⿁柳１３８−２４
2026-01-18
http://www.wsanyo.jp
 
サ,219684,株式会社サンヨウ



〒763-0085,⾹川県丸⻲市飯野町東分１３１２−１
2024-04-27
 
サ,221136,株式会社三要
〒998-0824,⼭形県酒⽥市⼤宮町２丁⽬３番１２号
2025-03-01
http://www.k-sanyou.co.jp/
 
サ,225334,三洋株式会社
〒680-0911,⿃取県⿃取市千代⽔⼆丁⽬１０５番地
2025-06-01
http://www.sanyo-kk.jp/
 
サ,230029,株式会社三陽
〒730-0024,広島県広島市中区⻄平塚町８番１２号
2025-04-19
https://www.sanyo-product.co.jp/sanyo/
 
サ,225383,⼭陽運輸⼯事株式会社
〒752-0911,⼭⼝県下関市王司神⽥六丁⽬２番１２号
2025-06-01
_
 
サ,213171,株式会社⼭陽エレベーター製作所
〒710-0805,岡⼭県倉敷市⽚島町１５ー２
2026-03-25
 
サ,126466,三葉化⼯株式会社
〒169-8644,東京都新宿区⾼⽥⾺場４−３０−２１
2024-01-13
http://www.sanyokako.co.jp
 
サ,503011,⼭陽化⼯株式会社
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町４丁⽬３番地５号 室四ビル５階
2026-03-05
http://www.sanyo-kako.co.jp/index.html
 
サ,113901,三洋化成⼯業株式会社
〒605-0995,京都府京都市東⼭区⼀橋野本町１１−１
2024-09-27
https://www.sanyo-chemical.co.jp
 
サ,126621,三洋化成品株式会社
〒270-1338,千葉県印⻄市松崎台１−４−６
2024-02-21
http://www.sanyo-chem.co.jp
 
サ,104747,株式会社三陽機械製作所
〒146-0083,東京都⼤⽥区千⿃２−３７−１７
2026-04-25
http://www.sanyokikai.co.jp
 
サ,229669,株式会社三洋基礎
〒731-3272,広島県広島市安佐南区沼⽥町⼤字吉⼭１０４７４番地５
2020-04-23



 
サ,229774,三陽協同建設株式会社
〒536-0002,⼤阪府⼤阪市城東区今福東３ー６ー１
2026-06-13
 
サ,222937,株式会社三洋技建
〒739-0605,広島県⼤⽵市⽴⼾４ー１ー４７
2024-04-01
 
サ,224406,⼭陽技研株式会社
〒700-0941,岡⼭県岡⼭市北区⻘江４丁⽬８番１号
2025-04-01
https://sanyo-giken.co.jp/
 
サ,226032,⼭陽空調⼯業株式会社
〒732-0821,広島県広島市南区⼤須賀町１９−１３
2025-09-01
https://skkh.com/
 
サ,230583,株式会社⼭陽計装
〒670-0974,兵庫県姫路市飯⽥⼆丁⽬３０７番地の３５
2025-08-02
http://sanyo-keiso.co.jp
 
サ,225423,⼭陽建⼯株式会社
〒730-0846,広島県広島市中区⻄川⼝町７番２号
2025-06-01
http://www.sanyokenko.co.jp/
 
サ,213257,⼭陽建設株式会社
〒671-1153,兵庫県姫路市広畑区⾼浜町１丁⽬１２０番地の３
2026-06-03
http://www.sanyo-const.co.jp/
 
サ,224340,⼭旺建設株式会社
〒445-0852,愛知県⻄尾市花ノ⽊町１丁⽬８番地
2025-03-01
https://www.sanyo-kensetu.co.jp/
 
サ,226535,三陽建設株式会社
〒520-3426,滋賀県甲賀市甲賀町⽥堵野８９０ー１
2026-04-01
http://www.sanyoukensetu.co.jp/
 
サ,221901,⼭陽建設サービス株式会社
〒745-0809,⼭⼝県周南市久⽶中央１丁⽬１番５号
2025-08-01
http://sanken2.net
 
サ,102191,三陽⼯業株式会社
〒471-0813,愛知県豊⽥市野⾒⼭町４−２０−１
2025-01-22
 
サ,105691,三洋⼯業株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥６−９−５ ⼤陸ビル３Ｆ



2025-09-10
http://www.sanyo-kgy.co.jp/company.html
 
サ,113051,⼭洋⼯業株式会社
〒153-0043,東京都⽬黒区東⼭１−１−２ 東⼭ビル３Ｆ
2024-01-21
http://www.sanyokogyo.co.jp
 
サ,113640,三陽⼯業株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１−１８−１２
2023-10-22
http://www.sanyo-ind.co.jp
 
サ,220232,⼭陽⼯業株式会社
〒710-0803,岡⼭県倉敷市中島１５７０番地１０
2024-09-14
 
サ,222905,三洋⼯業株式会社
〒140-0014,東京都品川区⼤井４ー２２ー２９
2024-04-01
 
サ,226769,三洋⼯業株式会社
〒130-0012,東京都墨⽥区太平２丁⽬９番４号
2026-06-01
https://www.sanyo-industries.co.jp/
 
サ,227702,⼭洋⼯業株式会社
〒221-0841,神奈川県横浜市神奈川区松本町４−３４−１
2024-03-23
 
サ,228304,三洋興業株式会社
〒617-0833,京都府⻑岡京市神⾜稲葉１９
2024-07-24
http://www.sanyokogyo-kyoto.co.jp/
 
サ,212806,株式会社三洋⼯業東京システム
〒130-0012,東京都墨⽥区太平⼆丁⽬９番４号
2025-09-04
http://www.sanyo-industries.co.jp/tokyo-sys/
 
サ,223464,株式会社三洋⼯業東北システム
〒983-0034,宮城県仙台市宮城野区扇町５丁⽬９番３１号
2024-08-01
 
サ,214054,三陽⼯芸株式会社
〒440-0831,愛知県豊橋市⻄岩⽥６丁⽬１７番地の７
2025-03-08
http://www.sanyou-kougei.co.jp/
 
サ,223630,三洋興産株式会社
〒747-0056,⼭⼝県防府市古祖原２０番１５号
2024-10-01
 
サ,120040,三洋鋼材株式会社
〒467-0862,愛知県名古屋市瑞穂区堀⽥通５−８



2023-07-08
https://sanyosteel.jp/
 
サ,124730,株式会社三洋⼯事
〒671-1574,兵庫県揖保郡太⼦町松ヶ下１８４
2025-12-16
http://www.sanyo-koji.com/
 
サ,212151,⼭陽施設⼯業株式会社
〒701-0144,岡⼭県岡⼭市北区久⽶２４８ー１１
2024-04-25
http://www.sanyoshisetu.co.jp
 
サ,123219,株式会社⼭陽商会
〒330-0065,埼⽟県さいたま市神明２−１２−３５
2025-10-22
 
サ,313030,株式会社 三陽商会
〒160-0003,東京都新宿区四⾕本塩町６−１４
2024-06-19
sanyo-shokai.co.jp
 
サ,105244,三洋商事株式会社
〒134-0084,東京都江⼾川区東葛⻄３−１７−４１
2024-09-25
https://sanyo-syoji.co.jp/
 
サ,120246,三陽商事株式会社
〒564-0044,⼤阪府吹⽥市南⾦⽥２−２９−２
2023-08-07
http://www.suntes.co.jp/
 
サ,153046,株式会社三陽商会
〒103-0001,東京都中央区⽇本橋⼩伝⾺町１５−１４ ⽇本橋Ｆビジネスキューブ６階
2024-11-09
 
サ,225604,三洋住建株式会社
〒711-0921,岡⼭県倉敷市児島駅前１丁⽬６２番
2025-07-01
 
サ,219875,三陽重量⼯事株式会社
〒132-0024,東京都江⼾川区⼀之江１丁⽬１３番８号
2024-06-22
 
サ,125835,株式会社三陽精機
〒340-0813,埼⽟県⼋潮市⽊曽根７１６−５
2023-09-26
 
サ,129227,⼭陽精⼯株式会社
〒409-0616,⼭梨県⼤⽉市猿橋町⼩沢１４３５
2024-01-19
http://www.sanyoseiko.co.jp/
 
サ,103540,株式会社三洋製作所
〒321-0151,宇都宮市⻄川⽥町７０３−１



2023-09-12
http://www.sanyoh.co.jp/
 
サ,223875,株式会社⼭陽セフティ
〒700-0965,岡⼭県岡⼭市北区⻄⻑瀬１２０６番地７
2024-12-01
https://www.sanyo-safety.com/
 
サ,216341,サンヨウ窓建株式会社
〒210-0023,神奈川県川崎市川崎区⼩川町１１番地１０
2025-04-23
https://www.big-advance.site/s/123/2421
 
サ,215143,株式会社⼭陽測器
〒733-0821,広島県広島市⻄区庚午北１丁⽬２０ー９
2023-12-19
http://www.sanyou-sokki.co.jp
 
サ,226037,⼭陽タイル株式会社
〒730-0001,広島県広島市中区⽩島北町１６―１７
2025-09-01
 
サ,216306,⼭陽畳⼯業株式会社
〒730-0832,広島県広島市中区江波東⼆丁⽬３番７号
2025-04-16
http://sanyotatami.com/
 
サ,103434,三洋電機株式会社
〒540-6221,⼤阪府⼤阪市中央区城⾒２−１−６１
2025-01-30
https://www.panasonic.com/jp/corporate/profile/group-compani
es/sanyo.html
 
サ,103595,⼭洋電気株式会社
〒170-8451,東京都豊島区南⼤塚３−３３−１
2025-01-10
http://www.sanyodenki.co.jp/
 
サ,222982,三陽電機商事株式会社
〒530-0035,⼤阪府⼤阪市北区同⼼１−７−２９
2024-04-01
 
サ,217838,三陽電気照明株式会社
〒564-0053,⼤阪府吹⽥市江の⽊町２０番１号
2023-06-30
http://www.sanyo-el.com
 
サ,212977,⼭陽電⼯株式会社
〒360-0843,埼⽟県熊⾕市三ケ尻３６４３
2026-01-08
http://www.sanyo-denko.jp/
 
サ,113429,⼭陽電⼦⼯業株式会社
〒703-8221,岡⼭市中区⻑岡４−７３
2023-08-02



http://www.sdk-kk.co.jp
 
サ,150052,⼭陽特殊製鋼株式会社
〒672-8677,兵庫県姫路市飾磨区中島３００７
2024-09-07
 
サ,113098,三洋発條株式会社
〒326-0836,栃⽊県⾜利市南⼤町４７３
2024-04-04
 
サ,100734,⼭陽富⼠電業株式会社
〒745-0056,⼭⼝県周南市新宿通３−１８
2026-05-02
http://sanyofuji.co.jp
 
サ,113655,⼭陽プラスチックス株式会社
〒635-0001,奈良県⼤和⾼⽥市松塚８９３
2023-11-10
http://www.sanyo-pla.co.jp
 
サ,106066,三洋貿易株式会社
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町２−１１
2023-10-26
https://www.sanyo-trading.co.jp/
 
サ,105916,⼭陽マーク株式会社
〒733-0002,広島県広島市⻄区楠⽊町１−２−５
2026-05-15
http://www.sanyomark.co.jp/
 
サ,113434,⼭陽三菱電機販売株式会社
〒730-0037,広島県広島市中区中町８−１２
2023-07-23
http://www.sanyomelco.co.jp
 
サ,227338,三洋輸送機⼯業株式会社
〒661-0985,兵庫県尼崎市南清⽔３９番８号
2024-02-01
http://www.sanyo-elevator.co.jp
 
サ,219028,株式会社⼭陽レジン
〒531-0072,⼤阪府⼤阪市北区豊崎５−６−２北梅⽥⼤宮ビル９階
2024-02-02
 
サ,220082,有限会社⼭陽ワークス
〒721-0942,広島県福⼭市引野町２−３１−１３
2024-07-20
https://www.sanyoworks.com
 
サ,215795,サンライズ株式会社
〒340-0145,埼⽟県幸⼿市平須賀２丁⽬２３８−１
2021-11-27
 
サ,500069,サンライズ・エンジニアリング株式会社
〒103-0024,東京都中央区⽇本橋⼩⾈町２番９号



2023-08-07
http://sec-sunrise.co.jp/
 
サ,123744,株式会社サンライズ・テクノロジー⼆⼗⼀
〒484-0081,愛知県⽝⼭市⼤字⽝⼭字⻄平１３−４
2025-03-22
http://www.st-21.net
 
サ,215000,株式会社サンライズエンジニアリング
〒195-0051,東京都町⽥市真光寺町１１９１−４
2023-09-19
 
サ,229188,サンライズ・グロー株式会社
〒550-0002,⼤阪府⼤阪市⻄区江⼾堀１丁⽬１８番３５号
2025-07-18
 
サ,230527,有限会社サンライズシステム
〒252-1113,神奈川県綾瀬市上⼟棚中⼀丁⽬６番７７号
2025-07-26
 
サ,504152,株式会社サンライズ・パートナー
〒460-0024,愛知県名古屋市中区正⽊４丁⽬８番７号
2024-11-30
http://sunrisepartner.com/
 
サ,125715,有限会社サンライズプレス⼯業
〒910-0314,福井県坂井市丸岡町⾇⽥２字２２番１
2023-08-09
 
サ,120892,株式会社サンライト
〒969-1403,福島県⼆本松市渋川字蛇森１−２
2025-02-21
http://www.sun-lt.co.jp
 
サ,213413,サン、ライト⼯業株式会社
〒232-0024,神奈川県横浜市南区浦⾈町３丁⽬４３番地
2023-09-04
 
サ,231810,株式会社サンライン
〒234-0051,神奈川県横浜市港南区⽇野⼆丁⽬３６番６号
2026-03-20
 
サ,103237,株式会社サンラベル
〒577-0065,⼤阪府東⼤阪市⾼井⽥中４−８−２１
2026-02-14
http://www.sun-label.com/
 
サ,101071,三陸商事株式会社
〒236-0002,神奈川県横浜市⾦沢区⿃浜町１７−１０
2024-02-20
http://www.sanrikuseiko.co.jp
 
サ,123002,株式会社サンリック
〒236-0004,神奈川県横浜市⾦沢区福浦２−１３−４５
2024-11-21



https://www.sunric.com
 
サ,103410,株式会社サンリッツ エレクトロニクス
〒350-0848,埼⽟県川越市下⽼袋２００−１
2026-05-10
http://www.srze.co.jp/
 
サ,212849,サンリット⼯営株式会社
〒130-0026,東京都墨⽥区両国４ー３０ー８
2025-10-09
http://www.sunlit-co.co.jp/
 
サ,123042,サンリット⼯業株式会社
〒993-0033,⼭形県⻑井市今泉１３７１
2024-11-27
http://www.sunlit-ind.co.jp/
 
サ,102385,株式会社三⽴
〒680-0874,⿃取県⿃取市叶１５０−６
2025-02-28
http://www.sanritz-bird.co.jp
 
サ,103885,株式会社三⽴
〒381-0023,⻑野市⼤字⾵間２０３４−１０
2025-08-21
 
サ,103978,株式会社サンリツ
〒812-0011,福岡県福岡市博多区博多駅前２−１１−１６
2024-09-28
 
サ,123173,株式会社三⽴
〒550-0004,⼤阪市⻄区靱本町２−２−２２
2025-07-04
 
サ,126697,株式会社サンリツ
〒108-0075,東京都港区港南２−１２−３２ ＳＯＵＴＨ ＰＯＲＴ品川１２Ｆ
2024-03-03
http://www.srt.co.jp
 
サ,221546,株式会社三律
〒783-0048,⾼知県南国市岡豊町⼩篭６７６番地
2025-04-01
_
 
サ,105045,サンリツオートメイション株式会社
〒194-0045,東京都町⽥市南成瀬４−２１−６
2024-02-26
http://www.sanritz.co.jp/
 
サ,103385,三⽴化成株式会社
〒541-0043,⼤阪市中央区⾼麗橋２−６−１０
2024-06-09
https://www.sanritsu-che.co.jp
 
サ,224146,株式会社三⽴⾦物



〒720-2123,広島県福⼭市神辺町⼤字川北１５１０番地の１
2025-02-01
http://www.3ritu.co.jp
 
サ,217377,三⽴機電株式会社
〒047-0031,北海道⼩樽市⾊内２丁⽬１０番１号
2025-12-10
https://e-sanritsu.com
 
サ,215269,株式会社三⽴建⼯
〒520-3017,滋賀県栗東市六地蔵１８８番地３
2024-03-06
 
サ,100962,三⽴⼯業株式会社
〒329-4404,栃⽊県栃⽊市⼤平町富⽥１３６６
2023-12-22
http://www.sanritsu-kogyo.com/
 
サ,104744,サンリツ⼯業株式会社
〒424-0065,静岡県静岡市清⽔区⻑崎１４５
2026-04-24
http://www.sanritsu-industry.com/
 
サ,227182,三⽴鋼業株式会社
〒950-1131,新潟県新潟市江南区鍋潟新⽥５２６ー１
2023-12-01
 
サ,113812,三⽴興産株式会社
〒456-8691,名古屋市熱⽥区神宮４−１−２５
2024-06-23
http://www.sanritsu.co.jp
 
サ,101324,株式会社三⽴精⼯
〒124-0023,東京都葛飾区東新⼩岩７−３１−２
2024-05-02
 
サ,113004,三⽴電機株式会社
〒381-0023,⻑野市⼤字⾵間２０３４−１０
2023-11-05
http://www.sanritsu-g.co.jp/
 
サ,217063,三⽴電機⼯業株式会社
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚２丁⽬４５ー３
2025-09-10
https://sanrit.co.jp/
 
サ,231634,サンレー⼯業株式会社
〒970-8026,福島県いわき市平字杉平１７番地の２号
2026-02-07
 
サ,217642,株式会社サンレール
〒503-2122,岐⾩県不破郡垂井町表佐２１４ー３
2026-03-10
https://www.sunrail.co.jp/
 



サ,106791,サンレー冷熱株式会社
〒573-1132,⼤阪府枚⽅市招提⽥近３−２５
2025-10-26
https://www.sunray-r.co.jp/
 
サ,221406,株式会社三冷社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町３丁⽬４番６号
2025-04-01
https://www.sanrei.co.jp
 
サ,225196,サンレイズ⼯業株式会社
〒532-0001,⼤阪府⼤阪市淀川区⼗⼋条２ー１３ー３３
2025-05-01
http://www.sunrays.co.jp/index.html
 
サ,231199,株式会社サンロータス
〒191-0001,東京都⽇野市栄町⼆丁⽬２０番の１５
2025-11-01
 
サ,219375,株式会社サンロード京阪
〒613-0022,京都府久世郡久御⼭町市⽥新珠城２３６−１
2024-03-16
 
サ,216798,サンロード・スチール株式会社
〒803-0185,福岡県北九州市⼩倉南区⼤字⽯原町２０５ー１２
2025-06-25
 
サ,100999,株式会社サンワ
〒327-0102,栃⽊県佐野市出流原町４６１
2024-01-23
 
サ,113454,三和株式会社
〒492-8422,愛知県稲沢市⾼重町屋敷４２
2023-07-26
http://sanwa-co-ltd.co.jp
 
サ,113508,株式会社三和
〒360-0231,埼⽟県熊⾕市飯塚３６２−１
2023-10-12
http://www.kk-sanwa.jp
 
サ,123233,サンワ株式会社
〒224-0054,横浜市都筑区佐江⼾町４０５
2025-11-22
http://www.sanwa-gr.co.jp/
 
サ,211985,株式会社三和
〒559-0031,⼤阪府⼤阪市住之江区南港東３丁⽬１番２号
2024-01-20
http://www.sanwa-sr.com/
 
サ,218469,株式会社サンワ
〒010-0951,秋⽥県秋⽥市⼭王５丁⽬９−３１
2023-10-06
 



サ,229683,サンワード通商株式会社
〒332-0016,埼⽟県川⼝市幸町３丁⽬９番１号
2026-04-28
http://sunword.jp/
 
サ,120484,株式会社サンワ・アイ
〒578-0965,東⼤阪市本庄⻄２−５−３
2023-10-07
http://www.sanwa-i.co.jp
 
サ,215527,サンワイズ株式会社
〒424-0204,静岡県静岡市清⽔区興津中町８４８
2024-08-14
https://www.sunwizz.co.jp/
 
サ,106575,株式会社三和印刷
〒220-0051,神奈川県横浜市⻄区中央２−２８−６
2025-02-17
 
サ,113067,三和印刷⼯業株式会社
〒242-0028,⼤和市桜森３−５−５ 福本ビル２Ｆ
2023-10-23
http://www.sanwaprinting.co.jp
 
サ,220095,有限会社三和インテリア
〒880-2112,宮崎県宮崎市⼤字⼩松字下川原１２０３番地８１
2024-07-20
 
サ,216396,株式会社三和エス・ピー
〒815-0081,福岡県福岡市南区那の川１丁⽬６番２２号
2025-05-14
 
サ,101586,三和エンジニアリング株式会社
〒410-0001,静岡県沼津市⾜⾼２９２−３４
2024-08-09
http://www.sanwa-nmz.co.jp
 
サ,217393,三和エンジニアリング株式会社
〒150-0036,東京都渋⾕区南平台町４番１１号
2025-12-17
http://www.sanwa-eng.co.jp
 
サ,215214,三和解体⼯業株式会社
〒131-0043,東京都墨⽥区⽴花１ー３１ー４
2024-02-13
http://www.sanwa-kaitai.com
 
サ,101851,三和化⼯株式会社
〒601-8103,京都府京都市南区上⿃⽻仏現寺町５６
2024-10-31
http://www.sanwa-chemi.co.jp
 
サ,113442,三和化成⼯業株式会社
〒146-0085,東京都⼤⽥区久が原３−３９−１
2023-07-08



http://www.sanwa-kasei.com
 
サ,210173,株式会社三和企画
〒123-0852,東京都⾜⽴区関原３−２４−６
2024-02-18
 
サ,105781,株式会社サンワ企業
〒335-0033,埼⽟県⼾⽥市笹⽬北町８−５
2025-12-05
 
サ,113451,三和機⼯株式会社
〒671-0231,兵庫県姫路市御国野町深志野３１
2023-08-12
 
サ,126388,三和機⼯株式会社
〒441-8077,愛知県豊橋市神野新⽥町字ヲノ割３４
2023-12-19
http://www.sanwa-kiko.co.jp/
 
サ,231354,三和機材株式会社
〒108-0075,東京都港区港南四丁⽬２番３２号
2025-11-29
http://www.sanwa-kizai.co.jp/
 
サ,105571,三和⾦属⼯業株式会社
〒601-8203,京都府京都市南区久世築⼭町３５３
2025-05-24
http://www.sanwa-kinzoku.co.jp
 
サ,215182,三和技建株式会社
〒486-0966,愛知県春⽇井市上ノ町１丁⽬１５６番地
2024-01-23
 
サ,210046,株式会社三和技術コンサルタント
〒731-5157,広島県広島市佐伯区観⾳台２ー１３ー２４
2023-11-11
 
サ,225379,三和空調株式会社
〒770-0942,徳島県徳島市昭和町１丁⽬７２番地１
2025-06-01
https://sanwanet.co.jp/
 
サ,105599,三和クリエーション株式会社
〒211-0051,神奈川県川崎市中原区宮内１−２６−８
2025-06-21
https://www.sanwa-creation.co.jp
 
サ,212276,三和警備保障株式会社
〒164-0001,東京都中野区中野三丁⽬３３番３号
2024-07-18
http://www.sanwa-keibi.co.jp/
 
サ,224297,三和建材⼯業株式会社
〒168-0073,東京都杉並区下⾼井⼾１ー９ー１４
2025-03-01



 
サ,210069,三和建商株式会社
〒420-0922,静岡県静岡市葵区流通センター１２ー７
2023-11-28
http://www.sanwakensho.co.jp
 
サ,212925,三和建設株式会社
〒631-0822,奈良県奈良市⻄⼤寺栄町３番１２−６号
2025-11-20
https://www.sanwa-kk.co.jp/
 
サ,214033,三和建設⼯業株式会社
〒252-0253,神奈川県相模原市中央区南橋本３−９−１３
2025-03-01
http://www.sanwakensetu.com
 
サ,102635,三和研磨⼯業株式会社
〒611-0033,京都府宇治市⼤久保町上ノ⼭２２−１
2025-06-28
http://www.sanwakenma.co.jp
 
サ,103201,三和⼯業株式会社
〒417-0801,静岡県富⼠市⼤渕２４８３
2023-06-10
http://www.sanwa01.co.jp
 
サ,123375,三和⼯業株式会社
〒350-0452,埼⽟県⼊間郡⽑呂⼭町⼤字⼤⾕⽊６０−１
2025-12-27
 
サ,210091,三和興業株式会社
〒236-0004,神奈川県横浜市⾦沢区福浦１ー１ー１横浜⾦沢ハイテクセンター１７階
2023-12-11
 
サ,210431,株式会社三和⼯業
〒515-2132,三重県松阪市松崎浦町８２番地の２
2024-07-22
 
サ,212427,株式会社三和興業
〒813-0044,福岡県福岡市東区千早２丁⽬２番４３号
2024-12-26
http://www.sanwa-iec.co.jp/
 
サ,215512,三和興業株式会社
〒693-0031,島根県出雲市古志町１５０８
2024-07-31
 
サ,216457,サンワ⼯業株式会社
〒552-0007,⼤阪府⼤阪市港区弁天４丁⽬１番１４号
2025-05-21
 
サ,220794,三和⼯業株式会社
〒999-8438,⼭形県飽海郡遊佐町⽐⼦字⽩⽊２３番地３６０
2025-03-08
 



サ,231685,三和鋼業株式会社
〒661-0978,兵庫県尼崎市久々知⻄町⼆丁⽬３９番２号
2026-02-14
https://sanwa-door.jp/
 
サ,210931,株式会社三和⼯務店
〒197-0802,東京都あきる野市草花字下御堂３４９２ー１５２
2025-02-23
https://www.sanwakoumuten.com/index.html
 
サ,113206,サンワコムシスエンジニアリング株式会社
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥２−１７−１
2025-08-17
http://www.sancom-eng.co.jp
 
サ,124315,三和合板株式会社
〒590-0002,⼤阪府堺市堺区砂道町３−５−８
2025-07-01
 
サ,113846,三和ゴム⼯業株式会社
〒636-0247,奈良県磯城郡⽥原本町⼤字阪⼿６１０
2024-07-25
http://www.sanwagomu.co.jp/
 
サ,502972,有限会社 三和サトウ
〒410-0007,静岡県沼津市⻄沢⽥２３０−１
2023-08-07
http:www.sanwa-sato.jp
 
サ,503189,サンワサプライ株式会社
〒700-0825,岡⼭県岡⼭市北区⽥町１−１０−１
2025-11-02
https://www.sanwa.co.jp
 
サ,217920,サンワサポート株式会社
〒769-2604,⾹川県東かがわ市⻄村５２０番地１
2023-07-14
 
サ,100280,三和産業株式会社
〒744-0022,⼭⼝県下松市末武下⻄沖６８０−１６
2025-09-07
http://www.sanwa21.co.jp/
 
サ,101054,産和産業株式会社
〒220-0051,神奈川県横浜市⻄区中央１−３６−２
2024-02-13
http://www.sanwasan.co.jp/
 
サ,123214,サンワ産業株式会社
〒173-0014,東京都板橋区⼤⼭東町２９−１６
2025-10-03
http://www.n-sanwa-sangyo.co.jp/
 
サ,224550,株式会社三和産業
〒607-8214,京都府京都市⼭科区勧修寺平⽥町２７番地



2025-04-01
 
サ,218649,三和式ベンチレーター株式会社
〒492-8546,愛知県稲沢市⾼重中町５３番地
2023-11-24
 
サ,129195,サンワシステム株式会社
〒851-2128,⻑崎県⻄彼杵郡⻑与町嬉⾥郷２−１
2023-12-15
 
サ,154035,三和シヤッター⼯業株式会社
〒175-0081,東京都板橋区新河岸⼆丁⽬３番５号
2023-11-14
 
サ,103204,株式会社三和商会
〒542-0012,⼤阪市中央区⾕町９−１−１８
2023-06-11
http://www.sanwa-ltd.co.jp/
 
サ,213971,株式会社三和商会
〒130-0023,東京都墨⽥区⽴川４丁⽬２番１３号
2022-01-19
 
サ,230673,有限会社三和商會
〒814-0123,福岡県福岡市城南区⻑尾三丁⽬１３番１１号
2025-08-09
 
サ,126686,三和商⼯株式会社
〒460-0002,愛知県名古屋市中区丸の内１−１４−２０
2024-03-01
http://www.sanwa-shoko.co.jp/
 
サ,210384,株式会社三和重機
〒061-1102,北海道北広島市⻄の⾥３２２番地６
2024-06-18
http://www.sunwa-gp.co.jp
 
サ,123444,株式会社三和スクリーン銘板
〒496-8002,愛知県愛⻄市佐折町宮寺５５
2023-05-30
http://www.sanwascreen.co.jp/
 
サ,102059,三輪精機株式会社
〒350-0083,埼⽟県川越市芳野台３−１−１
2024-12-21
http://www.sanwaseiki.co.jp/
 
サ,113844,三和精機株式会社
〒465-0093,名古屋市名東区⼀社３−１４５
2024-07-10
http://www.sanwa-seiki.co.jp/
 
サ,101133,株式会社三和精⼯
〒252-0244,神奈川県相模原市中央区⽥名４３５８−３
2024-03-08



http://www.sanwa-seiko.com
 
サ,103768,株式会社サンワ製作所
〒331-0056,埼⽟県さいたま市⻄区三条町１９
2024-04-02
http://www.sanwa-ss.com
 
サ,103843,株式会社三和製作所
〒961-8061,福島県⻄⽩河郡⻄郷村⼩⽥倉⼤平５０９−１
2023-03-29
 
サ,113339,株式会社三和製作所
〒656-2131,兵庫県淡路市志筑２５７０−２
2026-04-05
http://www.sanwa-q.co.jp/
 
サ,125887,有限会社三和製作所
〒230-0041,神奈川県横浜市鶴⾒区潮⽥町１−６８
2023-10-11
 
サ,125951,株式会社三和製作所
〒661-0967,兵庫県尼崎市浜２−１４−１６
2023-10-26
http://sanwaseisakusho.com
 
サ,216416,有限会社三和製作所
〒343-0032,埼⽟県越⾕市⼤字袋⼭１９３９番地
2025-05-14
 
サ,123324,株式会社三和精密
〒578-0965,⼤阪府東⼤阪市本庄⻄２−６−４
2026-01-28
http://www.sanwa-seimitsu.com
 
サ,120996,三和精密⼯業株式会社
〒105-0013,東京都港区浜松町１−１６−２
2024-03-13
https://www.sanwaseimitsu.co.jp
 
サ,226461,株式会社三和⽯材⼯業
〒235-0011,神奈川県横浜市磯⼦区丸⼭１丁⽬１番１０号
2026-03-01
 
サ,127768,⼭和⽯油株式会社
〒223-0061,横浜市港北区⽇吉３−２−４
2025-03-02
 
サ,213802,株式会社三和綜合⼟⽊
〒800-0206,福岡県北九州市⼩倉南区葛原東３丁⽬１番１号
2024-08-11
http://sanwa-grp.com/
 
サ,229650,三和測量株式会社
〒130-0026,東京都墨⽥区両国２ー３ー６
2026-04-11



http://sanwa-survey.work.co.jp
 
サ,223442,三和タジマ株式会社
〒171-0014,東京都豊島区池袋２丁⽬７７番５号
2024-08-01
http://www.tajima-st.co.jp/
 
サ,228302,三和タジマ株式会社
〒171-0014,東京都豊島区池袋２丁⽬７７番５号
2024-07-24
http://www.tajima-st.co.jp/
 
サ,216538,有限会社三和ダクト
〒578-0921,⼤阪府東⼤阪市⽔⾛５丁⽬８番１６号
2025-05-28
 
サ,219665,株式会社サンワテクニクス
〒231-0013,神奈川県横浜市中区住吉町１ー１３ー１
2024-04-27
http://1130.co.jp/company.html
 
サ,103227,三和テクノ株式会社
〒653-0032,神⼾市⻑⽥区苅藻通７−４−２７
2026-02-07
https://t-sanwa.co.jp
 
サ,105931,有限会社三和テクノ
〒190-0003,東京都⽴川市栄町４−１８−１ エクセル⽴川４０５号
2023-06-05
http://www.sanwa-techno.co.jp/
 
サ,505370,三和テクノ株式会社
〒496-0853,愛知県津島市宮川町１丁⽬７２番地
2026-05-26
https://www.sanwat.co.jp
 
サ,103315,サンワテクノス株式会社
〒104-0031,東京都中央区京橋３−１−１
2024-03-07
http://www.sunwa.co.jp
 
サ,128928,株式会社サンワテクノス
〒737-0822,広島県呉市築地町６−５
2026-04-18
http://www.sanwa-technos.co.jp
 
サ,210030,三和テクノス株式会社
〒731-3165,広島県広島市安佐南区伴中央６ー１５ー４
2023-11-05
 
サ,113380,三和テクノロジーズ株式会社
〒102-8140,東京都千代⽥区富⼠⾒１−６−１
2023-08-03
https://www.sanwa-tech.co.jp/
 



サ,120486,三和テッキ株式会社
〒140-8669,東京都品川区南品川６−４−６
2023-10-07
https://www.tekki.co.jp/
 
サ,224360,三和鉄筋⼯事株式会社
〒577-0057,⼤阪府東⼤阪市⾜代新町１６番１８号
2025-04-01
http://www.sanwa-tekkin.co.jp/
 
サ,223047,三和鉄構建設株式会社
〒729-0141,広島県尾道市⾼須町５２６７
2024-04-01
 
サ,101972,三和電機株式会社
〒370-0523,群⾺県⾢楽郡⼤泉町⼤字吉⽥２４７９
2024-11-28
http://www.sanwadenki.jp/index.html
 
サ,123470,株式会社三和電機
〒321-3423,栃⽊県芳賀郡市⾙町⼤字市塙１３８２−２
2026-04-08
http://sanwadenki.co.jp
 
サ,219550,三和電機⼯業株式会社
〒580-0005,⼤阪府松原市別所７丁⽬１番７号
2024-04-06
 
サ,231031,三和電気⼯事株式会社
〒418-0022,静岡県富⼠宮市⼩泉２１５３番地の２２
2025-10-11
http://www.sanwadenkikouji.co.jp
 
サ,230642,株式会社三和電機製作所
〒870-0017,⼤分県⼤分市弁天⼆丁⽬５番１３号
2025-08-02
http://www.sanwadenki.net/
 
サ,222325,三和電気⼟⽊⼯事株式会社
〒530-0054,⼤阪府⼤阪市北区南森町１ー４ー１９
2023-11-01
http://www.sanwa-e.co.jp
 
サ,222768,三和電業株式会社
〒761-8073,⾹川県⾼松市太⽥下町２５８０ー３
2024-03-01
http://www.sanwanet.co.jp
 
サ,219244,三和電材株式会社
〒409-3866,⼭梨県中巨摩郡昭和町⻄条４３１０
2024-03-09
http://sanwa-denzai.co.jp/
 
サ,100824,三和電⼦株式会社
〒709-4621,岡⼭県津⼭市神代２０８



2023-07-27
 
サ,113089,三和電⼦株式会社
〒101-0064,東京都千代⽥区猿楽町２−１−６
2023-12-09
 
サ,103320,三和電⼦機器株式会社
〒578-0982,⼤阪府東⼤阪市吉⽥本町１−２−５０
2026-01-16
https://sanwa-denshi.co.jp
 
サ,114130,三和電⼦サーキット株式会社
〒530-0041,⼤阪府⼤阪市北区天神橋２−４−１７ 千代⽥第１ビル
2026-06-20
http://www.se-circuit.co.jp
 
サ,218743,サンワ電設株式会社
〒240-0065,神奈川県横浜市保⼟ケ⾕区和⽥１ー１１ー１８
2023-12-15
 
サ,104907,三和電装株式会社
〒657-0825,神⼾市灘区中原通５−３−１５
2023-09-04
http://www.sanwa-denso.co.jp
 
サ,211447,有限会社三和塗装
〒657-0846,兵庫県神⼾市灘区岩屋北町１丁⽬５番１２号
2025-11-25
http://www.sanwatosou.jp/
 
サ,215521,三和塗装株式会社
〒640-8152,和歌⼭県和歌⼭市⼗番丁９６番地
2024-08-07
 
サ,123725,株式会社三和塗料
〒411-0822,静岡県三島市松本１４６−３
2025-03-19
 
サ,127953,株式会社三和トレーディング
〒105-0004,東京都港区新橋３−１−９ ２Ｆ
2025-07-04
http://www.sanwato.co.jp
 
サ,223992,三和⼟質基礎株式会社
〒063-0804,北海道札幌市⻄区⼆⼗四軒四条５丁⽬１１番１０号
2025-01-01
http://www.sanwa-dositu.co.jp
 
サ,126782,三和ニードルベアリング株式会社
〒300-4351,茨城県つくば市上⼤島１９０４
2024-03-29
http://www.tnksanwa.co.jp/
 
サ,213861,三和ネオン株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座２ー１０ー６



2024-10-06
http://www.sanwa-n.co.jp
 
サ,113063,株式会社サンワハイテック
〒861-1201,熊本県菊池市泗⽔町吉富２１０−２９
2024-03-17
http://www.sanwa-hitech.com
 
サ,230641,株式会社三和．ハウス
〒334-0058,埼⽟県川⼝市⼤字安⾏領家８３番地の６
2025-08-02
 
サ,113126,三和発條⼯業株式会社
〒116-0002,東京都荒川区荒川５−１１−１５
2024-12-11
http://www.sanwasp.co.jp/
 
サ,100730,株式会社三和鈑⾦製作所
〒675-0125,兵庫県加古川市別府町⻄脇字皆作７５
2023-04-28
 
サ,113674,三和パーツ株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿４−３２−４
2024-01-04
http://www.sanwaparts.net/
 
サ,123824,株式会社三和パック
〒179-0073,東京都練⾺区⽥柄４−１１−１６
2025-04-23
 
サ,104826,有限会社三和鋲螺
〒144-0032,東京都⼤⽥区北糀⾕２−７−１
2023-06-20
http://www.neji.co.jp
 
サ,123460,株式会社三和鋲螺製作所
〒578-0982,⼤阪府東⼤阪市吉⽥本町２−７−９
2026-04-08
http://www.sanwabyora.co.jp/
 
サ,216428,有限会社サンワビルト
〒184-0002,東京都⼩⾦井市梶野町１丁⽬６番３３号
2025-05-14
_
 
サ,216139,有限会社三和ビルメンテナンス
〒259-0133,神奈川県中郡⼆宮町百合が丘３−３０−１−２
2025-03-12
 
サ,213395,三和物流株式会社
〒861-0804,熊本県⽟名郡南関町関村６１番地１
2023-08-26
http://www002.upp.so-net.ne.jp/kisokikai/company2.html
 
サ,224637,三和プラントエンジニアリング株式会社



〒771-0202,徳島県板野郡北島町太郎⼋須字新開１番の１０
2025-04-01
https://sanwanet.co.jp/
 
サ,230977,有限会社三和保温⼯業所
〒290-0056,千葉県市原市五井８９４４番地
2025-10-04
 
サ,231760,三和ボーリング株式会社
〒939-8072,富⼭県富⼭市堀川町４６４番地の２
2026-03-07
https://sanwa-boring.co.jp/
 
サ,505560,三和防災⼯業株式会社
〒812-0011,福岡県福岡市博多区博多駅前４丁⽬１０番１３号
2024-03-12
http://www.sanwa-bosai.co.jp
 
サ,113269,三和マーク⼯業株式会社
〒675-2364,兵庫県加⻄市窪⽥町５００−１
2025-06-22
http://homepage3.nifty.com/sanwamark/
 
サ,113106,三和マテリアル株式会社
〒140-0004,東京都品川区南品川１−８−１２
2024-11-19
https://www.sanwa-material.co.jp
 
サ,113868,三和無線株式会社
〒569-0053,⼤阪府⾼槻市春⽇町７−２０
2024-08-09
https://sanwa-musen.co.jp/
 
サ,113423,株式会社サンワメカニカル
〒213-0014,神奈川県川崎市⾼津区新作６−７−１ リ・ラフォーレ武蔵新城１０１
2023-09-06
 
サ,224333,三和⽊⼯株式会社
〒445-0025,愛知県⻄尾市和気町横３８番地
2025-03-01
http://sanwa-company.com
 
サ,125356,三和油化⼯業株式会社
〒448-0002,愛知県刈⾕市⼀⾥⼭町深⽥１５
2026-03-28
http://www.sanwayuka.co.jp
 
サ,215328,三和リース株式会社
〒861-4142,熊本県熊本市南区富合町杉島５８６番地
2024-03-27
 
サ,501227,株式会社 三和リース
〒406-0801,⼭梨県笛吹市御坂町成⽥２４３６
2024-08-27
http://www.sanwa-l.co.jp/



 
サ,217511,三和リバコン株式会社
〒154-0004,東京都世⽥⾕区太⼦堂２ー１４ー３−３０１号
2026-01-21
http://www.sanwalivacon.com
 
サ,224411,三和レジン⼯業株式会社
〒101-0042,東京都千代⽥区神⽥東松下町３７
2025-04-01
http://www.sanwarejin.co.jp
 
ザ,500545,株式会社ザイソウハウス
〒460-0024,愛知県名古屋市中区正⽊三丁⽬１番８号
2024-08-04
https://www.zaiso-house.co.jp/
 
ザ,213202,材惣⽊材株式会社
〒460-0003,愛知県名古屋市中区錦１ー１ー２
2023-04-22
 
ザ,113224,⼀般財団法⼈材料科学技術振興財団
〒157-0067,東京都世⽥⾕区喜多⾒１−１８−６
2025-04-15
http://www.mst.or.jp/
 
ザ,113685,株式会社蔵王精機
〒230-0012,横浜市鶴⾒区下末吉１−３１−３
2023-11-15
http://www.zaouseiki.com
 
ザ,103750,株式会社ザオウ製作所
〒999-3122,⼭形県上⼭市仙⽯字⼤沢２２５
2024-02-08
http://www.zao-press.jp/
 
ザ,102426,株式会社ザクティ
〒531-6028,⼤阪市北区⼤淀中１−１−８８ 梅⽥スカイビルタワーイースト２８階
2025-03-07
https://xacti-co.com/
 
ザ,228413,株式会社ザック
〒101-0051,東京都千代⽥区神⽥神保町２ー１４
2024-08-23
http://www.zac-zac.com
 
ザ,123300,株式会社ザ・トーカイ
〒420-0034,静岡県静岡市葵区常磐町２−６−８
2025-12-13
https://www.tokai.jp/
 
ザ,103553,ザ・パック株式会社
〒530-6020,⼤阪市北区天満橋１−８−３０ ＯＡＰタワー２０階
2025-07-28
http://www.thepack.co.jp
 



ザ,216370,株式会社残間⾦属⼯業
〒088-0614,北海道釧路郡釧路町国誉５丁⽬１２番地１
2025-05-08
https://www.zanma.co.jp
 
シ,100021,有限会社シー・アイ
〒829-0311,福岡県築上郡築上町湊８１−３
2025-06-24
 
シ,504621,株式会社シー・アイ・ティ
〒921-8163,⽯川県⾦沢市横川７丁⽬８４番地 泰成ビル５階
2026-01-04
http://www.challengeit.co.jp/
 
シ,102087,株式会社シー・エス・エス
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥２−１２−３ 第⼀誠実ビル
2024-12-28
https://www.css-net.co.jp
 
シ,100866,株式会社シー・エム・シー・シー
〒802-0805,福岡県北九州市⼩倉南区⼋幡町３２−１８
2023-09-08
http://www.cmcc.co.jp
 
シ,503398,株式会社シー・シー・ダブル
〒163-0714,東京都新宿区⻄新宿２−７−１
2025-04-09
http://www.ccwsupport.com/
 
シ,217118,株式会社シーアール
〒930-0821,富⼭県富⼭市飯野４０ー２
2025-09-17
https://www.cr-dp.com
 
シ,215300,株式会社シーアールエスコーポレーション
〒965-0005,福島県会津若松市⼀箕町⼤字⻲賀字藤原７７番地３
2024-03-20
 
シ,100095,株式会社シーアールコム
〒304-0018,茨城県下妻市平川⼾２５０
2025-07-29
http://crcom.main.jp/
 
シ,212571,株式会社シーアールティー・ワールド
〒352-0011,埼⽟県新座市野⽕⽌２丁⽬９番１１号
2025-04-03
https://crt-shitaji.com/
 
シ,220776,株式会社ＣＩ
〒037-0023,⻘森県五所川原市広⽥字榊森５４番地６４
2025-03-01
 
シ,104767,株式会社シーアイエス
〒193-0834,東京都⼋王⼦市東浅川町５３９−５
2026-05-10



https://www.ciscorp.co.jp/
 
シ,105759,株式会社シーアイエス
〒460-0008,愛知県名古屋市中区栄３−１１−３１ グラスシティ栄９階
2025-11-28
https://www.cisjp.com/
 
シ,218522,有限会社ＣＩ⼯業
〒410-0873,静岡県沼津市⼤諏訪４０７−３
2023-10-13
 
シ,124360,株式会社ＣＩＣ
〒150-0043,東京都渋⾕区道⽞坂２−１６−４ 野村不動産渋⾕道⽞坂ビル
2025-07-13
https://www.cichdgroup.com/
 
シ,129452,ＣＩＣ株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−１１−５
2024-05-22
http://www.cic-co.com/
 
シ,217436,株式会社シー・アイ・シー
〒110-0014,東京都台東区北上野１ー１０ー１４
2026-01-07
https://www.cic-net.co.jp/
 
シ,502697,株式会社ＣＩＪネクスト
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１丁⽬１１番１号 ゲートシティ⼤崎ウエストタワー２２階
2024-07-27
http://www.cij-next.co.jp
 
シ,502178,株式会社 ＣＩＪ
〒220-0011,神奈川県横浜市⻄区⾼島１−２−５ 横濱ゲートタワー１７階
2026-02-15
https://www.cij.co.jp/
 
シ,212811,シーアイテック株式会社
〒135-0062,東京都江東区東雲２丁⽬５ー７⽇進運輸ビル２階
2025-09-04
https://www.citec-inc.co.jp/
 
シ,212021,シーアイマテックス株式会社
〒104-0031,東京都中央区京橋１丁⽬１８ー１⼋重洲宝町ビル４階
2021-02-09
http://www.ci-matex.co.jp
 
シ,102141,株式会社シーアンドエーソリューション
〒312-0052,茨城県ひたちなか市東⽯川３−１−３ Ｃ＆Ａビル
2025-01-16
http://www.canda.co.jp
 
シ,215489,株式会社シーアンドエス・コムズ
〒452-0815,愛知県名古屋市⻄区⼋筋町３５１番地
2024-07-17
http://www.cs-coms.jp/



 
シ,113455,株式会社シー・アンド・エム
〒916-0015,福井県鯖江市御幸町１−３０１−１９
2026-06-25
http://www.c-and-m.co.jp/
 
シ,504108,シー・アンド・シー株式会社
〒017-0204,秋⽥県⿅⾓郡⼩坂町荒⾕字⼿紙沢５４番地５
2024-09-28
http://www.ink.or.jp/^candc-a/
 
シ,106055,Ｃ＆Ｕ精⼯株式会社
〒541-0059,⼤阪府⼤阪市中央区博労町３−６−１ ＳＧビル１１階
2023-10-09
http://www.cu-seiko.co.jp
 
シ,222205,シーイーエヌソリューションズ株式会社
〒105-0014,東京都港区芝２ー３１ー２５
2026-06-01
http://www.censol.jp/
 
シ,113002,株式会社シーイーシー
〒228-8567,神奈川県座間市東原５−１−１１
2023-08-29
http://www.cec-ltd.co.jp
 
シ,104738,株式会社ＣＥＧＢ
〒112-0004,東京都⽂京区後楽１−７−２７ 後楽⿅島ビル４Ｆ
2026-04-20
http://www.cegb.co.jp/
 
シ,106589,Ｃ−ＷＥＬ株式会社
〒592-8352,⼤阪府堺市⻄区築港浜寺⻄町７−２４
2025-03-02
http://c-wel.co.jp/
 
シ,103784,株式会社ＣＡＣオルビス
〒550-0002,⼤阪市⻄区江⼾堀１−２５−７
2024-04-09
http://www.orbis-corp.jp
 
シ,217037,株式会社シー・エー通信施設
〒242-0018,神奈川県⼤和市深⾒⻄⼆丁⽬７番１０号
2025-09-03
http://www.ca-tsushin.co.jp/
 
シ,211110,シー・エイチ・シー・システム株式会社
〒194-0021,東京都町⽥市中町１丁⽬２５番９号
2025-05-10
https://group.chcsys.net/
 
シ,220715,株式会社シーエス
〒470-1218,愛知県豊⽥市上郷町⼆丁⽬１６番地８
2025-02-15
https://www.cs-inc.co.jp/



 
シ,113178,株式会社シー・エス・イー
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕３−３−１ Ａ−ＰＬＡＣＥ渋⾕⾦王
2025-02-09
http://www.cseltd.co.jp
 
シ,123087,株式会社シーエスイー
〒490-1111,愛知県あま市甚⽬寺⼭之浦１１９−３
2024-12-11
http://www.cseinfo.co.jp/
 
シ,106384,Ｃ．Ｓ．Ｓ．株式会社
〒152-0031,東京都⽬黒区中根２−１１−１０
2024-10-29
https://css-w.co.jp/
 
シ,504716,ＣＳＳクレセント株式会社
〒103-0001,東京都中央区⽇本橋⼩伝⾺町１４−７
2026-06-23
www.css-crescent.co.jp
 
シ,106956,株式会社シー・エス・ケイ
〒370-0722,群⾺県⾢楽郡千代⽥町⼤字萱野字１−２０４−１
2026-05-01
https://www.csk-steel.jp
 
シ,212309,株式会社ＣＳコーポレイション
〒950-0924,新潟県新潟市中央区美の⾥１７番８号
2024-08-22
http://www.cs.-corporation.co.jp
 
シ,105547,株式会社シーエス⼯業
〒254-0019,神奈川県平塚市⻄真⼟３−３−７
2025-05-09
http://www.cs-kogyo.co.jp
 
シ,231894,ＣＳＣ建設サービス株式会社
〒666-0036,兵庫県川⻄市花屋敷⼭⼿町１４番２号
2026-04-11
http://csc-build-service.com/
 
シ,125648,株式会社シーエスティー
〒830-1113,福岡県久留⽶市北野町中字福王１４２３
2026-07-11
 
シ,120152,株式会社シーエスデー
〒145-0072,東京都⼤⽥区⽥園調布本町３３−１５
2023-07-26
http://www.csd.comway.co.jp/
 
シ,103612,シーエスネットワーク株式会社
〒220-0051,神奈川県横浜市⻄区中央２−４１−１３
2024-02-06
http://www.csnetwork.jp/
 



シ,505211,株式会社ＣＳＰ
〒359-0021,埼⽟県所沢市東所沢３丁⽬１０−２０
2025-04-23
http://www.cs-pump.co.jp
 
シ,219790,株式会社シー・エス・プランニング
〒980-0012,宮城県仙台市⻘葉区錦町２−１−３⼤興ビル
2024-05-25
 
シ,229183,株式会社シーエックスアール
〒737-8516,広島県呉市三条２丁⽬４ー１０
2025-07-18
http://www.cxr.co.jp/
 
シ,103229,株式会社シー・エヌ・エー
〒211-0063,神奈川県川崎市中原区⼩杉町３−４３４−５−４０２
2026-06-20
http://3cna.com/
 
シ,100530,ＣＭエンジニアリング株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥２−１８−２
2025-12-28
http://cmengineering.co.jp/
 
シ,221850,ＣＭＣ株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿６−１６−６−１００３
2022-08-01
 
シ,120496,ＣＭＣマテリアルズ・ジャパン株式会社
〒514-2213,三重県津市芸濃町北神⼭１２８７−１９
2023-10-10
 
シ,500240,株式会社シー・エル・シー
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨１−２１−１９
2024-03-14
https://www.clc.co.jp
 
シ,213307,株式会社Ｃ．Ｌ．Ｔ
〒464-0075,愛知県名古屋市千種区内⼭３丁⽬１０番１７号今池セントラルビル
2026-07-01
 
シ,106346,株式会社ＣＯ２Ｏ
〒108-0023,東京都港区芝浦３−９−１ 芝浦ルネサイトタワー６階
2024-09-09
https://www.co2o.com/
 
シ,503038,シーキューブ株式会社
〒460-0018,愛知県名古屋市中区⾨前町１番５１号
2024-03-24
http://www.c-cube-g.co.jp
 
シ,503725,株式会社シーキューブトータルサービス
〒481-0039,愛知県北名古屋市法成寺松の⽊１８番地
2022-11-24
http://www.c-cubets.co.jp/



 
シ,213625,株式会社シーク
〒814-0123,福岡県福岡市城南区⻑尾１丁⽬９番１４ー１０１号ボヌールヒルズ⻑尾
2024-03-10
 
シ,231877,株式会社シークエル
〒553-0003,⼤阪府⼤阪市福島区福島七丁⽬１６番地１０吉村ビル２０４号室
2026-04-11
 
シ,113617,シークス株式会社
〒541-0051,⼤阪市中央区備後町１−４−９
2023-12-07
http://www.siix.co.jp
 
シ,106057,シークスエレクトロニクス株式会社
〒252-0101,神奈川県相模原市緑区町屋１−３−２５
2023-10-16
 
シ,213732,株式会社Ｃ・Ｋカンパニー
〒310-0805,茨城県⽔⼾市中央１−３−１８−２Ｆ
2024-06-16
http://ckcompany.jp/
 
シ,103185,ＣＫＤ株式会社
〒485-8551,愛知県⼩牧市応時２−２５０
2023-10-16
 
シ,126159,ＣＫＤ⽇機電装株式会社
〒216-0003,川崎市宮前区有⾺２−８−２４
2026-01-10
http://www.nikkidenso.co.jp
 
シ,113969,株式会社シーケービー
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕２−１０−６
2024-09-25
http://www.ckb.co.jp/
 
シ,228323,シーゲイト株式会社
〒247-0007,神奈川県横浜市栄区⼩菅ヶ⾕４ー２８ー１９
2024-07-27
http://www.c-gate.jp/
 
シ,211994,有限会社シーシーアイ
〒480-1151,愛知県⻑久⼿市久保⼭１５０１番地
2024-01-27
 
シ,123380,シーシーエス株式会社
〒501-6016,岐⾩県⽻島郡岐南町徳⽥１−３１
2025-12-18
http://www.ccsjp.co.jp/
 
シ,127462,シーシーエス株式会社
〒602-8011,京都市上京区烏丸通下⽴売上ル桜鶴円町３７４
2024-10-16
http://www.ccs-inc.co.jp



 
シ,211897,有限会社Ｃ．Ｃ．Ｓ
〒534-0012,⼤阪府⼤阪市都島区御幸町１丁⽬４番８号１０１号
2023-11-11
 
シ,504735,株式会社ＣＣＮグループ
〒101-0045,東京都千代⽥区神⽥鍛冶町３−７−４ ＫＤＸ神⽥駅前ビル８Ｆ
2023-07-06
https://ccn-g.co.jp/
 
シ,505464,ＣＣＴＹベアリングジャパン株式会社
〒108-0014,東京都港区芝４−１１−５
2023-09-14
www.cctybearing.com
 
シ,127994,株式会社シースリー
〒319-1221,茨城県⽇⽴市⼤みか町１−２７−７
2025-08-08
http://www.c3w.co.jp
 
シ,211356,株式会社シースリー
〒455-0027,愛知県名古屋市港区船⾒町５６番地
2025-09-17
 
シ,222693,株式会社Ｃスリー
〒430-0811,静岡県浜松市中区名塚町２９９−４
2024-02-01
 
シ,128849,株式会社シーズウェア
〒594-1144,⼤阪府和泉市テクノステージ３−７−１６
2023-03-06
http://www.seedsware.co.jp
 
シ,505146,株式会社 シーセル
〒103-0016,東京都中央区⽇本橋⼩網町７−８ ⽇本橋ウィンテルビル７Ｆ
2024-10-26
http://www.c-cel.co.jp
 
シ,505672,株式会社シー・ツー・エム
〒170-0003,東京都豊島区駒込１丁⽬３７番９号エル・エスビル２階
2025-02-22
https://c2m.jp/index.html
 
シ,113649,シー・テー・⾼橋株式会社
〒110-0016,東京都台東区台東４−２９−８ こうしんビル７Ｆ
2024-01-17
http://www.cttok.com
 
シ,225989,株式会社Ｃ．Ｔ．Ｉ．
〒531-0071,⼤阪府⼤阪市北区中津６丁⽬８番１０号真和エステートビル２階
2025-09-01
http://cti-inc.co.jp/
 
シ,215911,シーティーエス株式会社
〒146-0095,東京都⼤⽥区多摩川２丁⽬１８番９号



2025-01-22
https://cts.gr.jp/
 
シ,230111,株式会社シーティーエス
〒639-1056,奈良県⼤和郡⼭市泉原町８番地２
2025-05-24
http://www.cts-jp.net/index.html
 
シ,500071,株式会社ＣＴＳ
〒496-0924,愛知県愛⻄市善太新⽥町古株６４番地２
2023-08-07
http://www.cts-com.jp/
 
シ,505619,株式会社シーティーエス
〒386-0005,⻑野県上⽥市古⾥１１５
2024-08-31
 
シ,505757,株式会社シーティーケイ
〒171-0022,東京都板橋区⾈渡３丁⽬２８番９号
2025-11-09
https://www.hotmarker.com
 
シ,503289,ＣＴＣエスピー株式会社
〒105-6909,東京都港区虎ノ⾨４−１−１
2024-11-17
https://www.ctcsp.co.jp/
 
シ,503716,ＣＴＣシステムマネジメント株式会社
〒105-6909,東京都港区虎ノ⾨４−１−１
2025-10-29
http://www.ctcs.co.jp/index.html
 
シ,106339,株式会社ＣＴＶ ＭＩＤ ＥＮＪＩＮ
〒453-0872,愛知県名古屋市中村区平池町４−６０−１１ 中京テレビ本社ビル７階
2024-09-06
https://www.midenjin.co.jp
 
シ,218880,シーティイーネット株式会社
〒344-0067,埼⽟県春⽇部市中央７丁⽬１０番２５号浅野コーポ１０１号室
2024-01-12
 
シ,129108,ＣＤＳ株式会社
〒444-3511,愛知県岡崎市舞⽊町字市場４６
2023-10-07
http://www.cds-japan.jp/
 
シ,226925,株式会社ＳＥＥＴ
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥３丁⽬７番９号
2026-08-01
https://www.seet.co.jp/
 
シ,102248,株式会社シード
〒312-0052,茨城県ひたちなか市東⽯川２−６−１７
2025-01-29
http://www.seed-sys.co.jp/



 
シ,210429,株式会社シード
〒450-0002,愛知県名古屋市中村区名駅四丁⽬１３番７号
2024-07-15
 
シ,216262,シード株式会社
〒158-0097,東京都世⽥⾕区⽤賀⼆丁⽬３８番１２−４０２
2025-04-02
 
シ,229425,株式会社シード
〒596-0804,⼤阪府岸和⽥市今⽊町１３５番地の１
2025-12-13
http://www.seed-g.co.jp/
 
シ,231351,シードテクノ株式会社
〒220-0051,神奈川県横浜市⻄区中央⼀丁⽬３５番３号渡辺ビル４０３
2025-11-29
 
シ,216917,株式会社シーネット
〒370-0523,群⾺県⾢楽郡⼤泉町⼤字吉⽥１０４６
2025-07-23
http://www.c-netg.co.jp/
 
シ,123938,株式会社シービーエス
〒105-0003,東京都港区⻄新橋１−６−１５ ＮＳ虎ノ⾨ビル９階
2025-06-07
http://www.group-c.co.jp
 
シ,218221,株式会社シー・ビー・エス
〒373-0821,群⾺県太⽥市下浜⽥町３５９番地８
2023-08-11
 
シ,102998,株式会社シービーエスリサーチ
〒162-0067,東京都新宿区富久町８−２１ Ｔ＆Ｔビル８Ｆ
2026-02-04
https://www.cbsr.co.jp
 
シ,104021,株式会社シービーエックス
〒730-0051,広島県広島市中区⼤⼿町３−１−９
2024-10-05
http://www.cbx.co.jp
 
シ,213655,株式会社シービーケー
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀１ー１３ー１０
2024-03-31
http://www.cbk-tokyo.co.jp
 
シ,504082,ＣＢＣ株式会社
〒104-0052,東京都中央区⽉島２−１５−１３
2024-05-29
https://www.cbc.co.jp/
 
シ,126720,ＣＢＣオプテックス株式会社
〒143-0006,東京都⼤⽥区平和島５−６−１
2024-03-10



http://www.cbcopt.co.jp
 
シ,500972,株式会社ＣＢＣテレビ
〒460-8405,愛知県名古屋市中区新栄１−２−８
2024-08-15
http://hicbc.com
 
シ,124447,株式会社シーピーエス
〒391-0213,⻑野県茅野市豊平３２２２
2025-08-30
http://www.cps-web.co.jp
 
シ,123343,株式会社ＣＰＭ
〒399-0036,⻑野県松本市村井町南２−１０−４４
2026-03-19
http://www.cpm-inc.co.jp/
 
シ,231930,株式会社Ｃーファクトリー
〒486-0838,愛知県春⽇井市弥⽣町字松本１５２２番地
2026-04-18
 
シ,220537,株式会社ＣＶＣ
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀三丁⽬１番７号永井ビル１階
2024-12-14
http://www.cvc-japan.com/
 
シ,229827,株式会社シープ
〒060-0907,北海道札幌市東区北七条東５丁⽬１ー８
2023-07-02
 
シ,505340,株式会社Ｃプロデュース
〒105-0016,東京都江東区東陽１−８−１０
2026-02-07
https://www.c-produce.jp/
 
シ,104304,シーベル産業株式会社
〒370-0723,群⾺県⾢楽郡千代⽥町昭和２−６
2025-02-22
http://www.sibel-group.com/
 
シ,103994,株式会社シーマイクロ
〒761-0301,⾹川県⾼松市林町２６９−１
2024-09-30
https://www.cmicro.co.jp/
 
シ,113392,シーマ電⼦株式会社
〒231-0063,横浜市中区花咲町２−８２ 貞華ビル
2026-02-10
https://www.shiima.co.jp
 
シ,501923,シーメンス株式会社
〒141-8641,東京都品川区⼤崎１−１１−１
2025-10-25
https://new.siemens.com/jp
 



シ,104666,シーラックス株式会社
〒216-0005,神奈川県川崎市宮前区⼟橋６−１２−１２
2026-03-08
 
シ,103918,シールテック株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜３−１８−９ 新横浜ＩＣビル８Ｆ
2024-07-27
http://www.sealtech.co.jp
 
シ,123201,株式会社シール堂印刷
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥４−２７−１０
2025-10-26
http://www.seal-do.co.jp
 
シ,120168,シールド⼯業株式会社
〒116-0003,東京都荒川区南千住３−２１−１２
2023-07-29
 
シ,215257,株式会社シーレスト
〒177-0034,東京都練⾺区富⼠⾒台１−１８−１８
2024-02-27
 
シ,102080,シーレックス株式会社
〒111-0052,東京都台東区柳橋２−１９−６
2025-10-11
https://www.sealex.com
 
シ,224869,シーレックス株式会社
〒607-8064,京都府京都市⼭科区⾳⽻⼋ノ坪町３４ー１５
2025-04-01
http://www.sealex.jp
 
シ,212718,株式会社シアテック
〒792-0003,愛媛県新居浜市新⽥町３−１−３９
2022-07-03
http://www.ciatec.co.jp
 
シ,111399,シイエムケイ・プロダクツ株式会社
〒252-0245,神奈川県相模原市中央区⽥名塩⽥１−１−１１
2023-11-22
http://www.cmkp.co.jp
 
シ,106913,株式会社シイエム・シイ
〒460-0021,愛知県名古屋市中区平和１−１−１９
2026-03-09
https://www.cmc.co.jp
 
シ,220628,株式会社椎津⼯業
〒299-0101,千葉県市原市⻘柳北三丁⽬３番地１９
2025-01-25
 
シ,219384,株式会社シイナ
〒275-0016,千葉県習志野市津⽥沼７丁⽬１３番１１号
2024-03-23
 



シ,123178,株式会社椎名製作所
〒993-0063,⼭形県⻑井市草岡１７４５
2025-07-19
http://shiina-ss.co.jp
 
シ,231414,有限会社椎⼭⼯務店
〒340-0801,埼⽟県⼋潮市⼋條１５８２番地１号
2025-12-13
 
シ,216858,紫雲建設株式会社
〒236-0002,神奈川県横浜市⾦沢区⿃浜町１３番１２
2025-07-09
http://www.shiun-kk.co.jp
 
シ,505432,株式会社シェイクハンズ
〒921-8801,⽯川県野々市市御経塚１丁⽬５２６番地 清泉ＳＩＤＥ Ｅ号室
2023-07-02
https://www.s-hands.co.jp/
 
シ,121352,シェフラージャパン株式会社
〒240-0005,横浜市保⼟ヶ⾕区神⼾町１３４ 横浜ビジネスパーク シェフラーＲ＆Ｄセンタービル
2023-03-29
http://www.schaeffler.co.jp
 
シ,113996,シェルエレクトロニクス株式会社
〒870-0278,⼤分市⻘崎１−１２−１８
2024-10-13
https://www.shell-ele.com
 
シ,216069,株式会社シェルター
〒990-2473,⼭形県⼭形市松栄１ー５ー１３
2025-02-19
https://www.shelter.jp/
 
シ,212023,株式会社シェルパ
〒732-0032,広島県広島市東区上温品４ー３３ー２０
2024-02-09
 
シ,225907,塩⼊⾦網株式会社
〒662-0914,兵庫県⻄宮市本町１０番５号
2025-09-01
 
シ,215536,潮井利興業株式会社
〒230-0031,神奈川県横浜市鶴⾒区平安町１−５７−７
2024-08-21
 
シ,126590,株式会社シオガイ精機
〒613-0034,京都府久世郡久御⼭町佐⼭新開地３０
2024-02-13
http://www.shiogai.co.jp
 
シ,218665,有限会社塩釜ハツリ店
〒985-0031,宮城県塩竈市⽯堂１番３６号
2023-11-24
 



シ,505614,株式会社シオザキ
〒386-1102,⻑野県上⽥市上⽥原８８４−４
2024-08-12
 
シ,230371,株式会社塩崎組
〒793-0054,愛媛県⻄条市中野甲３２４番地第２
2025-07-12
http://www.shiozakigumi.co.jp
 
シ,215570,株式会社シオザワ
〒400-0043,⼭梨県甲府市国⺟⼀丁⽬９ー１２
2024-09-11
 
シ,228851,株式会社塩善
〒940-0093,新潟県⻑岡市⽔道町１ー６ー３
2025-01-23
 
シ,222907,塩⾕建設株式会社
〒933-8545,富⼭県⾼岡市⽯瀬６ー１
2024-04-01
http://www.shiotani.co.jp
 
シ,212462,株式会社塩⽥組
〒962-0813,福島県須賀川市和⽥字作ノ内４１
2022-02-06
 
シ,213868,株式会社塩⽥組
〒197-0011,東京都福⽣市福⽣２０３３番地
2024-10-06
http://www.shiodagumi.co.jp
 
シ,102057,塩⽥産業有限会社
〒400-0126,⼭梨県甲斐市⼤下条８３７−４
2024-12-21
 
シ,215932,有限会社塩⽉⼯業
〒189-0003,東京都東村⼭市久⽶川町１丁⽬１番地５４
2025-01-22
 
シ,225404,株式会社塩⽉⼯業
〒816-0847,福岡県春⽇市⼤⼟居２丁⽬１３３番地
2025-06-01
https://www.shiotsuki.jp/
 
シ,231665,塩⽣鉄⼯有限会社
〒711-0934,岡⼭県倉敷市児島塩⽣２８２４番地の４
2026-02-14
 
シ,105367,有限会社塩野電気商会
〒601-8212,京都府京都市南区久世上久世町５５５−１
2024-12-03
http://www.shiono-denki.com/
 
シ,225093,塩浜運送株式会社
〒510-0863,三重県四⽇市⼤字塩浜５９７番地



2025-04-01
http://www.shiohamaunso.co.jp
 
シ,222860,株式会社塩浜⼯業
〒914-0039,福井県敦賀市観⾳町１２ー１
2024-03-01
https://shiohama.co.jp/
 
シ,113419,塩⾒株式会社
〒733-0012,広島市⻄区中広町２−７−１
2023-07-30
http://www.shiomi-web.com
 
シ,217304,有限会社塩⾒美装業
〒641-0025,和歌⼭県和歌⼭市和歌浦中１丁⽬２番１１号
2025-11-12
 
シ,228063,シオヤ産業株式会社
〒971-8101,福島県いわき市⼩名浜字古奏２６
2024-05-25
 
シ,210428,株式会社塩和⼯務店
〒702-8048,岡⼭県岡⼭市南区福吉町１番２４号
2024-07-15
 
シ,106054,株式会社シオン・コンポーネント
〒179-0076,東京都練⾺区⼟⽀⽥３−１６−１
2023-10-07
http://cion2-component.com
 
シ,214626,株式会社シカタ
〒676-0071,兵庫県⾼砂市伊保東２丁⽬２番５号
2026-03-14
http://www.shikata.ne.jp/
 
シ,113636,四⽅⼯業株式会社
〒545-0001,⼤阪市阿倍野区天王寺町北３−６−２２
2024-02-14
http://www.shikata-k.co.jp
 
シ,103835,株式会社シカノ通信
〒329-2754,栃⽊県那須塩原市⻄⼤和１−８−２０９
2025-07-17
 
シ,222541,飾磨建設株式会社
〒672-8084,兵庫県姫路市飾磨区英賀清⽔町３ー８７
2024-01-01
 
シ,226276,株式会社慈磨興産
〒340-0808,埼⽟県⼋潮市緑町１丁⽬４０番地１１
2025-12-01
 
シ,122716,株式会社志賀
〒355-0214,埼⽟県⽐企郡嵐⼭町⼤字志賀１０８４
2024-10-30



 
シ,222204,株式会社シガ建装
〒527-0024,滋賀県東近江市札の辻２丁⽬１３番２２号
2026-06-01
http://www.kensox.co.jp/
 
シ,124717,滋賀⼩林精⼯株式会社
〒520-2313,滋賀県野洲市⼤篠原２０２６
2025-12-13
 
シ,113941,滋賀産業株式会社
〒525-0053,滋賀県草津市⽮倉２−２−１３
2024-09-28
http://www.shigasangyo.co.jp/
 
シ,100393,シガスプリング株式会社
〒525-0042,滋賀県草津市⼭寺町２１０
2025-10-15
http://www.shigaspring.co.jp/
 
シ,215130,株式会社シガタニ
〒661-0975,兵庫県尼崎市下坂部４ー１０ー１
2023-12-12
http://shigatani.co.jp/
 
シ,219276,株式会社志賀塗装
〒462-0831,愛知県名古屋市北区城東町５−１１０
2024-03-09
 
シ,219007,滋賀特機株式会社
〒520-0801,滋賀県⼤津市におの浜４丁⽬１番２５号
2024-02-02
http://www.shigatokki.com/
 
シ,123023,滋賀ボルト株式会社
〒528-0212,滋賀県甲賀市⼟⼭町南⼟⼭⼄４２３
2025-02-07
 
シ,215154,敷島産業株式会社
〒379-1104,群⾺県渋川市⾚城町敷島４８３番地
2023-12-26
 
シ,213343,四⽊住築 四⽊直美（その他）
〒033-0071,⻘森県上北郡六⼾町⼤字⽝落瀬字岡沼２０−２
2020-07-15
 
シ,124790,株式会社シキノハイテック
〒937-0041,富⼭県⿂津市吉島８２９
2026-01-04
https://www.shikino.co.jp/
 
シ,123492,志貴野メッキ株式会社
〒934-0035,富⼭県射⽔市新堀３０−２
2026-05-17
http://www.shikino.com/



 
シ,106668,式部技研有限会社
〒252-0157,神奈川県相模原市緑区中野１０２１−１
2025-06-01
 
シ,122346,有限会社式部精⼯所
〒144-0056,東京都⼤⽥区⻄六郷４−１２−１２
2024-08-19
 
シ,101527,シキボウ株式会社
〒541-8516,⼤阪府⼤阪市中央区備後町３−２−６
2024-07-26
http://shikibo.co.jp
 
シ,217700,株式会社シキミ
〒457-0068,愛知県名古屋市南区南野⼆丁⽬３１２番地
2026-04-14
https://www.shikim.co.jp/
 
シ,113046,株式会社信貴精器
〒581-0867,⼤阪府⼋尾市⼭本町５−４−１９
2024-02-04
http://www17.ocn.ne.jp/~sigi0000/
 
シ,123413,株式会社シグナルコンサルタント
〒543-0054,⼤阪市天王寺区南河堀町３−３４ シグナルセンタービル
2025-02-02
http://www.signal-con.co.jp/
 
シ,106450,シグニファイジャパン合同会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥７−９−５ ＳＧテラス８Ｆ
2024-09-12
https://www.signifyjapan.co.jp/
 
シ,106426,シグノード株式会社
〒650-0046,兵庫県神⼾市中央区港島中町１−２−４
2024-11-29
 
シ,113168,株式会社シグマ
〒679-2122,兵庫県姫路市豊富町御蔭１５５４
2025-02-06
http://sigma1.co.jp/
 
シ,127369,株式会社シグマ
〒215-8530,神奈川県川崎市⿇⽣区栗⽊２−４−１６
2024-09-06
http://www.sigma-photo.co.jp/
 
シ,123194,シグマ光機株式会社
〒350-1297,埼⽟県⽇⾼市下⾼萩新⽥１７−２
2025-04-27
http://www.sigma-koki.com/
 
シ,106479,株式会社シグマシステム
〒101-0031,東京都千代⽥区東神⽥１−１７−１０ 東神⽥シティプラザ３階



2025-01-05
https://www.sigsys.co.jp/
 
シ,101727,株式会社シグマシステムズコーポレーション
〒018-0142,秋⽥県にかほ市象潟町⼤須郷字⼤道下４１−３４
2024-10-05
 
シ,223882,株式会社志熊商店
〒133-0054,東京都江⼾川区上篠崎４ー２３ー３
2024-12-01
 
シ,505353,株式会社シグマスタッフ
〒141-0021,東京都品川区上⼤崎２−２５−２ 新⽬黒東急ビル６Ｆ
2023-03-06
https://www.sigma-staff.co.jp
 
シ,223305,株式会社シグマット
〒989-2351,宮城県亘理郡亘理町字裏城⼾１７
2024-07-01
https://sigmat-inc.com/
 
シ,229559,シグマテック株式会社
〒103-0006,東京都中央区⽇本橋富沢町５番４号
2026-03-05
http://www.sigmatec.co.jp/
 
シ,227030,シグマ電機株式会社
〒920-0364,⽯川県⾦沢市松島２丁⽬１３２番地
2023-09-01
http://www.shigumadenki.com
 
シ,102556,有限会社シグマトップ
〒604-8175,京都市中京区室町通御池下る円福寺町３４２−１ ＶＯＩＣＥ２１ビル５０１号
2025-04-30
 
シ,103638,シグマトロン株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町４−８−１４ 東京建物第３室町ビル
2024-02-16
http://www.sigmatron.co.jp/
 
シ,101079,シグママテリアル株式会社
〒311-1252,茨城県ひたちなか市部⽥野２９９１−７
2024-02-21
 
シ,106113,株式会社シゲオー
〒114-0015,東京都北区中⾥１−３７−７
2023-12-23
https://shigeoh.jp/
 
シ,222470,重⾕建設株式会社
〒457-0805,愛知県名古屋市南区三吉町３ー６９ー１
2020-12-01
 
シ,104632,有限会社重⾕⼯業
〒745-0001,⼭⼝県周南市辻町１−３−８０３



2026-01-23
 
シ,219183,株式会社繁富⼯務店
〒064-0912,北海道札幌市中央区南⼗⼆条⻄６丁⽬１番２８号
2024-03-02
 
シ,216322,株式会社重虎
〒271-0086,千葉県松⼾市⼆⼗世紀が丘萩町１番地２美沢レヂデンス１００号
2025-04-23
 
シ,214831,株式会社繁原設備⼯業
〒959-1272,新潟県燕市杉柳１２７番地１
2023-07-04
 
シ,127720,株式会社シゲヒロ電機
〒192-0044,東京都⼋王⼦市富⼠⾒町２５−１５
2025-02-02
 
シ,220553,重松兄弟設備株式会社
〒791-8002,愛媛県松⼭市⾕町甲７８番地１
2024-12-21
http://shigematsu-b.jp/
 
シ,230199,株式会社重松組
〒879-6113,⼤分県⽵⽥市荻町恵良原７６９番地１
2025-06-14
 
シ,113201,重松⼯業株式会社
〒851-2102,⻑崎県⻄彼杵郡時津町浜⽥郷１８３−１６
2025-07-06
http://www.mind.ne.jp/shigematsu/
 
シ,118038,重松⼯業株式会社 佐世保⼯場
〒857-1164,⻑崎県佐世保市⽩岳町５０−４
2025-05-06
https://shigematsu-industry.jp
 
シ,220292,株式会社シゲマツ内装
〒791-8001,愛媛県松⼭市平⽥町３７５−１
2024-09-28
http://s-naiso.com
 
シ,129166,株式会社重光化成
〒211-0051,神奈川県川崎市中原区宮内２−２３−１６
2023-11-19
 
シ,120725,株式会社重守電機
〒312-0032,茨城県ひたちなか市津⽥２８１７−１
2023-12-20
http://www.shigemori-co.jp
 
シ,223810,重森板⾦⼯業株式会社
〒734-0013,広島県広島市南区出島１丁⽬２６ー１４
2024-11-01
http://www.shigemoribankin.com



 
シ,222494,重安運送株式会社
〒746-0053,⼭⼝県周南市室尾１−１１−１
2023-12-01
 
シ,225221,株式会社シゲル・コーポレイション
〒951-8003,新潟県新潟市中央区雲雀町３２番地
2025-05-01
https://shigeru-kk.co.jp/
 
シ,102661,株式会社シゲル⼯業
〒791-8042,愛媛県松⼭市南吉⽥町２２８９−１
2025-07-09
 
シ,103254,シゲル⼯業株式会社
〒942-0147,新潟県上越市頸城区⻄福島４０１−２
2026-06-30
http://www.shigeru-k.co.jp
 
シ,230264,有限会社シコー電気⼯業
〒770-0866,徳島県徳島市末広⼀丁⽬２番２７号
2025-06-28
 
シ,217000,志幸技研⼯業株式会社
〒116-0011,東京都荒川区⻄尾久５ー７ー１２
2025-08-27
http://www.cico.co.jp
 
シ,219536,紫光電気株式会社
〒142-0052,東京都品川区東中延１丁⽬５番９号
2024-04-06
 
シ,230989,株式会社シコウ電設
〒510-0807,三重県四⽇市市末永町２２番１−１号
2025-10-04
 
シ,213722,株式会社四国アンカー⼯業
〒790-0056,愛媛県松⼭市⼟居⽥町２５３ー１
2024-06-02
 
シ,211995,株式会社四国アンカー⾼松
〒761-8075,⾹川県⾼松市多肥下町１５８０番地４
2024-01-27
 
シ,224389,株式会社四国伊奈建⼯
〒780-0044,⾼知県⾼知市中⽔道７番１号
2025-04-01
 
シ,232014,四国岩⾕産業株式会社
〒761-8054,⾹川県⾼松市東ハゼ町６番地１
2026-05-23
https://www.shikoku-iwatani.jp/
 
シ,231298,四国エックス線株式会社
〒763-0093,⾹川県丸⻲市郡家町３３５５番地



2025-11-15
 
シ,213164,有限会社四国エレベータ
〒790-0053,愛媛県松⼭市⽵原４丁⽬２番３４号
2026-03-25
https://www.shikoku-ev.jp/
 
シ,102372,四国化⼯株式会社
〒769-2797,⾹川県東かがわ市⻄⼭５１６−１
2025-02-25
http://www.shikoku-kakoh.com/
 
シ,230862,四國機器株式会社
〒760-8518,⾹川県⾼松市観光通⼆丁⽬２番１５号
2025-09-20
https://www.shikokukiki.co.jp/
 
シ,106456,株式会社四国機器サービス
〒793-0006,愛媛県⻄条市下島⼭８４３−２
2024-12-20
 
シ,230277,四国機電産業株式会社
〒760-0077,⾹川県⾼松市上福岡町７６８番地１５
2025-06-28
http://www.shikokukiden.jp/
 
シ,503007,四国計測⼯業株式会社
〒764-8502,⾹川県仲多度郡多度津町南鴨２００番地１
2023-12-11
https://www.yonkei.co.jp
 
シ,227211,株式会社四国建⼯
〒771-1507,徳島県阿波市⼟成町吉⽥字原⽥市の⼆８５番地１
2023-12-01
 
シ,217166,株式会社四国建設
〒664-0842,兵庫県伊丹市森本９丁⽬４０番地
2025-10-01
 
シ,231349,四国⼯販株式会社
〒770-8054,徳島県徳島市⼭城⻄三丁⽬５１番地の５
2025-11-29
http://www.kouhan.jp/
 
シ,229009,株式会社四国地盤
〒792-0002,愛媛県新居浜市磯浦町１８番２号
2025-05-17
 
シ,219382,有限会社四国住設
〒771-0204,徳島県板野郡北島町鯛浜字⻄ノ須６４番地１２
2024-03-23
 
シ,503895,株式会社四国⼈材センター
〒760-0050,⾹川県⾼松市⻲井町８−１１ Ｂ−Ｚ⾼松プライムビル３階
2024-01-30



https://www.s-jinzai.co.jp/
 
シ,221642,四国⽵林塗装⼯業株式会社
〒792-0013,愛媛県新居浜市泉池町３番２４号
2025-04-01
http://s-take.jp/
 
シ,123049,四国段ボール株式会社
〒762-0012,⾹川県坂出市林⽥町４２８５−１４５
2024-12-26
http://www.shikoku-dan.co.jp/
 
シ,503048,四国通建株式会社
〒794-8601,愛媛県今治市南⼤⾨町１−１−１５
2024-03-24
https://www.stk.co.jp
 
シ,227909,四国鉄鋼株式会社
〒441-3401,愛知県⽥原市緑が浜４号１番地６６
2024-04-13
http://yontetsu.jp/会社概要/
 
シ,223532,四国電気⼯業株式会社
〒770-0021,徳島県徳島市佐古⼀番町１８番５号
2024-09-01
http://www.shikokudenkikogyo.co.jp/
 
シ,218576,四国電設⼯業株式会社
〒660-0052,兵庫県尼崎市七松町３−１６−８
2023-10-27
https://shikoku-dk.co.jp/
 
シ,113909,四国電線株式会社
〒769-2322,⾹川県さぬき市寒川町⽯⽥⻄１５７６−５
2024-09-14
https://www.shikokucable.co.jp
 
シ,113494,四国塗装⼯業株式会社
〒763-0091,⾹川県丸⻲市川⻄町北１６９８−１
2023-07-29
http://www.shikokutosou.co.jp
 
シ,230903,四国ノーミ株式会社
〒761-8075,⾹川県⾼松市多肥下町１５１６番地１
2025-09-27
http://www.shikoku-nhm.co.jp/
 
シ,103238,株式会社しこく発条
〒562-0004,⼤阪府箕⾯市牧落２−１７−４
2023-06-24
 
シ,227613,株式会社四国⽇⽴
〒770-8006,徳島県徳島市新浜町⼀丁⽬１番４７号
2024-03-09
https://www.hitachi-hansya.jp/shikoku-hitachi/



 
シ,211315,四国広瀬産業株式会社
〒780-0935,⾼知県⾼知市旭町３丁⽬７７ー２
2025-08-02
http://www.shikoku-hirose.co.jp/
 
シ,222703,四国プレコン株式会社
〒781-0813,⾼知県⾼知市⻘柳町２４ー５
2024-02-01
 
シ,502458,四国放送株式会社
〒770-8573,徳島県徳島市中徳島町２丁⽬５番地の２
2023-09-27
http://www.jrt.co.jp/
 
シ,103327,四国三菱電機販売株式会社
〒760-0064,⾹川県⾼松市朝⽇新町２９−１８
2026-03-27
http://www.shikokumitsubishi.co.jp
 
シ,232009,株式会社シシクラ
〒236-0004,神奈川県横浜市⾦沢区福浦⼆丁⽬１７番地１６
2026-05-16
 
シ,224320,有限会社宍⼾⼯業
〒340-0811,埼⽟県⼋潮市⼤字⼆丁⽬２００ー１
2025-03-01
 
シ,214539,株式会社志道⼯務店
〒805-0032,福岡県北九州市⼋幡東区松尾町２２ー１０
2026-01-17
https://www.shiji.co.jp/
 
シ,211521,株式会社紫⽔園
〒157-0065,東京都世⽥⾕区上祖師⾕６丁⽬１０番２７号
2026-01-20
 
シ,506076,株式会社ＳＹＳＫＥＮ
〒860-0832,熊本県熊本市中央区萩原町１４番４５号
2024-03-27
http://www.sysken.co.jp
 
シ,230715,株式会社シスコム・ワン
〒351-0001,埼⽟県朝霞市⼤字上内間⽊３９４番地５
2025-08-16
http://www.syscom-1.com
 
シ,504309,シスコン株式会社
〒065-0041,北海道札幌市東区本町１条７丁⽬１番４３号
2026-01-09
http://www.syscon-inc.co.jp
 
シ,113237,株式会社システック
〒431-2103,静岡県浜松市北区新都⽥１−９−９
2025-03-12



http://www.systec.co.jp
 
シ,125447,株式会社システック
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾２−２６−１０ ⽴花⻲⼾ビル５Ｆ
2023-05-18
http://www.sistec1.com/
 
シ,129136,株式会社システック井上
〒852-8011,⻑崎県⻑崎市稲佐町３−３
2023-10-24
http://www.sys-inoue.co.jp/
 
シ,112140,株式会社システナ
〒105-0022,東京都港区海岸１−２−２０ 汐留ビルディング１４Ｆ
2023-06-06
https://www.systena.co.jp/
 
シ,505373,システマ株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎５−１−５
2023-06-03
https://www.systm.co.jp
 
シ,231125,株式会社システマティカルソフトウェアコントロール
〒273-0864,千葉県船橋市北本町⼆丁⽬４４番１５号
2025-10-18
 
シ,505444,システム・エボリューション株式会社
〒103-0021,東京都中央区⽇本橋本⽯町４−６−７ ⽇本橋⽇銀通りビル７階
2023-07-20
https://sys-evo.co.jp/
 
シ,129921,システム・プロダクト株式会社
〒312-0063,茨城県ひたちなか市⽥彦１６５２−５
2025-04-13
http://www.e-spc.co.jp/
 
シ,504751,システムアーク株式会社
〒102-0073,東京都千代⽥区九段北３丁⽬２番１号 神⼾⽥中ビル４階
2023-07-12
https://www.sys-ark.co.jp/
 
シ,105977,システムアーツ株式会社
〒183-0057,東京都府中市晴⾒町２−２３−１３
2023-07-27
http://www.system-arts.jp/
 
シ,129301,株式会社システムアイ
〒276-0046,千葉県⼋千代市⼤和⽥新⽥２８８−８
2024-02-19
http://www.i-system-i.co.jp
 
シ,503015,システムアソシエイト株式会社
〒101-0051,東京都千代⽥区神⽥神保町３−１７
2023-12-19
http://www.asso48.co.jp



 
シ,113601,株式会社システムアドバンス
〒352-0004,埼⽟県新座市⼤和⽥５−１７−２０
2024-01-28
https://www.sys-ad.com
 
シ,120188,システムアルバ株式会社
〒191-0011,東京都⽇野市⽇野本町３−７−１７
2023-07-31
http://www.systemalba.com/
 
シ,129323,株式会社システムインアート
〒018-0604,秋⽥県由利本荘市⻄⽬町沼⽥字新道下２−１０１
2024-02-23
 
シ,228198,株式会社システムウォール製作所
〒061-3244,北海道⽯狩市新港南１丁⽬２２番地２１
2024-06-21
 
シ,122382,株式会社システムエイド
〒150-0011,東京都渋⾕区東２−２２−１３ 中島ビル５階
2024-09-02
 
シ,120135,株式会社システムエグゼ
〒104-0028,東京都中央区⼋重洲２−７−２
2023-07-25
http://www.system-exe.co.jp
 
シ,230846,株式会社システムエンジ
〒473-0902,愛知県豊⽥市⼤林町⼗五丁⽬２番地７
2025-09-20
 
シ,104976,株式会社システムエンジニアリング
〒416-0909,静岡県富⼠市松岡１１５２−２３
2023-11-16
http://www.system-e.co.jp/
 
シ,224135,株式会社システムエンジニアリング
〒111-0052,東京都台東区柳橋１−１３−３
2025-02-01
http://www.sys-eng.co.jp
 
シ,231000,株式会社システム機器センター
〒556-0005,⼤阪府⼤阪市浪速区⽇本橋四丁⽬７番７号
2025-10-11
 
シ,504634,システム技研株式会社
〒242-0008,神奈川県⼤和市中央林間⻄３−９−１０ テクノプラザ⼤和
2026-03-14
http://www.systemg.co.jp/
 
シ,504789,システム技研株式会社
〒169-0075,東京都新宿区⽥⾼⽥⾺場１−３４−１ サンフジビル５Ｆ
2023-08-16
https://www.s-giken.com



 
シ,230804,有限会社システム空調
〒854-1112,⻑崎県諫早市飯盛町開６２２番地１
2025-08-30
 
シ,101959,株式会社システムクラフト
〒316-0024,茨城県⽇⽴市⽔⽊町２−４３−１５ みかの原ビル１Ｆ
2024-11-26
http://www.sc-net.co.jp
 
シ,123495,株式会社システムクラフト
〒190-0023,東京都⽴川市柴崎町３−１０−４
2026-04-19
http://www.scinet.co.jp
 
シ,212846,株式会社システムクリエイション
〒987-0024,宮城県遠⽥郡美⾥町中埣字町６７−２
2025-10-02
 
シ,120046,システムクリエイティブ株式会社
〒151-0072,東京都渋⾕区幡ヶ⾕１−１−１ ニッコービル７階
2023-07-10
http://www.systemcreative.co.jp
 
シ,113202,株式会社システム計画研究所
〒150-0031,東京都渋⾕区桜丘町１８−６
2025-02-16
http://www.isp.co.jp/
 
シ,100281,株式会社システム計測
〒745-0806,⼭⼝県周南市桜⽊１−３−２８
2025-09-07
https://www.systemkeisoku.co.jp
 
シ,210921,システム計測株式会社
〒130-0014,東京都墨⽥区⻲沢１丁⽬２６番４号
2025-02-23
http://www.systemkeisoku.com/
 
シ,212447,システム建材株式会社
〒590-0432,⼤阪府泉南郡熊取町⼩垣内１ー１０ー１
2025-01-30
 
シ,218153,有限会社システム建装東京
〒207-0016,東京都東⼤和市南街１丁⽬８−１２ドエル東⼤和２０２号室
2023-08-11
 
シ,217460,システムサービス株式会社
〒003-0809,北海道札幌市⽩⽯区菊⽔九条３丁⽬２番３１号
2026-01-14
https://www.sys-service.co.jp/
 
シ,113252,株式会社システム・サイエンス
〒160-0022,東京都新宿区新宿２−１９−１
2025-02-25



http://www.s-science.co.jp
 
シ,100806,株式会社システムサイト
〒153-0051,東京都⽬黒区上⽬黒１−１６−１２ 鈴房ビル
2026-07-01
 
シ,502848,システムサコム⼯業株式会社
〒130-0021,東京都墨⽥区⻲沢２丁⽬２０番１２−７０５号
2025-08-29
www.sacom.co.jp
 
シ,504437,株式会社システムサポート
〒920-0853,⽯川県⾦沢市本町１−５−２ リファーレ９Ｆ
2024-06-12
https://www.sts-inc.co.jp/
 
シ,100222,株式会社システムシンク
〒105-0023,東京都港区芝浦１−１−１ 浜松町ビルディング２８階
2022-08-23
http://www.systemthink.co.jp/
 
シ,128074,株式会社システムズ
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥７−２４−５
2025-08-15
https://www.systems-inc.co.jp/
 
シ,230329,株式会社システムズ
〒984-0015,宮城県仙台市若林区卸町⼆丁⽬５番４号
2025-07-05
https://www.stm-systems.co.jp
 
シ,113009,システムズ・デザイン株式会社
〒168-0063,東京都杉並区和泉１−２２−１９ 朝⽇⽣命代⽥橋ビル６Ｆ
2023-11-22
http://www.sdcj.co.jp
 
シ,129837,システムセイコー株式会社
〒370-3523,群⾺県⾼崎市福島町７１３−５
2025-03-18
http://www.system-seiko.co.jp/
 
シ,113272,株式会社システム設計事務所
〒102-0071,東京都千代⽥区富⼠⾒２−４−３ 朝⽇観光ビル
2025-03-02
http://www.systemdesign.co.jp
 
シ,128756,システム⼤興株式会社
〒550-0005,⼤阪市⻄区⻄本町３−１−４６ 奥内第５ビル５０１
2026-02-07
 
シ,123945,株式会社システムデザイン
〒319-1221,茨城県⽇⽴市⼤みか町４−２６−５
2025-06-10
https://www.sd-net.jp/
 



シ,501472,システムナオ株式会社
〒411-0833,静岡県三島市中２４７−１８
2025-01-22
 
シ,503901,株式会社システムニシツウ
〒815-0082,福岡県福岡市南区⼤楠１−５−２ ＳＹＳＫＥＮ⼤楠ビル２Ｆ
2024-02-01
http://www.s-nishitsu.co.jp/
 
シ,225065,株式会社システムハウスアールアンドシー
〒140-0011,東京都品川区東⼤井２丁⽬１３番８号
2025-04-01
https://www.sh-rc.co.jp/
 
シ,129277,株式会社システムハウスナウ
〒101-0044,東京都千代⽥区鍛冶町２−８−７ 光起ビル５階
2024-02-13
 
シ,504779,株式会社システム・ビット
〒171-0022,東京都豊島区南池袋２−３０−１２ ＢＩＴビル
2023-08-08
http://www.systembit.co.jp/
 
シ,502736,株式会社システム・プラウド
〒100-6030,東京都千代⽥区霞が関三丁⽬２番５号
2024-10-17
http://www.proud.co.jp/
 
シ,123939,有限会社システムプラント
〒317-0065,茨城県⽇⽴市助川町１−９−１７ ⼋千代ビル⽇⽴８Ｆ
2025-06-07
 
シ,230999,有限会社システムプラント
〒970-0101,福島県いわき市平下神⾕字宿５７番地
2025-10-11
 
シ,505136,株式会社システムプロジェクト
〒252-0321,神奈川県相模原市南区相模台３−１６−２６
2024-09-28
 
シ,213797,株式会社システムプロデュース
〒371-0844,群⾺県前橋市古市町３８４ー１
2024-08-04
 
シ,113614,株式会社システムベース
〒024-0004,岩⼿県北上市村崎野１９−１１６−４
2023-12-20
https://www.systembase.co.jp/
 
シ,129152,株式会社システムリサーチ
〒453-0861,名古屋市中村区岩塚本通２−１２
2023-11-04
http://www.sr-net.co.jp
 
シ,504689,株式会社システムリフォーム



〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥⼀丁⽬１１番７号
2026-06-16
http://www.srnet.co.jp/
 
シ,106673,株式会社システムワークス
〒167-0041,東京都杉並区善福寺３−３３−７
2025-06-03
 
シ,103958,システムワークスジャパン株式会社
〒248-0005,神奈川県鎌倉市雪ノ下１−９−２１ トウセン鎌倉ビル４階
2024-09-11
http://www.swj.co.jp
 
シ,211927,株式会社Ｃ・スリー
〒594-1151,⼤阪府和泉市唐国町３ー１２ー２５
2023-12-05
http://www.ccc3.co.jp
 
シ,502156,株式会社静岡朝⽇テレビ
〒420-8567,静岡県静岡市葵区東町１５
2023-02-02
http://www.satv.co.jp/
 
シ,229691,株式会社静岡圧送
〒420-0949,静岡県静岡市葵区与⼀２丁⽬１番３１号
2026-04-28
 
シ,113985,静岡沖電気株式会社
〒410-0873,静岡県沼津市⼤諏訪６８１−１
2024-08-23
https://www.s-oki.co.jp
 
シ,215055,株式会社静岡ケイテクノ
〒410-0046,静岡県沼津市⽶⼭町８番１２号
2023-10-24
 
シ,225971,株式会社静岡コーキング⼯業
〒422-8045,静岡県静岡駿河区⻄島８２１番地の１
2025-09-01
 
シ,128922,静岡⼩松フォークリフト株式会社
〒421-0106,静岡県静岡市駿河区北丸⼦１−３１−４
2023-04-11
http://www.shizuokakomatsulift.co.jp
 
シ,227994,有限会社静岡サインシステム
〒424-0052,静岡県静岡市清⽔区北脇５７３番地の８
2024-04-27
 
シ,128990,静岡シェル⽯油販売株式会社
〒420-8624,静岡市葵区茶町２−１
2023-06-13
http://shizuokashell.com/
 
シ,226744,静岡シポレックス⼯業株式会社



〒422-8051,静岡県静岡市駿河区中野新⽥７２３
2023-05-01
 
シ,122993,株式会社静岡情報処理センター
〒420-0852,静岡県静岡市葵区紺屋町１２−６ シャンソンビル紺屋町
2025-01-20
https://www.sicis.co.jp
 
シ,222564,株式会社静岡⻄部建設
〒421-0134,静岡県静岡市駿河区⻘⽊１８８ー３
2024-01-01
http://seibu-k.com
 
シ,500341,株式会社 静岡第⼀テレビ
〒422-8560,静岡県静岡市駿河区中原５６３番地
2024-07-11
http://www.tv-sdt.co.jp
 
シ,217675,静岡中央建設株式会社
〒422-8004,静岡県静岡市駿河区国吉⽥２丁⽬１番３号
2026-03-31
https://www.shizuoka-c-k.co.jp/
 
シ,225369,静岡厨房株式会社
〒420-0922,静岡県静岡市葵区流通センター１１番９号
2025-06-01
http://www.shizuokaryutsu.or.jp/shizuokachubou/
 
シ,215937,株式会社静岡パワーテクノ
〒410-0046,静岡県沼津市⽶⼭町８ー１２
2025-01-22
http://www.sptechno.co.jp/
 
シ,113195,株式会社静岡⽇⽴
〒422-8007,静岡市駿河区聖⼀⾊８４−１
2024-06-10
http://www.hitachi-hansya.jp/shizuoka-hitachi
 
シ,113746,静岡美術印刷株式会社
〒426-0011,静岡県藤枝市平島１２３
2024-04-26
http://www.shizubi.co.jp/
 
シ,502240,静岡放送株式会社
〒422-8033,静岡県静岡市駿河区登呂３−１−１
2026-03-10
 
シ,101029,静岡森紙業株式会社
〒438-0216,静岡県磐⽥市⾶平松２０３
2024-02-06
http://www.morishigyo-gr.co.jp
 
シ,127951,静⾹産業株式会社
〒552-0005,⼤阪市港区⽥中２−９−２５
2025-07-02



http://www.shizuka-eyebolt.co.jp
 
シ,224059,株式会社シズコン
〒411-0816,静岡県三島市梅名３７４ー３
2025-01-01
http://www.shizucon.com/
 
シ,225890,株式会社シズデン
〒422-8006,静岡県静岡市駿河区曲⾦５ー１７ー５
2025-08-01
http://www.sizden.co.jp/
 
シ,129234,株式会社シズデンシステム
〒422-8006,静岡県静岡市駿河区曲⾦５−１７−５
2024-01-23
http://www.sizdensystem.co.jp
 
シ,102931,株式会社シズトク
〒425-0091,静岡県焼津市⼋楠４−１１−１８
2025-12-20
http://www.shizutoku.co.jp
 
シ,124735,資⽣化学通商株式会社
〒410-0836,静岡県沼津市吉⽥町２８−２４
2025-12-17
 
シ,210499,株式会社下⾕⾦属
〒110-8510,東京都台東区東上野５丁⽬２番５号
2024-08-24
http://www.shitaya.co.jp/
 
シ,505198,株式会社志多組
〒880-8550,宮崎県宮崎市⾼千穂通⼀丁⽬４番３０号
2025-03-26
http://www.shidagumi.co.jp
 
シ,227362,志太コンクリートサービス株式会社
〒426-0027,静岡県藤枝市緑町２丁⽬１番地の２５
2024-02-09
 
シ,126281,有限会社信⽥精密
〒303-0033,茨城県常総市⽔海道⾼野町２３３２−６
2023-11-24
 
シ,125759,有限会社志⽥塗料店
〒959-1277,新潟県燕市物流センター２−２３
2023-09-01
 
シ,223121,株式会社志⽥原鉄⼯
〒699-3676,島根県益⽥市遠⽥町３７００番地９
2024-05-01
 
シ,122656,株式会社七研
〒939-8032,富⼭県富⼭市流杉３３−１
2024-10-20



http://www.7ken.co.jp/
 
シ,103295,シチズン電⼦株式会社
〒403-0001,⼭梨県富⼠吉⽥市上暮地１−２３−１
2024-02-25
http://ce.citizen.co.jp
 
シ,103665,シチズン時計株式会社
〒188-8511,東京都⻄東京市⽥無町６−１−１２
2025-02-15
http://www.citizen.co.jp
 
シ,112176,シチズンファインデバイス株式会社
〒401-0395,⼭梨県南都留郡富⼠河⼝湖町船津６６６３−２
2025-11-26
http://cfd.citizen.co.jp/index.html
 
シ,118335,シチズンファインデバイス株式会社
〒401-0395,⼭梨県南都留郡富⼠河⼝湖町船津６６６３−２
2023-09-01
http://cfd.citizen.co.jp
 
シ,123983,シチズンマシナリー株式会社
〒389-0206,⻑野県北佐久郡御代⽥町御代⽥４１０７−６
2025-06-18
 
シ,214888,株式会社七⼾クリエート
〒039-2804,⻘森県上北郡七⼾町字野崎狐久保１０６ー２２６
2023-07-25
 
シ,214590,有限会社七祐建設
〒783-0072,⾼知県南国市奈路８８番地
2026-02-21
 
シ,505005,ＣＩＰＳアドバンス株式会社
〒540-6028,⼤阪府⼤阪市中央区城⾒⼀丁⽬２番２７号
2023-11-29
http://www.itc-ps.co.jp/advance/
 
シ,214697,株式会社室内装飾おとこざわ
〒986-0321,宮城県⽯巻市桃⽣町新⽥字東町３２
2026-04-25
http://www.otokozawa.com
 
シ,229546,株式会社室内装飾清⽔
〒433-8122,静岡県浜松市中区上島７丁⽬２０ー３
2026-03-05
 
シ,103070,株式会社指⽉電機製作所
〒662-0867,兵庫県⻄宮市⼤社町１０−４５
2025-04-07
https://www.shizuki.co.jp/
 
シ,210412,株式会社シティアイ
〒110-0015,東京都台東区東上野３ー１５ー１２



2024-07-10
http://www.city-i.co.jp/
 
シ,505318,シティコンピュータ株式会社
〒640-8317,和歌⼭県和歌⼭市北出島１２−８ シティビル
2025-12-13
https://cck.co.jp/company/
 
シ,503391,株式会社シティライフ
〒733-0025,広島県広島市⻄区⼩河内町２丁⽬２３番８号
2025-03-29
https://www.citylife-inc.co.jp
 
シ,219043,シティロード株式会社
〒140-0002,東京都品川区東品川３ー３２ー２０
2024-02-09
http://cityroad.jp
 
シ,228702,株式会社シティワーク
〒739-1752,広島県広島市安佐北区上深川町字森之⽊７７６番１
2024-11-22
 
シ,503113,株式会社シナガワ
〒578-0984,⼤阪府東⼤阪市菱江３−８−２５
2026-05-09
http://www.shinagom.co.jp/
 
シ,113161,品川商⼯株式会社
〒141-8568,東京都品川区⻄五反⽥２−１９−１３
2024-10-23
http://www.shinagawashoko.co.jp
 
シ,123076,株式会社品川製作所
〒490-1211,愛知県あま市篠⽥新割２１−１
2025-02-05
 
シ,105608,株式会社品川鋳造
〒940-0882,新潟県⻑岡市宮下町４２０−６
2025-06-26
 
シ,102605,株式会社品川電機⼯業
〒455-0055,愛知県名古屋市港区品川町１−３８
2025-06-14
 
シ,230443,品川電設送電線⼯事株式会社
〒640-0403,和歌⼭県紀の川市貴志川町尼寺７９３番地の３
2025-07-12
http://sinagawadensetu.com
 
シ,211445,品川塗装株式会社
〒371-0012,群⾺県前橋市東⽚⾙町６９３番地
2025-11-25
 
シ,103081,品川ファインセラミックス株式会社
〒100-0004,東京都千代⽥区⼤⼿町２−２−１ 新⼤⼿町ビル８Ｆ



2026-03-11
http://sifce.co.jp
 
シ,219181,株式会社品銀鉄⼯所
〒945-0032,新潟県柏崎市⽥塚３丁⽬２番７２号
2024-03-02
https://shinagin.co.jp/
 
シ,501846,シナジーシステム株式会社
〒734-0015,広島県広島市南区宇品御幸三丁⽬１５番７号
2025-07-12
http://www.synergy-s.com
 
シ,106165,株式会社シナジーテクニカ
〒728-0023,広島県三次市東酒屋町３０６
2024-03-04
http://www.synergytechnica.co.jp/
 
シ,505788,シナジーテック株式会社
〒226-0003,神奈川県横浜市緑区鴨居１−１５−１鴨居Ｓローヤルコーポ１０２
2026-03-31
http://synergy-tec.com/
 
シ,113012,シナダイン株式会社
〒144-0051,東京都⼤⽥区⻄蒲⽥７−３７−１０
2023-09-02
http://www.syr.co.jp
 
シ,225987,株式会社品⽥タイル⼯業
〒480-0202,愛知県⻄春⽇井郡豊⼭町⼤字豊場字幸⽥８１番地の２
2025-09-01
http://www.shinada.co.jp
 
シ,217406,品⽥通信電設株式会社
〒945-0066,新潟県柏崎市⻄本町１丁⽬１１番２５号
2025-12-24
https://shinatsu.jp/
 
シ,217614,株式会社品⽥電業社
〒945-0056,新潟県柏崎市新橋４−２１
2026-02-25
 
シ,127436,株式会社シナテック
〒104-6023,東京都中央区晴海１−８−１０ 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーＸ２３階
2024-09-29
http://www.synertech.co.jp/
 
シ,228557,株式会社信濃環境整備
〒391-0012,⻑野県茅野市⾦沢下原⼭２９３９番地２３３
2024-10-16
http://www.jmsks.co.jp/
 
シ,103495,シナノケンシ株式会社
〒386-0498,⻑野県上⽥市上丸⼦１０７８
2024-09-05



http://www.skcj.co.jp
 
シ,221974,信濃建設⼯業株式会社
〒337-0032,埼⽟県さいたま市⾒沼区⼤字東新井５３１ー２
2025-08-31
 
シ,101477,株式会社信濃公害研究所
〒384-2305,⻑野県北佐久郡⽴科町⼤字芦⽥１８３５−１
2024-07-13
http://www.eco-skk.com
 
シ,224622,しなの産業株式会社
〒940-8620,新潟県⻑岡市表町１丁⽬３番地４
2025-04-01
http://www.shinano-s.co.jp/
 
シ,100210,株式会社シナノセイケン
〒387-0011,⻑野県千曲市杭瀬下３０−１
2025-08-17
 
シ,227086,株式会社シナノ⼤理⽯
〒380-0913,⻑野県⻑野市⼤字川合新⽥字村前１１２６番７
2023-10-01
http://www.sdairiseki.co.jp
 
シ,102452,信濃電材株式会社
〒394-0032,⻑野県岡⾕市若宮２−２−３８
2025-03-12
 
シ,214938,株式会社信濃レジン
〒390-0852,⻑野県松本市⼤字島⽴３５１０ー３
2023-08-15
 
シ,220672,有限会社シニマックプランナーズ建築研究所
〒169-0074,東京都新宿区北新宿三丁⽬１０番１０−１０１号
2025-02-01
https://www.cp-ken.co.jp/
 
シ,104681,シネジック株式会社
〒981-3341,宮城県富⾕市成⽥１−５−９
2026-03-14
http://www.synegic.co.jp
 
シ,102853,シネックスジャパン株式会社
〒135-8559,東京都江東区東陽６−３−１ 東京イースト２１ビジネスセンター２Ｆ
2024-10-03
https://www.synnex.co.jp/
 
シ,105628,シノ・アメリカン・ジャパン株式会社
〒272-0132,千葉県市川市湊新⽥２−７−１７
2025-07-12
https://www.sinojapan.co.jp
 
シ,214345,篠崎建設株式会社
〒327-0003,栃⽊県佐野市⼤橋町１３６６



2025-08-30
https://www.shino-ken.co.jp/
 
シ,231985,株式会社篠﨑造船鉄⼯所
〒869-3205,熊本県宇城市三⾓町波多２８４番地
2026-05-09
https://www.shinozakizousen.com/
 
シ,215941,株式会社篠﨑鉄筋⼯業
〒303-0044,茨城県常総市菅⽣町４６６番地７
2025-01-29
http://www.shinozaki-tk.co.jp/
 
シ,231884,有限会社篠⽥⼯務店
〒125-0061,東京都葛飾区⻲有五丁⽬２７番６号
2026-04-11
 
シ,126243,篠⽥ゴム株式会社
〒131-0043,東京都墨⽥区⽴花５−１−１９
2023-11-18
http://www.shinoda-gomu.co.jp/
 
シ,215568,株式会社篠⽥産業
〒323-0813,栃⽊県⼩⼭市横倉４８１ー５３
2024-09-11
 
シ,218219,篠⽥重機株式会社
〒341-0044,埼⽟県三郷市⼾ヶ崎２４６５−１
2023-08-11
https://www.shinoda-juki.com/
 
シ,106317,株式会社篠⽥製作所
〒500-8113,岐⾩県岐⾩市⾦園町３−１９−２ 才勝ビル２Ｆ
2024-08-05
 
シ,230211,有限会社しのづか
〒314-0253,茨城県神栖市須⽥３６１８番地１
2025-06-14
http://www.shinozuka.co.jp
 
シ,106897,株式会社シノテスト
〒101-8410,東京都千代⽥区神⽥駿河台３−７−９
2026-02-21
https://www.shino-test.co.jp/
 
シ,123067,株式会社篠原
〒175-0092,東京都板橋区⾚塚２−３０−６
2024-12-11
http://www.shinohara-web.co.jp
 
シ,123626,株式会社シノハラ
〒672-8031,兵庫県姫路市飾磨区妻⿅１７１０
2025-02-23
http://www.shinohara-mega.co.jp
 



シ,213834,株式会社シノハラ
〒216-0015,神奈川県川崎市宮前区菅⽣３丁⽬３４番３０号篠原⼯業ビル２階
2024-09-08
 
シ,127490,有限会社篠原製作所
〒601-8113,京都市南区上⿃⽻南苗代町４３−３
2024-11-06
http://shinohara.21jp.com/
 
シ,219427,株式会社篠原設備
〒277-0042,千葉県柏市逆井４−２５−５９
2024-03-23
 
シ,113011,篠原電機株式会社
〒530-0037,⼤阪市北区松ケ枝町６−３
2023-12-20
http://www.shinohara-elec.co.jp
 
シ,113453,忍機⼯株式会社
〒110-0008,東京都台東区池之端２−１−１３
2023-09-08
 
シ,219158,株式会社忍建設
〒981-1244,宮城県名取市那智が丘２丁⽬４−１７
2024-02-22
 
シ,120405,芝浦ＳＲＣ株式会社
〒192-0355,東京都⼋王⼦市堀之内２−１３−１８−１０２
2023-09-17
 
シ,113936,芝浦エレテック株式会社
〒247-0006,神奈川県横浜市栄区笠間２−５−１
2024-10-12
http://www.shibaura.co.jp/eletec/
 
シ,104602,芝浦エンジニアリング株式会社
〒247-0006,神奈川県横浜市栄区笠間２−５−１
2025-11-24
 
シ,114816,芝浦機械株式会社
〒410-8510,静岡県沼津市⼤岡２０６８−３
2024-03-10
https://www.shibaura-machine.co.jp/
 
シ,102638,芝浦機械エンジニアリング株式会社
〒410-0007,静岡県沼津市⻄沢⽥２６７−２
2025-06-28
https://www.shibaura-machine.co.jp/smeng/
 
シ,123124,芝浦梱包運輸株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦２−１４−８
2025-04-17
http://www.shibakon.co.jp
 
シ,505324,芝浦⾃販機株式会社



〒917-0077,福井県⼩浜市駅前町１３−１０
2023-01-07
https://www.shibaura.co.jp/smv/
 
シ,123081,芝浦セムテック株式会社
〒410-8510,静岡県沼津市⼤岡２０６８−３
2025-01-26
https://www.s-semtek.co.jp
 
シ,121304,株式会社芝浦通信
〒103-0024,東京都中央区⽇本橋⼩⾈町１２−３ 姫井⽇本橋ビル１階
2024-03-26
http://shibatu.com
 
シ,103700,株式会社芝浦電⼦
〒338-0001,埼⽟県さいたま市中央区上落合２−１−２４ 三殖ビル
2024-01-23
https://www.shibaura-e.co.jp
 
シ,106281,芝浦電⼦⼯業株式会社
〒899-2701,⿅児島市⽯⾕町１１５４−１
2024-07-26
https://shibaura-denshi.jp
 
シ,123405,芝浦プレシジョン株式会社
〒254-0016,神奈川県平塚市東⼋幡３−６−１０
2026-04-12
https://www.shibaura.co.jp/smp/
 
シ,113939,芝浦メカトロニクス株式会社
〒247-8610,神奈川県横浜市栄区笠間２−５−１
2024-09-21
https://www.shibaura.co.jp/
 
シ,100408,芝家庭電器サービス株式会社
〒274-0077,千葉県船橋市薬円台１−１４−１２
2025-10-22
 
シ,120590,株式会社芝川製作所
〒223-0052,横浜市港北区綱島東６−２−２７
2023-11-11
http://www.shibakawa.co.jp/
 
シ,505128,株式会社芝技研
〒239-0832,神奈川県横須賀市神明町１−５２
2024-09-19
http://www.shibagiken.co.jp/
 
シ,220203,有限会社芝組
〒722-0055,広島県尾道市新⾼⼭３丁⽬１１７０の７４
2024-08-31
 
シ,106295,株式会社芝計
〒221-0013,神奈川県横浜市神奈川区新⼦安１−４６−３
2024-08-02



 
シ,106554,芝軽粗材株式会社
〒142-0043,東京都品川区⼆葉２−６−１１
2025-02-01
http://www.shibakei.co.jp/
 
シ,212672,株式会社柴建商
〒140-0001,東京都品川区北品川２丁⽬３０番９号浜⽥ビル１階
2025-06-05
 
シ,220437,芝⼯業株式会社
〒230-0011,神奈川県横浜市鶴⾒区上末吉５−１３−５
2024-11-09
 
シ,224089,芝⼯業株式会社
〒260-0012,千葉県千葉市中央区本町３丁⽬３番１５号
2025-02-01
http://www.sibakogyo.co.jp/
 
シ,120608,芝江産業株式会社
〒231-0032,神奈川県横浜市中区不⽼町１−１−５
2023-11-12
http://www.shibakou.co.jp/
 
シ,106683,芝興電氣株式会社
〒538-0031,⼤阪市鶴⾒区茨⽥⼤宮３−７−６１
2025-06-08
 
シ,215144,株式会社シバサキ
〒110-0012,東京都台東区⻯泉３丁⽬１８番３号
2023-12-19
http://www.sion-shibasaki.com
 
シ,211183,株式会社柴崎農園
〒930-0111,富⼭県富⼭市⻑岡９６８６
2025-05-31
_
 
シ,129556,柴産業株式会社
〒328-0014,栃⽊県栃⽊市泉町２１−２２
2024-09-17
 
シ,214942,株式会社シバシン商会
〒533-0033,⼤阪府⼤阪市東淀川区東中島６丁⽬１１番１９号
2023-08-22
http://www.shibasin.com
 
シ,504678,芝情報株式会社
〒105-0022,東京都港区海岸２−１−２４ ＮＡＣ港ビル８Ｆ
2026-06-14
http://www.shibajoho.co.jp/
 
シ,113981,株式会社シバソク
〒105-0004,東京都港区新橋４−６−８
2024-10-02



http://www.shibasoku.co.jp
 
シ,113669,株式会社シバタ
〒160-0021,東京都新宿区歌舞伎町２−２−１５ ヒルコート東新宿ビル２Ｆ
2024-01-19
http://www.shibata.co.jp
 
シ,123864,株式会社柴⽥
〒569-1121,⼤阪府⾼槻市真上町１−２２−３
2025-05-13
http://www.kk-shibata.co.jp
 
シ,230801,有限会社柴⽥運送
〒850-0841,⻑崎県⻑崎市銅座町４番６号
2025-08-30
 
シ,104694,株式会社芝⽥化⼯設計
〒590-0002,⼤阪府堺市堺区砂道町１−１３−２５
2026-03-27
https://www.sks-eng.co.jp
 
シ,229334,株式会社柴⽥⾦属
〒453-0866,愛知県名古屋市中村区横井２ー１５
2025-10-19
 
シ,219775,株式会社柴⽥組
〒719-3101,岡⼭県真庭市⾚野７０７
2024-05-25
 
シ,223437,株式会社柴⽥建設
〒277-0042,千葉県柏市逆井３ー８ー５９
2024-08-01
 
シ,225690,新発⽥建設株式会社
〒957-8601,新潟県新発⽥市富塚１９４２番地
2025-07-01
https://www.shibaken.co.jp/
 
シ,213005,柴⽥興業株式会社
〒444-0802,愛知県岡崎市美合町字五本松２番地１
2024-04-01
https://shibacoh.co.jp/
 
シ,213548,柴⽥⼯業株式会社
〒020-0026,岩⼿県盛岡市開運橋通１番４０号
2024-01-13
 
シ,219434,柴⽥⼯業株式会社
〒230-0012,神奈川県横浜市鶴⾒区下末吉６−７−３５
2024-03-23
 
シ,221149,株式会社柴⽥⼯業
〒270-2265,千葉県松⼾市常盤平陣屋前１２番地の１０
2025-03-01
_



 
シ,229457,シバタ⼯業株式会社
〒674-0082,兵庫県明⽯市⿂住町中尾１０５８番地
2026-01-22
https://www.sbt.co.jp
 
シ,231975,株式会社柴⽥興業所
〒675-0024,兵庫県加古川市尾上町⻑⽥５２番地の８
2026-05-09
 
シ,215734,株式会社柴⽥⼯務店
〒656-0013,兵庫県洲本市下加茂１丁⽬１番６号
2024-11-06
https://shibatakoumuten.co.jp
 
シ,106912,シバタ精機株式会社
〒838-1506,福岡県朝倉市杷⽊林⽥８０７−１
2026-03-07
http://www.shibata-seiki.co.jp/
 
シ,100459,株式会社芝通
〒730-0856,広島市中区河原町１０−５
2025-12-09
http://www.tsbt.co.jp/
 
シ,126950,芝電化株式会社
〒144-0035,東京都⼤⽥区南蒲⽥２−２８−２２
2024-06-22
https://www.shibadenka.co.jp
 
シ,230593,株式会社芝電気⼯事
〒431-1111,静岡県浜松市⻄区伊左地町２３５０番地の２
2025-08-02
 
シ,129993,株式会社柴沼⾦物
〒319-0317,茨城県⽔⼾市内原１−２２５
2025-06-01
 
シ,127794,株式会社芝根
〒214-0038,川崎市多摩区⽣⽥１−２３−１４
2025-03-09
 
シ,219586,株式会社柴道造園⼟⽊
〒333-0825,埼⽟県川⼝市⼤字⾚⼭１３２３
2024-04-13
 
シ,212038,有限会社柴本⼯業
〒431-1103,静岡県浜松市⻄区湖東町５５０６ー３
2024-02-16
 
シ,153047,芝本産業株式会社
〒104-0043,東京都中央区湊１−１−１２
2025-09-28
 
シ,505209,柴⼭コンサルタント株式会社



〒461-0011,愛知県名古屋市中村区名駅３丁⽬２８番１２号⼤名古屋ビルヂング２５階
2025-04-18
https://www.shibayama-consul.co.jp/
 
シ,216935,株式会社シビル技研
〒811-2317,福岡県糟屋郡粕屋町⻑者原東４丁⽬４−１
2025-07-23
 
シ,505297,株式会社Ｓｈｉｆｔ
〒791-8013,愛媛県松⼭市⼭越１丁⽬１−４５ＮＳビル
2025-11-05
https://shift-web.co.jp/
 
シ,216029,株式会社シフトエンタープライズ
〒761-8071,⾹川県⾼松市伏⽯町２１２６番地２
2025-02-12
http://www.shift-enterprise.com/
 
シ,213807,ＳｉｆｔＤＤＤ株式会社
〒709-0632,岡⼭県岡⼭市東区南古都２２３ー１
2024-08-18
https://www.siftddd.co.jp/
 
シ,223569,有限会社シフト⼭本
〒700-0943,岡⼭県岡⼭市南区新福１丁⽬３ー１
2024-09-01
 
シ,232021,渋井鋼材株式会社
〒950-0885,新潟県新潟市東区下⽊⼾⼀丁⽬１８番２４号
2026-05-23
https://shibui.co.jp/
 
シ,123082,渋川桑野電機株式会社
〒377-0025,群⾺県渋川市川島１６８０−１
2024-11-28
http://www.kuwano.co.jp
 
シ,227602,株式会社渋川⼯務店
〒965-0848,福島県会津若松市飯寺北三丁⽬８番７６号
2024-03-09
 
シ,113081,株式会社渋川製作所
〒377-0008,群⾺県渋川市渋川３６７３
2024-01-27
http://www.shibusei.co.jp
 
シ,227214,有限会社シブクリエイツ
〒167-0022,東京都杉並区下井草５丁⽬１１番２０ー２０３号
2023-12-01
http://www.sivcreats.co.jp
 
シ,123261,株式会社シブタニ
〒542-0082,⼤阪市中央区島之内２−１３−７
2025-11-06
http://www.shibutani.co.jp



 
シ,210608,有限会社シブヤ運輸⼯業
〒950-0821,新潟県新潟市東区岡⼭１２７５ー１
2024-10-13
 
シ,127983,澁⾕⼯業株式会社
〒920-8681,⽯川県⾦沢市⼤⾖⽥本町甲５８
2025-07-30
http://www.shibuya.co.jp
 
シ,216811,有限会社渋⾕産業
〒193-0803,東京都⼋王⼦市楢原町１００９ー１
2025-07-02
http://www.shibuya-sangyo.co.jp
 
シ,120896,渋⾕精機⼯業株式会社
〒321-4521,栃⽊県真岡市久下⽥１６３８−１
2024-02-21
 
シ,212372,株式会社渋⾕潜⽔⼯業
〒251-0047,神奈川県藤沢市辻堂太平台１ー１２ー１２
2024-11-14
http://www.shibuya-diving.co.jp/
 
シ,220944,渋⾕測量株式会社
〒252-1124,神奈川県綾瀬市吉岡１７８１番地
2025-03-29
 
シ,217789,株式会社渋⾕タイル
〒331-0074,埼⽟県さいたま市⻄区⼤字宝来７３８番地１
2026-06-16
 
シ,211898,シブヤパイピング⼯業株式会社
〒460-0011,愛知県名古屋市中区⼤須⼀丁⽬２２番５１号
2023-11-11
http://www.shibuya-p.com
 
シ,215722,有限会社渋⾕⽊⼯所
〒412-0011,静岡県御殿場市古沢１７５番地
2024-11-06
https://www.shibuya-mokko.com/
 
シ,213705,シプコー東⽇本株式会社
〒981-3215,宮城県仙台市泉区北中⼭３丁⽬３番２２番
2024-05-19
http://www.sipco-ej.co.jp
 
シ,103127,四変テック株式会社
〒761-0012,⾹川県仲多度郡多度津町桜川２−１−９７
2025-11-16
http://www.shihen.co.jp
 
シ,215229,シマウチエンジニアリング株式会社
〒840-0054,佐賀県佐賀市⽔ケ江２−４−１７
2024-02-20



https://www.shimauchi-eng.com
 
シ,218615,島川⼯業株式会社
〒276-0031,千葉県⼋千代市⼋千代台北５−８−６
2023-11-10
 
シ,106132,島⽊半次郎商店
〒605-0981,京都府京都市東⼭区本町２−９０
2024-01-20
 
シ,123245,株式会社シマキュウ
〒940-8510,新潟県⻑岡市原町１−５−１５
2025-08-16
http://www.shimakyu.com
 
シ,216456,株式会社島倉鉄⼯所
〒104-0061,東京都中央区銀座４丁⽬１１番６号
2025-05-21
http://www.shimakura-t.com
 
シ,215176,島建コンサルタント株式会社
〒699-0732,島根県出雲市⼤社町⼊南１３０７ー４５
2024-01-16
http://www.simaken.co.jp/
 
シ,218300,シマ検査⼯業株式会社
〒342-0058,埼⽟県吉川市きよみ野４−１−６
2023-09-01
 
シ,229924,シマ建材⼯業株式会社
〒110-0005,東京都台東区上野７ー１２ー１３
2023-08-28
http://www.scit-s.co.jp
 
シ,217265,有限会社シマ建設
〒235-0014,神奈川県横浜市磯⼦区中浜町１８ー２２
2025-11-05
 
シ,220491,株式会社島建測
〒274-0822,千葉県船橋市飯⼭満町３−１５８８−２４
2024-11-30
 
シ,219412,島⼯業株式会社
〒213-0006,神奈川県川崎市⾼津区下野⽑三丁⽬７番３４号
2024-03-23
 
シ,229147,株式会社司麿⼯務店
〒553-0006,⼤阪府⼤阪市福島区吉野３丁⽬２７番１４号
2025-06-27
 
シ,113702,シマ産業株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町４−６−１０ サトウビル８Ｆ
2024-03-10
http://www.shi-ma.co.jp/
 



シ,129598,株式会社島崎⾦型
〒327-0844,栃⽊県佐野市富岡町１４５９
2024-11-18
http://www.shimazakikanagata.co.jp
 
シ,126673,株式会社島崎技研
〒174-0041,東京都板橋区⾈渡２−１１−２０
2024-02-28
http://www.s-shimazaki.co.jp
 
シ,215495,株式会社シマザワ
〒670-0074,兵庫県姫路市御⽴⻄５丁⽬４番２２号
2024-07-17
 
シ,101821,株式会社シマズ
〒123-0851,東京都⾜⽴区梅⽥７−１２−１６
2024-10-22
http://www.simazu.co.jp
 
シ,113240,株式会社シマセイ
〒210-0015,神奈川県川崎市川崎区南町１８−５
2023-07-01
http://www.shimasei.co.jp/
 
シ,105435,株式会社島製作所
〒929-0427,⽯川県河北郡津幡町字富⽥１９１−１５
2025-01-31
http://www.shima-seisakusho.com/
 
シ,224027,島設備⼯業株式会社
〒532-0012,⼤阪府⼤阪市淀川区⽊川東３丁⽬８番４号
2025-01-01
 
シ,223477,島⾕興業株式会社
〒655-0048,兵庫県神⼾市垂⽔区⻄舞⼦１丁⽬５−１９
2024-08-01
http://www.shimatani-kogyo.com/
 
シ,103470,株式会社シマダ
〒211-0012,川崎市中原区中丸⼦１２５３
2023-10-15
 
シ,211785,株式会社シマダ
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町２ー１ー１６
2023-08-03
http://www.kk-smd.co.jp
 
シ,217619,株式会社ＳＨＩＭＡＤＡ
〒153-0061,東京都⽬黒区中⽬黒⼀丁⽬８番３−２１２号
2023-03-03
 
シ,113961,島⽥化成株式会社
〒576-0054,⼤阪府交野市幾野６−３３−２
2024-09-29
http://www.shimada-kasei.co.jp/



 
シ,113299,嶋⽥⾦属株式会社
〒852-8127,⻑崎市⼤⼿１−１７−１６
2025-07-01
http://www.shimadakinzoku.jp/
 
シ,503689,島⽥⾦属⼯業株式会社
〒211-0051,神奈川県川崎市中原区宮内４−２１−２０
2025-09-15
http://www.shimakin.co.jp
 
シ,215216,株式会社島⽥組
〒581-0034,⼤阪府⼋尾市⼸削町南３丁⽬２０ー２
2024-02-13
 
シ,101928,島⽥⼯業株式会社
〒372-0855,群⾺県伊勢崎市⻑沼町２２０２
2024-11-21
http://www.shimadaind.jp
 
シ,217038,株式会社島⽥⼯業
〒747-0031,⼭⼝県防府市迫⼾町１７番５６号
2025-09-03
 
シ,228584,株式会社島⽥⼯作所
〒652-0804,兵庫県神⼾市兵庫区塚本通３丁⽬１ー２５
2024-10-24
 
シ,222642,株式会社嶋⽥⼯務店
〒185-0022,東京都国分寺市東元町１丁⽬１８ー７
2024-02-01
 
シ,123075,株式会社島⽥商会
〒530-0001,⼤阪府⼤阪市北区梅⽥２−４−９ ブリーゼタワー
2024-11-17
http://www.shimada-s.co.jp
 
シ,503076,株式会社島⽥商会
〒541-0052,⼤阪府⼤阪市中央区安⼟町３丁⽬５番６号
2023-12-15
https://www.shimada-shokai.co.jp/
 
シ,113917,株式会社島⽥製作所
〒146-0082,東京都⼤⽥区池上３−１１−４
2024-08-29
 
シ,503897,株式会社島⽥製作所
〒303-0042,茨城県常総市坂⼿町５６５５−８
2024-01-30
http://www.shimadaworks.jp/
 
シ,217366,株式会社島⽥鉄⼯所
〒730-0826,広島県広島市中区南吉島１ー３ー３
2025-12-03
 



シ,221367,株式会社島⽥電気商会
〒810-0023,福岡県福岡市中央区警固２丁⽬３番２９号
2025-04-01
http://shimadadenki.co.jp/
 
シ,125635,株式会社島⽥電機製作所
〒192-0045,東京都⼋王⼦市⼤和⽥町３−１１−１
2026-07-06
http://www.shimada.cc/
 
シ,211138,島⽥電設⼯業株式会社
〒210-0834,神奈川県川崎市川崎区⼤島３丁⽬３２番１１号
2025-05-20
http://shimaden.net
 
シ,103830,嶋⽥プレシジョン株式会社
〒612-8291,京都府京都市伏⾒区横⼤路天王後５０
2024-04-01
http://www.shimada-precision.co.jp
 
シ,103453,島⽥理化⼯業株式会社
〒182-8602,東京都調布市柴崎２−１−３
2025-04-10
 
シ,113764,シマツ株式会社
〒448-0034,愛知県刈⾕市神明町４−４１８
2024-03-30
http://shimatsu.luna.weblife.me
 
シ,126828,島津エイテック株式会社
〒604-8442,京都市中京区⻄ノ京桑原町１
2024-04-28
http://www.shimadzu.co.jp/atech/
 
シ,123297,島津サイエンス東⽇本株式会社
〒111-0053,東京都台東区浅草橋５−２０−８ ＣＳタワー５Ｆ
2025-09-28
http://www.sse-shimadzu.co.jp/
 
シ,123361,島津産機システムズ株式会社
〒520-2152,滋賀県⼤津市⽉輪１−８−１
2026-03-05
http://www.sis.shimadzu.co.jp/
 
シ,123452,島津産機システムズ株式会社
〒520-2152,滋賀県⼤津市⽉輪１−８−１
2023-05-01
https://www.sis.shimadzu.co.jp
 
シ,226465,株式会社島津商店
〒105-0004,東京都港区新橋２−２−２邦信ビル７Ａ
2026-03-01
 
シ,103380,株式会社島津製作所
〒604-8511,京都市中京区⻄ノ京桑原町１



2026-03-16
https://www.shimadzu.co.jp/
 
シ,502783,株式会社 島津製作所
〒604-8511,京都府京都市中京区⻄ノ京桑原町１番地
2024-12-26
http://www.shimadzu.co.jp/
 
シ,129431,株式会社島津総合サービス
〒604-8445,京都府京都市中京区⻄ノ京徳⼤寺町１
2024-04-27
http://www.shimadzu.co.jp/sgs/
 
シ,105865,株式会社島津テクノリサーチ
〒604-8436,京都市中京区⻄ノ京下合町１
2026-03-09
https://www.shimadzu-techno.co.jp
 
シ,102249,株式会社シマヅテック
〒869-0524,熊本県宇城市松橋町豊福３４２−１
2025-01-29
http://www.shimadu-t.com
 
シ,122229,株式会社島津デバイス製造
〒604-8445,京都市中京区⻄ノ京徳⼤寺町１
2026-03-13
http://www.shimadzu.co.jp/device/
 
シ,231183,島津電業株式会社
〒534-0011,⼤阪府⼤阪市都島区⾼倉町三丁⽬１２番８号
2025-10-25
http://www.shimazu-ele.co.jp
 
シ,123336,島津トラステック株式会社
〒604-8445,京都市中京区⻄ノ京徳⼤寺町１
2026-03-08
https://www.shimadzu.co.jp/stt/
 
シ,229090,シマヅ防⽔株式会社
〒943-0184,新潟県上越市⼤字本道字上沖２６０ー１
2025-05-31
 
シ,125764,島津ロジスティクスサービス株式会社
〒604-8442,京都府京都市中京区⻄ノ京桑原町１
2023-09-05
http://www.shimadzu.co.jp/sls/
 
シ,113399,株式会社志磨テック
〒807-0813,北九州市⼋幡⻄区⼣原町４−６
2026-04-12
https://www.shima-tec.co.jp
 
シ,211422,有限会社シマテックス
〒332-0001,埼⽟県川⼝市朝⽇２ー７ー２
2025-11-04



 
シ,231082,株式会社シマデンキ
〒514-0101,三重県津市⽩塚町５２８９番地９
2025-10-18
 
シ,113006,株式会社志摩電⼦⼯業
〒517-0505,三重県志摩市阿児町甲賀４４８０
2024-01-30
http://www.shima-ele.com/
 
シ,211616,株式会社島根サニタリ
〒699-0822,島根県出雲市神⻄沖町１３４９番地３
2026-04-21
https://www.shimane-sanitari.com/
 
シ,503230,島根⾃動機株式会社
〒690-0331,島根県松江市⿅島町佐陀宮内７８４
2024-07-28
https://www.shimane-jidoki.com/
 
シ,104889,株式会社島根事務機
〒690-0848,島根県松江市苧町３６
2023-08-17
http://shimanejimuki.jp
 
シ,221405,島根電⼯株式会社
〒690-0842,島根県松江市東本町５丁⽬６３番地
2025-04-01
https://www.sdgr.co.jp/
 
シ,103913,株式会社島根富⼠通
〒699-0504,島根県出雲市斐川町三絡１１８０−６
2023-04-30
http://jp.fujitsu.com/group/sfj/
 
シ,101829,株式会社シマノ
〒590-8577,⼤阪府堺市堺区⽼松町３−７７
2024-10-24
http://www.shimano.com
 
シ,120856,島原杉本⼯業株式会社
〒859-1415,⻑崎県島原市有明町⼤三東戊１３６
2024-02-12
http://www.shimabarasugimoto.co.jp/
 
シ,113286,株式会社島原鉄⼯所
〒855-0074,⻑崎県島原市城⾒町４８８０
2025-09-18
http://shimabara-ironworks.co.jp/
 
シ,100894,シマフジ電機株式会社
〒144-0051,東京都⼤⽥区⻄蒲⽥６−３６−１１
2023-10-05
http://www.shimafuji.co.jp/
 



シ,113633,島貿易株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座２−１２−１４
2024-02-23
http://www.shima-tra.co.jp
 
シ,218270,株式会社島村⼯業
〒344-0061,埼⽟県春⽇部市粕壁６００８
2023-08-25
 
シ,502149,島村⼯業株式会社
〒135-0001,東京都江東区⽑利１丁⽬１２番１０−５０６号
2026-01-28
https://www.shimamura-industry.com/
 
シ,113071,有限会社島村製作所
〒359-1131,埼⽟県所沢市久⽶５５３
2024-01-27
http://shimamura-ss.o.oo7.jp/
 
シ,228929,有限会社島村電機
〒193-0824,東京都⼋王⼦市⻑房町２００ー１６５
2025-03-16
 
シ,106616,島村電業株式会社
〒362-0001,埼⽟県上尾市⼤字上１３０２−３
2025-03-28
 
シ,219628,株式会社島本
〒193-0816,東京都⼋王⼦市⼤楽寺町２１５−２
2024-04-20
 
シ,113818,嶋本ダイカスト株式会社
〒651-2228,神⼾市⻄区⾒津が丘２−３−６
2024-08-04
 
シ,221327,株式会社島守組
〒003-0836,北海道札幌市⽩⽯区北郷六条７丁⽬３番１８号
2025-04-01
 
シ,213211,株式会社シマヤ
〒791-8034,愛媛県松⼭市富久町３８２番地２
2026-04-28
https://www.shimaya.cc/
 
シ,229652,株式会社島屋
〒733-0833,広島県広島市⻄区商⼯センター６丁⽬８番５８号
2026-04-11
https://www.shimayas.co.jp/
 
シ,216301,株式会社シミズ
〒577-0034,⼤阪府東⼤阪市御厨南３丁⽬４ー３４
2025-04-16
_
 
シ,224782,株式会社清⽔



〒323-0820,栃⽊県⼩⼭市⻄城南４−３−１７
2022-04-01
http://www.shimizu-web.co.jp
 
シ,124614,清⽔化学⼯業株式会社
〒340-0034,埼⽟県草加市氷川町２１２５−４ ウシヤマビル４Ｆ
2025-11-18
http://www.shimizu-chem.co.jp
 
シ,223706,株式会社志⽔化⼯
〒451-0012,愛知県名古屋市⻄区稲⽣町３ー３７ー１
2024-11-01
 
シ,210686,清⽔建材⼯業株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦４丁⽬１７番１０号
2024-11-12
 
シ,213040,清⽔建設株式会社
〒104-8370,東京都中央区京橋２丁⽬１６番１号
2026-04-01
https://www.shimz.co.jp/
 
シ,123325,シミズ光機株式会社
〒401-0004,⼭梨県⼤⽉市賑岡町強瀬５３６
2025-12-21
https://r.goope.jp/shimizu-koki
 
シ,104601,清⽔⼯業株式会社
〒197-0024,東京都福⽣市⽜浜７６
2025-11-24
http://www.shimizu-kogyo.jp
 
シ,113343,清⽔⼯業株式会社
〒125-0063,東京都葛飾区⽩⿃４−２２−２８
2026-06-01
 
シ,226699,清⽔⼯業株式会社
〒650-0045,兵庫県神⼾市中央区港島７丁⽬１４番
2026-05-01
https://www.shimizuk.co.jp
 
シ,150131,清⽔鋼鐵株式会社
〒279-0024,千葉県浦安市港５４
2026-07-10
 
シ,219528,株式会社清⽔⼯務店
〒803-0822,福岡県北九州市⼩倉北区⻘葉２丁⽬１１−１
2024-03-30
 
シ,224467,有限会社清⽔⼯務店
〒211-0067,神奈川県川崎市中原区今井上町３ー１８
2025-04-01
 
シ,228277,株式会社清⽔⼯務店
〒573-0027,⼤阪府枚⽅市⼤垣内町２丁⽬１７番１号家⾼ビル２階



2024-07-11
 
シ,223871,清⽔サッシ株式会社
〒067-0051,北海道江別市⼯栄町２番地６
2024-12-01
http://simizusash.co.jp/
 
シ,213563,清⽔産業株式会社
〒243-0201,神奈川県厚⽊市上荻野２２７１−１
2024-01-20
 
シ,123131,株式会社清⽔紙⼯所
〒579-8001,⼤阪府東⼤阪市善根寺町４丁⽬５−２９
2025-05-28
http://www.shimizushikousyo.com/
 
シ,106503,有限会社清⽔商会
〒610-1146,京都府京都市⻄京区⼤原野⻄境⾕町１−７−１４
2025-01-13
 
シ,103223,株式会社シミズシンテック
〒920-8567,⾦沢市⽟川町５−３６
2024-10-17
http://www.shimizusyntec.co.jp/
 
シ,229377,株式会社シミズ住建
〒158-0093,東京都世⽥⾕区上野⽑２−５−２１ルピナス上野⽑
2025-11-16
 
シ,113370,清⽔スプリング株式会社
〒652-0812,神⼾市兵庫区湊町１−２−４
2023-07-31
 
シ,122623,株式会社清⽔精機
〒352-0005,埼⽟県新座市中野１−５−１０
2024-10-14
http://www.shimizuseiki.co.jp/
 
シ,113474,シミズ精⼯株式会社
〒543-0001,⼤阪市天王寺区上本町１−１−５
2023-07-28
http://shimizuseiko.co-site.jp/index.html
 
シ,123046,株式会社清⽔精⼯所
〒340-0121,埼⽟県幸⼿市⼤字上吉⽻２１００−２０
2025-02-01
 
シ,124649,有限会社清⽔製作所
〒616-8062,京都市右京区太秦安井春⽇町１１
2025-12-03
 
シ,127124,株式会社清⽔製作所
〒198-0043,東京都⻘梅市千ヶ瀬町５−６１６−２
2024-07-14
http://www.shimizu-factory.jp/



 
シ,214046,株式会社清⽔製作所
〒342-0015,埼⽟県吉川市⼤字中井字⼩松川７６番１
2025-03-01
 
シ,126216,有限会社清⽔製作所
〒252-0154,神奈川県相模原市緑区⻑⽵７００−１
2023-11-14
 
シ,216800,株式会社清⽔総合設備
〒660-0052,兵庫県尼崎市七松町１丁⽬１４ー４
2025-06-25
 
シ,121865,清⽔⻑⾦属⼯業株式会社
〒606-8385,京都市左京区川端通仁王⾨下ル孫橋町２６
2024-06-23
http://www.shimizucho.com/
 
シ,100381,清⽔電器
〒319-3361,茨城県久慈郡⼤⼦町頃藤６５９８
2025-10-12
 
シ,213406,清⽔電気⼯業株式会社
〒862-0962,熊本県熊本市南区⽥迎１ー１ー２０
2023-09-04
 
シ,113121,清⽔特殊鋼株式会社
〒108-0014,東京都港区芝４−１０−４
2024-10-17
http://www.shimitoku.co.jp/
 
シ,113371,清⽔鍍研材株式会社
〒543-0001,⼤阪府⼤阪市天王寺区上本町３−１−１７
2026-04-27
http://www.tokenzai.co.jp/
 
シ,223073,株式会社清⽔塗⼯店
〒460-0008,愛知県名古屋市中区栄５ー２０ー３
2024-05-01
 
シ,225332,清⽔塗装⼯業株式会社
〒836-0847,福岡県⼤牟⽥市⼋江町１９番地の７
2025-06-01
https://www.shimizutosou.co.jp/
 
シ,211644,有限会社清⽔⼟⽊
〒636-0116,奈良県⽣駒郡斑鳩町法隆寺２ー１０ー１０
2026-05-19
 
シ,113342,清⽔⼀産業株式会社
〒252-0336,神奈川県相模原市南区当⿇８７０−４
2026-02-05
 
シ,223319,株式会社シミズ・ビルライフケア
〒104-0031,東京都中央区京橋２丁⽬１０番２号



2024-07-01
http://www.sblc.co.jp/
 
シ,123948,有限会社清⽔マーク製作所
〒244-0801,神奈川県横浜市⼾塚区品濃町１０４６
2025-06-10
https://www.smark.co.jp/
 
シ,505546,有限会社清⽔鍍⾦⼯業所
〒316-0014,茨城県⽇⽴市東⾦沢町２丁⽬１０番１０号
2024-03-05
無し
 
シ,213029,株式会社ＳＩＭＳＡ
〒541-0052,⼤阪府⼤阪市中央区安⼟町３丁⽬２番８号
2026-02-05
 
シ,217181,株式会社シムテック
〒192-0024,東京都⼋王⼦市宇津⽊町８５４ー１
2025-10-01
https://www.symtech.ne.jp/#
 
シ,101485,株式会社ＳＩＭＭＴＥＣＨ ＧＲＡＰＨＩＣＳ
〒391-8531,⻑野県茅野市塚原１−８−３７
2025-05-29
 
シ,218747,シムラ技術株式会社
〒357-0021,埼⽟県飯能市⼤字双柳９５０番地１
2023-12-15
http://www.shimura-net.co.jp/
 
シ,214997,志村⼯業株式会社
〒300-2655,茨城県つくば市島名⼤字⼊⾕津３５９６−１
2023-09-12
 
シ,503134,志村商事株式会社
〒531-0072,⼤阪府⼤阪市北区豊崎５丁⽬６番７号
2024-02-13
http：//www.shimura-shoji.co.jp
 
シ,126380,株式会社志村精機製作所
〒143-0022,東京都⼤⽥区東⾺込１−４９−６
2023-12-16
http://www.shimuraseiki-3s.com/
 
シ,102554,有限会社志村塗装⼯業
〒379-2235,群⾺県伊勢崎市三室町４０４０
2025-04-30
http://www.shimura-tk.co.jp
 
シ,230430,有限会社下尾林産
〒562-0026,⼤阪府箕⾯市外院⼆丁⽬１０番１６号
2025-07-12
 
シ,213230,有限会社下川組



〒812-0873,福岡県福岡市博多区⻄春町１ー１ー４５
2026-05-13
 
シ,212583,株式会社シモカワ通信
〒820-0082,福岡県飯塚市若菜２５６番地の１０５
2025-04-10
https://www.simokawa.co.jp/
 
シ,218180,株式会社下川原⼯務店
〒259-1124,神奈川県伊勢原市上平間６０−２
2023-08-11
 
シ,223628,下北圧送株式会社
〒035-0022,⻘森県むつ市⼤字関根字出⼾川⽬１０１ー１
2024-10-01
 
シ,125358,株式会社シモジマ
〒111-0053,東京都台東区浅草橋５−２９−８
2026-03-30
http://www.shimojima.co.jp/
 
シ,103152,株式会社シモセン
〒750-0017,⼭⼝県下関市細江新町３−５６
2026-04-22
http://www.shimosen.co.jp/
 
シ,225274,有限会社シモダ
〒791-1136,愛媛県松⼭市上野町甲６３１
2025-06-01
http://homepage3.nifty.com/simoda/
 
シ,231922,下平建設株式会社
〒399-3701,⻑野県上伊那郡飯島町⽥切１０３８番地
2026-04-18
https://shimodaira-k.co.jp/
 
シ,213962,下⽥エコテック株式会社
〒111-0052,東京都台東区柳橋１丁⽬１番１１号
2025-01-12
http://www.shimoda-ecotech.co.jp
 
シ,230180,株式会社下⽥組
〒250-0105,神奈川県南⾜柄市関本３６８番地
2025-06-07
https://www.simodagumi.co.jp
 
シ,103450,下⽥⼯業株式会社
〒555-0021,⼤阪市⻄淀川区歌島３−３−６
2026-05-17
 
シ,223771,株式会社下⽥⼯業
〒371-0104,群⾺県前橋市富⼠⾒町時沢５００−２
2024-11-01
 
シ,103023,下⽥⼯業茨⽊株式会社



〒567-0834,茨⽊市学園南町１６−１６
2024-07-01
http://www.shimoda-group.jp/ibaraki/top.html
 
シ,220334,株式会社下⽥商会
〒254-0014,神奈川県平塚市四之宮⼆丁⽬３番７２号
2024-10-12
http://www.shimoda-syoukai.com/
 
シ,123237,下⽥通商株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町１−２−８
2025-09-20
http://www.shimoda-kaemon.co.jp/
 
シ,211686,株式会社下舘組
〒039-1103,⻘森県⼋⼾市⼤字⻑苗代字鰻苗代１２番地５
2023-06-09
http://www.shimodategumi.co.jp/html/top/index.html
 
シ,103317,株式会社下館製作所
〒308-0825,茨城県筑⻄市下中⼭６７７−３
2026-03-19
 
シ,127949,株式会社霜⽥塗料産業 ⻑崎⽀店
〒857-1163,⻑崎県佐世保市⼤岳台町２−５８６
2025-07-02
 
シ,225351,株式会社下⽥⼟建
〒413-0011,静岡県熱海市⽥原本町１番９号
2025-06-01
 
シ,216876,株式会社下出電気商会
〒240-0105,神奈川県横須賀市秋⾕５６０５ー１
2025-07-16
 
シ,215871,株式会社シモデン
〒456-0003,愛知県名古屋市熱⽥区波寄町５番２５号
2024-12-25
 
シ,221963,下電造園⼟⽊株式会社
〒701-0221,岡⼭県岡⼭市南区藤⽥５６１ー８
2025-09-01
http://www.shimoden.org/
 
シ,123615,下⻄技研⼯業株式会社
〒578-0981,⼤阪府東⼤阪市島之内２−４−１６
2025-02-20
http://www.simotec.co.jp
 
シ,113726,株式会社下⻄製作所
〒578-0935,⼤阪府東⼤阪市若江東町６−８−２５
2024-04-26
https://www.shimonishi.net/
 
シ,221774,下野⼯業株式会社



〒740-8691,⼭⼝県岩国市三笠町２丁⽬４番４５号
2025-07-01
http://www.sakan-shimono.co.jp
 
シ,229426,下野⼯業株式会社
〒572-0819,⼤阪府寝屋川市⼤成町１９番３号
2025-12-13
 
シ,228868,下花物産株式会社
〒731-4323,広島県安芸郡坂町横浜中央１丁⽬６番３０号
2025-02-01
https://www.shimohana-bussan.co.jp/
 
シ,214682,有限会社シモハラ
〒747-0045,⼭⼝県防府市⾼倉⼆丁⽬２１番１９−１号
2026-04-18
http://shimohara.co.jp
 
シ,230062,株式会社下平電機製作所
〒544-0011,⼤阪府⼤阪市⽣野区⽥島⼆丁⽬２番６号
2025-04-26
https://www.shimohira.co.jp/
 
シ,223024,株式会社シモムラ
〒020-0501,岩⼿県岩⼿郡雫⽯町仁佐瀬５３ー２
2024-04-01
 
シ,227486,霜村硝⼦株式会社
〒301-0004,茨城県⿓ヶ崎市馴⾺町６０１番地の７
2024-02-28
http://www.nbb.ne.jp/simonura/
 
シ,217810,有限会社下村重機
〒645-0202,和歌⼭県⽇⾼郡みなべ町東神野川１５５番地の１
2026-06-23
 
シ,224458,有限会社下⾕技建⼯業
〒377-0004,群⾺県渋川市半⽥７９６ー４
2025-04-01
 
シ,210149,株式会社四⾨
〒101-0061,東京都千代⽥区神⽥三崎町２−４−１
2024-01-21
http://www.simmon.co.jp
 
シ,103120,シャープ株式会社
〒590-8522,⼤阪府堺市堺区匠町１
2025-05-02
https://corporate.jp.sharp
 
シ,111789,シャープＮＥＣディスプレイソリューションズ株式会社
〒108-0073,東京都港区三⽥１−４−２８ 三⽥国際ビル
2024-01-21
 
シ,106025,シャープジャスダロジスティクス株式会社



〒590-8522,⼤阪府堺市堺区匠町１
2023-09-04
http://www.sjlscm.co.jp/
 
シ,125442,シャープマーケティングジャパン株式会社
〒581-8585,⼤阪府⼋尾市北⻲井町３−１−７２
2026-05-17
https://smj.jp.sharp/bs/
 
シ,125738,シャープ⽶⼦株式会社
〒689-3524,⿃取県⽶⼦市⽯州府字⼤塚ノ弐６５０
2023-08-19
 
シ,211509,シャインズ株式会社
〒130-0023,東京都墨⽥区⽴川２ー５ー４
2026-01-13
 
シ,103816,社会福祉法⼈ ⾃⽴奉仕会
〒309-1703,茨城県笠間市鯉渕６５５０
2024-04-27
http://www.ifc-net.or.jp/
 
シ,220419,写光レンタル販売株式会社
〒152-0011,東京都⽬黒区原町２−６−１７
2024-11-01
http://www.syakourental.com
 
シ,105307,株式会社写真化学
〒604-0847,京都市中京区烏丸通⼆条下ル秋野々町５１８ 前⽥エスエヌビル４階
2024-10-22
https://www.shashin-kagaku.co.jp/
 
シ,214708,株式会社写真通信
〒540-0012,⼤阪府⼤阪市中央区⾕町３ー２ー１４
2026-05-01
 
シ,213367,株式会社社寺建
〒915-0025,福井県越前市味真野町９ー１８ー２
2023-07-29
 
シ,503319,シヤチハタ株式会社
〒451-0021,愛知県名古屋市⻄区天塚町４−６９
2024-12-09
http://www.shachihata.co.jp/index.php
 
シ,230296,株式会社シャトー海洋調査
〒530-0043,⼤阪府⼤阪市北区天満⼀丁⽬１３番１４号
2025-06-28
http://www.chateau-kaiyou.co.jp/
 
シ,113059,シャトー電⼦⼯業株式会社
〒193-0835,東京都⼋王⼦市千⼈町４−１−２４
2023-12-02
 
シ,504243,シューペルブリアン株式会社



〒730-0013,広島県広島市中区⼋丁堀６番３号和光⼋丁堀ビル７階
2025-05-10
https://www.spb-job.jp
 
シ,217831,有限会社シュー防⽔⼯業
〒703-8235,岡⼭県岡⼭市中区原尾島１−８−９
2023-06-23
https://shu-bs.com/
 
シ,214655,株式会社秀栄
〒279-0002,千葉県浦安市北栄４ー１４ー２３
2026-04-04
 
シ,218294,株式会社秀英
〒179-0082,東京都練⾺区錦１−３０−７
2023-09-01
http://www.shuei-pro.co.jp/
 
シ,221664,秀栄建設株式会社
〒840-0804,佐賀県佐賀市神野東１丁⽬７番１８号
2025-05-01
 
シ,129842,有限会社修榮シール
〒312-0063,茨城県ひたちなか市⽥彦１１１６−６８
2025-03-25
http://www.shuei-seal.com/
 
シ,213783,秀栄商会株式会社
〒417-0801,静岡県富⼠市⼤淵１７４番地の１１
2024-07-28
 
シ,104828,秀栄精⼯株式会社
〒458-0847,愛知県名古屋市緑区浦⾥５−７７
2026-06-21
http://shueiseiko.com
 
シ,219128,株式会社秋英電機
〒982-0251,宮城県仙台市太⽩区茂庭字⼈来⽥⻄４４番地
2024-02-22
 
シ,211373,株式会社秀建
〒224-0061,神奈川県横浜市都筑区⼤丸２３−６
2025-09-30
http://k-shuken.co.jp/cgi-bin
 
シ,214901,株式会社秀建
〒346-0113,埼⽟県久喜市菖蒲町下栢間９３ー４３
2023-07-25
 
シ,227191,株式会社秀建
〒564-0031,⼤阪府吹⽥市元町２３番１８号 ２階
2023-12-01
http://www.shu-shu.jp/
 
シ,219899,ＳＹＵ建装株式会社



〒814-0112,福岡県福岡市城南区友丘５−９−９
2024-06-22
 
シ,214576,株式会社秀建築デザイン
〒983-0002,宮城県仙台市宮城野区蒲⽣３丁⽬８ー２
2026-02-14
https://www.shu-kentiku.com
 
シ,216838,秀興電気⼯事 ⽥中秀次（その他）
〒400-0825,⼭梨県甲府市七沢町６９
2025-07-09
 
シ,224211,有限会社洲国建設
〒253-0026,神奈川県茅ヶ崎市旭が丘１１番２１号
2025-02-01
 
シ,101474,集塵装置株式会社
〒175-0081,東京都板橋区新河岸２−６−８
2024-07-13
http://www.ducoll.co.jp
 
シ,216710,秀盛機⼯株式会社
〒481-0033,愛知県北名古屋市⻄之保⽴⽯１２番地
2025-06-25
https://shuseikiko.co.jp
 
シ,218001,シュウセイ産業株式会社
〒750-0312,⼭⼝県下関市菊川町⼤字下⼤野４３６−１
2023-07-21
http://syusei.org
 
シ,122388,株式会社衆電舎
〒220-0061,神奈川県横浜市⻄区久保町１−１１
2024-09-03
http://www.shudensha.co.jp/
 
シ,219180,株式会社修電舎
〒882-0024,宮崎県延岡市⼤武町３９ー１１２
2024-03-02
http://www.syudensya.co.jp/
 
シ,100631,周南クオーツ株式会社
〒745-0304,⼭⼝県周南市⼤字⿅野下１３８５−３
2026-02-25
http://www.syunan-quartz.com/
 
シ,228731,周南建設株式会社
〒744-0076,⼭⼝県下松市せせらぎ町１−２−２２
2024-11-29
 
シ,220813,周南造園株式会社
〒744-0042,⼭⼝県下松市⼤字切⼭３０６番地４
2025-03-15
https://www.midorino-eki.net/
 



シ,104781,株式会社秀峰
〒919-0327,福井県福井市⼤⼟呂町２−５−５
2026-05-26
http://www.shu-hou.co.jp
 
シ,226495,株式会社秀峰
〒607-8494,京都府京都市⼭科区⽇ノ岡堤⾕町６１番地４４
2026-03-01
 
シ,100334,株式会社周陽インダストリア
〒744-0002,⼭⼝県下松市⼤字東豊井１０３６−１
2025-09-24
http://syuyou.co.jp/
 
シ,225401,秀麗⼯業株式会社
〒998-0053,⼭形県酒⽥市若宮町２丁⽬１６番１号
2025-06-01
_
 
シ,218099,株式会社修和
〒333-0815,埼⽟県川⼝市北原台三丁⽬１６番３８号
2023-08-04
 
シ,217261,株式会社衆和⾦属
〒579-8014,⼤阪府東⼤阪市中⽯切町６丁⽬２番６７号
2025-10-29
http://syuwakinzoku.com/
 
シ,222417,秀和建設株式会社
〒947-0051,新潟県⼩千⾕市⼤字三仏⽣２５３３
2023-11-01
https://www.shuwa-con.com/
 
シ,127248,秀和⼯業株式会社
〒802-0077,北九州市⼩倉北区⾺借１−６−１７
2024-07-21
http://www.shuuwa-k.co.jp
 
シ,226376,主計管⼯株式会社
〒532-0011,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島６丁⽬９番５号
2026-01-01
http://www.shukei.co.jp
 
シ,220937,株式会社朱電気
〒861-4161,熊本県熊本市南区富合町⼩岩瀬１１４番地１
2025-03-29
https://www.shudenki.com
 
シ,121605,シュナイダーエレクトリック株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦２−１５−６ オアーゼ芝浦ＭＪビル
2025-07-11
http://www.schneider-electric.com/jp
 
シ,115028,シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦２−１５−６ オアーゼ芝浦ＭＦビル



2023-08-30
https://www.proface.com/
 
シ,220598,株式会社俊英⼯業
〒192-0153,東京都⼋王⼦市⻄寺⽅町５６３番地の１８５
2025-01-11
http://www.shunei.tokyo
 
シ,230697,株式会社竣栄⼯業
〒133-0053,東京都江⼾川区北篠崎⼆丁⽬１１番５号
2025-08-09
http://www.shun-ei.co.jp
 
シ,213799,株式会社俊光
〒187-0043,東京都⼩平市学園東町３ー３ー１５
2024-08-11
 
シ,211937,有限会社春光園
〒184-0014,東京都⼩⾦井市貫井南町４ー２ー２４
2023-12-08
http://www.syunkoen.co.jp
 
シ,216663,株式会社ショーエイ
〒468-0014,愛知県名古屋市天⽩区中平１丁⽬７０５番地
2025-06-18
https://shoei-dex.co.jp/
 
シ,231977,有限会社ショー喜
〒800-0215,福岡県北九州市⼩倉南区上曽根新町６番１３号
2026-05-09
 
シ,218962,株式会社ショーケン
〒314-0341,茨城県神栖市⽮⽥部１２７８５
2024-01-26
 
シ,113054,株式会社ショーデン
〒380-0913,⻑野市川合新⽥２１１０−１６
2023-11-13
http://www.shoden-nagano.com
 
シ,227429,ショーボンド建設株式会社
〒103-0015,東京都中央区⽇本橋箱崎町７番８号
2024-02-22
http://www.sho-bond.co.jp
 
シ,214481,ショーレジン株式会社
〒536-0008,⼤阪府⼤阪市城東区関⽬５ー９ー１４
2025-11-22
http://www.sho-resin.co.jp
 
シ,104415,株式会社ショーワ
〒101-0026,東京都千代⽥区神⽥佐久間河岸７８−３ 神⽥ＮＹビル２階
2025-06-14
 
シ,220144,株式会社翔圧



〒550-0025,⼤阪府⼤阪市⻄区九条南４−１６−２
2024-08-10
 
シ,219610,株式会社ショウエー
〒982-0036,宮城県仙台市太⽩区富沢南２丁⽬１７−１３
2024-04-20
 
シ,100165,株式会社昌栄
〒377-0005,群⾺県渋川市有⾺１９４−２
2025-08-09
http://www12.wind.ne.jp/syouei
 
シ,101192,株式会社昭栄
〒541-0059,⼤阪市中央区博労町２−３−１
2024-03-19
https://www.sho-a.co.jp/
 
シ,101997,株式会社勝栄
〒437-1622,静岡県御前崎市⽩⽻８５１３−１３
2024-12-03
http://www.shoei-pack.co.jp
 
シ,113757,松栄株式会社
〒535-0021,⼤阪市旭区清⽔２−１６−４
2024-03-16
 
シ,113991,株式会社正永
〒812-0066,福岡市東区⼆⼜瀬２−５
2024-10-02
 
シ,129709,株式会社ショウエイ
〒319-1301,茨城県⽇⽴市⼗王町伊師２０−１２
2024-12-18
http://www.shoueigp.jp/
 
シ,210600,株式会社庄栄
〒515-2344,三重県松阪市美濃⽥町１０４７−１
2024-10-06
https://shoei-kk.jp/
 
シ,213936,株式会社正栄
〒274-0806,千葉県船橋市⼆和⻄３ー１３ー２２
2024-12-15
 
シ,214483,株式会社ショウエイ
〒597-0071,⼤阪府⾙塚市加神１丁⽬２４番２９号
2025-11-22
 
シ,216001,株式会社ショウエイ
〒143-0015,東京都⼤⽥区⼤森⻄１丁⽬１９番２０号
2025-02-05
 
シ,217750,株式会社松栄
〒264-0036,千葉県千葉市若葉区殿台町２６０
2026-05-26



 
シ,229275,株式会社翔栄
〒302-0109,茨城県守⾕市本町３２９２ー１１
2025-09-07
http://syouei-kubota.co.jp/
 
シ,231099,株式会社商永
〒258-0024,神奈川県⾜柄上郡開成町中ノ名１８３番地
2025-10-18
 
シ,500348,ＳＨＯＥＩ
〒555-0011,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区⽵島三丁⽬１３番２７号
2024-07-25
https://www.shoeicom.co.jp/
 
シ,217891,松栄エンジ株式会社
〒530-0047,⼤阪府⼤阪市北区⻄天満２丁⽬６番８号
2023-07-07
 
シ,113968,昭栄化学⼯業株式会社
〒163-0443,東京都新宿区⻄新宿２−１−１
2024-10-27
http://www.shoeichem.co.jp
 
シ,224178,昌栄⻲井株式会社
〒661-0035,兵庫県尼崎市武庫之荘３丁⽬１７番１１号
2025-02-01
_
 
シ,230954,株式会社松栄管⼯
〒442-0068,愛知県豊川市諏訪⼆丁⽬２９２番地
2025-10-04
 
シ,123332,昭栄硝⼦株式会社
〒131-0046,東京都墨⽥区京島３−４２−８
2026-01-07
http://www.shoeiglass.jp
 
シ,220952,正栄機⼯株式会社
〒065-0024,北海道札幌市東区北⼆⼗四条東⼗六丁⽬１番６号
2025-03-29
http://www.shoeikiko.com
 
シ,220987,株式会社勝栄機⼯
〒848-0105,佐賀県伊万⾥市波多津町⾺蛤潟５０１３番地９９
2025-04-05
http://www.shouei-kikou.com/
 
シ,218356,正栄機材株式会社
〒341-0008,埼⽟県三郷市駒形６６１番地
2023-09-08
 
シ,113793,株式会社昭栄⾦属⼯業所
〒230-0052,横浜市鶴⾒区⽣⻨１−２−８
2024-05-22



 
シ,212287,有限会社匠栄技研
〒329-0431,栃⽊県下野市薬師寺１１７０ー４
2024-08-01
 
シ,226077,株式会社正栄組
〒701-2151,岡⼭県岡⼭市北区⾦⼭寺４番地の１
2025-10-01
 
シ,220918,株式会社昭栄建飾
〒581-0026,⼤阪府⼋尾市曙町⼀丁⽬５６番１１号
2025-03-29
 
シ,212794,昭栄建設株式会社
〒471-0879,愛知県豊⽥市⻑興寺９丁⽬２１番地１
2025-08-21
 
シ,231781,株式会社松栄建設
〒130-0003,東京都墨⽥区横川五丁⽬１０番１号
2026-03-14
https://www.syouei-kensetsu.co.jp/
 
シ,106343,正栄⼯業株式会社
〒212-0005,神奈川県川崎市幸区⼾⼿４ー１−１９
2024-09-08
https://www.shoei-kgy.co.jp
 
シ,113293,正栄⼯業株式会社
〒822-0011,福岡県直⽅市中泉７５７−１
2025-11-02
http://www.shoeikk.co.jp
 
シ,154005,昭栄⼯業株式会社
〒470-0151,愛知県愛知郡東郷町⼤字諸輪字北⼭１５８−２０
2023-09-27
 
シ,210751,株式会社正栄⼯業
〒284-0001,千葉県四街道市⼤⽇７９６ー８
2024-12-02
 
シ,215519,松栄⼯業株式会社
〒856-0015,⻑崎県⼤村市宮代町４８４ー３
2024-08-07
 
シ,217839,勝栄⼯業株式会社
〒502-0002,岐⾩県岐⾩市粟野東５ー５３９
2026-06-30
 
シ,217853,松英⼯業株式会社
〒453-0847,愛知県名古屋市中村区岩上町１８３−２
2023-06-30
 
シ,218679,有限会社正栄⼯業
〒747-0845,⼭⼝県防府市⼤字仁井令７０２番地の２０
2023-12-01



 
シ,218754,松栄⼯業株式会社
〒212-0051,神奈川県川崎市幸区東古市場３９番地１４
2023-12-15
 
シ,221044,正栄⼯業株式会社
〒573-0131,⼤阪府枚⽅市春⽇野２丁⽬１番１１号
2025-01-01
https://shoei.cc/
 
シ,225638,松栄⼯業株式会社
〒355-0342,埼⽟県⽐企郡ときがわ町⼤字⽟川１７３９番４
2025-07-01
http://www.shoei-ind.co.jp
 
シ,213918,昭栄興産株式会社
〒299-1145,千葉県君津市⻄坂⽥４ー１ー１９
2024-12-01
 
シ,220880,松英鋼材株式会社
〒816-0912,福岡県⼤野城市⼄⾦⼀丁⽬４番２８号
2025-03-22
 
シ,210959,有限会社昭栄⼯務店
〒352-0014,埼⽟県新座市栄３丁⽬３番１９号
2025-03-04
 
シ,101522,昭栄産業株式会社
〒950-0915,新潟県新潟市中央区鐙⻄２−２９−１２
2024-07-25
https://shoeisangyo-niigata.co.jp
 
シ,128374,勝英産業株式会社
〒680-1172,⿃取市北村９５−１
2025-11-09
 
シ,212282,昇栄産業株式会社
〒340-0003,埼⽟県草加市稲荷５−１２−２２
2024-07-25
 
シ,228945,湘栄産業株式会社
〒311-1517,茨城県鉾⽥市鉾⽥１０６８ー２藤井ビル２Ｆ
2025-03-26
https://shoueisan.co.jp/
 
シ,230082,昭永産業株式会社
〒351-0023,埼⽟県朝霞市溝沼七丁⽬５番８−５０７号
2025-05-10
http://asakanotaneuma.world.coocan.jp/
 
シ,213195,株式会社昇栄施設
〒065-0024,北海道札幌市東区北⼆⼗四条東６丁⽬３ー１
2023-04-15
 
シ,113935,株式会社昭栄商会



〒430-0803,静岡県浜松市東区植松町１４６８−７
2024-08-21
http://www.shoei-shokai.com/
 
シ,216565,昭栄重設有限会社
〒134-0085,東京都江⼾川区南葛⻄５丁⽬１４番１１号
2025-06-04
http://syouei-jst.com/
 
シ,123185,株式会社昭栄精機
〒409-3866,⼭梨県中巨摩郡昭和町⻄条３８５３−１
2025-03-14
https://shoeiseiki.jp/
 
シ,106483,株式会社正英製作所
〒547-0034,⼤阪府⼤阪市平野区背⼾⼝４−９−１１
2025-01-06
http://shoei-mfg.co.jp
 
シ,113687,株式会社松栄製作所
〒144-0055,東京都⼤⽥区仲六郷３−１３−８
2023-12-20
 
シ,129061,株式会社昭栄製作所
〒561-0857,⼤阪府豊中市服部寿町５−１２０
2023-08-11
https://www.shoei-ss.net/
 
シ,113660,株式会社昭栄製版所
〒140-0013,東京都品川区南⼤井５−２３−１１
2023-10-22
 
シ,123859,有限会社松栄設備
〒923-1243,⽯川県能美市三ツ屋町イ１８
2025-05-12
 
シ,216459,昭栄設備⼯業株式会社
〒041-0806,北海道函館市美原３丁⽬３８番３１号
2025-05-21
https://www.syouei-s.co.jp
 
シ,224920,株式会社尚栄装美
〒121-0075,東京都⾜⽴区⼀ツ家３−２１−１１
2025-04-01
http://shoeisoubi.co.jp/
 
シ,222874,翔栄タイル株式会社
〒730-0846,広島県広島市中区⻄川⼝町１７番２６号
2024-03-01
 
シ,215081,昭栄通信有限会社
〒252-0802,神奈川県藤沢市⾼倉９２３番地
2020-11-07
 
シ,113732,昌栄電機株式会社



〒154-0023,東京都世⽥⾕区若林１−２９−２
2024-03-13
http://www.shoei-electric.co.jp/
 
シ,123288,松栄電気株式会社
〒111-0053,東京都台東区浅草橋５−２−３ 鈴和ビル４Ｂ室
2025-12-10
https://www.net-akiba.com/
 
シ,126136,照永電機株式会社
〒579-8013,東⼤阪市⻄⽯切町６−５−１２
2023-11-10
 
シ,218059,松栄電気株式会社
〒156-0057,東京都世⽥⾕区上北沢５丁⽬４６番１２号
2023-08-04
 
シ,106287,株式会社勝栄電業社
〒144-0034,東京都⼤⽥区⻄糀⾕３−８−９
2024-07-30
https://shoei-ele.com
 
シ,122676,株式会社湘栄電⼦
〒259-0151,神奈川県⾜柄上郡中井町井の⼝３３５
2024-10-22
 
シ,215912,株式会社松栄電設
〒306-0631,茨城県坂東市岩井４７３３ー２
2025-01-22
https://shoei-ec.co.jp/
 
シ,224456,株式会社昌栄電設
〒221-0801,神奈川県横浜市神奈川区神⼤寺３丁⽬２９番１７号
2025-04-01
_
 
シ,230025,株式会社昌栄電設
〒820-0073,福岡県飯塚市平恒３９０番地１９
2025-04-19
 
シ,220946,松栄電設⼯業株式会社
〒870-0108,⼤分県⼤分市三佐⼀丁⽬１０番１３号
2025-03-29
http://shoei-densetsu.jp
 
シ,231212,株式会社正栄電設⼯業
〒803-0864,福岡県北九州市⼩倉北区熊⾕四丁⽬１６番２７号
2025-11-01
https://syouei-group.com/
 
シ,228204,有限会社翔栄塗装
〒250-0117,神奈川県南⾜柄市塚原２２５５
2024-06-21
 
シ,103575,昭栄パッキング株式会社



〒654-0041,神⼾市須磨区古川町１−３−１５
2024-12-05
http://www.shoei-pk.co.jp/
 
シ,113382,株式会社省栄プリント製作所
〒359-0013,埼⽟県所沢市⼤字城６７３
2026-02-09
http://syoeiprint.co.jp
 
シ,100111,松栄防災商事株式会社
〒231-0056,神奈川県横浜市中区若葉町１−５
2022-07-30
 
シ,123347,株式会社正栄マーク製作所
〒170-0001,東京都豊島区⻄巣鴨１−１１−１８
2026-01-18
http://www.shoeimark.co.jp/
 
シ,123059,昭栄薬品株式会社
〒541-0052,⼤阪市中央区安⼟町１−５−１
2024-12-27
http://www.shoei-yakuhin.co.jp
 
シ,103167,昭櫻精機株式会社
〒294-0048,千葉県館⼭市下真倉６７５
2026-01-18
http://www.shooh.co.jp/
 
シ,215740,株式会社章海設備
〒336-0964,埼⽟県さいたま市緑区東⼤⾨２丁⽬１７番地３０
2024-11-13
http://syoukai.co.jp/
 
シ,101579,⼩華薬品株式会社
〒100-0011,東京都千代⽥区内幸町１−２−２ ⽇⽐⾕ダイビル１１階
2024-08-07
http://www.shoka.co.jp
 
シ,220509,ショウカン株式会社
〒963-0215,福島県郡⼭市待池台⼆丁⽬６０番の２５
2024-12-07
http://syokan.jp/
 
シ,230085,ショウカンエンジニアリング株式会社
〒963-0725,福島県郡⼭市⽥村町⾦屋字川久保７９番地の２
2025-05-17
https://www.syokan-eng.com/
 
シ,102895,株式会社ショウガク社
〒560-0021,⼤阪府豊中市本町６−５−１０
2025-11-22
http://www.shogakusha-jp.co.jp/
 
シ,502176,松菊堂印房（その他）
〒467-0877,愛知県名古屋市瑞穂区雁道町１−５−２



2026-02-14
 
シ,211227,株式会社翔慶
〒551-0021,⼤阪府⼤阪市⼤正区南恩加島７丁⽬１番８２号
2025-06-29
http://syoukei.co.jp
 
シ,214580,株式会社勝恵
〒535-0005,⼤阪府⼤阪市旭区⾚川３ー１１ー１
2026-02-14
 
シ,105544,株式会社昇建
〒850-0033,⻑崎県⻑崎市万才町１０−３
2025-05-08
https://www.shoken-westernjapan.com
 
シ,212240,株式会社昇建
〒134-0091,東京都江⼾川区船堀４丁⽬１１ー８ステイツ船堀グリーンアベニュー１階
2024-07-04
 
シ,219699,照建株式会社
〒599-8265,⼤阪府堺市中区⼋⽥⻄町２丁１６ー４０
2024-05-11
http://sho-ken-osaka.co.jp/company/
 
シ,213596,株式会社匠建⼯業
〒352-0011,埼⽟県新座市野⽕⽌⼀丁⽬９番５２号
2024-02-17
 
シ,104734,承元寺⼯業株式会社
〒424-0201,静岡県静岡市清⽔区承元寺町３３９−１
2026-04-17
https://www.shougenji-industries.com
 
シ,220310,株式会社匠興
〒333-0857,埼⽟県川⼝市⼩⾕場２５３番地の３
2024-10-05
 
シ,115195,昭光機器⼯業株式会社
〒143-0002,東京都⼤⽥区城南島４−３−４
2023-11-04
http://www.swcc.co.jp/shoko-kiki/
 
シ,114610,昭興⾦属株式会社
〒464-0858,名古屋市千種区千種２−１５−２８
2024-10-31
http://www.shoko-k.co.jp/
 
シ,106083,昌光産業株式会社
〒530-0003,⼤阪府⼤阪市北区堂島２−１−５
2023-11-11
 
シ,127421,正幸産業株式会社
〒285-0812,千葉県佐倉市六崎１６１１−１
2024-09-26



http://www.shoko-s.co.jp
 
シ,123024,株式会社勝光社
〒538-0044,⼤阪市鶴⾒区放出東１−８−１６
2024-12-15
http://www.shokowsha.co.jp
 
シ,218192,株式会社松光設備
〒569-1044,⼤阪府⾼槻市上⼟室１丁⽬１０番６−３０６号
2023-08-11
 
シ,230215,正光設備株式会社
〒915-0083,福井県越前市押⽥⼀丁⽬３番８号
2025-06-14
 
シ,503086,昭光通商株式会社
〒108-8504,東京都港区芝浦３−１−１
2024-01-05
http://www.shoko.co.jp
 
シ,129367,株式会社昭興電器製作所
〒340-0813,埼⽟県⼋潮市⽊曽根６３７−１
2024-03-09
http://www.shoko-denki.co.jp/
 
シ,503802,昭光ハイポリマー株式会社
〒101-0048,東京都千代⽥区神⽥司町２丁⽬２番１２号 神⽥司町ビル
2023-07-26
 
シ,113893,昌興プラスチック株式会社
〒441-8122,愛知県豊橋市天伯町字⾼⽥⼭８６−２
2024-08-03
 
シ,113150,株式会社昌新
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町１−９−１３ ⽇本橋本町１丁⽬ビル６Ｆ
2026-06-19
http://www.shoshin.co.jp
 
シ,106048,庄司株式会社
〒676-0033,兵庫県⾼砂市⾼砂町材⽊町１２１６
2023-10-05
http://www.shojico.com
 
シ,128342,有限会社荘司機⼯
〒018-0401,秋⽥県にかほ市両前寺字狐森１４５
2025-10-16
 
シ,213389,庄司建設⼯業有限会社
〒876-0012,⼤分県佐伯市⼤字鶴望２５４９番地の１
2023-08-19
 
シ,217376,庄司⼯業株式会社
〒283-0811,千葉県東⾦市台⽅２０７８番地
2025-12-10
 



シ,223595,庄司⼯業有限会社
〒870-0951,⼤分県⼤分市⼤字下郡１３９７番地の４
2024-10-01
 
シ,113773,株式会社東海林製作所
〒230-0071,横浜市鶴⾒区駒岡２−１０−１
2024-05-19
 
シ,212847,株式会社庄⼦鉄⼯所
〒035-0043,⻘森県むつ市南⾚川町１０番２０号
2025-10-02
 
シ,123465,庄司電気株式会社
〒142-0043,東京都品川区⼆葉２−１７−２
2026-04-18
http://www.shoji-elc.co.jp
 
シ,214591,庄司電機株式会社
〒106-0047,東京都港区南⿇布１丁⽬５番３３号
2026-02-21
http://www.shoujidenki.co.jp/
 
シ,217162,株式会社庄司電気
〒252-0334,神奈川県相模原市南区若松６丁⽬９番７号
2025-10-01
https://www.syoji-denki.com/
 
シ,226707,庄司塗装⼯業株式会社
〒162-0843,東京都新宿区市⾕⽥町１丁⽬１９番地
2026-05-01
http://shoji-painting.com/
 
シ,218318,株式会社ＳＨＯＪＵ
〒735-0011,広島県安芸郡府中町瀬⼾ハイム１丁⽬１３−９
2023-09-01
 
シ,122942,有限会社昭成⼯業
〒839-1404,福岡県うきは市浮⽻町⻄隈上６６２
2025-01-05
http://syo-say.co.jp/
 
シ,213301,株式会社翔成⼯業
〒103-0004,東京都中央区東⽇本橋２−３−２
2023-07-01
 
シ,220667,昇正⼯業株式会社
〒984-0063,宮城県仙台市若林区⽯名坂２５番１号
2025-02-01
 
シ,218428,昭⽯化⼯株式会社
〒135-8074,東京都港区台場⼆丁⽬３番２号
2023-09-23
 
シ,218762,有限会社章設計事務所
〒371-0044,群⾺県前橋市荒牧町２丁⽬６番地１８



2023-12-15
 
シ,219168,商船三井テクノトレード株式会社
〒104-0031,東京都中央区京橋１−１−１
2024-02-22
https://www.motech.co.jp/
 
シ,215094,株式会社翔⼤鋼業
〒042-0915,北海道函館市⻄旭岡町２−２４−４
2023-11-14
http://www.syoudai.jp/
 
シ,218562,松⽵配管⼯業株式会社
〒590-0974,⼤阪府堺市堺区⼤浜北町⼆丁１番７−１２１９号
2023-10-27
 
シ,129107,株式会社昭電
〒130-8543,東京都墨⽥区太平４−３−８
2023-10-07
http://www.sdn.co.jp/
 
シ,216009,株式会社昭電
〒130-8543,東京都墨⽥区太平４丁⽬３番８号
2025-02-05
https://www.sdn.co.jp/
 
シ,220375,有限会社松電⼯
〒275-0005,千葉県習志野市新栄２−１０−１６
2024-10-19
 
シ,121991,株式会社松電舎
〒930-0846,富⼭県富⼭市奥井町１５−２０
2024-07-29
http://www.ksds.co.jp
 
シ,219191,株式会社祥電舍
〒194-0203,東京都町⽥市図師町５６１番地５
2024-03-02
 
シ,503580,株式会社正電成和
〒141-8515,東京都品川区⻄五反⽥５−２３−８
2024-03-24
https://shodenseiwa.co.jp
 
シ,215910,株式会社勝電ユニテク
〒273-0002,千葉県船橋市東船橋３丁⽬３９番１６号
2025-01-22
http://www.shoden-unitech.com/
 
シ,113967,株式会社昭特製作所
〒213-0002,川崎市⾼津区⼆⼦６−１０−１０
2024-08-31
http://www.shotoku.co.jp/
 
シ,123328,株式会社正徳トレーディング



〒503-1272,岐⾩県養⽼郡養⽼町⼤場９０６−１３４
2026-03-28
 
シ,126860,荘内ガス株式会社
〒998-0063,⼭形県酒⽥市南新町２−５−３５
2024-05-23
http://www.shonaigas.co.jp/
 
シ,231582,有限会社湘南エヌ．ディー．ティー
〒253-0001,神奈川県茅ヶ崎市⾚⽻根５１９番地５
2026-01-17
 
シ,113406,湘南エンジニアリング株式会社
〒252-0813,神奈川県藤沢市⻲井野８６０−２
2023-08-23
http://www.shonan-eng.co.jp
 
シ,230592,株式会社湘南キャリブレーション
〒250-0862,神奈川県⼩⽥原市成⽥４３０番地１
2025-08-02
http://www.s-cal.co.jp/
 
シ,103963,株式会社湘南技研
〒252-0807,神奈川県藤沢市下⼟棚１８２５−１２
2026-06-24
http://shonangiken.jp
 
シ,218037,湘南建設株式会社
〒236-0002,神奈川県横浜市⾦沢区⿃浜町１１ー８
2026-07-28
https://www.shounankensetsu.jp/
 
シ,123742,株式会社湘南サプライ
〒240-0112,神奈川県三浦郡葉⼭町堀内１２９５
2025-03-22
http://www.shonan-supply.co.jp
 
シ,211681,株式会社湘南サンテクノ
〒238-0033,神奈川県横須賀市阿部倉２８番３７号
2026-06-09
 
シ,214783,株式会社湘南住建
〒257-0031,神奈川県秦野市曽屋５８８２ー１
2023-06-20
http://www.shounan-jyuken.jp
 
シ,503146,湘南スプリング株式会社
〒253-0101,神奈川県⾼座郡寒川町倉⾒１７９０−３
2026-04-05
httpps://shonan-spring.com
 
シ,100220,湘南設計株式会社
〒245-0062,横浜市⼾塚区汲沢町１１８４−１ ⽯井第三ビル２０３号室
2025-08-23
 



シ,100488,株式会社湘南テクノ
〒243-0801,神奈川県厚⽊市上依知５８０−１
2025-12-15
http://www.e-stc.jp/
 
シ,212077,有限会社湘南電気
〒251-0043,神奈川県藤沢市辻堂元町５ー１０ー１３
2024-03-08
 
シ,216968,有限会社湘南電気商会
〒242-0025,神奈川県⼤和市代官⼆丁⽬１２番地４
2025-08-06
 
シ,504723,株式会社湘南ビジネス
〒257-0051,神奈川県秦野市今川町２番１７号 都築第２ビル３階
2023-06-27
https://shonan-bank.co.jp/
 
シ,226402,株式会社湘南フロア
〒245-0011,神奈川県横浜市泉区中⽥町２７３３
2026-03-01
 
シ,125624,株式会社昭南メタル製作所
〒146-0095,東京都⼤⽥区多摩川２−１８−５
2026-06-24
 
シ,219406,有限会社湘南メンテナンス
〒245-0901,神奈川県平塚市纏７７番地の６号
2024-03-23
 
シ,218544,有限会社湘南リース圧送
〒259-0313,神奈川県⾜柄下郡湯河原町鍛冶屋７４４−６
2023-10-20
 
シ,220131,株式会社湘南レオテック
〒252-0805,神奈川県藤沢市円⾏１−１５−２２
2024-08-03
 
シ,103209,庄原ステンレス⼯業株式会社
〒727-0203,広島県庄原市川北町１６−１
2026-06-16
https://www.ssk-syoubara.com/
 
シ,231944,株式会社松美園
〒545-0053,⼤阪府⼤阪市阿倍野区松崎町四丁⽬１１番２８号
2026-04-25
 
シ,129380,正法⼯業株式会社
〒542-0086,⼤阪府⼤阪市⻄⼼斎橋１−８−１６
2024-03-19
http://www.sho-ho.co.jp/
 
シ,103197,株式会社昇豊製作所
〒612-8496,京都市伏⾒区久我⻄出町２−１３８
2026-01-24



http://syoho-ss.com/
 
シ,106712,湘北電機⼯業有限会社
〒243-0419,神奈川県海⽼名市⼤⾕北２−３−３６
2025-07-04
 
シ,220033,株式会社消防試験協会
〒131-0042,東京都墨⽥区東墨⽥３ー１０ー６
2024-07-20
http://ssknet.jp/
 
シ,227476,株式会社翔洋
〒107-0052,東京都港区⾚坂⼀丁⽬９番１３号
2024-02-28
http://www.shouyo.co.jp
 
シ,103430,松陽電⼯株式会社
〒115-0051,東京都北区浮間３−５−２７
2024-07-25
http://www.shoyodenko.co.jp/
 
シ,113463,株式会社勝⼒電機
〒322-0026,栃⽊県⿅沼市茂呂２６０３
2023-09-09
http://www.shoriki.co.jp
 
シ,113236,昌⽴⼯業株式会社
〒531-0072,⼤阪市北区豊崎５−２−１９−３０２号
2025-08-24
 
シ,113652,正⽴産業株式会社
〒310-0041,茨城県⽔⼾市上⽔⼾４−１−７
2023-12-01
 
シ,212730,昭⽴産業株式会社
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町２丁⽬７番１０号
2025-07-03
https://www.shoritsu-s.co.jp/
 
シ,123329,昭⽴電気⼯業株式会社
〒212-0025,川崎市幸区古川町８１−２
2026-02-08
https://www.shoritsudenki.co.jp/
 
シ,113686,ショウワ株式会社
〒570-0042,⼤阪府守⼝市寺⽅錦通３−７−６
2024-02-18
 
シ,215234,株式会社翔和
〒846-0012,佐賀県多久市東多久町⼤字別府５３３０ー１
2024-02-20
 
シ,217527,株式会社昇和
〒552-0005,⼤阪府⼤阪市港区⽥中２−１−１
2026-01-28



https://showa.company/
 
シ,218143,有限会社昌和
〒641-0003,和歌⼭県和歌⼭市坂⽥３４８番地１２
2023-08-04
 
シ,227076,株式会社昭和
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町１ー１８ー２２
2023-10-01
http://www.kk-showa.jp
 
シ,503083,株式会社正和
〒171-0013,東京都豊島区東池袋三丁⽬１２番１２号
2024-03-09
https://www.net-showa.co.jp/
 
シ,224155,昭和アステック株式会社
〒105-0021,東京都港区東新橋２丁⽬７番３号
2025-02-01
https://www.s-astec.co.jp/
 
シ,105125,昭和印刷加⼯有限会社
〒420-0876,静岡県静岡市葵区平和２−２９−３０
2024-05-17
http://www.showa-p.com/contact.php
 
シ,229140,株式会社昭和⽻前建設⼯業
〒981-0932,宮城県仙台市⻘葉区⽊町１７ー１５
2025-06-21
http://www.syo-wauzen.co.jp/
 
シ,221508,昭和開発⼯業株式会社
〒691-0015,島根県出雲市⻄郷町３３４番地１
2025-04-01
http://showak.jp/
 
シ,104769,昭和化学⼯業株式会社
〒356-0054,埼⽟県ふじみ野市⼤井武蔵野１３６９
2026-05-11
 
シ,125397,昭和化学⼯芸株式会社
〒475-0021,愛知県半⽥市州の崎町２−１１
2026-04-12
https://www.showakk.co.jp
 
シ,231283,昭和化建株式会社
〒593-8312,⼤阪府堺市⻄区草部１５１番地２５
2025-11-15
 
シ,125396,照和化成株式会社
〒486-0957,愛知県春⽇井市中野町１−３−６
2026-04-12
 
シ,127348,昭和化成⼯業株式会社
〒348-8585,埼⽟県⽻⽣市⼩松台１−６０３−２９



2024-08-28
http://www.showakvc.co.jp/
 
シ,214952,昭和仮設リース株式会社
〒543-0011,⼤阪府⼤阪市天王寺区清⽔⾕町２０−５
2023-08-29
 
シ,125232,株式会社昭和活版所
〒317-0074,茨城県⽇⽴市旭町２−１−４
2026-02-16
 
シ,221471,硝和硝⼦株式会社
〒910-8533,福井県福井市開発２丁⽬１２１番地
2025-04-01
https://www.g-showa.co.jp/
 
シ,213095,株式会社正和硝⼦⼯業所
〒113-0023,東京都⽂京区向丘２−３６−８
2024-04-01
 
シ,104679,昭和機器⼯業株式会社
〒812-0011,福岡県福岡市博多区博多駅前４−３３−３２
2026-03-13
http://www.showa-kiki.co.jp
 
シ,218974,正和企業株式会社
〒121-0062,東京都⾜⽴区南花畑２丁⽬３５番１５号
2024-01-26
 
シ,218853,昭和機⼯株式会社
〒135-0013,東京都江東区千⽥１０ー８
2024-01-05
http://www.showakiko.co.jp/
 
シ,129951,有限会社昭和⾦属興業
〒180-0006,東京都武蔵野市中町１−３９−７
2025-04-23
 
シ,106473,有限会社ショウワ クラフト
〒211-0051,神奈川県川崎市中原区宮内２−５−１２ ⼭越ビル１階
2024-12-24
 
シ,221142,昭和建産北関東販売株式会社
〒373-0041,群⾺県太⽥市別所町３７６ー１
2025-03-01
 
シ,215475,株式会社ショウワ建設
〒479-0034,愛知県常滑市字椎⽥奥１５番地の２
2024-07-03
 
シ,223343,株式会社昇和建設
〒290-0178,千葉県市原市神崎１７３ー２
2024-07-01
http://www.showa-g.jp
 



シ,229832,昭和建設株式会社
〒194-0038,東京都町⽥市根岸⼀丁⽬４番７号
2023-07-10
http://www.e-showa.jp/
 
シ,225224,昭和建設⼯業株式会社
〒400-0033,⼭梨県甲府市寿町２９番１号
2025-05-01
 
シ,216866,株式会社昭和コーポレーション
〒108-0014,東京都港区芝５丁⽬１番２号
2025-07-16
https://www.showa-cp.jp
 
シ,126953,昭和⼯機株式会社
〒133-0056,東京都江⼾川区南⼩岩６−２７−３
2024-06-22
http://www.showakoki.com/
 
シ,101479,株式会社昭和興業
〒015-0014,秋⽥県由利本荘市⽯脇字⼭ノ神１１−１０１７
2024-07-17
http://www.showa-kg.co.jp/
 
シ,113488,昌和⼯業株式会社
〒486-0918,愛知県春⽇井市如意申町１−７−５
2023-09-20
http://www17.ocn.ne.jp/~syowa/
 
シ,212160,昭和⼯業株式会社
〒102-0082,東京都千代⽥区⼀番町１５−８壱番館１階
2021-05-09
http://shouwakogyo.com/index.html
 
シ,212183,有限会社昇和⼯業
〒594-0032,⼤阪府和泉市池⽥下町３５２５番地の２
2024-05-17
 
シ,213769,昭和⼯業株式会社
〒547-0027,⼤阪府⼤阪市平野区喜連５丁⽬４番４１号
2024-07-21
 
シ,214462,株式会社昭和⼯業
〒649-0305,和歌⼭県有⽥市港町８４３−３５
2025-11-15
 
シ,230964,昌和⼯業株式会社
〒213-0032,神奈川県川崎市⾼津区久地三丁⽬１６番６−２２０号
2025-10-04
http://showaindustry.co.jp
 
シ,113874,昭和⼯業ゴム株式会社
〒542-0064,⼤阪市中央区上汐１−５−２
2024-07-10
http://www.showair.co.jp/



 
シ,113456,昭和興産株式会社
〒107-8452,東京都港区⾚坂６−１３−１８
2023-08-30
http://www.showakosan.co.jp/
 
シ,225966,有限会社昭和興産
〒850-0042,⻑崎県⻑崎市御船蔵町１番４８号
2025-09-01
 
シ,113734,昭和礦油株式会社
〒143-0006,東京都⼤⽥区平和島５−２−２８
2024-03-24
http://www.showakoyu.co.jp/
 
シ,224371,昭和コンクリート⼯業株式会社
〒500-8703,岐⾩県岐⾩市⾹蘭１丁⽬１番地
2025-04-01
https://www.showa-con.co.jp/
 
シ,105897,昭和ゴム株式会社
〒333-0866,埼⽟県川⼝市芝４４７８−４
2026-04-08
http//www.showa-gomu.co.jp
 
シ,103845,株式会社昭和ゴム化学
〒125-0042,東京都葛飾区⾦町２−５−９
2024-05-20
http://www.showa-rubber.com
 
シ,218714,昭和ゴム機⼯株式会社
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾１丁⽬１６番８号
2023-12-08
http://www.showagomukiko.co.jp/
 
シ,210817,株式会社昭和サイエンス
〒210-0024,神奈川県川崎市川崎区⽇進町１番１４号
2025-01-06
https://www.ssvi.co.jp/
 
シ,113133,昭和産業株式会社
〒407-0011,⼭梨県韮崎市上ノ⼭３８５０
2025-01-14
http://www.syowa.com
 
シ,113998,株式会社松和産業
〒515-0001,三重県松阪市⼤⼝町１６２４−１
2024-10-31
http://www.showanet.jp
 
シ,212834,株式会社昇和産業
〒263-0001,千葉県千葉市稲⽑区⻑沼原町５０５番地１
2025-09-25
http://www.showa-g.jp
 



シ,223541,昭和産業株式会社
〒308-0847,茨城県築⻄市⽟⼾１００７番地の３
2024-09-01
https://www.showasangyo.co.jp/
 
シ,212350,昭和試錐株式会社
〒363-0027,埼⽟県桶川市川⽥⾕２７５９ー１
2024-10-17
 
シ,123950,株式会社昭和システムエンジニアリング
〒103-0001,東京都中央区⽇本橋⼩伝⾺町１−５ ＰＭＯ⽇本橋江⼾通
2025-06-11
http://www.showa-sys-eng.co.jp
 
シ,213245,昭和室内⼯業株式会社
〒110-8576,東京都台東区上野５丁⽬２３番１１号
2026-05-20
 
シ,123355,株式会社昭和真空
〒252-0244,神奈川県相模原市中央区⽥名３０６２−１０
2025-12-26
 
シ,113266,昭和精機株式会社
〒467-0851,愛知県名古屋市瑞穂区塩⼊町１８−１
2025-09-11
http://www.sskk.co.jp
 
シ,121733,株式会社昌和精機
〒193-0833,東京都⼋王⼦市めじろ台２−４１−２
2024-05-26
https://www.syouwa-seiki.co.jp
 
シ,106784,昭和精機⼯業株式会社
〒776-0001,徳島県吉野川市鴨島町⽜島１９３９−１３
2025-10-12
https://www.showaseiki-ind.co.jp
 
シ,104302,株式会社昭和精⼯
〒184-0011,東京都⼩⾦井市東町４−３−１１
2025-02-19
http://www.shouwaseikou.co.jp
 
シ,113254,株式会社正和製作所
〒243-0401,神奈川県海⽼名市東柏ヶ⾕５−１３−４
2025-04-27
http://www.showa-3d.com
 
シ,113731,株式会社昭和製作所
〒143-0015,東京都⼤⽥区⼤森⻄２−１７−８
2024-04-17
http://www.showa-ss.jp
 
シ,120576,株式会社昌和製作所
〒993-0041,⼭形県⻑井市九野本４４９
2023-11-01



http://www2.jan.ne.jp/~syowa-ss/
 
シ,100584,株式会社章和製作所
〒431-0203,静岡県浜松市⻄区⾺郡町３７６２−７
2026-01-26
 
シ,123367,株式会社昭和測器
〒121-0812,東京都⾜⽴区⻄保⽊間１−１７−１６
2026-01-23
http://www.showa-sokki.co.jp/index.html
 
シ,124738,昭和測器株式会社
〒101-0024,東京都千代⽥区神⽥和泉町１−５−９
2025-12-17
http://www.showasokki.co.jp/
 
シ,210800,昭和造園⼟⽊株式会社
〒501-1181,岐⾩県岐⾩市雛倉７９４番地の１
2025-01-06
http://www.showa-con.co.jp/kanren/zoen/zoen.html
 
シ,218942,昭和通信⼯業株式会社
〒491-0101,愛知県⼀宮市浅井町尾関字北⽥３５番地
2024-01-19
http://stkinc.jp/
 
シ,230309,昌和テクノサービス株式会社
〒592-0005,⼤阪府⾼⽯市千代⽥五丁⽬２番３８号
2025-06-28
http://www.showatechno-s.co.jp/
 
シ,221432,昭和鉄⼯株式会社
〒811-2101,福岡県糟屋郡宇美町⼤字宇美３３５１番地８
2025-04-01
https://www.showa.co.jp/
 
シ,103415,昭和電気株式会社
〒531-0071,⼤阪市北区中津７−４−８
2024-07-15
http://www.showa-ele.co.jp
 
シ,126586,昭和電器株式会社
〒174-0052,東京都板橋区蓮沼町８２−２
2024-02-13
http://www.showa-precision.co.jp
 
シ,216718,昭和電機株式会社
〒327-0837,栃⽊県佐野市植野町１８５８番地
2025-06-25
https://www.showaelc.co.jp/
 
シ,217633,昭和電機株式会社
〒551-0031,⼤阪府⼤阪市⼤正区泉尾四丁⽬１２番２４号
2026-03-10
 



シ,230383,株式会社昭和電気⼯業
〒780-0063,⾼知県⾼知市昭和町５番１２号
2025-07-12
 
シ,503224,昭和電機産業株式会社
〒380-8507,⻑野県⻑野市三輪荒屋１１５４番地
2024-07-13
http://showadenkikk.jp/
 
シ,106156,昭和電気鋳鋼株式会社
〒370-1201,群⾺県⾼崎市倉賀野町３２５０
2024-02-15
http://www.showadenki-chuko.co.jp/
 
シ,503000,昭和電⼯株式会社
〒105-8518,東京都港区芝⼤⾨１−１３−９
2024-12-12
http://www.sdk.co.jp/
 
シ,113548,昭和電⼯ガスプロダクツ株式会社
〒212-0014,神奈川県川崎市幸区⼤宮町１３１０
2023-10-14
 
シ,106111,昭和電⼯光半導体株式会社
〒369-1893,埼⽟県秩⽗市下影森１５０５
2023-12-17
 
シ,117441,昭和電⼯マテリアルズ・エレクトロニクス株式会社 下館⼯場
〒308-8521,茨城県筑⻄市⼩川１５００
2024-04-24
https://www.me.showadenko.com
 
シ,122352,昭和電⼦機器株式会社
〒158-0084,東京都世⽥⾕区東⽟川１−４−１
2024-08-21
 
シ,129254,昭和電装株式会社
〒761-8085,⾹川県⾼松市寺井町１０７９
2024-02-09
http://www.showadenso.co.jp
 
シ,211178,株式会社昭和陶業
〒001-0029,北海道札幌市北区北⼆⼗九条⻄１１丁⽬３番１１号
2025-05-31
 
シ,230428,昭和塗装⼯業株式会社
〒260-0045,千葉県千葉市中央区弁天⼀丁⽬３４番４号
2025-07-12
 
シ,226631,昭和⼟⽊株式会社
〒533-0014,⼤阪府⼤阪市東淀川区豊新１丁⽬２０番２２号
2026-04-01
 
シ,227061,昭和⼟⽊株式会社
〒468-0001,愛知県名古屋市天⽩区植⽥⼭５丁⽬２３０１番地



2023-09-01
http://www.showa-ce.co.jp
 
シ,222651,昭和⽇本化成株式会社
〒819-0043,福岡県福岡市⻄区野⽅３ー１ー８
2024-02-01
https://showa-nihonkasei.com
 
シ,129248,昭和ネームプレート株式会社
〒116-0002,東京都荒川区荒川６−５２−１０
2024-02-02
http://www.showa-np.com
 
シ,212260,株式会社昭和ネオン
〒140-8701,東京都品川区南品川１丁⽬７番１７号
2024-07-11
http://www.showaneon.co.jp/
 
シ,224175,昭和ハウス⼯業株式会社
〒812-0016,福岡県福岡市博多区博多駅南３丁⽬１８番４号
2025-02-01
 
シ,220678,株式会社ショウワパーク
〒532-0003,⼤阪府⼤阪市淀川区宮原四丁⽬３番１２号
2025-02-07
http://www.showapark.co.jp
 
シ,123487,昭和⾵⼒機械株式会社
〒124-0022,東京都葛飾区奥⼾１−１６−３
2026-05-24
http://www.showafuryoku.co.jp
 
シ,213241,昭和フロント株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１−１３−７四国ビル５Ｆ
2020-05-20
 
シ,220902,昭和プラント株式会社
〒803-0823,福岡県北九州市⼩倉北区菜園場⼀丁⽬１１番１５号
2025-03-22
 
シ,103592,昭和包装⼯業株式会社
〒509-7122,岐⾩県恵那市武並町⽵折１６３１−１
2024-01-28
http://www.showa-hoso.co.jp/
 
シ,221224,昭和マテリアル株式会社
〒069-0365,北海道岩⾒沢市上幌向町５４２番地７
2025-03-01
https://showamaterial.co.jp/
 
シ,214572,株式会社昭和未来
〒184-0004,東京都⼩⾦井市本町２−８−２７
2023-02-14
http://www.shouwamiki.co.jp
 



シ,227423,昭和⽊材株式会社
〒078-8212,北海道旭川市⼆条通２３丁⽬右１号
2026-03-18
http://www.showa-lumber.co.jp
 
シ,126448,昭和薬品⼯業株式会社
〒210-0026,川崎市川崎区堤根３７
2024-01-10
http://www.showayakuhin.co.jp
 
シ,103243,昭和有機株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀１−９−８
2024-10-17
https://www.showayuki-hd.co.jp/
 
シ,224868,昌和輸送機株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町３ー４ー６
2025-04-01
http://www.showa-yusoki.co.jp
 
シ,113761,昭和熔材株式会社
〒196-0033,東京都昭島市東町５−１−２
2024-04-17
http://showayozai.com/
 
シ,226185,株式会社昭和洋樽製作所
〒661-0977,兵庫県尼崎市久々知２丁⽬２２番１７号
2025-11-01
http://www.showayotal.co.jp/
 
シ,224485,昭和ライト株式会社
〒173-0015,東京都板橋区栄町３２ー５ー１２７
2022-04-01
http://www.syowa-lite.co.jp/
 
シ,101404,株式会社昭和螺旋管製作所
〒174-0051,東京都板橋区⼩⾖沢２−２６−１０
2024-06-08
http://www.showarasen.co.jp/
 
シ,224358,昭和リーフ株式会社
〒100-0006,東京都千代⽥区有楽町１丁⽬１０番１号
2025-03-01
https://www.sklf.co.jp/
 
シ,106358,株式会社翔和緑花建設
〒299-3202,千葉県⼤網⽩⾥市南今泉４８８１−２１
2024-09-27
http://www.s-123.co.jp/
 
シ,215691,株式会社曙光
〒732-0042,広島県広島市東区⽮賀１ー７ー３１
2024-10-23
 
シ,121575,ショット⽇本株式会社



〒528-0034,滋賀県甲賀市⽔⼝町⽇電３−１
2024-12-06
http://www.schott.com/ep-japan
 
シ,502484,ショット⽇本株式会社
〒528-0034,滋賀県甲賀市⽔⼝町⽇電３−１
2023-11-15
https://www.schott.com/ja-jp
 
シ,113306,⽩⽯カルシウム株式会社
〒530-0005,⼤阪市北区中之島２−２−７ 中之島セントラルタワー９Ｆ
2026-05-06
http://www.shiraishi.co.jp/
 
シ,211990,⽩⽯建設⼯業株式会社
〒792-0026,愛媛県新居浜市久保⽥町３丁⽬９番２０号
2024-01-20
http://www.shiraishi-inc.co.jp/
 
シ,103728,⽩⽯⼯業株式会社
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾５−４４−８
2024-03-25
http://www.shiraishi-kk.co.jp
 
シ,113873,⽩⽯⼯業株式会社
〒152-0033,東京都⽬黒区⼤岡⼭１−３３−３
2024-08-02
 
シ,221071,株式会社⽩⽯⼯務店
〒792-0892,愛媛県新居浜市黒島⼀丁⽬３番２９号
2023-09-01
 
シ,216441,株式会社⽩⽯設備
〒498-0801,三重県桑名郡⽊曽岬町⼤字加路⼾９１番地８
2025-05-14
 
シ,216131,有限会社⽩⽯鉄建⼯業
〒799-1351,愛媛県⻄条市三津屋４５５番地５
2025-03-12
http://shiraishitk.com/
 
シ,230390,有限会社⽩⽯電⼯
〒791-2111,愛媛県伊予郡砥部町⼋倉２４２番地
2025-07-12
 
シ,224474,シライテック株式会社
〒101-0025,東京都千代⽥区神⽥和泉町１番地６の１
2025-04-01
http://www.shiraitek.jp/
 
シ,113759,シライ電⼦⼯業株式会社
〒615-0901,京都市右京区梅津南広町４６−２
2024-04-05
http://www.shiraidenshi.co.jp
 



シ,128182,シライ電⼦⼯業株式会社 Ｐ板開発サービス本部
〒350-0833,埼⽟県川越市芳野台１−１０３−６０
2025-10-02
http://www.shiraidenshi.co.jp
 
シ,225575,⽩岩⼯業株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川１丁⽬１６番３号
2025-06-01
https://shiraiwa-kougyou.co.jp/
 
シ,230764,⽩江産業株式会社
〒800-0102,福岡県北九州市⾨司区⼤字猿喰９４４番１
2025-08-30
http://www.shiraesangyo.co.jp
 
シ,212680,株式会社⽩海
〒808-0021,福岡県北九州市若松区響町３丁⽬１番３３号
2025-06-12
https://shirakai.jp/
 
シ,505299,株式会社⽩神⼟⽊総建
〒989-5504,宮城県栗原市若柳字上畑岡⼤森８２−４
2022-11-15
 
シ,101694,株式会社シラカワ
〒103-0002,東京都中央区⽇本橋⾺喰町１−１３−１１
2024-09-28
http://www.k-shirakawa.com
 
シ,103300,⽩河オリンパス株式会社
〒961-8061,福島県⻄⽩河郡⻄郷村⼩⽥倉字狼⼭３−１
2025-12-11
http://www.shirakawa.olympus.co.jp/
 
シ,224618,⽩河地区⽣コンクリート協同組合（その他）
〒961-0041,福島県⽩河市結城１１０番地１
2025-04-01
_
 
シ,504239,⽩川電機株式会社熊本製作所
〒861-2234,熊本県上益城郡益城町⼤字古閑崎久保１５３−１５
2026-04-10
http://www.shirakawa-kp.co.jp/
 
シ,120644,株式会社⽩川電機製作所
〒152-0002,東京都⽬黒区⽬黒本町２−７−１
2023-11-20
http://shirakawaelec.co.jp
 
シ,113109,⽩河電産株式会社
〒961-8001,福島県⻄⽩河郡⻄郷村⼤字⽻太字坂の影１５
2024-09-01
http://www.sdensan.co.jp/
 
シ,213232,⽩川舞台機構株式会社



〒338-0835,埼⽟県さいたま市桜区⼤字道場７０９ー１
2026-05-13
http://www.shirakawabutai.com/
 
シ,215305,有限会社⽩河レッカー
〒961-0074,福島県⽩河市郭内１７９
2024-03-20
 
シ,113863,株式会社シラコ
〒339-0054,埼⽟県さいたま市岩槻区仲町１−１５−１１
2024-08-02
 
シ,214654,株式会社⽩⼦松次郎商店
〒643-0846,和歌⼭県有⽥郡有⽥川町⼤字⽥⼝１９６
2026-04-04
http://shilako.co.jp/
 
シ,501961,株式会社⽩崎コーポレーション
〒916-0076,福井県鯖江市⽯⽣⾕町１１−２３
2025-11-25
https://www.shirasaki.co.jp/
 
シ,124428,株式会社⽩崎製作所
〒125-0063,東京都葛飾区⽩⿃４−１−１２
2025-08-20
http://www.shirasaki-mfg.co.jp
 
シ,227965,株式会社⽩崎建具製作所
〒062-0933,北海道札幌市豊平区平岸３条１５丁⽬５番１８号
2024-04-20
 
シ,503140,⽩鷺電気⼯業株式会社
〒861-8035,熊本県熊本市東区御領⼋丁⽬３番３８号
2024-05-15
https://www.shirasagidenki.co.jp
 
シ,113127,⽩沢電気株式会社
〒328-0042,栃⽊県栃⽊市沼和⽥町４５−３９
2024-07-22
http://shirasawadenki.rpr.jp/
 
シ,220414,シラザワ技建⼯業株式会社
〒806-0034,福岡県北九州市⼋幡⻄区岸の浦２丁⽬３番５号
2024-11-01
 
シ,217676,株式会社シラス⾃⼯
〒403-0004,⼭梨県富⼠吉⽥市下吉⽥９−２７−２９
2023-03-31
 
シ,113498,⽩⽉⼯業株式会社
〒451-0025,名古屋市⻄区上名古屋４−１０−６
2023-09-22
http://www.shiratsuki.co.jp
 
シ,212149,株式会社しらと



〒110-0012,東京都台東区⻯泉３丁⽬１番８号
2024-04-19
 
シ,211949,株式会社⽩⼾⼯務店
〒356-0028,埼⽟県ふじみ野市⻄原１丁⽬６ー３
2023-12-15
http://www7b.biglobe.ne.jp/~shirato
 
シ,219312,株式会社⽩⼾設備
〒811-1355,福岡県福岡市南区桧原７丁⽬２３番１７号
2024-03-16
 
シ,113641,株式会社⽩⼟プリント配線製作所
〒311-1251,茨城県ひたちなか市⼭崎８０
2024-02-01
http://www.shirato-print.co.jp
 
シ,113257,株式会社⽩⿃
〒456-0056,名古屋市熱⽥区三番町２−２２
2025-03-18
http://www.siratori-corp.co.jp
 
シ,100151,⽩⿃ガスケット製造株式会社
〒384-0045,⻑野県⼩諸市⼤字滝原１６７６−１
2025-08-05
http://members.ctknet.ne.jp/gasket/
 
シ,218745,株式会社シラヌイ
〒183-0056,東京都府中市寿町２丁⽬１０番３号宝栄府中ビル２階
2023-12-15
 
シ,220990,有限会社不知⽕電気
〒869-0552,熊本県宇城市不知⽕町⾼良２０９７番地
2025-04-05
 
シ,211295,⽩濱建設株式会社
〒444-0007,愛知県岡崎市⼤平町字家下１０番地１
2025-07-27
http://www.shirahama-con.co.jp
 
シ,217579,株式会社シリウス
〒194-0201,東京都町⽥市上⼩⼭⽥町１６９ー２８
2026-02-10
 
シ,106402,株式会社シリウス製作所
〒895-1202,⿅児島県薩摩川内市樋脇町塔之原９５２９−５
2024-11-12
 
シ,128311,株式会社シリコーンテクノ
〒340-0124,埼⽟県幸⼿市上宇和⽥５７２−２０
2025-09-20
http://www.silicone.co.jp
 
シ,113218,シリコンテクノロジー株式会社
〒154-0024,東京都世⽥⾕区三軒茶屋２−２−１６



2025-11-13
https://si-tech.co.jp/
 
シ,123437,株式会社シリコンテクノロジー
〒104-0031,東京都中央区京橋１−１７−１０
2026-05-22
http://www.s-tc.co.jp
 
シ,502963,シリコンパワージャパン株式会社
〒110-0004,東京都台東区下⾕１−４−１０上野ＳＫビル７Ｆ
2026-06-17
https://www.silicon-power.com
 
シ,106397,シリンクス株式会社
〒630-8101,奈良県奈良市⻘⼭７−２３６
2024-11-10
https://www.syrinx.jp
 
シ,105613,シルトロニック・ジャパン株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀３−１１−１２ ⼤基ビル７階
2024-03-28
http://www.siltronic.com/
 
シ,100582,株式会社シルバーアイ
〒222-0033,横浜市港北区新横浜２−１４−４ シルバービル
2026-01-25
http://www.silver-i.co.jp/
 
シ,503765,シルバー⼯業株式会社
〒940-2033,新潟県⻑岡市上除町字若宮甲３７２番地
2026-03-15
http://www.silver-kk.jp/index.htm
 
シ,128293,株式会社シルバーロイ
〒675-2463,兵庫県加⻄市広原町５１８−２
2025-09-12
http://www.silveralloy.co.jp
 
シ,504182,株式会社シルバコ・ジャパン
〒220-8136,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい２丁⽬２番１号
2025-01-09
http://www.silvaco.co.jp/
 
シ,121928,株式会社シルベック
〒340-0835,埼⽟県⼋潮市浮塚８７９−３
2024-07-10
http://www.silvec.co.jp/
 
シ,213863,有限会社⽩⽔建⼯
〒816-0921,福岡県⼤野城市仲畑４丁⽬１０ー５
2024-10-06
 
シ,123220,株式会社⽩⾦製作所
〒146-0094,東京都⼤⽥区東⽮⼝２−１８−２０
2025-07-25



http://www.shirogane-ss.co.jp/
 
シ,126745,株式会社⽩⾦製作所
〒621-0013,京都府⻲岡市⼤井町並河⻲ヶ渕５０
2024-03-17
http://www.e-shirogane.jp/
 
シ,218498,⽩銀鉄建⼯業株式会社
〒031-0833,⻘森県⼋⼾市⼤字⼤久保字⼤⼭４５番地１
2023-10-13
 
シ,113295,株式会社シロキ
〒464-0858,名古屋市千種区千種３−２６−１８
2025-02-16
http://www.shiroki.com
 
シ,104184,株式会社⽩⽊屋
〒984-0824,宮城県仙台市若林区遠⾒塚東１５−９
2024-11-26
http://www.shirokiya.net/
 
シ,225190,株式会社⽩⽊屋
〒320-0816,栃⽊県宇都宮市天神１丁⽬１番３３号
2025-05-01
http://www.shiroki-ya.jp/
 
シ,219811,⽩⽊屋建装株式会社
〒151-0051,東京都渋⾕区千駄ヶ⾕３−５３−１７
2024-06-01
 
シ,222076,株式会社城⼝研究所
〒101-0046,東京都千代⽥区神⽥多町⼆丁⽬９番２号
2026-01-01
https://www.shiroguchi.co.jp/
 
シ,125246,株式会社代⽥⽊型製作所
〒211-0022,川崎市中原区苅宿２１６−２
2026-02-25
 
シ,126376,城⽥鋳⼯株式会社
〒511-0944,三重県桑名市⼤字芳ヶ崎１５１３
2023-12-14
http://www.shirota-chuko.co.jp
 
シ,214051,城中⼯業株式会社
〒210-0836,神奈川県川崎市川崎区⼤島上町１番２号
2025-03-01
http://www.shironaka.co.jp/
 
シ,104916,株式会社しろみず
〒808-0023,福岡県北九州市若松区北浜２−４−１
2023-09-06
http://www.shiromizu.co.jp
 
シ,223046,城元躯体⼯業株式会社



〒250-0011,神奈川県⼩⽥原市栄町１ー９ー１３
2024-04-01
 
シ,113952,株式会社城⼭
〒671-0219,兵庫県姫路市飾東町豊国２８９−１
2024-08-25
https://www.shiroyama.co.jp
 
シ,216194,城⼭開発株式会社
〒675-0302,兵庫県加古川市志⽅町野尻８０８番地の１
2025-03-26
http://www.shiroyama-golf.co.jp/
 
シ,221702,城⼭建設株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀３ー５ー８
2025-06-01
 
シ,230294,株式会社しろやま建設
〒899-7305,⿅児島県曽於郡⼤崎町仮宿１０７０番地
2025-06-28
 
シ,113770,株式会社城⼭⼯機
〒411-0932,静岡県駿東郡⻑泉町南⼀⾊⼤平８−４
2024-03-08
 
シ,123119,城⼭産業株式会社
〒503-0937,岐⾩県⼤垣市釜笛４−１８
2025-05-02
http://www.shiroyama-ind.co.jp
 
シ,122987,株式会社新愛知電機製作所
〒485-0802,愛知県⼩牧市⼤字⼤草字年上坂５９５３−１
2025-01-19
http://www.aichidnk.com
 
シ,216779,株式会社新愛知電機製作所
〒485-0802,愛知県⼩牧市⼤字⼤草字年上坂５９５３ー１
2025-06-25
https://www.aichidnk.com
 
シ,105333,新旭株式会社
〒554-0012,⼤阪府⼤阪市此花区⻄九条５−４−４５
2024-10-31
https://www.sa-asahi.co.jp
 
シ,113881,新旭電⼦⼯業株式会社
〒520-1511,滋賀県⾼島市新旭町藁園２５８８
2024-07-21
http://www.s-asahi.co.jp/
 
シ,503868,新旭電⼦⼯業⼭梨株式会社
〒400-0493,⼭梨県南アルプス市⼾⽥字下⼾⽥４３２−５
2023-12-15
http://www.s-asahi-y.co.jp
 



シ,210214,株式会社シンエー
〒253-0042,神奈川県茅ヶ崎市本村４−１９−３８
2024-03-11
http://www.shinnei.co.jp
 
シ,216261,株式会社シンエー機材
〒061-3244,北海道⽯狩市新港南１丁⽬２２−１０
2025-04-02
 
シ,230944,シンエー空調株式会社
〒030-0113,⻘森県⻘森市第⼆問屋町三丁⽬２２番９号
2025-10-04
https://www.sneac.jp/
 
シ,105326,株式会社シンエイ
〒612-8384,京都府京都市伏⾒区下⿃⽻浄春ヶ前町１２０
2024-10-29
http://shin-naka-ei.com
 
シ,113682,神栄株式会社
〒651-0178,神⼾市中央区京町７７−１
2023-12-01
https://www.shinyei.co.jp/
 
シ,211205,株式会社シンエイ
〒216-0003,神奈川県川崎市宮前区有⾺３丁⽬５番１６号
2025-06-11
https://shinei-gp.com/
 
シ,213983,有限会社信栄
〒400-0503,⼭梨県南巨摩郡富⼠川町天神中條１０６０番地１
2025-02-02
https://shinei.crayonsite.net/
 
シ,214687,株式会社進栄
〒183-0005,東京都府中市若松町４丁⽬２番地８サァラ府中１０２
2026-04-25
 
シ,217031,株式会社シンエイ
〒410-0001,静岡県沼津市⾜⾼字尾上３０１番地の８
2025-09-03
http://shinei-shizuoka.co.jp
 
シ,217543,株式会社新栄
〒593-8304,⼤阪府堺市⻄区家原寺町２ー１２ー６
2026-01-28
 
シ,217727,株式会社シンエイ
〒557-0063,⼤阪府⼤阪市⻄成区南津守５丁⽬７番４１号
2026-04-27
 
シ,219139,株式会社信栄
〒416-0946,静岡県富⼠市五貫島７０４番地の２７０
2024-02-22
 



シ,225895,株式会社シンエイ
〒852-8121,⻑崎県⻑崎市三川町８００−４０
2025-08-01
http://www.shinei-gp.co.jp/
 
シ,229482,株式会社進栄
〒319-2256,茨城県常陸⼤宮市⽥⼦内町３２００ー１
2026-02-05
http://www.hosou.co.jp/
 
シ,229610,株式会社シンエイ
〒252-0202,神奈川県相模原市中央区淵野辺本町３丁⽬２２番２号
2026-03-27
http://www.shinei-kensetu.co.jp/
 
シ,105562,株式会社シンエイカンパニー
〒329-1225,栃⽊県塩⾕郡⾼根沢町⽯末１８１１−１
2025-05-20
http://shinei-company.jp
 
シ,214905,株式会社新栄ガス圧接
〒178-0061,東京都練⾺区⼤泉学園町８丁⽬３２番１号
2023-07-25
 
シ,100623,神栄キャパシタ株式会社
〒650-0034,兵庫県神⼾市中央区京町７７−１ 神栄ビル５階
2026-02-21
https://www.shinyei.co.jp/SCC/
 
シ,102476,有限会社新栄⾦属製作所
〒297-0035,千葉県茂原市下永吉２４４
2025-03-18
 
シ,105649,株式会社信英技研⼯業
〒520-3042,滋賀県栗東市辻１１５−４
2025-08-02
http://shin-ei-giken.jp/
 
シ,227621,伸栄技研⼯業株式会社
〒321-0152,栃⽊県宇都宮市⻄川⽥６ー４ー３９
2024-03-09
 
シ,214298,伸榮建設株式会社
〒232-0064,神奈川県横浜市南区別所三丁⽬８番１２号
2025-07-26
 
シ,229525,有限会社新栄建設
〒156-0041,東京都世⽥⾕区⼤原２丁⽬５番４号
2026-03-01
 
シ,129286,株式会社シンエイコーポレーション
〒672-8019,兵庫県姫路市⽊場前七反町２０
2024-02-17
http://www.shinei.bz
 



シ,106017,進栄⼯業株式会社
〒812-0055,福岡県福岡市東区東浜１−１４−５２
2023-08-31
 
シ,113403,株式会社進栄⼯業
〒321-2335,栃⽊県⽇光市森友３３６
2023-09-03
http://www.kk-sineikougyou.co.jp
 
シ,113950,新栄⼯業株式会社
〒174-0076,東京都板橋区上板橋２−１７−６
2024-08-11
http://shin-ei-kk.jp/
 
シ,122464,信栄⼯業株式会社
〒342-0056,埼⽟県吉川市平沼１２４３−５
2024-09-22
http://www.shin-ei-kg.co.jp
 
シ,129046,信榮⼯業株式会社
〒108-0073,東京都港区三⽥５−２１−２
2023-08-04
 
シ,213850,伸栄⼯業株式会社
〒361-0056,埼⽟県⾏⽥市持⽥３−１６−１２
2024-09-29
 
シ,215749,株式会社伸栄⼯業
〒363-0008,埼⽟県桶川市⼤字坂⽥１６３０番地の３
2024-11-13
http://www.shineikogyou.co.jp/
 
シ,220846,新栄⼯業株式会社
〒360-0107,埼⽟県熊⾕市千代４９番地
2025-03-15
 
シ,227437,有限会社新栄⼯業
〒950-3321,新潟県新潟市北区葛塚３２３３
2024-02-22
 
シ,228574,有限会社伸栄興業
〒039-1108,⻘森県⼋⼾市⼤字上野字⾼岩２３ー１
2024-10-24
 
シ,231216,株式会社⼼栄鋼業
〒984-0826,宮城県仙台市若林区若林三丁⽬１４番２８号２０２
2025-11-01
 
シ,212697,真栄⼯芸株式会社
〒983-0833,宮城県仙台市宮城野区東仙台１ー８ー２７
2025-06-20
http://www.shineikogei.jp/
 
シ,217329,株式会社伸栄⼯事
〒212-0055,神奈川県川崎市幸区南加瀬四丁⽬１６番３２号



2025-11-19
http://www.shinei-kouji.co.jp
 
シ,128740,伸永サービス株式会社
〒194-0021,東京都町⽥市中町４−１３−１９
2026-02-04
 
シ,113142,株式会社新鋭産業
〒236-0004,神奈川県横浜市⾦沢区福浦１−７−５
2024-07-08
https://www.shinei-net.co.jp
 
シ,123740,新鋭産業株式会社
〒357-0069,埼⽟県飯能市茜台２−１−１
2025-03-22
http://www.myfavorite.bz/shinei/
 
シ,211419,株式会社真栄産業
〒466-0059,愛知県名古屋市昭和区福江１ー１ー２３
2025-11-04
https://www.shineisangyo.com
 
シ,113880,株式会社進映社
〒252-0216,神奈川県相模原市中央区清新６−１８−１８
2024-06-14
 
シ,104391,株式会社新栄商会
〒456-0025,愛知県名古屋市熱⽥区⽟の井町７−２６
2025-05-26
http://www.sinei-syokai.co.jp
 
シ,220234,株式会社新栄商会
〒731-5128,広島県広島市佐伯区五⽇市中央５丁⽬１５−６５
2024-09-14
 
シ,113246,新栄商⼯株式会社
〒105-0014,東京都港区芝２−３−３
2025-08-24
http://www.ss-k.co.jp/
 
シ,212690,新栄商事株式会社
〒982-0012,宮城県仙台市太⽩区⻑町南⼆丁⽬１０番２１号
2025-06-20
 
シ,216042,株式会社⾠栄商事
〒344-0052,埼⽟県春⽇部市梅⽥３丁⽬９番地
2025-02-12
 
シ,210142,株式会社新栄重機
〒485-0044,愛知県⼩牧市常普請１ー１２７
2024-01-16
 
シ,222539,新栄重量建設株式会社
〒957-0127,新潟県北蒲原郡聖籠町⼤字藤寄２８９２ー１
2024-01-01



 
シ,220418,伸栄重量⼯事株式会社
〒272-0103,千葉県市川市本⾏徳２５５４−５４
2024-11-01
 
シ,122477,⾠栄樹脂⼯業株式会社
〒242-0001,神奈川県⼤和市下鶴間２−１１−１１
2024-09-26
http://www.shinei-jk.co.jp
 
シ,100768,株式会社新栄スクリーン
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥６−１７−１６
2026-06-06
http://www.shineiscreen.com
 
シ,501628,株式会社シンエイ精⼯
〒352-0021,埼⽟県新座市あたご２−３−３９
2025-03-08
http://www.shineiseiko.co.jp/
 
シ,113666,⾠栄製作株式会社
〒727-0013,広島県庄原市⻄本町４−１８−４１
2024-02-15
http://shin-ei-seisaku.com/
 
シ,123455,株式会社進瑛製作所
〒338-0002,埼⽟県さいたま市中央区下落合２−９−１４
2025-02-05
 
シ,223852,株式会社新栄製作所
〒811-2202,福岡県糟屋郡志免町志免三丁⽬１３番２３号
2024-12-01
 
シ,216611,新栄設備株式会社
〒114-0002,東京都北区王⼦２ー３２ー７
2025-06-11
 
シ,216934,株式会社新栄設備⼯業
〒310-0841,茨城県⽔⼾市酒⾨町４８１４番地ー１
2025-07-23
 
シ,211819,有限会社新栄総業
〒957-0082,新潟県新発⽥市佐々⽊２６１１番地１０
2023-08-24
http://www.shineisogyo.co.jp
 
シ,212279,真栄測量株式会社
〒136-0076,東京都江東区南砂２丁⽬２０番３号
2024-07-25
https://www.s-shin-ei.co.jp/
 
シ,231980,有限会社進栄低熱⼯業所
〒121-0064,東京都⾜⽴区保⽊間五丁⽬２３番２９号
2026-05-09
https://www.sin-eit.com



 
シ,103150,神栄テクノロジー株式会社
〒650-0047,兵庫県神⼾市中央区港島南町６−５−２
2025-06-15
https://www.shinyei.co.jp/stc/
 
シ,101639,進栄電気株式会社
〒183-0013,東京都府中市⼩柳町４−３３−２
2024-09-03
 
シ,105664,新栄電気株式会社
〒144-0051,東京都⼤⽥区⻄蒲⽥６−８−１４
2025-08-23
 
シ,217517,有限会社信栄電気
〒319-1106,茨城県那珂郡東海村⼤字⽩⽅３６番地３
2023-01-28
 
シ,219126,伸栄電機株式会社
〒458-0802,愛知県名古屋市緑区兵庫１丁⽬１４０７
2024-02-22
 
シ,215406,進栄電気⼯事株式会社
〒203-0044,東京都東久留⽶市柳窪５丁⽬７番１０号
2024-05-29
http://www.shinei-denki.co.jp/
 
シ,225322,親栄電気⼯事株式会社
〒003-0002,北海道札幌市⽩⽯区東札幌⼆条５丁⽬２番２６号
2025-06-01
https://www.shin-ei-denki.co.jp/
 
シ,123384,株式会社新栄電器製作所
〒601-8353,京都市南区吉祥院這登中町４３
2026-02-06
http://www.shinyeidk.co.jp
 
シ,231639,株式会社新営電気設備
〒041-0812,北海道函館市昭和四丁⽬６０番５号
2026-02-07
http://www.shineidenki.com
 
シ,217082,株式会社伸栄電気通信⼯業
〒284-0044,千葉県四街道市和良⽐５１６−２８
2025-09-10
 
シ,230635,株式会社新英電⼯
〒690-0021,島根県松江市⽮⽥町４１４番地７
2025-08-02
 
シ,125083,進栄電⼦株式会社
〒515-2103,三重県松阪市笠松町３８０
2026-01-17
http://www.shinyei-jp.com/
 



シ,216698,新栄電設株式会社
〒192-0906,東京都⼋王⼦市北野町５６２ー２
2022-06-25
http://www.shin-ei-d.com/
 
シ,225861,株式会社新栄電設
〒930-0953,富⼭県富⼭市秋吉３７番地の２
2025-08-01
https://www.shinei-densetsu.jp/
 
シ,230433,伸栄電設有限会社
〒755-0004,⼭⼝県宇部市草江四丁⽬１１番２６−６号
2025-07-12
 
シ,230682,新栄電設⼯業株式会社
〒701-1202,岡⼭県岡⼭市北区楢津５５８番地の５
2025-08-09
 
シ,227465,新栄電装株式会社
〒950-0863,新潟県新潟市東区卸新町１丁⽬８４２番地１９
2024-02-28
 
シ,126872,伸栄伝導機⼯株式会社
〒998-0863,⼭形県酒⽥市⽇の出町１−８−２
2024-05-26
http://www.shinei-dendou.co.jp/
 
シ,215604,有限会社新栄塗研
〒751-0816,⼭⼝県下関市椋野町２丁⽬１０−１０
2024-09-25
 
シ,210555,有限会社新栄内装
〒130-0013,東京都墨⽥区錦⽷１−１１−３−２０２
2024-09-11
 
シ,113099,株式会社シンエイ・ハイテック
〒381-0012,⻑野県⻑野市⼤字柳原１６２５−２
2023-12-12
http://www.shi-hitec.com
 
シ,113233,株式会社伸栄発條
〒143-0024,東京都⼤⽥区中央６−２４−１８
2025-10-12
 
シ,229436,株式会社シンエイライフ
〒484-0077,愛知県⽝⼭市⼤字上野字⽶野１１５２番地２
2025-12-13
https://shin-ei-life.com
 
シ,224359,株式会社新枝建設
〒731-5134,広島県広島市佐伯区海⽼⼭町５ー１６
2025-03-01
 
シ,113483,信越アステック株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥２−２−１



2023-09-10
http://www.shinetsu-astech.co.jp
 
シ,102384,信越エンジニアリング株式会社
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町２−９ コンフォール安⽥ビル
2025-02-27
 
シ,103625,信越化学⼯業株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内１−４−１ 丸の内永楽ビルディング２１Ｆ
2025-02-09
 
シ,222616,信越機⼯株式会社
〒942-0013,新潟県上越市⼤字黒井５７５番地１
2024-01-01
 
シ,231667,株式会社真越機⼯
〒957-0082,新潟県新発⽥市佐々⽊２８４７番地４
2026-02-14
 
シ,123069,有限会社信越⼯業所
〒496-0013,愛知県津島市神尾町東之割４０
2025-01-12
 
シ,102834,伸越商⼯株式会社
〒323-0829,栃⽊県⼩⼭市東城南１−３１−４
2025-10-18
 
シ,113986,株式会社信越精密
〒389-0516,⻑野県東御市⽥中３１８−８
2024-10-13
http://www.ksspec.co.jp
 
シ,113141,信越⽯英株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿１−２２−２
2024-10-17
https://www.sqp.co.jp/
 
シ,222342,信越⽯材⼯業株式会社
〒950-0961,新潟県新潟市中央区東出来島３番１６号
2023-11-01
http://www.shinetsu-stone.com
 
シ,123290,信越電線株式会社
〒386-0018,⻑野県上⽥市常⽥１−１−４０
2025-08-02
https://www.shinetsudensen.com
 
シ,103345,信越半導体株式会社
〒100-0004,東京都千代⽥区⼤⼿町２−２−１ 新⼤⼿町ビル
2024-04-25
http://www.shinetsu.co.jp
 
シ,117592,信越ファインテック株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野４−２４−１１ ＮＢＦ上野ビル
2025-02-04



http://www.shinfine.co.jp
 
シ,221151,信越ファインテック株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野４ー２４ー１１
2025-03-01
http://www.shinfine.co.jp
 
シ,500133,信越放送株式会社
〒380-8521,⻑野県⻑野市問御所町１２００
2023-10-29
https://sbc21.co.jp//
 
シ,103100,信越ポリマー株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町１−９ 相鉄神⽥須⽥町ビル
2025-04-14
http://www.shinpoly.co.jp
 
シ,129891,株式会社シンエツユニオン
〒435-0028,静岡県浜松市南区飯⽥町７４４
2025-04-05
 
シ,100008,シンオオサカ株式会社
〒543-0043,⼤阪市天王寺区勝⼭３−９−２５
2025-06-14
http://www.shinosaka-p.co.jp/
 
シ,217531,新⼤阪⼯業株式会社
〒550-0013,⼤阪府⼤阪市⻄区新町１丁⽬３番１２号
2026-01-28
http://www.shinosaka-kk.co.jp/
 
シ,102477,信華株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎５−１−１１ 住友⽣命五反⽥ビル５Ｆ
2025-03-18
http://www.sinka-j.co.jp
 
シ,106216,ＳＨＩＮＫＡ株式会社
〒869-1205,熊本県菊池市旭志川辺１９２７−１
2024-04-28
 
シ,230361,新開⼯業株式会社
〒595-0033,⼤阪府泉⼤津市板原町三丁⽬６−１
2025-07-05
 
シ,113173,株式会社新開トランスポートシステムズ
〒135-0016,東京都江東区東陽３−７−１３ ＬＵＣＩＤ ＳＱＵＡＲＥ ＫＩＢＡ３Ｆ
2025-01-19
https://www.stsnet.jp/
 
シ,113853,株式会社新開トランスポートシステムズ
〒135-0016,東京都江東区東陽３−７−１３ ＬＵＣＩＤ ＳＱＵＡＲＥ ＫＩＢＡ３Ｆ
2024-08-02
https://www.stsnet.jp
 
シ,214898,株式会社新華社



〒959-0117,新潟県燕市笹曲３ー１０
2023-07-25
 
シ,104656,ＳＨＩＮＫＡ Ｆｏｒｃｅ⿅児島株式会社
〒899-4304,⿅児島県霧島市国分清⽔３８２
2026-02-24
https://kk-athlete.jp/
 
シ,113908,株式会社新川
〒208-8585,東京都武蔵村⼭市伊奈平２−５１−１
2024-10-19
https://www.shinkawa.com
 
シ,218805,株式会社新川電気
〒230-0042,神奈川県横浜市鶴⾒区仲通１ー５９ー８
2023-12-22
 
シ,230625,新川電機株式会社
〒730-0029,広島県広島市中区三川町１０番９号
2025-08-02
http://www.shinkawa.co.jp
 
シ,105012,信管⼯業株式会社
〒416-0909,静岡県富⼠市松岡２８５−３
2024-01-18
http://shinkan.co.jp/
 
シ,211946,株式会社新輝
〒651-0087,兵庫県神⼾市中央区御幸通６ー１ー１５
2023-12-15
 
シ,213381,株式会社シンキ
〒530-0037,⼤阪府⼤阪市北区松ケ枝町４−９
2023-08-12
 
シ,227466,有限会社新槻管⼯
〒970-0000,福島県いわき市⼩名浜岡⼩名字前原前１６−３
2024-02-28
 
シ,220654,新喜⼯業株式会社
〒560-0026,⼤阪府豊中市⽟井町⼆丁⽬５番１０号
2025-02-01
 
シ,226876,有限会社伸輝⼯業
〒721-0955,広島県福⼭市新涯町４丁⽬２０ー１６
2026-07-01
 
シ,227216,新北上重機⼯業株式会社
〒983-0034,宮城県仙台市宮城野区扇町５丁⽬３番２号
2023-12-01
http://2222kitakami.com
 
シ,230312,新輝電通⼯業株式会社
〒700-0845,岡⼭県岡⼭市南区浜野四丁⽬１８番１２２号
2025-06-28



http://sin-denko.jp
 
シ,113353,株式会社伸共
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥５−１−１
2026-06-03
http://sk-shinkyo.co.jp/
 
シ,217686,新共株式会社
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾２−３６−１２
2026-03-31
https://www.k-shinkyo.co.jp/
 
シ,125857,新京設計株式会社
〒211-0041,神奈川県川崎市中原区下⼩⽥中２−１４−１１
2023-10-03
 
シ,229632,新技術⼯営株式会社
〒812-0888,福岡県福岡市博多区板付４丁⽬７ー２８
2023-04-08
 
シ,220940,シンギ設備⼯業株式会社
〒892-0836,⿅児島県⿅児島市錦江町７番２３号
2025-03-29
 
シ,504762,株式会社シンク
〒812-0011,福岡県福岡市博多区博多駅前⼆丁⽬１９番２４号 ⼤博センタービル
2023-07-25
https://thinktax.jp/
 
シ,505045,株式会社真空デバイス
〒311-4155,茨城県⽔⼾市飯島町１２８５−５
2024-03-08
www.shinkuu.co.jp
 
シ,105346,株式会社シンクス
〒524-0044,滋賀県守⼭市古⾼町６７０−１３
2024-11-08
 
シ,127321,ＳＩＮＸ株式会社
〒768-0040,⾹川県観⾳寺市柞⽥町甲２３６６−１
2024-08-09
 
シ,220833,シンクス株式会社
〒814-0021,福岡県福岡市早良区荒江三丁⽬５番６号
2025-03-15
http://sinx.co.jp
 
シ,505148,株式会社シンクスインターナショナル
〒542-0085,⼤阪府⼤阪市中央区⼼斎橋筋⼆丁⽬７番１８号
2024-11-08
http://www.thinks-i.co.jp/
 
シ,217201,シンクファーム株式会社
〒739-2105,広島県東広島市⾼屋町檜⼭７７９番地３
2022-10-08



 
シ,217364,株式会社シンクリエイト
〒272-0033,千葉県市川市市川南４−４−３６
2025-12-03
 
シ,154047,株式会社新来島サノヤス造船
〒530-6109,⼤阪府⼤阪市北区中之島３−３−２３
2023-11-15
 
シ,213213,有限会社シンクロ
〒120-0005,東京都⾜⽴区綾瀬１丁⽬３３番２４号
2026-04-28
 
シ,502817,有限会社シングルライン
〒761-8078,⾹川県⾼松市仏⽣⼭町甲２６６３−２１
2025-04-06
 
シ,113407,新ケミカル商事株式会社
〒802-0001,福岡県北九州市⼩倉北区浅野２−１４−１
2023-07-15
http://www.nctcl.co.jp
 
シ,214889,株式会社進建
〒986-0312,宮城県⽯巻市桃⽣町城内字舘下６６番地
2026-07-25
 
シ,228270,株式会社新建
〒901-0146,沖縄県那覇市具志３丁⽬４番２０号 ２Ｆ
2024-07-11
 
シ,228319,株式会社シンケン
〒390-0828,⻑野県松本市庄内３丁⽬４番３９号
2024-07-27
http://www.sinken21.co.jp
 
シ,211765,株式会社新研基礎コンサルタント
〒950-0922,新潟県新潟市江南区⼭ニツ３０９番地１
2023-07-21
 
シ,214808,株式会社伸建⼯業
〒452-0805,愛知県名古屋市⻄区市場⽊町４６０番地
2023-06-27
http://www.shinkenkougyo.co.jp/
 
シ,228643,新建⼯業株式会社
〒181-0011,東京都三鷹市井⼝２−１０−１８
2024-11-10
 
シ,226145,新建材開発株式会社
〒351-0025,埼⽟県朝霞市三原３ー１０ー１９
2025-11-01
 
シ,211725,新建商事株式会社
〒104-0002,東京都品川区東品川⼆丁⽬２番２０号
2023-06-23



http://www.shinken-trading.co.jp
 
シ,229166,信建総合設備株式会社
〒370-0042,群⾺県⾼崎市⾙沢町６２５番地
2022-07-04
http://www.shinkenn-hp.jp
 
シ,222424,新建ビルド株式会社
〒957-0000,新潟県新発⽥市富塚１９４２番地
2023-12-01
http://www.s-build.co.jp/
 
シ,219974,新芸備空調有限会社
〒739-1734,広島県広島市安佐北区⼝⽥５丁⽬３１番２３号
2024-07-06
 
シ,100809,株式会社シンコー
〒930-1301,富⼭県富⼭市⾺瀬⼝１７
2026-07-04
http://www.shinkogp.co.jp
 
シ,106197,株式会社ＳＨＩＮＫＯ
〒111-0053,東京都台東区浅草橋５−２０−８ ＣＳタワー８階
2024-04-06
 
シ,219695,シンコー株式会社
〒803-0802,福岡県北九州市⼩倉北区東港⼀丁⽬３番１３号
2024-04-27
http://www.shincoh.co.jp/
 
シ,502162,株式会社シンコー
〒108-0023,東京都港区芝浦４−１２−３１ ＶＯＲＴ芝浦ＷａｔｅｒＦｒｏｎｔ ５Ｆ
2026-02-07
http://shinko-corp.co.jp/
 
シ,219562,株式会社シンコーエアテック
〒143-0013,東京都⼤⽥区⼤森南１丁⽬２０番１４ー１４０１号
2024-04-13
 
シ,213254,株式会社シンコーメタックス
〒421-0122,静岡県静岡市駿河区⽤宗１丁⽬１２ー２２
2023-06-03
 
シ,505455,株式会社 シンコーメタリコン
〒520-3222,滋賀県湖南市吉永４０５
2023-08-25
https://www.shinco-metalicon.co.jp/
 
シ,102378,株式会社伸興
〒551-0021,⼤阪府⼤阪市⼤正区南恩加島５−８−８４
2025-02-26
http://www.shinko-jp.biz/index.html
 
シ,106722,有限会社新興
〒316-0001,茨城県⽇⽴市諏訪町１−１６−１３



2025-07-07
 
シ,113416,株式会社伸晃
〒578-0912,⼤阪府東⼤阪市⾓⽥２−４−２１
2023-08-23
http://www.shinko-inc.co.jp
 
シ,210522,株式会社進晃
〒550-0021,⼤阪府⼤阪市⻄区川⼝４−８−２３
2024-09-08
 
シ,214461,株式会社シンコウ
〒490-1223,愛知県あま市森⼭堂建２８
2025-11-15
https://shinkou.jp.net
 
シ,216152,株式会社真興
〒871-0821,福岡県築上郡吉富町⼤字幸⼦８２９番地６
2025-03-19
https://www.shinkou-ss.net/
 
シ,216253,株式会社新興
〒731-1504,広島県⼭県郡北広島町寺原１４２１番地
2025-04-02
 
シ,218280,株式会社新光
〒171-0051,東京都豊島区⻑崎５丁⽬９番７号プライム東⻑崎１０１号室
2023-09-01
 
シ,218661,株式会社シンコウ
〒792-0006,愛媛県新居浜市河内町１３番１６号
2023-11-24
 
シ,231742,伸康株式会社
〒131-0033,東京都墨⽥区向島三丁⽬２３番１２ー５０３号
2026-03-07
 
シ,224558,新晃アトモス株式会社
〒135-0007,東京都江東区新⼤橋１丁⽬１１番４号
2025-04-01
https://www.sinko.co.jp/ska/
 
シ,213963,株式会社信光エムエムディ
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町１丁⽬３番９号
2025-01-12
https://www.shinkogr.co.jp
 
シ,231243,有限会社新光園
〒289-2162,千葉県匝瑳市南⼭崎１４８番地
2025-11-08
 
シ,105641,新光エンジニアリング株式会社
〒942-0231,新潟県上越市下吉野１７０６−１２
2022-07-25
 



シ,212955,伸光エンジニアリング株式会社
〒260-0834,千葉県千葉市中央区今井３ー２４ー１２
2025-12-11
http://www.shinko-gs.com
 
シ,104384,株式会社神鋼エンジニアリング＆メンテナンス
〒657-0846,神⼾市灘区岩屋北町４−５−２２
2022-05-23
http://www.shinkoen-m.jp
 
シ,103033,株式会社新興化学
〒143-0012,東京都⼤⽥区⼤森東２−３４−１０
2024-07-08
http://www.ps-shinkoh.jp
 
シ,121185,新興化学⼯業株式会社
〒542-0081,⼤阪府⼤阪市中央区南船場２−７−２６ シンセイビル８階
2024-03-24
http://www.shinko-chem.co.jp
 
シ,103726,新洸化成株式会社
〒300-1424,茨城県稲敷市下太⽥４７２０−６
2024-03-25
http://www.shinko-kasei.co.jp/
 
シ,218366,合同会社信康架設（その他）
〒175-0083,東京都板橋区徳丸７丁⽬１４−１−５０５
2023-09-08
 
シ,123033,株式会社神鋼環境ソリューション
〒651-0072,神⼾市中央区脇浜町１−４−７８
2025-02-07
https://www.kobelco-eco.co.jp/
 
シ,227513,新港機⼯株式会社
〒983-0013,宮城県仙台市宮城野区福室三丁⽬３３番２９号
2024-02-28
 
シ,231018,新光技研株式会社
〒224-0044,神奈川県横浜市都筑区川向町１３４３番地
2025-10-11
http://www.sg-k.co.jp
 
シ,220888,株式会社新光組
〒861-4161,熊本県熊本市南区富合町⼩岩瀬２４０番地２
2025-03-22
http://www.shinkougumi.co.jp
 
シ,217387,新興建設株式会社
〒776-0020,徳島県吉野川市鴨島町⻄⿇植字新⽥３７番地
2025-12-17
 
シ,217800,信幸建設株式会社
〒101-0048,東京都千代⽥区神⽥司町ニ丁⽬２番地７
2026-06-16



https://www.shinko-con.co.jp/
 
シ,229657,伸興建設株式会社
〒465-0028,愛知県名古屋市名東区猪⾼台１ー１３２３
2026-04-18
 
シ,229677,真神建設株式会社
〒650-0017,兵庫県神⼾市中央区楠町６丁⽬２番４号
2026-04-23
 
シ,229895,株式会社新幸建設⼯業
〒104-0041,東京都中央区新富２丁⽬１番７号
2020-08-11
http://www.shinco.co.jp
 
シ,100936,新興⼯業株式会社
〒719-1144,岡⼭県総社市富原１２９−４６
2023-11-22
http://www.kogyo.shinko-grp.co.jp
 
シ,213042,新晃⼯業株式会社
〒530-0054,⼤阪府⼤阪市北区南森町１丁⽬４番５号
2022-04-01
https://www.sinko.co.jp/
 
シ,505386,株式会社新興⼯業
〒496-0903,愛知県愛⻄市内佐屋町河原２４番地
2023-06-12
 
シ,123383,株式会社伸興⼯作所
〒613-0036,京都府久世郡久御⼭町⽥井⻄荒⾒８４−３
2026-03-25
 
シ,211112,神鋼鋼線⼯業株式会社
〒660-0091,兵庫県尼崎市中浜町１０番地１
2025-05-10
https://www.shinko-wire.co.jp/
 
シ,226344,株式会社進興サービス
〒577-0006,⼤阪府東⼤阪市楠根１ー３ー６
2026-01-01
 
シ,106664,新光産業株式会社
〒759-0297,⼭⼝県宇部市厚南中央２−１−１４
2025-05-25
 
シ,113849,株式会社信幸産業
〒252-0132,神奈川県相模原市緑区橋本台１−１５−８
2024-07-13
http://www.snkaeep.co.jp
 
シ,123409,神興産業株式会社
〒158-0097,東京都世⽥⾕区⽤賀２−２５−１−１０６
2026-06-13
http://www.shinko-sangyo.co.jp/



 
シ,129100,新光産業株式会社
〒578-0965,⼤阪府東⼤阪市本庄⻄１−２−１２
2023-09-22
http://www.shinkosangyo.co.jp
 
シ,129588,シンコウ産業株式会社
〒301-0836,茨城県⿓ヶ崎市寺後３５２３−１
2024-11-09
http://www.shinkou-inds.co.jp/
 
シ,101041,株式会社信光社
〒247-0007,神奈川県横浜市栄区⼩菅ヶ⾕２−４−１
2024-02-09
http://www.shinkosha.com
 
シ,125161,株式会社伸好舎
〒324-0041,栃⽊県⼤⽥原市本町２−２８３０−４
2026-01-31
http://www.shinkosha55.co.jp/
 
シ,113568,伸光写真サービス株式会社
〒224-0053,横浜市都筑区池辺町４３６３−１８
2023-10-14
http://www.shinko-ps.co.jp
 
シ,103340,新光商事株式会社
〒141-8540,東京都品川区⼤崎１−２−２ アートヴィレッジ⼤崎セントラルタワー１３Ｆ
2026-02-05
http://www.shinko-sj.co.jp
 
シ,113041,神鋼商事株式会社
〒541-8557,⼤阪市中央区北浜２−６−１８
2024-01-13
http://www.shinsho.co.jp
 
シ,117210,新興商事株式会社
〒100-6605,東京都千代⽥区丸の内１−９−２ グラントウキョウサウスタワー
2023-07-03
https://www.shinkou-denki.co.jp/company/shinkou-shoji.html#s
hoji_outline
 
シ,123272,新幸商事株式会社
〒456-0035,名古屋市熱⽥区⽩⿃３−８−１１
2025-09-17
 
シ,210592,株式会社新光商事
〒640-8286,和歌⼭県和歌⼭市湊御殿３丁⽬５番地１９
2024-10-06
 
シ,216650,伸光商事株式会社
〒334-0074,埼⽟県川⼝市江⼾２ー２ー３２
2025-06-18
 
シ,223547,株式会社新興商事



〒666-0024,兵庫県川⻄市久代５ー１ー１６
2024-09-01
http://www.shinko1973.com/
 
シ,224100,新晃商事株式会社
〒781-8010,⾼知県⾼知市桟橋通４−１３−２４
2025-02-01
 
シ,154280,神鋼商事メタルズ株式会社
〒153-0064,東京都⽬黒区下⽬黒２−１−１４
2026-03-07
 
シ,217247,信光実業株式会社
〒251-0875,神奈川県藤沢市本藤沢１−２−８
2025-10-21
http://www.shinko81.co.jp
 
シ,224897,株式会社新興重量
〒607-8136,京都府京都市⼭科区⼤塚丹⽥３４番地４
2025-04-01
 
シ,213519,真幸ストラクチャー株式会社
〒719-3211,岡⼭県真庭市樫⻄３２３ー２８
2023-12-09
 
シ,113052,神港精機株式会社
〒651-2271,神⼾市⻄区⾼塚台３−１−３５
2023-09-09
http://www.shinko-seiki.com
 
シ,113851,株式会社新興精機製作所
〒670-0944,兵庫県姫路市阿保甲６３６−１
2024-07-19
http://www.shinko-seiki.jp
 
シ,102004,株式会社進興製作所
〒136-0072,東京都江東区⼤島１−３４−１０
2024-12-04
http://shinko-mfg-co.jp
 
シ,121813,株式会社新光製作所
〒278-0015,千葉県野⽥市⻄三ケ尾８７−７
2024-06-09
http://www.nl-s.jp
 
シ,213957,株式会社信恒製作所
〒270-1354,千葉県印⻄市武⻄１０７１番地２
2025-01-12
 
シ,502388,株式会社新興製作所
〒534-0016,⼤阪府⼤阪市都島区友渕町３−４−２２−２０８
2023-06-22
http://www.sinko-fh.co.jp/
 
シ,103155,株式会社伸光製作所



〒399-4692,⻑野県上伊那郡箕輪町⼤字中箕輪１２２３８
2023-09-24
http://www.shinkoss.co.jp
 
シ,113359,伸光精線⼯業株式会社
〒145-0072,東京都⼤⽥区⽥園調布本町４６−３
2026-04-06
http://www.shinko-seisen.co.jp
 
シ,216685,進興設備株式会社
〒113-0033,東京都⽂京区本郷２丁⽬３番９号お茶の⽔ビル
2025-06-18
 
シ,212733,株式会社新光設備⼯業
〒400-0814,⼭梨県甲府市上阿原町６６９ー１
2025-07-03
 
シ,217956,有限会社振興総業
〒133-0057,千葉県市原市⽜久８０２−３６
2023-07-14
 
シ,123217,神鋼造機株式会社
〒503-8505,岐⾩県⼤垣市本今町１６８２−２
2022-09-19
http://www.shinko-zoki.co.jp
 
シ,210446,伸弘テクノ株式会社
〒411-0824,静岡県三島市⻑伏６３１番地の１
2024-07-22
 
シ,216043,株式会社新光テクノ
〒106-0044,東京都港区東⿇布３丁⽬７番１１号
2025-02-12
_
 
シ,127969,神港テクノス株式会社
〒562-0035,⼤阪府箕⾯市船場東２−５−１
2025-07-18
http://www.shinko-technos.co.jp
 
シ,123918,株式会社信興テクノミスト
〒142-0063,東京都品川区荏原４−１６−８
2025-06-03
 
シ,113716,新光テック株式会社
〒578-0935,⼤阪府東⼤阪市若江東町６−９−４７
2024-04-25
http://shincotec.jp/
 
シ,103165,新興電機株式会社
〒176-0003,東京都練⾺区⽻沢３−３８−１５
2023-09-24
 
シ,113094,新興電気株式会社
〒103-0026,東京都中央区⽇本橋兜町４−３ 兜町ビル



2023-11-21
https://www.shinkou-denki.co.jp/
 
シ,113160,新光電機株式会社
〒651-0096,神⼾市中央区雲井通２−１−１７
2026-06-20
http://www.shinkodenki.co.jp
 
シ,123139,新光電機株式会社
〒560-0034,⼤阪府豊中市蛍池南町３−９−１
2025-05-15
http://www.sinko-elc.co.jp
 
シ,123246,株式会社新光電気
〒102-0093,東京都千代⽥区平河町２−１０−１
2025-11-16
http://www.shinko-ele.co.jp
 
シ,123398,新晃電気株式会社
〒160-0021,東京都新宿区歌舞伎町２−４−１０ ＫＤＸ東新宿ビル２Ｆ
2026-04-02
http://www.shinkoelec.co.jp/
 
シ,218461,新⼯電気株式会社
〒064-0804,北海道札幌市中央区南四条⻄２４丁⽬１番１号
2023-10-06
http://www.shinkoudenki.jp
 
シ,218963,株式会社神晃電機
〒252-1136,神奈川県綾瀬市寺尾⻄２丁⽬１１番１４号
2024-01-26
 
シ,228530,振興電気株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎２ー１１ー１
2024-09-28
http://www.shinko-el.com
 
シ,103235,新光電気⼯業株式会社
〒381-2287,⻑野市⼩島⽥町８０
2023-12-24
http://www.shinko.co.jp
 
シ,106034,進興電気⼯業株式会社
〒535-0031,⼤阪府⼤阪市旭区⾼殿２−５−５
2023-09-16
http://www.shinko-heater.com/
 
シ,113558,新光電気⼯業株式会社
〒530-0047,⼤阪市北区⻄天満５−１０−９
2023-10-14
http://www.shinko-electric.com/
 
シ,230811,新光電業株式会社
〒257-0015,神奈川県秦野市平沢８１９番地１
2025-08-30



http://www.shinkou-dengyoust.co.jp
 
シ,106155,新光電⼦株式会社
〒250-0875,神奈川県⼩⽥原市南鴨宮２−２９−３０
2024-02-15
 
シ,210469,株式会社新光電舎
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥４丁⽬５番３号
2024-08-03
 
シ,230515,新興電設株式会社
〒360-0112,埼⽟県熊⾕市樋春１９６５番地１
2025-07-26
https://shinko-densetsu.jp
 
シ,216743,有限会社進興電設⼯業
〒194-0043,東京都町⽥市成瀬台３丁⽬３７番地８
2025-06-25
 
シ,217027,信光電設⼯業有限会社
〒411-0945,静岡県駿東郡⻑泉町本宿４２５番地の７
2025-09-03
 
シ,503014,伸興電線株式会社
〒769-2101,⾹川県さぬき市志度１２９８−１２
2024-03-19
http://www.shinko-ew.co.jp
 
シ,123243,株式会社新興度量衡製作所
〒145-0076,東京都⼤⽥区⽥園調布南１−４
2025-11-22
 
シ,123311,新光ネームプレート株式会社
〒252-0245,神奈川県相模原市中央区⽥名塩⽥１−１１−９
2026-02-26
http://www.shinko-name.co.jp
 
シ,219133,株式会社新光ネクスト
〒550-0003,⼤阪府⼤阪市⻄区京町堀２丁⽬１番２４号
2024-02-22
 
シ,225653,神鋼ノース株式会社
〒315-8523,茨城県かすみがうら市上稲吉字向原１７５８番１号
2025-07-01
https://www.shinkonorth.co.jp/
 
シ,129232,新興発条⼯業株式会社
〒555-0001,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区佃２−１５−９
2024-01-23
 
シ,121842,新光パーツ株式会社
〒381-3165,⻑野県⻑野市七⼆会甲１５５３
2024-06-17
 
シ,219872,真恒ビルウォール株式会社



〒556-0016,⼤阪府⼤阪市浪速区元町２ー１３ー２
2024-06-22
 
シ,113659,神港プラス⼯業株式会社
〒570-0003,⼤阪府守⼝市⼤⽇町２−１６−１７
2024-01-17
 
シ,503110,新興プラスチックス株式会社
〒136-0076,東京都江東区南砂１−５−２４
2024-04-24
https://shinkopla.co.jp/
 
シ,121393,株式会社新興螺⼦
〒579-8003,⼤阪府東⼤阪市⽇下町３−７−１８
2024-04-07
http://www.shinkhorashi.jp/
 
シ,217967,神鋼リース株式会社
〒651-0073,兵庫県神⼾市中央区脇浜海岸通⼆丁⽬２番４号
2023-07-21
 
シ,101257,神鋼リードミック株式会社
〒800-0007,福岡県北九州市⾨司区⼩森江２−２−１
2024-04-03
http://www.shinko-leadmikk.co.jp
 
シ,106022,新興冷凍機株式会社
〒300-2401,茨城県つくばみらい市台９６５−１
2023-09-04
 
シ,129546,新コスモス電機株式会社
〒532-0036,⼤阪市淀川区三津屋中２−５−４
2024-09-04
http://www.new-cosmos.co.jp
 
シ,224749,シンコユニ株式会社
〒760-0017,⾹川県⾼松市番町２丁⽬１０番１０号
2025-04-01
http://www.sinkoyuni.co.jp/
 
シ,213953,株式会社シンゴー電通
〒334-0063,埼⽟県川⼝市⼤字東本郷８９９番地
2025-01-12
http://www.singo-dt.com
 
シ,103815,新江州株式会社
〒526-0111,滋賀県⻑浜市川道町７５９−３
2025-06-29
http://www.shingoshu.co.jp
 
シ,123461,信号電材株式会社
〒836-0061,福岡県⼤牟⽥市新港町１−２９
2025-02-06
http://www.shingo-d.co.jp
 



シ,219351,新札幌空調 熊林⼒（その他）
〒004-0053,北海道札幌市厚別区厚別中央三条３丁⽬１４番２０号藤原ビル
2024-03-16
 
シ,113877,新三商事株式会社
〒444-1164,愛知県安城市藤井町東⻑先１
2024-07-03
http://www.sinsan.co.jp/
 
シ,129082,株式会社シンシ
〒146-0092,東京都⼤⽥区下丸⼦２−１７−４
2023-09-04
http://www.shinshi-kk.com
 
シ,112769,株式会社シンシア
〒140-0013,東京都品川区南⼤井６−２６−３
2024-06-28
http://www.sincerehq.com
 
シ,222056,新品川商事株式会社
〒553-0003,⼤阪府⼤阪市福島区福島４ー６ー３１
2025-12-01
http://sinshinagawa.co.jp/
 
シ,220627,株式会社新洲
〒520-3015,滋賀県栗東市安養寺⼀丁⽬１番２４号
2025-01-25
https://shinshucl.com/
 
シ,124490,信州航空電⼦株式会社
〒399-3301,⻑野県下伊那郡松川町上⽚桐８００
2025-09-21
https://www.jae.com/shinshu/
 
シ,225192,株式会社信州タケエイ
〒392-0003,⻑野県諏訪市⼤字上諏訪字⾈渡川⻄１７４９番地
2025-05-01
http://www.shinshu-takeei.co.jp/
 
シ,220898,神州電気株式会社
〒693-0004,島根県出雲市渡橋町７５１番地１
2025-03-22
https://www.shinshu-denki.co.jp
 
シ,113334,信州電機産業株式会社
〒390-0811,⻑野県松本市中央４−５−３
2026-03-12
http://www.sd11.com/
 
シ,113087,信州名鉄運輸株式会社
〒390-0842,⻑野県松本市征⽮野２−７−１６ 
2023-10-28
http://www.shinmei-net.co.jp
 
シ,501987,信州吉野電機株式会社



〒399-0703,⻑野県塩尻市広丘⾼出１９７１番地
2025-12-20
http://www.syd-tech.jp/
 
シ,113045,神商鉄鋼販売株式会社
〒541-0041,⼤阪市中央区北浜２−６−１８
2023-08-20
http://shinshosteel.co.jp/
 
シ,129962,神商⾮鉄株式会社
〒541-0041,⼤阪府⼤阪市中央区北浜２−６−１８
2025-04-30
http://www.shinshohitetsu.co.jp/
 
シ,120510,新進社印刷株式会社
〒553-0007,⼤阪市福島区⼤開３−８−５
2023-10-15
 
シ,103653,株式会社新進商会
〒108-8325,東京都港区三⽥２−１７−２５
2025-10-29
http://www.ssnet.co.jp
 
シ,105565,シンジーテック株式会社
〒237-0062,神奈川県横須賀市浦郷町５−２９３１
2026-01-16
htttps://www.synztec.co.jp
 
シ,220997,有限会社新宿電気商会
〒489-0931,愛知県瀬⼾市⾼根町⼆丁⽬８７番地
2025-04-05
https://shinjukudenkisyokai.co.jp/
 
シ,216899,株式会社新宿電業社
〒140-0001,東京都品川区北品川４丁⽬９番４号
2025-07-23
 
シ,123670,新庄⾦属⼯業株式会社
〒577-0065,⼤阪府東⼤阪市⾼井⽥中２−３−２６
2025-03-05
http://www.shinjohokushin.jp/
 
シ,121473,株式会社新城製作所
〒557-0034,⼤阪市⻄成区松３−１−２２
2024-04-30
http://www.shinjo-mfg.co.jp/
 
シ,229225,新城鉄⾻⼯業株式会社
〒331-0814,埼⽟県さいたま市北区東⼤成町２ー４１８
2025-08-06
 
シ,123815,伸⽔電材株式会社
〒590-0829,⼤阪府堺市堺区東湊町５−２７７
2025-04-19
 



シ,220560,株式会社シンセー
〒241-0814,神奈川県横浜市旭区中沢⼀丁⽬５５番１３号
2024-12-21
 
シ,103065,株式会社シンセイ
〒399-6461,⻑野県塩尻市⼤字宗賀⽇出塩５６８３
2023-08-09
http://www.k-shinsei.co.jp
 
シ,105652,株式会社ＳｈｉｎＳｅｉ
〒610-0101,京都府城陽市平川⻄六反４０−１
2025-08-07
http://www.mold-shinsei.co.jp
 
シ,106598,株式会社新星
〒354-0045,埼⽟県⼊間郡三芳町上富２０３６−１
2025-03-11
https://shinsei-next.co.jp
 
シ,113803,株式会社新星
〒208-0023,東京都武蔵村⼭市伊奈平１−１７−８
2024-07-31
 
シ,213856,株式会社新⽣
〒101-0041,東京都港区新橋６丁⽬２２番６号パオ加藤ビル２階
2024-09-29
 
シ,217457,株式会社進誠
〒120-0037,東京都⾜⽴区千住河原町１３ー４ー３０１
2026-01-14
http://shinsei-ele.com/
 
シ,219839,株式会社新⽣
〒502-0803,岐⾩県岐⾩市上⼟居８６８−４
2024-06-08
 
シ,220755,株式会社シンセイ
〒289-1124,千葉県⼋街市⼭⽥台３４８番地
2025-03-01
 
シ,228782,株式会社新成
〒300-0303,茨城県稲敷郡阿⾒町⼤室１０７１番１
2021-12-20
 
シ,230640,株式会社シンセイ
〒314-0016,茨城県⿅嶋市国末１５３４番地
2025-08-02
 
シ,129735,株式会社シンセイアドバンス
〒190-0033,東京都⽴川市⼀番町１−５１−３５
2024-12-28
 
シ,103530,真⽣印刷株式会社
〒590-0984,⼤阪府堺市堺区神南辺町５丁１５２−２
2023-09-10



http://www.shinsei-printing.co.jp/
 
シ,103973,新⽣化学⼯業株式会社
〒520-0001,滋賀県⼤津市蓮池町６−１２
2026-06-28
https://www.shinsei-shiga.co.jp/
 
シ,113362,新成化成株式会社
〒252-0303,神奈川県相模原市南区相模⼤野９−１２−２５
2026-02-09
 
シ,111974,新⽣紙パルプ商事株式会社
〒101-8451,東京都千代⽥区神⽥錦町１−８
2024-08-09
http://www.sppcl.co.jp
 
シ,216632,株式会社新世紀
〒007-0890,北海道札幌市東区中沼町２６番地６
2025-06-18
http://www.shinseiki1989.co.jp/
 
シ,105471,⾠星技研株式会社
〒105-0003,東京都港区⻄新橋２−９−１ ＰＭＯ⻄新橋２Ｆ
2025-03-01
 
シ,220380,株式会社シンセイ技建
〒811-0212,福岡県福岡市東区美和台１丁⽬３７−１
2024-10-19
http://www.shin-sei-g.com/
 
シ,219037,有限会社新成空調
〒340-0052,埼⽟県草加市⾦明町９０４ー１４
2024-02-09
 
シ,220043,株式会社新成空調
〒252-0823,神奈川県藤沢市菖蒲沢１４４４
2024-07-20
 
シ,505191,株式会社新⽣組
〒890-0046,⿅児島県⿅児島市⻄⽥１丁⽬５番地８
2025-03-19
http://www.sinseigumi.co.jp
 
シ,214346,神静建設株式会社
〒250-0631,神奈川県⾜柄下郡箱根町仙⽯原３８５
2025-08-30
http://www.shinsei-k.com/
 
シ,217369,新誠建設株式会社
〒590-0983,⼤阪府堺市堺区⼭本町５丁１０１番２５
2025-12-10
 
シ,223773,株式会社新⻘建設
〒135-0042,東京都江東区⽊場２ー１９ー１５
2024-11-01



https://www.shinsei-tobi.co.jp/
 
シ,228927,新成建設株式会社
〒183-0022,東京都府中市宮⻄町５丁⽬６番８号
2025-03-13
 
シ,228697,新成建設⼯業株式会社
〒910-0004,福井県福井市宝永４丁⽬１１ー２
2024-11-22
 
シ,105316,株式会社新⽣⼯業
〒613-0034,京都府久世郡久御⼭町佐⼭新開地２２１−１
2024-10-25
https://www.kyoto-shinsei.co.jp/
 
シ,120842,新星⼯業株式会社
〒870-0134,⼤分市⼤字猪野６６４−１
2024-02-07
https://sinsei-oita.co.jp/
 
シ,123353,新成⼯業株式会社
〒151-0051,東京都渋⾕区千駄ヶ⾕２−６−８
2026-03-20
 
シ,128661,新精⼯業株式会社
〒950-0885,新潟市東区下⽊⼾２−２３−１８
2026-01-04
 
シ,128917,神勢⼯業株式会社
〒516-0113,三重県度会郡南伊勢町斎⽥５９４
2026-04-09
 
シ,210201,株式会社新⽣⼯業
〒733-0012,広島県広島市⻄区中広町２丁⽬１３ー２７
2024-03-06
 
シ,213212,真正⼯業有限会社
〒718-0012,岡⼭県新⾒市唐松４４３４
2026-04-28
 
シ,216289,株式会社神成⼯業
〒250-0126,神奈川県南⾜柄市狩野６７２
2025-04-09
 
シ,218698,株式会社新⽣⼯業
〒981-3212,宮城県仙台市泉区⻑命ヶ丘３−２０−１３
2023-12-08
 
シ,228397,有限会社新成⼯業
〒183-0005,東京都府中市若松町２丁⽬１０番地の６
2024-08-23
 
シ,103895,株式会社新星⼯業社
〒734-0011,広島市南区宇品海岸３−８−６０
2025-08-24



http://www.shinseik.co.jp
 
シ,105737,有限会社新⽣⼯具店
〒210-0013,神奈川県川崎市川崎区新川通１０−１５
2022-11-18
http://www.sk1021.jp
 
シ,225591,新星産業株式会社
〒874-0835,⼤分県別府市⼤字鶴⾒３６５４番地の６
2025-06-01
_
 
シ,505763,新誠産業株式会社
〒111-0055,東京都台東区三筋⼆丁⽬１７番７号
2025-11-29
 
シ,220625,有限会社新世社
〒135-0012,東京都江東区海辺４番２号
2025-01-25
 
シ,220318,新星商事株式会社
〒556-0029,⼤阪府⼤阪市浪速区芦原２丁⽬８番１９号
2024-10-05
http://www.shinseico.jp
 
シ,503068,新星商事株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町⼀丁⽬１番５号
2024-03-24
http://shinsei-shoji.co.jp
 
シ,505416,株式会社 伸正精機
〒146-0082,東京都⼤⽥区池上４−２７−３
2023-06-18
 
シ,219957,新⻘設備株式会社
〒253-0052,神奈川県茅ヶ崎市幸町１１−８
2024-06-29
http://www.sinseisetsubi.co.jp
 
シ,220543,新⽣通信サービス株式会社
〒735-0006,広島県安芸郡府中町本町四丁⽬１０番１号
2024-12-14
 
シ,224674,新⽣テクノス株式会社
〒108-0014,東京都港区芝五丁⽬２９番１１号
2025-04-01
http://www.stknet.co.jp/
 
シ,231575,株式会社進正電
〒230-0037,神奈川県横浜市鶴⾒区向井町四丁⽬８５番地１３
2026-01-17
 
シ,212828,シンセイ電機株式会社
〒607-8305,京都府京都市⼭科区⻄野⼭中⾂町２６番地６６
2025-09-18



 
シ,215428,新誠電気株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１丁⽬４番１５号
2024-05-29
 
シ,220172,有限会社信誠電気
〒960-0704,福島県伊達市梁川町⾈⽣字⻄３１番地
2024-08-24
 
シ,224766,有限会社新⽣電気
〒259-0201,神奈川県⾜柄下郡真鶴町真鶴１８６５ー９
2025-04-01
 
シ,231495,新星電機株式会社
〒803-0801,福岡県北九州市⼩倉北区⻄港町１２４番地１５
2025-12-27
 
シ,215872,伸盛電気⼯事株式会社
〒066-0015,北海道千歳市⻘葉３丁⽬１４番３０号
2024-12-25
 
シ,216902,新星電気⼯事株式会社
〒169-0072,東京都新宿区⼤久保２ー１１ー２０
2025-07-23
http://www.shinsei-dk.co.jp/
 
シ,215412,新星電⼯株式会社
〒145-0062,東京都⼤⽥区北千束⼆丁⽬３１番３号
2024-05-29
http://www.shinseidenko.co.jp
 
シ,123204,新⽣電⼦株式会社
〒666-0214,兵庫県川辺郡猪名川町清⽔字⾺場１
2025-10-03
http://www.shinsei-denshi.co.jp
 
シ,126576,株式会社シンセイ電⼦
〒222-0001,横浜市港北区樽町３−４−６
2024-02-13
http://www.sinsei-group.com
 
シ,102609,株式会社新星電⼦⼯業
〒373-0817,群⾺県太⽥市飯塚町１４５４
2025-06-14
http://shinseidenshi.com
 
シ,222313,新星塗装株式会社
〒170-0003,東京都豊島区駒込７ー１７ー５
2023-11-01
 
シ,217023,伸政富安通信特機株式会社
〒441-1105,愛知県豊橋市⽯巻平野町字張原１１３の１
2025-09-03
 
シ,220826,株式会社信成⼟⽊



〒210-0804,神奈川県川崎市川崎区藤崎⼆丁⽬１３番４号
2025-03-15
http://sinsey.co.jp/
 
シ,218317,新⽣ビル管理株式会社
〒103-0016,東京都中央区⽇本橋⼩網町９−９
2023-09-01
 
シ,230939,株式会社信成プラント
〒250-0113,神奈川県南⾜柄市岩原３５２番地４
2025-09-27
 
シ,220376,新⽣ユニオン株式会社
〒458-0041,愛知県名古屋市緑区鳴⼦町３−５２−３
2024-10-19
https://shinsei-union.com
 
シ,219367,新⽣冷熱⼯業株式会社
〒892-0836,⿅児島県⿅児島市錦江町３番３７号
2024-03-16
https://sinsei-v.com/
 
シ,230355,有限会社新設備
〒212-0055,神奈川県川崎市幸区南加瀬三丁⽬８番３２号
2025-07-05
 
シ,214943,新設備⼯業株式会社
〒169-0075,東京都新宿区⾼⽥⾺場３−１２−１６
2023-08-22
 
シ,104177,株式会社シンセラ
〒722-1112,広島県世羅郡世羅町⼤字本郷５２
2024-11-20
http://shinsera.co.jp
 
シ,220370,株式会社新⾼砂
〒551-0023,⼤阪府⼤阪市⼤正区鶴町１−１４−２６
2024-10-19
 
シ,216579,株式会社新拓沖縄
〒904-2151,沖縄県沖縄市松本３丁⽬１８ー１
2025-06-04
https://www.shintaku-okinawa.jp/
 
シ,123411,新タック化成株式会社
〒769-1504,⾹川県三豊市豊中町上⾼野４１４８
2025-02-02
http://www.tack.co.jp
 
シ,114454,株式会社新タニガキ
〒550-0013,⼤阪府⼤阪市⻄区新町１−２７−５
2024-03-15
 
シ,113826,新⾕⼯業株式会社
〒673-0042,兵庫県明⽯市東藤江２−１−２０



2024-07-24
 
シ,217101,新⾕住設株式会社
〒648-0073,和歌⼭県橋本市市脇２丁⽬２番５号
2025-09-10
http://shintani-j.jp/
 
シ,105744,新第⼀塩ビ株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥１−７−５ フロントプレイス秋葉原６階
2025-11-22
https://www.zest-pvc.co.jp/
 
シ,230916,株式会社新代社中
〒272-0832,千葉県市川市曽⾕五丁⽬６番６号
2025-09-27
 
シ,215651,株式会社シンツ
〒798-0060,愛媛県宇和島市丸之内５丁⽬４番７号
2024-10-16
https://www.shintsu-group.co.jp/
 
シ,504500,株式会社新通エスピー
〒550-0005,⼤阪府⼤阪市⻄区⻄本町⼀丁⽬５番７号
2024-12-11
https://www.shintsusp.co.jp/
 
シ,222269,新津硝⼦株式会社
〒790-0054,愛媛県松⼭市空港通ニ丁⽬１２番５号
2023-10-01
 
シ,212566,シンテイ警備株式会社
〒104-0041,東京都中央区新富１丁⽬８番８号
2025-04-03
http://www.shintei.co.jp
 
シ,229840,株式会社シンテクノ
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋３ー１２ー２
2023-07-10
https://shin-techno.co.jp/
 
シ,102946,シンテック株式会社
〒742-1512,⼭⼝県熊⽑郡⽥布施町⿇郷奥９０
2026-01-14
https://shintechoptics.com
 
シ,220096,株式会社シンテック
〒578-0947,⼤阪府東⼤阪市⻄岩⽥２−２−１５
2024-07-20
 
シ,113460,シンテックス株式会社
〒329-1412,栃⽊県さくら市喜連川１１１４
2026-06-17
http://www.syntex.co.jp
 
シ,210488,株式会社シンテツ



〒738-0021,広島県廿⽇市市⽊材港北５番地２０号
2024-08-12
http://www.sintetu.com
 
シ,216960,株式会社慎鉄⼯業
〒675-0067,兵庫県加古川市加古川町河原１１５番地の１リベール加古川シティＷＥＳＴ６０１号
2025-07-30
 
シ,229898,新鉄⼯業株式会社
〒359-0021,埼⽟県所沢市東所沢２丁⽬３６−６
2023-08-11
 
シ,211879,新ディウォール⼯業株式会社
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨２ー７ー５ＭＴビル３Ｆ
2023-10-20
http://www.dwall.co.jp
 
シ,113066,株式会社進電
〒815-0081,福岡市南区那の川１−３−３
2024-02-07
http://www.e-shinden.co.jp
 
シ,113325,シンデン・ハイテックス株式会社
〒104-0042,東京都中央区⼊船３−７−２ ＫＤＸ銀座イーストビル６階
2026-01-18
https://www.shinden.co.jp
 
シ,128779,新電機材株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥２−２−１３
2026-02-13
http://www.mac8sdk.co.jp/
 
シ,103290,新電元⼯業株式会社
〒100-0004,東京都千代⽥区⼤⼿町２−２−１
2025-11-27
https://www.shindengen.co.jp/
 
シ,120543,新電元メカトロニクス株式会社
〒357-0037,埼⽟県飯能市稲荷町１１−８
2023-10-24
https://smt.shindengen.co.jp/
 
シ,100983,新電⼯株式会社
〒564-0044,⼤阪府吹⽥市南⾦⽥２−８−１１
2024-01-16
http://www.sdko.co.jp/
 
シ,120586,株式会社新電興
〒323-0025,栃⽊県⼩⼭市城⼭町２−２−１８
2023-11-05
 
シ,215999,新電⼯株式会社
〒210-0832,神奈川県川崎市川崎区池上新町２丁⽬１１番７号
2025-02-05
https://e-shindenko.co.jp/



 
シ,217138,信電⼯株式会社
〒385-0021,⻑野県佐久市⻑⼟呂１０４０ー１
2025-09-24
 
シ,104307,振電⼯業株式会社
〒202-0022,東京都⻄東京市柳沢２−１０−２３
2025-02-23
 
シ,129716,株式会社伸電⼯業
〒400-0113,⼭梨県甲斐市富⽵新⽥１６１９−１
2024-12-18
 
シ,113279,新デンシ株式会社
〒947-0044,新潟県⼩千⾕市⼤字坪野８５３
2025-06-26
http://www.shindenshiltd.jp
 
シ,113230,新電⼦⼯業株式会社
〒224-0053,神奈川県横浜市都筑区池辺町３３２７
2026-07-01
http://shindenshikogyo.co.jp
 
シ,105697,株式会社信電舎
〒133-0056,東京都江⼾川区南⼩岩８−６−７
2025-09-13
 
シ,127327,シンデン商事株式会社
〒160-0008,東京都新宿区四⾕三栄町６−５
2024-08-14
 
シ,104580,株式会社シントー
〒120-0006,東京都⾜⽴区⾕中５−３−１２ 第⼆⼩久保ビル２Ｆ
2023-10-19
http://www.sintoh.co.jp
 
シ,228746,株式会社シントー
〒451-0053,愛知県名古屋市⻄区枇杷島２丁⽬１５番２号
2024-12-06
http://www.shintou.co.jp/
 
シ,231748,株式会社シントウ
〒940-1142,新潟県⻑岡市豊詰町３４２番地１
2026-03-07
http://sintou-corp.jp/
 
シ,222807,新東圧接株式会社
〒547-0003,⼤阪府⼤阪市平野区加美南５丁⽬９番３３号
2024-03-01
 
シ,105761,新東Ｓプレシジョン株式会社
〒243-0036,神奈川県厚⽊市⻑⾕２６０−６３
2025-11-28
http://www.sinto-sp.co.jp/
 



シ,106844,新東海ダイカスト⼯業株式会社
〒501-3954,岐⾩県関市千⽦１０６１−１
2025-12-27
http://stdc.co.jp
 
シ,123476,株式会社新東化学⼯業所
〒656-0051,兵庫県洲本市物部２−１２−９
2025-02-09
 
シ,113651,株式会社新東京計算
〒183-0033,東京都府中市分梅町１−３０−７
2024-02-01
http://www.ntcom.co.jp/
 
シ,214853,株式会社新東京ジオ・システム
〒994-0011,⼭形県天童市北久野本３ー７ー１９
2023-07-11
http://www.shintotyo-gs.co.jp
 
シ,113347,新東⼯業株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野３−２８−６
2026-02-19
http://www.shinto-kogyo.co.jp
 
シ,213262,新東施設株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿７丁⽬１８番２号
2023-06-10
 
シ,123048,株式会社シントウ商事
〒663-8154,兵庫県⻄宮市浜甲⼦園１−１０−６
2025-01-21
http://sintohshouji.jp/index.html
 
シ,225349,新東総業株式会社
〒986-0854,宮城県⽯巻市⼤街道北３丁⽬７番２７号
2025-06-01
https://www.shinto-group.co.jp/
 
シ,113232,新東電算株式会社
〒113-0034,東京都⽂京区湯島３−１６−７
2025-02-18
http://www.sdkk.co.jp
 
シ,502696,新東電算株式会社
〒113-0034,東京都⽂京区湯島３丁⽬１６番地７号
2024-07-27
https://www.sdkk.co.jp/
 
シ,113326,有限会社伸東電装
〒441-1634,愛知県新城市⻑篠字段⼦８３
2026-05-07
 
シ,100670,神東塗料株式会社
〒661-8511,兵庫県尼崎市南塚⼝町６−１０−７３
2026-03-17



http://www.shintopaint.co.jp
 
シ,105446,新東Ｖセラックス株式会社
〒442-8505,愛知県豊川市穂ノ原３−１
2025-02-07
http://vcerax.sinto.co.jp
 
シ,219201,株式会社進藤⽊材店
〒847-0002,佐賀県唐津市⼭本１５５４−１２
2024-03-02
http://shinmoku.jp/index.html
 
シ,105978,シントク株式会社
〒392-0015,⻑野県諏訪市⼤字中洲５６６−７
2023-07-27
 
シ,225820,シントク株式会社
〒771-0130,徳島県徳島市川内町加賀須野３９８番地１
2025-08-01
 
シ,123935,新徳⼯業株式会社
〒675-2222,兵庫県加⻄市坂本町９１４−３８
2025-06-07
http://www.shintoku-kogyo.co.jp
 
シ,211784,新都⼯業株式会社
〒490-1136,愛知県海部郡⼤治町⼤字花常字フケ７３番地
2023-07-27
http://bluc.co.jp/
 
シ,220434,株式会社進富
〒270-1402,千葉県⽩井市平塚２７６１番１
2024-11-09
http://www.kk-shintomi.co.jp
 
シ,219666,新トモエ電機⼯業株式会社
〒143-0016,東京都⼤⽥区⼤森北１−５−１
2024-04-27
http://www.s-tomoedenki.co.jp/
 
シ,228258,新虎興産株式会社
〒550-0012,⼤阪府⼤阪市⻄区⽴売堀五丁⽬５番２１号
2024-07-10
https://shintora.co.jp/
 
シ,217415,進藤建設株式会社
〒731-0113,広島県広島市安佐南区⻄原７ー６ー６
2025-12-24
http://shindokk.com/
 
シ,113934,株式会社神銅商店
〒101-0027,東京都千代⽥区神⽥平河町２
2024-09-05
http://www.syndo.co.jp/
 



シ,100025,有限会社新道精機
〒018-0604,秋⽥県由利本荘市⻄⽬町沼⽥字新道下２３６
2025-06-25
 
シ,218249,株式会社新内
〒918-8014,福井県福井市花堂中１丁⽬５番６号
2023-08-18
 
シ,220171,新中⼭塗装⼯業有限会社
〒320-0071,栃⽊県宇都宮市野沢町３２９番地８
2024-08-24
 
シ,129465,株式会社新⻑崎商事
〒852-8024,⻑崎県⻑崎市花園町１４−１３
2024-06-01
 
シ,103309,株式会社新⻑崎製作所
〒854-0063,⻑崎県諫早市⾙津町２０８３−１１
2023-07-28
http://shinnagasaki.com/
 
シ,113792,株式会社新ナンポー化学⼯業所
〒661-0961,兵庫県尼崎市⼾ノ内町４−３−１−１１１
2024-03-15
http://sinnampo.co.jp/
 
シ,213492,株式会社シンニチ
〒760-0071,⾹川県⾼松市藤塚町３丁⽬１３ー１２
2023-11-04
http://www.k-sn.co.jp/
 
シ,213556,新⽇建基株式会社
〒243-0201,神奈川県厚⽊市上荻野９００ー１
2021-01-20
 
シ,221754,新⽇建業株式会社
〒950-0953,新潟県新潟市中央区⼤島６９番地４
2025-07-01
http://www.snk-co.jp/
 
シ,213516,新⽇⼯業株式会社
〒940-0023,新潟県⻑岡市新町３丁⽬３番１５号
2023-12-09
 
シ,217103,新⽇電機株式会社
〒213-0031,神奈川県川崎市⾼津区宇奈根８４７番地
2025-09-10
https://www.shinnichi-dk.co.jp
 
シ,230475,新⽇電設株式会社
〒221-0021,神奈川県横浜市神奈川区⼦安通⼆丁⽬２８４番地
2025-07-19
 
シ,127614,新⽇電熱⼯業株式会社
〒581-0854,⼤阪府⼋尾市⼤⽵３−１１９−１



2024-12-13
https://www.snd-net.co.jp
 
シ,231909,シンニチロ建⼯株式会社
〒700-0927,岡⼭県岡⼭市北区⻄古松３２４番地の１０７
2026-04-18
https://www.s-kenko.co.jp/
 
シ,218758,新⽇空サービス株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町３丁⽬３番６号ワカ末ビル
2023-12-15
https://www.snks.co.jp/
 
シ,231651,株式会社新⽇通
〒560-0054,⼤阪府豊中市桜の町三丁⽬２番１３号
2026-02-07
https://www.shinnittsu.co.jp/mobile/index.html
 
シ,102232,新⽇東株式会社
〒371-0854,群⾺県前橋市⼤渡町１−２３−１３
2025-01-28
 
シ,219335,新⽇東空調株式会社
〒150-0013,東京都渋⾕区恵⽐寿１丁⽬８番１４号⼤黒ビル４１６
2024-03-16
 
シ,113856,株式会社新⽇東電化
〒143-0003,東京都⼤⽥区京浜島２−２−１
2024-07-25
http://www.snd-shinnitto.co.jp
 
シ,213000,新⽇本空調株式会社
〒103-0007,東京都中央区⽇本橋浜町２丁⽬３１番１号
2026-04-01
https://www.snk.co.jp/
 
シ,129097,新⽇本⼯機株式会社
〒590-0157,⼤阪府堺市南区⾼尾２−５００−１
2023-09-18
http://www.snkc.co.jp
 
シ,214706,新⽇本商事株式会社
〒987-0005,宮城県遠⽥郡美⾥町北浦字天神南３５番地１
2020-05-01
http://www.njtrade.jp
 
シ,224631,新⽇本⾮破壊検査株式会社
〒803-8517,福岡県北九州市⼩倉北区井堀４丁⽬１０ー１３
2025-04-01
https://www.shk-k.co.jp/
 
シ,129002,新⽇本ファスナー⼯業株式会社
〒708-0015,岡⼭県津⼭市神⼾５００
2026-06-23
http://www.sfm.co.jp/



 
シ,505786,新⽇本エンジニアリング株式会社
〒190-0012,東京都⼋王⼦市⾼倉町５０番地１６
2026-03-22
 
シ,214060,新⽇本化⼯株式会社
〒660-0824,兵庫県尼崎市東本町３丁⽬３９番地
2025-03-08
http://www.shinnihonkako.co.jp
 
シ,105677,新⽇本⾦属株式会社
〒327-0816,栃⽊県佐野市栄町１−４
2025-08-30
http://snkz.co.jp/
 
シ,504572,新⽇本⾦属株式会社
〒811-2114,福岡県糟屋郡須恵町⼤字上須恵字桜原１５１３−１
2025-07-05
http://shinnihonkinzoku.com/
 
シ,219329,株式会社新⽇本空調サービス福岡
〒810-0075,福岡県福岡市中央区港３丁⽬１１番２７号
2024-03-16
 
シ,219736,新⽇本グラウト⼯業株式会社
〒815-0031,福岡県福岡市南区清⽔１丁⽬１５番１８号
2024-05-18
https://f-njg.co.jp/
 
シ,218688,新⽇本計装株式会社
〒154-0012,東京都世⽥⾕区駒沢２丁⽬４番１号
2023-12-08
http://www.sn-keiso.co.jp
 
シ,220311,有限会社新⽇本計装電機
〒565-0821,⼤阪府吹⽥市⼭⽥東４丁⽬４１ー５ー１０６
2024-10-05
 
シ,216855,株式会社新⽇本警備保障
〒604-8824,京都府京都市中京区壬⽣⾼樋町３１ー１
2025-07-09
 
シ,221615,新⽇本建⼯株式会社
〒761-0301,⾹川県⾼松市林町６番地１５
2025-04-01
 
シ,217155,新⽇本建設株式会社
〒210-0834,神奈川県川崎市川崎区⼤島１−１５−１５
2025-09-24
 
シ,226844,新⽇本建設株式会社
〒197-0801,東京都あきる野市菅⽣１３２０ー２
2023-07-01
 
シ,113261,新⽇本ステンレス⼯業株式会社



〒861-8037,熊本市東区⻑嶺⻄１−１−６７
2023-07-22
http://www.shin-nippon.co.jp/
 
シ,105074,新⽇本テクトス株式会社
〒100-0006,東京都千代⽥区有楽町１−９−１ ⽇⽐⾕サンケイビル４Ｆ
2024-03-27
 
シ,121768,新⽇本テクノカーボン株式会社
〒981-3514,宮城県黒川郡⼤郷町川内字中埣⼭６２−６
2024-05-30
http://www.technocarbon.co.jp
 
シ,123249,株式会社新⽇本テック
〒538-0035,⼤阪市鶴⾒区浜２−２−８１
2025-10-25
http://www.sntec.com
 
シ,113439,新⽇本電⼦株式会社
〒194-0044,東京都町⽥市成瀬６−１８−１７
2023-08-02
http://www.sndk.co.jp
 
シ,120137,新⽇本ビット株式会社
〒183-0055,東京都府中市府中町１−１４−１
2023-07-25
http://www.nbit.co.jp/
 
シ,219497,新⽇本美⾵株式会社
〒552-0002,⼤阪府⼤阪市港区市岡元町三丁⽬３番１６号
2024-03-30
http://www.bifuu.co.jp
 
シ,129557,新⽇本フエザーコア株式会社
〒339-0072,埼⽟県さいたま市岩槻区古ヶ場１−３−９
2024-09-17
http://www.snfcore.co.jp
 
シ,218559,新⽇本リフォーム株式会社
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町４−３−１３
2023-10-20
 
シ,123310,新熱⼯業株式会社
〒311-1251,茨城県ひたちなか市⼭崎１４１−５
2025-12-13
https://www.shinnetsu.co.jp
 
シ,227257,株式会社新野
〒779-0118,徳島県板野郡板野町下庄字栖養５５
2023-12-15
 
シ,222572,進濃⼯業株式会社
〒572-0016,⼤阪府寝屋川市国松町２１番１６号
2024-01-01
 



シ,113144,株式会社シンノエパック
〒379-2202,群⾺県伊勢崎市⾚堀⿅島町７６９−３
2024-08-19
http://s-epack.jp
 
シ,231054,株式会社⾠⾺建設
〒321-0346,栃⽊県宇都宮市下荒針町３５６７番地１４号
2025-10-11
 
シ,230097,有限会社新橋建装
〒105-0004,東京都港区新橋五丁⽬１７番７号
2025-05-17
 
シ,218028,有限会社新広島塗研
〒731-0101,広島県広島市安佐南区⼋⽊９丁⽬２７−４
2023-07-28
https://s-h-token.jp
 
シ,125959,株式会社新菱電機
〒105-0014,東京都港区芝２−３１−１５
2023-10-27
http://www.shinbishi.co.jp
 
シ,129852,シンフォニアエンジニアリング株式会社
〒516-8553,三重県伊勢市⽵ヶ⿐町９９−９６
2025-03-25
http://www.sinfo-eng.co.jp
 
シ,113958,シンフォニアテクノロジー株式会社
〒105-8564,東京都港区芝⼤⾨１−１−３０ 芝ＮＢＦタワー
2024-10-24
http://www.sinfo-t.jp
 
シ,219505,株式会社新富⼠空調
〒365-0042,埼⽟県鴻巣市松原１丁⽬１番１２号
2024-03-30
http://www.fujikuuchou.co.jp
 
シ,106208,株式会社新⾵
〒312-0032,茨城県ひたちなか市津⽥２１５３−１６１
2024-04-16
http://shin-pu.co.jp/
 
シ,106629,新⾵株式会社
〒310-0841,茨城県⽔⼾市酒⾨町４３４０−４−３
2025-04-22
http://shin-pu.co.jp/
 
シ,505453,シンプライン株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦３丁⽬１４−６バリュー芝浦ビルディング４Ｆ
2023-08-21
https://www.simpline.co.jp/
 
シ,219676,株式会社森鵬
〒173-0004,東京都板橋区板橋１−１１−７−１２０８



2024-04-27
 
シ,113253,新報国マテリアル株式会社
〒350-1124,埼⽟県川越市新宿町５−１３−１
2025-10-26
http://www.shst.co.jp
 
シ,212917,株式会社シンホリ
〒475-0021,愛知県半⽥市州の崎町２番地２２６
2025-11-13
http://www.shinhori.co.jp
 
シ,212170,株式会社シンボ
〒104-0061,東京都中央区銀座六丁⽬１３番７号
2024-05-09
http://www.shinbo-neji.co.jp/
 
シ,214607,株式会社新防⽔⼯業
〒753-0212,⼭⼝県⼭⼝市下⼩鯖１２１５ー３２
2026-02-28
 
シ,211652,株式会社新保鉄筋⼯業
〒923-1204,⽯川県能美市⻑滝町６９７番地１
2026-05-19
http://www.shimbo-tekkin.co.jp/
 
シ,104312,神峯電⼦株式会社
〒252-0815,神奈川県藤沢市⽯川５−１−５
2025-02-28
http://www.shinpo-e.co.jp
 
シ,229581,新ミナト⼯業株式会社
〒120-0013,東京都⾜⽴区弘道１ー３１ー１０
2026-03-17
 
シ,218950,株式会社新村組
〒425-0071,静岡県焼津市三ケ名８０１−１
2024-01-19
 
シ,129642,株式会社シンメイ
〒103-0002,東京都中央区⽇本橋⾺喰町２−３−３ ファッションフェイスビル３Ｆ
2024-11-30
 
シ,211354,株式会社ＳＩＮＭＥＩ
〒037-0091,⻘森県五所川原市⼤字太⼑打字常盤８３ー２
2025-09-09
https://www.k-sinmei.com/
 
シ,220019,株式会社進明技興
〒818-0114,福岡県太宰府市⼤字北⾕８６８番１７
2024-07-13
http://www.shinmeigikou.co.jp/
 
シ,230941,新明⼯業株式会社
〒290-0051,千葉県市原市君塚三丁⽬１８番地１８



2025-09-27
 
シ,231812,株式会社伸明⼯業
〒914-0131,福井県敦賀市公⽂名３３号６番地の１６
2026-03-20
 
シ,123079,株式会社神明製作所
〒350-1317,埼⽟県狭⼭市⽔野字⽉⾒野３７９−４
2025-01-15
http://shin-mei.co.jp
 
シ,102628,株式会社神明電気
〒370-0004,群⾺県⾼崎市井野町３２１
2025-06-26
http://e-shinmei.jp/
 
シ,103090,神明電機株式会社
〒210-0015,川崎市川崎区南町１−１ ⽇本⽣命川崎ビル９Ｆ
2025-04-13
http://www.shinmei-e.co.jp
 
シ,113194,新明電材株式会社
〒140-0004,東京都品川区南品川２−３−３
2024-08-27
 
シ,215993,新明電材株式会社
〒331-0811,埼⽟県さいたま市北区吉野町２丁⽬２５８番地１
2025-02-05
https://www.shinmei-denzai.co.jp/
 
シ,215410,新明電設株式会社
〒114-0014,東京都北区⽥端１ー１５ー２０
2024-05-29
http://shinmei-densetu.c.ooco.jp/
 
シ,105828,新明東北マシナリー株式会社
〒981-1251,宮城県名取市愛島台１−４−９
2026-01-27
https://www.shinmei.co.jp/STMC/toppage.html
 
シ,503197,新明和⼯業株式会社
〒665-8550,兵庫県宝塚市新明和町１−１
2025-03-19
http://www.shinmaywa.co.jp/index.html
 
シ,502764,新明和ソフトテクノロジ株式会社
〒663-8001,兵庫県⻄宮市⽥近野町６番８４号
2024-11-10
https://www.stec.co.jp/
 
シ,225052,新明和パークテック株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦４丁⽬３番４号
2025-04-01
https://www.shinmaywa.co.jp/ptec/
 



シ,212521,株式会社新免製作所
〒669-5342,兵庫県豊岡市⽇⾼町久⽃５２１番地の１
2025-03-13
http://shinmen-iw.com/
 
シ,230520,有限会社新屋敷電設⼯業所
〒590-0504,⼤阪府泉南市信達市場１１６番地の１６２
2025-07-26
 
シ,213227,シンユー化⼯株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町４ー１５ー１
2026-05-13
https://www.sinyu-kako.co.jp
 
シ,229913,株式会社信友建設
〒244-0001,神奈川県横浜市⼾塚区⿃が丘１２−１
2023-08-25
http://sinyu.co.jp/
 
シ,230863,シンヨー株式会社
〒210-0858,神奈川県川崎市川崎区⼤川町８番６号
2025-09-20
https://www.sinyo.com/
 
シ,126247,株式会社新洋
〒103-0011,東京都中央区⽇本橋⼤伝⾺町６−７ 住⻑第⼆ビル５階
2023-11-18
http://www.shinyo-h.co.jp/
 
シ,215326,有限会社信陽
〒135-0004,東京都江東区森下１ー１１ー８
2024-03-27
 
シ,216956,有限会社新葉
〒337-0003,埼⽟県さいたま市⾒沼区深作５ー４１
2025-07-30
 
シ,218321,新陽建設株式会社
〒418-0013,静岡県富⼠宮市⼤岩４５２−４２
2023-09-01
 
シ,219924,新陽⼯業株式会社
〒510-0863,三重県四⽇市市⼤字塩浜４１０１−５
2024-06-22
https://shinyo-kogyo.com/
 
シ,228926,シンヨウフロンティア株式会社
〒422-8006,静岡県静岡市駿河区曲⾦６丁⽬１６番２７号
2025-03-13
http://www.syf.co.jp/
 
シ,225515,有限会社信⼒⼯建
〒755-0084,⼭⼝県宇部市⼤字川上６９７番地の５７
2025-06-01
https://sinriki-kouken.com/



 
シ,505612,新⽴電機株式会社
〒744-0002,⼭⼝県下松市東海岸通り１−１０
2024-08-04
 
シ,113147,株式会社シンリョー
〒652-0865,神⼾市兵庫区⼩松通５−１−６
2024-07-22
http://www.shinryo-kobe.co.jp/
 
シ,103891,株式会社シンリョウ
〒171-0043,東京都豊島区要町３−３６−３
2024-06-25
http://www.shinryo.jp
 
シ,113116,株式会社新菱
〒806-0021,福岡県北九州市⼋幡⻄区黒崎３−９−２２ ＲＩＳＯ黒崎駅前ビル
2024-12-03
https://www.shinryo-gr.com/
 
シ,218842,新菱アクアエア株式会社
〒364-0028,埼⽟県北本市下⽯⼾７−１７０
2023-12-22
http://www.shinryo-aquair.com/
 
シ,113076,株式会社神菱エンジニアリング
〒652-0801,神⼾市兵庫区中道通１−１−９
2024-02-07
http://www.se-kobe.co.jp/
 
シ,232016,株式会社神菱商事
〒243-0035,神奈川県厚⽊市愛甲四丁⽬７番５号
2026-05-23
 
シ,229346,新菱テクニカルサービス株式会社
〒160-0007,東京都新宿区荒⽊町１４番地
2025-10-25
 
シ,213080,新菱冷熱⼯業株式会社
〒160-8510,東京都新宿区四⾕⼀丁⽬６番１号
2026-04-01
https://www.shinryo.com
 
シ,101904,株式会社信和
〒407-0174,⼭梨県韮崎市穂坂町三ツ沢７７５−３
2024-11-12
https://al-shinwa.jp
 
シ,105861,株式会社⾠和
〒224-0003,神奈川県横浜市都筑区中川中央１−２２−３ グランバレセンター北２Ｆ
2026-03-02
http://www.shinwadp.co.jp
 
シ,105887,株式会社親和
〒350-0014,埼⽟県川越市古市場７６１



2026-03-25
http://www.shinnwa.jp
 
シ,113348,株式会社進和
〒463-0046,名古屋市守⼭区苗代２−９−３
2026-06-11
https://www.shinwa-jpn.co.jp
 
シ,123006,株式会社シンワ
〒492-8157,愛知県稲沢市井之⼝柿ノ⽊町１５７−２
2025-01-29
https://www.kkshinwa.co.jp/
 
シ,212091,株式会社シンワ
〒104-0043,東京都中央区湊２ー１２ー１１
2024-03-15
http://www.sinwa-kaitai.com
 
シ,212217,株式会社新和
〒547-0006,⼤阪府⼤阪市⻄区江⼾堀１丁⽬８ー１８
2024-06-13
http://sinwa-gr.co.jp/
 
シ,216429,株式会社伸和
〒533-0012,⼤阪府⼤阪市⻄区⽴売堀１丁⽬９−１３
2025-05-14
http://www.shinwa-osaka.com/
 
シ,219863,株式会社シンワ
〒123-0872,東京都⾜⽴区江北３丁⽬２９番９号
2024-06-15
 
シ,313310,伸和株式会社
〒520-2342,滋賀県野洲市野洲１１４７
2025-08-09
http://www.napsinwa.co.jp
 
シ,503194,新和印刷株式会社
〒550-0013,⼤阪府⼤阪市⻄区新町１−２３−８ ⽯⽥⼤成社ビル
2025-08-07
http://www.shinwa-printing.co.jp/
 
シ,101534,伸和エクセル株式会社
〒215-0031,神奈川県川崎市⿇⽣区栗平１−４−２６ イーグル１ビル２階
2024-07-27
http://www.shinwa-excell.com
 
シ,129339,シンワエンタープライズ株式会社
〒578-0944,⼤阪府東⼤阪市若江⻄新町２−７−８
2024-02-27
http://www.sinwaenterprise.co.jp/
 
シ,120086,信和化⼯株式会社
〒612-8307,京都市伏⾒区景勝町５０−２
2026-07-17



https://shinwa-cpc.co.jp
 
シ,222829,新和化⼯株式会社
〒561-0882,⼤阪府豊中市南桜塚１ー２ー１
2024-03-01
 
シ,226047,新和環境株式会社
〒169-0051,東京都新宿区⻄早稲⽥２−２１−１２
2025-10-01
http://www.shinwa-eco.com
 
シ,221435,新和硝⼦株式会社
〒170-0004,東京都豊島区北⼤塚１丁⽬２３番３号
2025-04-01
_
 
シ,231494,有限会社進和機設⼯業
〒316-0033,茨城県⽇⽴市中成沢町⼀丁⽬１７番１号
2025-12-27
 
シ,218993,株式会社新和技建
〒812-0895,福岡県福岡市博多区⽵下５−４−５
2024-01-26
 
シ,217865,信和警備保障株式会社
〒791-1102,愛媛県松⼭市来住町１４４９番地１
2026-06-30
https://shinwakeibi.jp/
 
シ,222092,親和建業株式会社
〒252-0813,神奈川県藤沢市⻲井野９１４番地の８
2026-02-01
 
シ,211940,伸和建⼯株式会社
〒811-1235,福岡県那珂川市⼤字成⽵５７６ー１
2023-12-08
http://www.shinwa-ken.co.jp/
 
シ,227954,株式会社伸和建⼯
〒729-0104,広島県福⼭市松永町４丁⽬３３ー３
2024-04-20
 
シ,210843,株式会社シンワ検査
〒224-0025,神奈川県横浜市都筑区早渕１丁⽬２２番１５号
2025-01-20
https://www.shinwa-kensa.co.jp/
 
シ,217306,株式会社新和建材
〒381-2205,⻑野県⻑野市⻘⽊島町⼤塚８４８ー４
2025-11-12
 
シ,221616,親和建設株式会社
〒490-1132,愛知県海部郡⼤治町⼤字北間島字柿⽊７３
2025-04-01
 



シ,225569,伸和建設株式会社
〒871-0025,⼤分県中津市⼤字万⽥６４８番地１
2025-06-01
https://www.shinwa-kensetsu.info/
 
シ,230821,信和建設株式会社
〒399-7104,⻑野県安曇野市明科七貴４７５０番地
2025-09-06
 
シ,231020,真和建設株式会社
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋三丁⽬３番９号
2025-10-11
http://www.shinwakensetu.com
 
シ,106677,株式会社伸和光機
〒025-0084,岩⼿県花巻市桜町４−２５９−１
2025-06-06
http://www.s-kouki.co.jp/
 
シ,100245,神和⼯業株式会社
〒742-1512,⼭⼝県熊⽑郡⽥布施町⿇郷奥９０
2025-09-01
http://www.shinwakogyo.com/
 
シ,103350,新和⼯業株式会社
〒508-0011,岐⾩県中津川市駒場松源寺１５０９−３１
2026-03-01
https://www.shinwa-kk.co.jp
 
シ,105490,株式会社新和⼯業
〒613-0034,京都府久世郡久御⼭町佐⼭新開地３３２
2025-03-20
 
シ,105796,新和⼯業株式会社
〒230-0003,神奈川県横浜市鶴⾒区尻⼿１−２−１
2025-12-13
https://www.shinwa-skk.co.jp/
 
シ,124503,伸和⼯業株式会社
〒536-0017,⼤阪府⼤阪市城東区新喜多東２−４−１７
2025-09-22
http://www.sinwakogyo.jp
 
シ,125812,親和⼯業株式会社
〒811-2114,福岡県糟屋郡須恵町上須恵１２９１−２
2023-09-20
http://www.shinwa-kk.com/
 
シ,216690,真和⼯業株式会社
〒567-0881,⼤阪府茨⽊市上中条２丁⽬７番９号
2025-06-18
_
 
シ,217262,株式会社信和⼯業
〒807-0814,福岡県北九州市⼋幡⻄区貴船台８ー３７



2025-10-29
 
シ,217315,新和⼯業株式会社
〒979-2611,福島県相⾺郡新地町駒ケ嶺字富⾕地⽥５２ー３
2025-11-19
 
シ,220583,株式会社伸和⼯業
〒561-0834,⼤阪府豊中市庄内栄町三丁⽬２４番５号
2024-12-27
 
シ,220623,株式会社シンワ⼯業
〒241-0031,神奈川県横浜市旭区今宿⻄町２５５番地
2025-01-25
 
シ,221597,株式会社真和鋼業
〒457-0816,愛知県名古屋市南区元柴⽥東町３丁⽬５２番地の１
2025-04-01
https://www.sinwakogyo.co.jp/
 
シ,222294,有限会社新和⼯業
〒945-0817,新潟県柏崎市宝町２ー７
2023-11-01
http://www.shinwa-jabara.com
 
シ,222749,有限会社新和⼯業
〒208-0032,東京都武蔵村⼭市三ツ⽊５−１−８
2024-03-01
 
シ,222811,進和⼯業株式会社
〒210-0837,神奈川県川崎市川崎区渡⽥３丁⽬１９番１１号
2024-03-01
 
シ,129388,有限会社神和⼯芸
〒630-8411,奈良市⾼樋町５９８
2024-03-26
http://www.shinwa-k.net/
 
シ,227139,株式会社信和⼯芸
〒349-0111,埼⽟県蓮⽥市東２ー４ー４
2023-11-01
 
シ,218124,新和コンクリート⼯業株式会社
〒949-6611,新潟県南⿂沼市坂⼾４８５番地
2023-08-04
 
シ,113672,伸和コントロールズ株式会社
〒215-0033,神奈川県川崎市⿇⽣区栗⽊２−６−２０
2023-12-01
http://www.shinwa-cont.com
 
シ,103852,新和産機株式会社
〒664-0844,兵庫県伊丹市⼝酒井２−８−２５
2024-05-25
 
シ,104757,新和産業株式会社



〒541-0046,⼤阪市中央区平野町２−２−５
2026-04-28
http://www.sinwasangyo.co.jp/
 
シ,224846,株式会社進和産業
〒191-0014,東京都⽇野市上⽥１３９
2025-04-01
 
シ,227006,新和産業株式会社
〒792-0802,愛媛県新居浜市新須賀町３丁⽬２番７８号
2023-09-01
http://shikoku-net.co.jp/sinwa/index.html
 
シ,229579,眞和産業株式会社
〒103-0014,東京都中央区⽇本橋蛎殻町１ー３２ー１３
2026-03-17
 
シ,502521,信和産業株式会社
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕１−８−１ 第三⻄⻘⼭ビル６Ｆ
2023-12-09
www.sws-kk.co.jp
 
シ,503085,新和産業株式会社
〒559-0015,⼤阪府⼤阪市住之江区南加賀屋 ２−１０−１６
2025-10-24
http://www.shinwasangyo-net.co.jp
 
シ,113064,進和商事株式会社
〒386-0041,⻑野県上⽥市秋和９５−１
2023-11-18
 
シ,113100,株式会社伸和商事
〒322-0027,栃⽊県⿅沼市⾙島町４５６
2026-05-15
http://www.shinwa-shouji.jp
 
シ,123327,有限会社進和商事
〒689-1117,⿃取市海蔵寺３５−７
2026-01-18
 
シ,215969,新和商事株式会社
〒949-6611,新潟県南⿂沼市坂⼾４８５番地
2025-01-29
http://www.shinwa-syoji.co.jp
 
シ,210978,新和照明株式会社
〒110-0014,東京都台東区北上野⼆丁⽬８番７号
2025-03-18
https://denzai.jp/shis/
 
シ,217167,神和実業株式会社
〒210-0848,神奈川県川崎市川崎区京町２丁⽬１５番６号
2025-10-01
https://shinwajitsugyo.com
 



シ,219178,神和重機株式会社
〒671-1511,兵庫県揖保郡太⼦町太⽥１４７５番地
2024-03-02
 
シ,230190,伸和重量建設株式会社
〒769-0103,⾹川県⾼松市国分寺町福家甲５７０−１
2025-06-07
https://shinwajuryo.com
 
シ,221159,伸和スチール株式会社
〒350-0306,埼⽟県⽐企郡鳩⼭町⼤字⽵本１３６８−９
2025-03-01
 
シ,113317,信和精⼯株式会社
〒399-3303,⻑野県下伊那郡松川町元⼤島３０５７−２
2026-02-12
 
シ,126506,株式会社信和精⼯
〒211-0044,神奈川県川崎市中原区新城５−８−１３
2024-01-24
http://www.shinwa-seiko.co.jp
 
シ,126988,株式会社伸和精⼯
〒399-4601,⻑野県上伊那郡箕輪町⼤字中箕輪８６５０
2024-07-04
http://www.shinwaseiko.co.jp/
 
シ,113119,株式会社進和製作所
〒191-0003,東京都⽇野市⽇野台１−２０−５
2024-09-05
http://kss-shinwa-ss.co.jp
 
シ,113997,株式会社神和製作所
〒242-0007,⼤和市中央林間２−１−２２
2024-09-01
 
シ,121373,株式会社親和製作所
〒431-0441,静岡県湖⻄市吉美２０９８−１
2024-04-03
https://www.ss-shinwa.co.jp/
 
シ,122469,株式会社新和製作所
〒350-1155,埼⽟県川越市下⾚坂７３６−２
2024-09-25
http://www.shinwaseisakusyo.co.jp/
 
シ,123279,株式会社新和製作所
〒319-1225,茨城県⽇⽴市⽯名坂町２−４３−７
2025-10-25
http://www.shinwa-ss.co.jp
 
シ,213038,株式会社新和製作所
〒818-0003,福岡県筑紫野市⼤字⼭家２８６２番地
2026-02-05
http://shinwa-s.co.jp/



 
シ,214490,株式会社新和製作所
〒332-0028,埼⽟県川⼝市宮町１７番１４号
2025-11-29
http://kk-shinwa.co.jp
 
シ,228827,真和装建株式会社
〒577-0004,⼤阪府東⼤阪市稲⽥新町３ー１ー５１
2025-01-18
 
シ,224384,信和タイル株式会社
〒720-0003,広島県福⼭市御幸町⼤字森脇４８６ー１
2025-04-01
 
シ,128963,伸和テクノス株式会社
〒393-0087,⻑野県諏訪郡下諏訪町４６１１−９０
2026-05-22
http://www.shinwa-technos.com
 
シ,505641,株式会社 シンワテクノス
〒666-0981,兵庫県尼崎市猪名寺２丁⽬６−２５
2024-11-04
 
シ,103953,進和テック株式会社
〒164-0012,東京都中野区本町１−３２−２ ハーモニータワー
2026-06-23
http://www.shinwatec.co.jp/
 
シ,219355,新和テック株式会社
〒559-0015,⼤阪府⼤阪市住之江区南加賀屋２丁⽬１０番１６号
2024-03-16
https://www.shinwa-tech.com/
 
シ,113482,親和電機株式会社
〒532-0004,⼤阪市淀川区⻄宮原２−３−２９
2026-07-14
http://www.sinwa-kk.co.jp/
 
シ,220003,株式会社進和電気
〒178-0064,東京都練⾺区南⼤泉１丁⽬４７番９号
2024-07-13
 
シ,230791,親和電機株式会社
〒468-0810,愛知県名古屋市北区⼭⽥⼀丁⽬６番１号
2025-08-30
http://www.shinwa-d.co.jp
 
シ,231215,進和電気 松沢進（その他）
〒300-0007,茨城県⼟浦市板⾕６−６６４−１６
2025-11-01
 
シ,220357,株式会社新和電⼯
〒136-0072,東京都江東区⼤島１−９−８
2024-10-12
https://www.shinwa-dk.co.jp/



 
シ,230882,進和電設有限会社
〒983-0031,宮城県仙台市宮城野区⼩鶴⼀丁⽬８番１５号
2025-09-20
http://www.shinwa-den.co.jp
 
シ,125390,シンワ電装株式会社
〒987-0402,宮城県登⽶市南⽅町松島屋敷１７２−１
2026-04-07
http://www.sinwa-denso.com/
 
シ,121748,株式会社伸和熱処理
〒351-0014,埼⽟県朝霞市膝折町４−１２−６３
2024-05-27
http://www.sinwaht.co.jp
 
シ,504208,株式会社シンワバネス
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥７−２５−５
2025-02-19
https://vanes.co.jp/
 
シ,105578,株式会社信和美
〒524-0044,滋賀県守⼭市古⾼町２５０−１０
2025-05-31
http://www.shinwabi.co.jp
 
シ,213127,株式会社神和美装
〒238-0032,神奈川県横須賀市平作７丁⽬１４番８号
2026-03-12
http://www.shinwabiso.co.jp/
 
シ,100954,伸和プリント⼯業株式会社
〒193-0801,東京都⼋王⼦市川⼝町１４８７−４８
2023-12-12
http://www.shinwa-print-ind.co.jp/
 
シ,223396,信和ホームズ株式会社
〒224-0037,神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南３丁⽬２３番２号
2024-08-01
http://www.sinwahomes.co.jp
 
シ,123680,親和貿易株式会社
〒461-0025,愛知県名古屋市東区徳川１−６０７
2025-03-09
 
シ,221491,親和⽊⼯株式会社
〒880-0912,宮崎県宮崎市⼤字⾚江９１０
2025-04-01
http://shinwamokkou.co.jp/
 
シ,106282,シンワリース販売株式会社
〒661-0031,兵庫県尼崎市武庫之荘本町３−５−３１
2024-07-29
 
ジ,106863,ジー・イー・ティ株式会社



〒300-0737,茨城県稲敷市上須⽥字上須⽥７６８−１
2026-01-25
https://www.greenecotec.co.jp
 
ジ,504654,ジー・オー・ピー株式会社
〒150-0012,東京都渋⾕区広尾⼀丁⽬１番３９号恵⽐寿プライムスクエア
2026-04-28
http://www.gop.co.jp/
 
ジ,505697,ＧＲＮ株式会社
〒933-0328,富⼭県⾼岡市内島３５５０
2025-05-11
https://grn-company.com/
 
ジ,505100,株式会社ＧｉＳ
〒460-0003,愛知県名古屋市中区錦⼆丁⽬１８番５号
2024-07-25
https://www.gis-system.co.jp/
 
ジ,502814,株式会社ジー・アイ・ピー
〒980-0821,宮城県仙台市⻘葉区春⽇町６−１５
2025-03-28
http://www.gip-web.co.jp/
 
ジ,505451,株式会社Ｇ＆Ｇ
〒939-8216,富⼭県富⼭市⼆⼝町１−９−２
2023-08-19
https://www.give-and-give.com/
 
ジ,503824,ＧＥアビエーション・ディストリビューション・ジャパン株式会社
〒107-6115,東京都港区⾚坂五丁⽬２番２０号⾚坂パークビル
2023-09-13
http://www.ge.com/jp
 
ジ,229446,ジーエー株式会社
〒577-0062,⼤阪府東⼤阪市森河内東１ー２５ー７
2026-01-17
 
ジ,214968,有限会社ＧＡＴ技術⼠事務所
〒020-0141,岩⼿県盛岡市中屋敷町８番１６号
2023-09-05
http://gat.okoshi-yasu.com/
 
ジ,126386,株式会社ジー・エイチ・エル
〒230-0051,神奈川県横浜市鶴⾒区鶴⾒中央５−４−１０ ベルスベイサイド５０１
2023-12-19
http://www.ghlpi.com
 
ジ,104837,株式会社ジーエス・ユアサバッテリー
〒105-0011,東京都港区芝公園１−７−１３
2026-06-26
https://gyb.gs-yuasa.com/
 
ジ,118401,株式会社ジーエス・ユアサ フィールディングス
〒143-0016,東京都⼤⽥区⼤森北４−８−１



2025-03-27
https://www.gyf.gs-yuasa.jp/
 
ジ,129741,株式会社ＧＳＩクレオス
〒102-0074,東京都千代⽥区九段南２−３−１
2025-01-12
http://www.gsi.co.jp
 
ジ,505308,株式会社ジーエスイー
〒810-0011,福岡県福岡市中央区⾼砂１−９−３ 六⽉⽥ビル４Ｆ
2025-12-02
https://www.gse-web.com
 
ジ,217288,株式会社ＧＳＦ
〒570-0066,⼤阪府守⼝市梅園町８丁⽬２７−１０５
2025-11-12
 
ジ,106933,株式会社ジーエスエレテック
〒473-0916,愛知県豊⽥市吉原町平⼦５８−１
2026-03-31
http://www.gs-electech.co.jp/english/index.html
 
ジ,103381,ジーエス化成⼯業株式会社
〒529-0212,滋賀県⻑浜市⾼⽉町井⼝１４００−１
2023-09-01
https://www.gskasei.co.jp
 
ジ,217541,ＧＳＫ株式会社
〒039-2216,⻘森県上北郡おいらせ町後⽥２６ー３
2026-01-28
 
ジ,100735,ＧＳジャパン株式会社
〒106-0041,東京都港区⿇布台１−１１−１０ ⽇総第２２ビル５階
2026-05-06
http://www.gsglobal.co.jp
 
ジ,210148,株式会社ジー・エス・タカハシ
〒810-0001,福岡県福岡市中央区天神３ー１０ー１０
2024-01-21
http://www.gs-takahashi.co.jp
 
ジ,219295,株式会社ジーエステクノ
〒121-0062,東京都⾜⽴区南花畑２−４６−６
2024-03-09
https://www.gstechno.jp/
 
ジ,231337,株式会社ＧＳテクノ
〒811-0212,福岡県福岡市東区美和台五丁⽬４番８号
2025-11-29
http://fgst.jp/
 
ジ,230819,株式会社ジーエス電池商会
〒540-0012,⼤阪府⼤阪市中央区⾕町⼀丁⽬６番８号
2025-09-06
http://www.gsdenchi.co.jp/



 
ジ,501972,株式会社ＧＳユアサ
〒601-8520,京都府京都市南区吉祥院⻄ノ庄猪之⾺場町１番地
2025-12-07
https://www.gs-yuasa.com/jp
 
ジ,108070,株式会社ＧＳユアサ エナジー
〒431-0452,静岡県湖⻄市境宿５５５
2023-11-13
 
ジ,217657,有限会社ジー・エヌ・エヌ
〒379-2132,群⾺県前橋市東善町３６５−５
2026-03-17
 
ジ,220015,株式会社ＧＦＥ
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥２−１２−１１
2024-07-13
 
ジ,219264,株式会社ジーエムエス
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町三丁⽬１０番１号
2024-03-09
 
ジ,104238,ＧＭＯドメインレジストリ株式会社
〒150-8512,東京都渋⾕区桜丘町２６−１ セルリアンタワー
2025-01-15
 
ジ,129318,ＧＭＣ株式会社
〒133-0051,東京都江⼾川区北⼩岩２−３６−２
2024-02-23
http://www.gmc-fa.co.jp
 
ジ,503460,株式会社ジーエムシステムズ
〒102-0073,東京都千代⽥区九段北⼀丁⽬１４番１５号
2025-08-17
https://www.gmsystems.co.jp/
 
ジ,100635,株式会社ジーエムライフサポート
〒169-0074,東京都新宿区北新宿３−１−３ 北新宿ロイヤルガーデン２Ｆ
2026-03-01
https://www.gm-life.co.jp
 
ジ,211614,株式会社ジーエル
〒980-0801,宮城県仙台市⻘葉区⽊町通１丁⽬１番２５号
2026-04-21
https://www.gloundline.co.jp
 
ジ,124230,ジーエルサイエンス株式会社
〒163-1130,新宿区⻄新宿６−２２−１ 新宿スクエアタワー３０Ｆ
2025-06-29
http://www.gls.co.jp
 
ジ,220025,株式会社ジーエル実業
〒004-0873,北海道札幌市清⽥区平岡３条６丁⽬３番１号
2024-07-13
 



ジ,220510,株式会社Ｇエレクト
〒901-2225,沖縄県宜野湾市⼤謝名四丁⽬２３ー２
2024-12-07
 
ジ,228303,株式会社ジーオーエム
〒862-0914,熊本県熊本市東区⼭ノ内４丁⽬２番１３４号
2024-07-24
 
ジ,106053,株式会社Ｇ−ｃｕｂｅ
〒815-0041,福岡県福岡市南区野間１−１７−１７−７０３
2023-10-07
http://global-cube.co.jp/
 
ジ,213107,ジーク株式会社
〒601-8317,京都府京都市南区吉祥院新⽥弐ノ段町３３番地
2026-03-05
https://zycc.jp/
 
ジ,503617,ジークス株式会社
〒163-0713,東京都新宿区⻄新宿２丁⽬７番１号⼩⽥急第⼀⽣命ビル１３階
2025-09-01
http://www.zeax.co.jp/
 
ジ,217311,ジーケー⼯業株式会社
〒150-0011,東京都渋⾕区東２丁⽬２３番９号
2025-11-19
 
ジ,128888,有限会社ＧＣＯＭＩＴＮ
〒116-0011,東京都荒川区⻄尾久７−８−７ ⼩森ビル２Ｆ
2026-03-21
 
ジ,102732,株式会社ＧＧＳ
〒869-4616,熊本県⼋代市川⽥町⻄８０１−１
2023-08-07
http://www.gg-s.co.jp
 
ジ,104901,ジーダブルインターナショナル株式会社
〒105-0023,東京都港区芝浦１−１１−４ 塚越ビル３階
2023-08-29
http://www.gw-i.com
 
ジ,103889,株式会社ＧＴＭＷＥＩＤＭＡＮＮ
〒143-0025,東京都⼤⽥区南⾺込６−６−１５
2024-06-24
http://www.gtmweidmann.co.jp
 
ジ,504545,株式会社ジーティエヌ
〒190-0022,東京都⽴川市錦町５−１７−１３ 加瀬ビル１４１−４Ｆ
2025-04-18
http://gtn-co.com
 
ジ,125698,株式会社ＧＤ
〒174-0046,東京都板橋区蓮根３−２３−１８
2023-07-29
http://www.gd-corp.jp



 
ジ,230437,株式会社ジーネクスト
〒510-0835,三重県四⽇市市⼤井⼿⼆丁⽬４番２号
2025-07-12
http://www.g-next2014.com/
 
ジ,106205,株式会社ジーピーテック
〒144-0034,東京都⼤⽥区⻄糀⾕４−９−４
2024-04-13
 
ジ,101680,株式会社ＧＶテクノロジーズ
〒167-0043,東京都杉並区上荻２−３７−１１ 上荻ハイテック
2024-09-21
http://www.gvtjp.com
 
ジ,105089,ジーモスジャパン株式会社
〒130-0004,東京都墨⽥区本所１−１１−１４ ジーモスジャパンビル
2024-04-12
 
ジ,231592,株式会社Ｇ−ｙｏｕｒｓ
〒386-0155,⻑野県上⽥市蒼久保１０５６番地３２
2026-01-24
 
ジ,103986,株式会社ジール
〒141-0021,東京都品川区上⼤崎２−１３−１７
2024-09-29
http://www.zdh.co.jp
 
ジ,104954,ジール・アベッグ・ジャパン株式会社
〒140-0004,東京都品川区南品川２−２−１０ 南品川Ｎビル５Ｆ
2023-10-12
http://www.ziehl-abegg.com/jp/index.html
 
ジ,230779,株式会社ジール・プラス
〒594-1102,⼤阪府和泉市和⽥町３０５番地の１１
2025-08-30
 
ジ,106937,株式会社ジーンベイ
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜３−８−８ ⽇総第１６ビル４０１
2026-04-05
https://genebay.co.jp/
 
ジ,126820,株式会社ジィーエーティー
〒359-0021,埼⽟県所沢市東所沢４−１１−１１
2024-04-24
http://www.gat.ne.jp/
 
ジ,127749,株式会社ＧＭＴ
〒514-2303,三重県津市安濃町内多２９５１
2025-02-22
http://gmt-co.jp
 
ジ,503568,株式会社ジィファム
〒162-0822,東京都新宿区下宮⽐町２番２６号 ＫＤＸ飯⽥橋ビル６ー２
2025-08-27



http://www.gfam.co.jp/
 
ジ,106368,株式会社ジェー・アイ・ピー
〒231-0015,神奈川県横浜市中区尾上町３−３５ 横浜第⼀有楽ビル３階
2024-10-15
http://www.kjip.co.jp
 
ジ,126886,株式会社ジェー・ティー・エス
〒145-0073,東京都⼤⽥区北嶺町３５−３
2024-05-29
http://www.j-t-s.net/
 
ジ,129264,Ｊ＆Ａさくら株式会社
〒289-1107,千葉県⼋街市⼋街は２−２９２
2024-02-12
http://www.janda-sakura.com/
 
ジ,101454,株式会社ジェーイーエル
〒720-0831,広島県福⼭市草⼾町２−８−２０
2024-07-09
http://www.jel-robot.co.jp
 
ジ,215151,株式会社ジェーエーシー
〒981-0913,宮城県仙台市⻘葉区昭和町１番３７号
2023-12-19
https://www.jac-miyagi.com/
 
ジ,217523,株式会社ジェー・エヌ・エス
〒213-0012,神奈川県川崎市⾼津区坂⼾３丁⽬１９番２号
2026-01-28
https://www.kk-jns.co.jp/
 
ジ,154013,ＪＦＥエンジニアリング株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内１−８−１
2024-04-08
 
ジ,214851,ＪＦＥシステムズ株式会社
〒105-0023,東京都港区芝浦１丁⽬２ー３
2023-07-11
http://www.jfe-systems.com
 
ジ,103562,株式会社ＪＯＬＥＤ
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町３−２３ ⻄本興産錦町ビル１０階
2024-01-21
http://www.j-oled.com/
 
ジ,127757,ジェーシー株式会社
〒192-0045,東京都⼋王⼦市⼤和⽥町２−２１−８
2025-02-27
http://www.mitoyo-corp.co.jp/
 
ジ,113065,株式会社ジェーシーエス
〒963-0921,福島県郡⼭市⻄⽥町⿁⽣⽥字菅野沢２６３
2023-08-27
http://jcs-kagaku.jp



 
ジ,105216,有限会社ジェーシーコーポ
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋３−４−３−４０１
2024-08-22
 
ジ,120062,株式会社ＪＣＣ
〒270-0035,千葉県松⼾市新松⼾南１−３２６
2023-07-12
http://www.jcc-net.com
 
ジ,220908,株式会社ジェーシースタッフ
〒813-0035,福岡県福岡市東区松崎⼆丁⽬９番１０号
2025-03-22
http://www.jc-staff.com
 
ジ,113311,ジェー・ジョンソン株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿７−１１−３
2026-04-14
http://www.j-johnson.co.jp
 
ジ,102061,ＪＰＮ株式会社
〒146-0093,東京都⼤⽥区⽮⼝３−２８−１ 東急アーバンテック⽮⼝３１１号
2024-12-25
http://www.j-p-n.co.jp
 
ジ,113538,ジェーピーシー株式会社
〒165-0032,東京都中野区鷺宮２−５−５
2023-10-13
http://www.jpc-inc.co.jp
 
ジ,150053,ＪＦＥ建材株式会社
〒108-0075,東京都港区港南１−２−７０ 品川シーズンテラス１１Ｆ
2026-07-02
 
ジ,129830,株式会社ジェイ・エス・ディー
〒319-1221,茨城県⽇⽴市⼤みか町１−２０−１１
2025-03-18
https://www.jsdi.net
 
ジ,127829,ジェイ・アール・シーエンジニアリング株式会社
〒181-0013,東京都三鷹市下連雀８−７−２
2025-03-20
http://www.jrce.co.jp
 
ジ,505220,株式会社ジェイ・クリエイター
〒983-0803,宮城県仙台市宮城野区⼩⽥原２−１−２８ アブニール⼩⽥原１Ｆ
2022-05-10
https://www.j-creator.co.jp
 
ジ,106403,ジェイ・シー・エム電⼦有限会社
〒819-1311,福岡県⽷島市志摩津和崎３３１−１
2024-11-12
http://jcmelt.main.jp/
 
ジ,129594,株式会社ジェイ・ティ・シー



〒105-0003,東京都港区⻄新橋２−６−２ ザイマックス⻄新橋ビル６Ｆ
2024-11-16
 
ジ,124437,株式会社ジェイ・パワーシステムズ
〒319-1414,茨城県⽇⽴市⽇⾼町５−１−１
2025-08-23
https://www.jpowers.co.jp/
 
ジ,213621,ＪＲ九州エンジニアリング株式会社
〒812-0039,福岡県福岡市博多区冷泉町４番１７号
2024-03-10
 
ジ,213619,ＪＲ九州コンサルタンツ株式会社
〒812-0013,福岡県福岡市博多区博多駅東⼀丁⽬１番１４号
2024-03-10
https://www.jrqc.co.jp/
 
ジ,225600,ＪＲ九州商事株式会社
〒812-0011,福岡県福岡市博多区博多駅前２丁⽬１７番１号
2025-07-01
http://www.jrk-shoji.co.jp
 
ジ,213617,ＪＲ九州電気システム株式会社
〒812-0039,福岡県福岡市博多区冷泉町４番１７号
2024-03-03
http://www.kdsnet.co.jp/
 
ジ,505331,ＪＲＣモビリティ株式会社
〒103-8650,東京都中央区⽇本橋⼈形町２−３１−１１
2026-01-17
https://www.jrc-m.co.jp
 
ジ,214958,ジェイアール東海商事株式会社
〒450-6032,愛知県名古屋市中村区名駅１丁⽬１ー４
2023-08-29
 
ジ,504541,株式会社ＪＲ⻄⽇本コミュニケーションズ
〒530-0003,⼤阪市北区堂島１−６−２０ 堂島アバンザ８階
2025-04-14
http://www.jcomm.co.jp/
 
ジ,210882,株式会社ＪＲ⻄⽇本テクシア
〒661-0976,兵庫県尼崎市潮江１丁⽬１番３３号
2025-02-04
https://www.techsia.co.jp/
 
ジ,113398,株式会社ジェイアール東⽇本企画
〒150-8508,東京都渋⾕区恵⽐寿南１−５−５ ＪＲ恵⽐寿ビル
2026-06-15
https://www.jeki.co.jp/
 
ジ,216188,ＪＲ東⽇本コンサルタンツ株式会社
〒141-0033,東京都品川区⻄品川⼀丁⽬１番１号
2025-03-19
http://www.jrc.jregroup.ne.jp/



 
ジ,210430,ＪＲ東⽇本ビルテック株式会社
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊２−２−２
2024-07-22
http://www.jrefm.co.jp/
 
ジ,218314,ＪＩＭテクノロジー株式会社
〒210-0024,神奈川県川崎市川崎区⽇進町１−１４
2023-09-01
 
ジ,107340,ＪＡＥ⼋紘株式会社
〒190-0003,東京都⽴川市栄町６−１−１ ⽴⾶ビル６Ｆ
2026-02-23
https://www.jae.com/hakko/
 
ジ,506070,ＪＳＲ株式会社
〒105-8640,東京都港区東新橋１−９−２ 汐留住友ビル
2024-02-19
https://www.jsr.co.jp/
 
ジ,225145,株式会社ジェイエスイー
〒130-0022,東京都墨⽥区江東橋４丁⽬５番１０号
2025-05-01
_
 
ジ,220530,ジェイ・エス・エム株式会社
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊⼆丁⽬２３番１号
2024-12-14
https://www.squash.jp
 
ジ,219015,ＪＳＣ株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋２ー５ー６⼤村ビル４階
2024-02-02
 
ジ,113835,ジェイ・エス・ジャパン株式会社
〒222-0033,横浜市港北区新横浜２−５−１
2024-06-16
 
ジ,129036,ＪＳＷ ＩＴサービス株式会社
〒236-0004,神奈川県横浜市⾦沢区福浦２−２−１
2023-07-22
 
ジ,102891,株式会社ＪＳＴ
〒360-0012,埼⽟県熊⾕市上之２９６１−６
2025-11-21
https://www.jstco.jp
 
ジ,102011,株式会社ＪＳＤシステム研究所
〒101-0023,東京都千代⽥区神⽥松永町１８−１ ビオレ秋葉原ビル６Ｆ
2024-12-05
 
ジ,100453,株式会社ジェイエスピー
〒220-0011,横浜市⻄区⾼島２−６−３２ 横浜東⼝ウィスポートビル１１Ｆ
2025-12-08
http://www.jspnet.co.jp



 
ジ,226987,株式会社ジェイエスピー
〒121-0836,東京都⾜⽴区⼊⾕三丁⽬２番１３号
2023-09-01
http://www.jsp-inc.net/
 
ジ,501389,ＪＸ⾦属株式会社
〒105-8417,東京都港区虎ノ⾨⼆丁⽬１０番４号
2024-09-24
http://www.nmm.jx-group.co.jp/
 
ジ,503092,ＪＸ⾦属株式会社
〒105-8417,東京都港区虎ノ⾨⼆丁⽬１０番４号
2023-12-11
https://www.nmm.jx-group.co.jp/
 
ジ,116326,ＪＸ⾦属商事株式会社
〒160-0007,東京都新宿区荒⽊町１３−４
2024-09-29
http://www.jx-kinzokushoji.com
 
ジ,113258,ＪＸ⾦属プレシジョンテクノロジー株式会社
〒110-0005,東京都台東区上野１−１０−１２
2025-12-07
http://www.jxpt.co.jp
 
ジ,220976,ジェイエヌ建設株式会社
〒203-0043,東京都東久留⽶市下⾥⼆丁⽬７番２２号
2025-04-05
 
ジ,504020,ＪＮＣ株式会社
〒100-8105,東京都千代⽥区⼤⼿町⼆丁⽬２番１号 新⼤⼿町ビル
2023-11-05
http://www.jnc-corp.co.jp/
 
ジ,154023,ＪＦＥ商事鉄鋼建材株式会社
〒100-0004,東京都千代⽥区⼤⼿町２−２−１ 新⼤⼿町ビル５階
2024-11-01
 
ジ,125644,ＪＦＥアドバンテック株式会社
〒663-8202,兵庫県⻄宮市⾼畑町３−４８
2026-07-11
http://www.jfe-advantech.co.jp/
 
ジ,217593,ＪＦＥ環境サービス株式会社
〒230-0044,神奈川県横浜市鶴⾒区弁天町３番地
2026-02-18
https://www.jfe-esc.co.jp
 
ジ,105729,ＪＦＥケミカル株式会社
〒111-0051,東京都台東区蔵前２−１７−４ ＪＦＥ蔵前ビル４Ｆ
2025-11-08
http://www.jfe-chem.com
 
ジ,153099,ＪＦＥ鋼材株式会社



〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀４−１０−４ ヒューリック⼋丁堀第⼆ビル７階
2023-10-11
 
ジ,154024,ＪＦＥ鋼板株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１丁⽬１１番２号 ゲートシティ⼤崎イーストタワー９Ｆ
2025-04-01
 
ジ,210389,ＪＦＥシビル株式会社
〒111-0051,東京都台東区蔵前２丁⽬１７番４号
2024-06-23
http://www.jfe-civil.com
 
ジ,153030,ＪＦＥ商事株式会社
〒100-8070,東京都千代⽥区⼤⼿町１−９−５ ⼤⼿町フィナンシャルシティ・ノースタワー２７Ｆ
2023-10-01
http://www.jfe-shoji Corporation
 
ジ,505310,ＪＦＥ商事株式会社
〒100-8070,東京都千代⽥区⼤⼿町１丁⽬９番５号
2022-12-04
http://www.jfe-shoji.co.jp/
 
ジ,154063,ＪＦＥ商事エレクトロニクス株式会社
〒100-0004,東京都千代⽥区⼤⼿町２丁⽬７番１号
2023-10-26
 
ジ,154087,ＪＦＥ商事鋼管管材株式会社
〒100-0004,東京都千代⽥区⼤⼿町２−７−１ ＪＦＥ商事ビル１２Ｆ
2024-03-22
 
ジ,154018,ＪＦＥ商事鉄鋼建材株式会社
〒100-0004,東京都千代⽥区⼤⼿町２−２−１ 新⼤⼿町ビル５階
2024-06-16
 
ジ,102430,ＪＦＥ商事電磁鋼板株式会社
〒530-0003,⼤阪府⼤阪市北区堂島１−６−２０
2023-11-30
 
ジ,150043,ＪＦＥ条鋼株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋５丁⽬１１番３号 新橋住友ビル５階
2025-07-02
 
ジ,210337,ＪＦＥテクノス株式会社
〒230-0045,神奈川県横浜市鶴⾒区末広町⼆丁⽬１番地
2024-05-29
http://www.jfe-technos.co.jp
 
ジ,222200,ＪＦＥ⽇建板株式会社
〒111-0051,東京都台東区蔵前２ー１７ー４
2026-06-01
https://www.jfe-nikkenban.com
 
ジ,229855,ＪＦＥ東⽇本ジーエス株式会社
〒210-0855,神奈川県川崎市川崎区南渡⽥町１番１４号
2026-01-30



http://www.jfe-hgs.co.jp
 
ジ,112454,ＪＦＥフェライト株式会社
〒111-0051,東京都台東区蔵前２−１７−４ ＪＦＥ蔵前ビル４Ｆ
2024-07-05
http://www.jfe-frt.com
 
ジ,122266,ＪＦＥミネラル株式会社
〒105-0014,東京都港区芝３−８−２ 住友不動産芝公園ファーストビル５Ｆ
2026-04-12
http://www.jfe-mineral.co.jp
 
ジ,124455,ＪＦＥミネラル株式会社
〒105-0014,東京都港区芝３−８−２ 住友不動産芝公園ファーストビル
2025-09-03
https://www.jfe-mineral.co.jp
 
ジ,150055,ＪＦＥ溶接鋼管株式会社
〒103-0012,東京都中央区⽇本橋堀留町１−９−１１ ＮＥＷＳ⽇本橋堀留町５Ｆ
2025-09-13
 
ジ,121715,株式会社ＪＭＩ
〒519-0603,三重県伊勢市⼆⾒町三津８３５
2026-04-02
 
ジ,105417,株式会社ＪＭエンジニアリングサービス
〒510-1311,三重県三重郡菰野町永井３０９８−２２
2025-01-17
http://jmes.jp/
 
ジ,100688,株式会社ジェイエムシー
〒166-0002,東京都杉並区⾼円寺北２−３−１９
2026-04-12
http://www.jmcn.co.jp/
 
ジ,103844,ＪＭＴ株式会社
〒532-0011,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島７−７−３ ミュゼオ７０１
2024-05-19
http://www.the-jmt.com
 
ジ,121783,ジェイエムティー株式会社
〒333-0844,埼⽟県川⼝市上⻘⽊６−２２−１
2024-06-02
http://www.jmt-kk.co.jp/
 
ジ,127332,株式会社ジェイ・オー・エヌ・七⼆
〒319-1725,茨城県北茨城市関本町富⼠ケ丘９２２−５
2024-08-14
http://jon72.co.jp
 
ジ,211586,株式会社Ｊ・クリエイト
〒339-0034,埼⽟県さいたま市岩槻区笹久保１６５６
2026-03-15
http://www.jeicreate.net
 



ジ,212378,株式会社ジェイ・クルー
〒564-0062,⼤阪府吹⽥市垂⽔町２ー６ー２１
2024-11-14
http://www.j-crew.biz
 
ジ,229725,株式会社ＪＫ⼯業
〒169-0074,東京都新宿区北新宿３丁⽬４番４号プレジール北新宿１０４
2026-05-22
http://www.jk-k.co.jp/
 
ジ,128896,ＪＹＣＯ株式会社
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾１−４２−１８ ⽇⾼ビル２Ｆ
2023-03-25
http://www.jyco.jp/
 
ジ,504101,ＪＳＡＴ ＭＯＢＩＬＥ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ株式会社
〒106-0041,東京都港区⿇布台１−１１−１０⽇総第２２ビル８Ｆ
2024-09-06
https://www.jsatmobile.com/
 
ジ,214359,株式会社ジェイサポート
〒454-0921,愛知県名古屋市中川区中郷３−２８２
2025-09-06
http://www.js-2007.com/
 
ジ,217317,株式会社ＪＣ
〒144-0051,東京都⼤⽥区⻄蒲⽥７丁⽬５番１３号
2025-11-19
https://www.j-contract.co.jp
 
ジ,100552,Ｊシステム株式会社
〒543-0052,⼤阪市天王寺区⼤道４−８−１６
2026-01-17
http://www.j-system.org/
 
ジ,231198,株式会社Ｊ Ｓｍａｒｔ
〒206-0021,東京都多摩市連光寺⼆丁⽬６２番地の１１レクセルマンション多摩永⼭６０５
2025-10-25
 
ジ,504204,ジェイズ・テレコムシステム株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川１−１６−３ 住友不動産茅場町ビル
2025-02-08
https://www.jstelecom.co.jp/
 
ジ,102254,株式会社ＪＳＯＬ
〒104-0053,東京都中央区晴海２−５−２４ 晴海センタービル
2025-02-01
http://www.jsol.co.jp/
 
ジ,105745,株式会社ＪＴＯＷＥＲ
〒107-0052,東京都港区⾚坂８−５−４１ イースタン⻘⼭ビル
2022-11-22
https://www.jtower.co.jp/
 
ジ,106819,株式会社ジェイツ・コンプレックス



〒100-0006,東京都千代⽥区有楽町１−２−２ 東宝⽇⽐⾕ビル１８Ｆ
2025-12-16
https://www.j2complex.co.jp
 
ジ,505087,株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン
〒105-8335,東京都港区芝３−２３−１ セレスティン芝三井ビルディング
2024-06-25
https://www.jtbcom.co.jp/
 
ジ,504963,株式会社ＪＴＢパブリッシング
〒162-8446,東京都新宿区払⽅町２５−５
2023-10-02
https://jtbpublishing.co.jp/
 
ジ,212190,ＪＴＳ株式会社
〒311-4163,茨城県⽔⼾市加倉井町１２０１ー９
2024-05-30
http://www.japants.co.jp
 
ジ,503021,ジェイティ物流株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川１丁⽬２１番２号 茅場町タワー９Ｆ
2026-03-24
 
ジ,112505,株式会社ジェイテクト
〒542-8502,⼤阪市中央区南船場３−５−８
2023-10-04
http://www.jtekt.co.jp/
 
ジ,112637,株式会社ジェイテクトエレクトロニクス
〒187-0004,東京都⼩平市天神町４−９−１
2026-05-21
https://www.electronics.jtekt.co.jp/
 
ジ,104851,ジェイテクトセールス株式会社
〒542-0081,⼤阪府⼤阪市中央区南船場３−５−８
2023-07-06
https://jtekt-sales.co.jp/
 
ジ,504641,株式会社ジェイテック
〒104-0031,東京都中央区京橋１−１０−７ ＫＰＰ⼋重洲ビル
2023-03-30
http://www.j-tec-cor.co.jp
 
ジ,213174,Ｊ鉄建コンストラクションプロデュース株式会社
〒100-0004,東京都千代⽥区⼤⼿町２丁⽬２番１号新⼤⼿町ビル
2026-04-01
_
 
ジ,219781,ＪＤＦ株式会社
〒135-0064,東京都江東区⻘海２−７−４ＴｈｅＳｏｈｏ８０７
2024-05-25
http://www.jdf-net.co.jp/
 
ジ,231292,ジェイ・デックス株式会社
〒135-0042,東京都江東区⽊場六丁⽬３番１４号



2025-11-15
 
ジ,211753,株式会社ジェイトップライン
〒113-0034,東京都⽂京区湯島３ー１１ー１０
2023-07-14
http://www.jtopline.co.jp
 
ジ,230102,株式会社ジェイトラスト
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町三丁⽬８番２号
2025-05-17
https://www.jtrust-inc.jp
 
ジ,101146,株式会社Ｊ−ＮＩＫＫＡパートナーズ
〒104-0044,東京都中央区明⽯町８−１ 聖路加タワー１７階
2024-03-09
http://www.j-nikka.com
 
ジ,212768,株式会社ジェイネット
〒371-0857,群⾺県前橋市⾼井町１ー１３ー４
2025-07-31
 
ジ,504348,株式会社ジェイネット
〒332-0003,埼⽟県川⼝市東領家３丁⽬２７番６号
2026-05-23
 
ジ,102526,株式会社Ｊ−ＰＯＷＥＲビジネスサービス
〒104-0045,東京都中央区築地４−６−４
2025-04-15
http://www.jpbs.co.jp/
 
ジ,504592,株式会社ＪＢＭクリエイト
〒541-0041,⼤阪府⼤阪市中央区北浜２−６−１８ 淀屋橋スクエア５階
2022-08-09
http://www.jbmnet.co.jp
 
ジ,502348,ＪＢＣＣ株式会社
〒104-0028,東京都中央区⼋重洲⼆丁⽬２番１号 東京ミッドタウン⼋重洲 ⼋重洲セントラルタワー１３階
2026-05-11
http://www.jbcc.co.jp
 
ジ,112260,ジェイビルジャパン株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥１−１１−１
2023-07-30
http://www.jabil.com
 
ジ,104445,Ｊｐｉジャパン株式会社
〒124-0004,東京都葛飾区東堀切３−１１−２ ＪｐｉＧビル
2025-07-06
http://www.jpij-med.co.jp
 
ジ,216238,株式会社ＪＰカンファレンス
〒463-0003,愛知県名古屋市守⼭区下志段味⽳ケ洞２２６６−２２
2022-03-26
http://www.kn-inter.co.jp/
 



ジ,123579,ジェイフィルム株式会社
〒101-0031,東京都千代⽥区東神⽥２−５−１５
2025-02-16
http://www.jfilm.co.jp
 
ジ,221472,株式会社Ｊ．フロント建装
〒542-0085,⼤阪府⼤阪市中央区⼼斎橋筋１丁⽬７番１号
2025-04-01
https://www.jfdc.co.jp
 
ジ,102160,株式会社ＪＶＣケンウッド
〒221-0022,神奈川県横浜市神奈川区守屋町３−１２
2025-12-27
http://www.jvckenwood.co.jp
 
ジ,106110,株式会社ＪＶＣケンウッド
〒221-0022,神奈川県横浜市神奈川区守屋町３−１２
2024-09-20
https://www.jvckenwood.com/jp.html
 
ジ,115527,株式会社ＪＶＣケンウッド⻑野
〒399-4501,⻑野県伊那市⻄箕輪２６７６−１
2024-06-13
http://www.jvckenwood.com
 
ジ,214650,株式会社ジェイプラウド
〒760-0055,⾹川県⾼松市観光通⼀丁⽬３番地４ ６０４
2026-03-28
 
ジ,224228,株式会社ジェイプラン
〒452-0831,愛知県名古屋市⻄区円明町１７８番地
2025-03-01
 
ジ,212563,有限会社ジェイ・プランニング
〒307-0028,茨城県結城市今宿８２８−５
2025-04-03
 
ジ,210252,株式会社ジェイ・プルーフ
〒130-0011,東京都墨⽥区⽯原４ー３２ー４ＪＰビル２Ｆ
2021-03-30
http://www.j-proof.co.jp/
 
ジ,105081,株式会社Ｊ−ＭＡＸ
〒503-1601,岐⾩県⼤垣市上⽯津町⼄坂１３０−１
2024-04-03
https://www.jp-jmax.co.jp/
 
ジ,105445,ＪＭＡＣＳ株式会社
〒673-1331,兵庫県加東市森尾１２７−１
2025-02-06
http://www.jmacs-j.co.jp
 
ジ,116160,株式会社ジェイマックソフト
〒940-0061,新潟県⻑岡市城内町２−２−４
2025-02-24



http://www.jmacsoft.co.jp
 
ジ,103074,ジェイレップ株式会社
〒564-0051,⼤阪府吹⽥市豊津町２−１
2026-03-10
http://www.j-rep.com/
 
ジ,216230,株式会社ＪＹサイト
〒799-0704,愛媛県四国中央市⼟居町津根３２９８ー１
2025-03-26
 
ジ,225851,株式会社ジェイワン
〒180-0004,東京都武蔵野市吉祥寺本町１ー２１ー２
2025-08-01
https://jone.tokyo/
 
ジ,105115,ジェコー株式会社
〒361-8511,埼⽟県⾏⽥市富⼠⾒町１−４−１
2024-04-27
http://www.jeco.co.jp
 
ジ,212090,ジェコス株式会社
〒103-0007,東京都中央区⽇本橋浜町２ー３１ー１
2026-04-01
https://www.gecoss.co.jp/
 
ジ,113183,株式会社ジェスクホリウチ
〒921-8531,⾦沢市泉３−１−６
2025-01-26
http://www.jesk.co.jp
 
ジ,212380,ＪＥＳＣＯ株式会社
〒164-0011,東京都中野区中央４丁⽬３番４号
2024-11-14
https://www.jesco.co.jp/ja/cns.html
 
ジ,218187,ＪＥＳＣＯ ＳＵＧＡＹＡ株式会社
〒377-0203,群⾺県渋川市吹屋６５６−３４
2023-08-11
 
ジ,103474,ジェット・テクノロジーズ株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿７−２１−３ ⻄新宿⼤京ビル６Ｆ
2023-10-16
http://www.jet-t.co.jp
 
ジ,122885,株式会社ジェディック
〒485-0084,愛知県⼩牧市⼤字⼊⿅出新⽥字新道９００−１
2024-12-10
http://www.jedic.co.jp/
 
ジ,100678,株式会社ジェニック
〒582-0008,⼤阪府柏原市古町３−５−５
2026-03-29
http://www.genicgr.com
 



ジ,102612,株式会社ジェネシス
〒196-0024,東京都昭島市宮沢町１−１−５ カトービルⅡ
2025-06-14
http://www.genesys-inc.co.jp
 
ジ,128943,ジェネシス株式会社
〒231-0023,神奈川県横浜市中区⼭下町１ シルクセンター８階
2026-05-09
http://www.genesys.gr.jp
 
ジ,122070,株式会社ジェネック
〒801-0852,北九州市⾨司区港町９−１１
2024-11-15
http://www.geneq.co.jp
 
ジ,213644,株式会社ジェネラルハードウェア
〒105-0004,東京都港区新橋２ー５ー２
2024-03-24
 
ジ,103790,株式会社ジェピコ
〒169-0074,東京都新宿区北新宿２−２１−１ 新宿フロントタワー
2024-03-11
http://www.jepico.co.jp
 
ジ,128875,株式会社ジェムコ
〒564-0052,⼤阪府吹⽥市広芝町１１−５−７０１
2026-03-17
http://www.jemc.co.jp
 
ジ,218147,株式会社ＪＥＭＳ
〒305-0033,茨城県つくば市東新井３１番地１３
2023-08-04
 
ジ,126478,株式会社ジェルシステム
〒102-0074,東京都千代⽥区九段南４−２−１１
2024-01-17
http://www.jelsystem.co.jp
 
ジ,154094,ＪＦＥスチール株式会社
〒100-0011,東京都千代⽥区内幸町２丁⽬２番３号
2026-05-13
 
ジ,505722,株式会社ＪＶＣケンウッド・公共産業システム
〒221-0022,神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁⽬１２番地
2025-06-14
https://jkpi.jvckenwood.com/
 
ジ,226850,ジオスター株式会社
〒112-0002,東京都⽂京区⼩⽯川１丁⽬４番１号
2026-07-01
https://www.geostr.co.jp/
 
ジ,210768,株式会社ジオダイナミック
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町⼀丁⽬９番１号
2024-12-16



http://www.geodynamic.jp/
 
ジ,229705,株式会社ジオック技研
〒950-0162,新潟県新潟市江南区⻲⽥⼤⽉三丁⽬３番２１号
2020-05-09
http://www.geoc.co.jp
 
ジ,215491,ジオテックコンサルタンツ株式会社
〒010-0001,秋⽥県秋⽥市新屋⿃⽊町１−７４
2024-07-17
 
ジ,105436,株式会社ジオテック情報システム
〒111-0053,東京都台東区浅草橋３−１７−１０ 昭光ビル２Ｆ
2025-01-31
http://www.geoteck.co.jp
 
ジ,218656,株式会社ジオテックス
〒171-0022,東京都豊島区南池袋１−１９−１４加藤ビル３Ｆ
2023-11-24
 
ジ,231006,株式会社ジオテック夏⽬
〒443-0104,愛知県蒲郡市形原町東⽋ノ上３６番地
2025-10-11
https://geotech-natsume.com/
 
ジ,103603,ジオマテック株式会社
〒220-8109,横浜市⻄区みなとみらい２−２−１
2025-08-24
 
ジ,215906,ジオメンテナンス株式会社
〒275-0026,千葉県習志野市⾕津１丁⽬２３−２７
2025-01-15
 
ジ,210035,ジオレックス株式会社
〒731-5109,広島県広島市佐伯区⽯内北４丁⽬４番４号
2023-11-05
 
ジ,503994,株式会社磁気研究所
〒101-0025,東京都千代⽥区神⽥佐久間町１−１７
2024-07-09
http://www.mag-labo.jp/
 
ジ,113332,株式会社治京製作所
〒569-0063,⼤阪府⾼槻市南庄所町１４−１
2026-02-01
http://www.jikyo.jp/
 
ジ,219540,株式会社⾃在空間
〒537-0003,⼤阪府⼤阪市東成区神路３−１４−２８
2024-04-06
 
ジ,214797,有限会社寺社⽊村建設
〒959-2205,新潟県阿賀野市寺社甲６００番地
2026-06-20
 



ジ,501855,ジスクソフト株式会社
〒211-0063,神奈川県川崎市中原区⼩杉町１−４０３ 武蔵⼩杉ＳＴＭビル３Ｆ
2025-07-30
https://www.jisc.co.jp/
 
ジ,210353,株式会社⽿洗堂
〒192-0045,東京都⼋王⼦市⼤和⽥町６ー２４ー３
2024-06-05
http://www.jisendo.co.jp
 
ジ,127574,ジック株式会社
〒164-0012,東京都中野区本町１−３２−２
2024-11-24
http://www.sick.jp
 
ジ,221591,株式会社ジックス
〒170-0004,東京都豊島区北⼤塚１ー１８ー１１
2025-04-01
http://www.kk-zyx.co.jp/
 
ジ,230745,實商株式会社
〒980-0021,宮城県仙台市⻘葉区中央⼀丁⽬７番２０号
2025-08-23
https://jissho.jp/
 
ジ,105228,株式会社ジッテ
〒220-0003,神奈川県横浜市⻄区楠町４−７ 横浜楠町ビル４Ｆ
2024-09-04
http://www.zitte.co.jp
 
ジ,212858,株式会社ジップ
〒486-0817,愛知県春⽇井市東野町四丁⽬１番地２
2025-10-17
http://www.zip-mn.co.jp
 
ジ,218939,株式会社ＺＩＰセキュリティーサービス
〒573-0082,⼤阪府枚⽅市茄⼦作東町４０番６２号
2024-01-19
 
ジ,105767,実栄建設株式会社
〒239-0804,神奈川県横須賀市吉井２−３−１６
2025-12-02
http://www.zitsuei.co.jp/
 
ジ,104707,実川製作株式会社
〒133-0073,東京都江⼾川区⿅⾻２−２−１４
2026-04-05
http://jitukawa.net/
 
ジ,219360,株式会社ジツタ中国
〒730-0043,広島県広島市中区富⼠⾒町１６−２
2024-03-16
http://www.jtch.co.jp/
 
ジ,210805,株式会社⾃動制御技術研究所



〒143-0022,東京都⼤⽥区東⾺込１−７−５
2025-01-06
 
ジ,231123,地盤環境エンジニアリング株式会社
〒114-0023,東京都北区滝野川五丁⽬７番７号
2025-10-18
http://www.jkeng.co.jp
 
ジ,215983,株式会社地盤試験所
〒130-0022,東京都墨⽥区江東橋１丁⽬１６番２号
2025-01-29
 
ジ,224240,株式会社地盤調査事務所
〒191-0024,東京都⽇野市万願寺３丁⽬５０番地の８
2025-03-01
http://ns.jiban-chosa.co.jp/
 
ジ,231834,ジホーキ株式会社
〒671-1131,兵庫県姫路市⼤津区天神町⼀丁⽬４７−１１
2026-03-28
http://jihoki.com
 
ジ,227287,ジャイワット株式会社
〒272-0126,千葉県市川市千⿃町１４番地
2024-01-10
http://www.jaiwat.co.jp/
 
ジ,216930,株式会社ＪＡＸＳＯＮ
〒107-0052,東京都港区⾚坂三丁⽬３番３号
2025-07-23
https://jaxson.jp/
 
ジ,100643,株式会社ジャコム
〒160-0022,東京都新宿区新宿２−１９−１ ビッグス新宿ビル６Ｆ
2026-03-04
http://www.jacom.co.jp/
 
ジ,128653,ＪＡＳＩ株式会社
〒594-1144,⼤阪府和泉市テクノステージ２−１−１３
2025-12-28
http://www.jasi.co.jp/
 
ジ,216200,株式会社ジャスコ
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜１−２３−３
2025-03-26
 
ジ,102336,有限会社ジャスティ
〒390-1301,⻑野県東筑摩郡⼭形村４２２１−６
2025-02-21
 
ジ,212503,有限会社ジャスティス
〒140-0011,東京都品川区東⼤井５−１４−１６⽷⽇⾕ビル４０２
2022-03-06
http://www.justice.gr.jp/
 



ジ,219093,株式会社ジャスティスアルファ
〒211-0006,神奈川県川崎市中原区丸⼦通２丁⽬６８２番地
2024-02-16
http://www.justice.gr.jp/
 
ジ,218605,株式会社ジャスティス城東
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾１−３１−７
2023-11-10
 
ジ,218891,株式会社ジャステック
〒470-0207,愛知県みよし市福⾕町花⽴５３ー１
2024-01-12
http://www.justecx.com
 
ジ,226921,株式会社ジャステック
〒108-0074,東京都港区⾼輪３ー５ー２３
2026-07-01
http://www.jastec.co.jp
 
ジ,101239,ジャスト株式会社
〒999-3103,⼭形県上⼭市⾦⾕字下河原１３６０
2024-03-28
http://www.yamagata-just.co.jp
 
ジ,104446,株式会社ジャスト
〒251-0042,神奈川県藤沢市辻堂新町１−３−１５
2025-07-06
http://www.just-coltd.com
 
ジ,123490,ジャスト株式会社
〒174-0042,東京都板橋区東坂下２−１３−１５
2026-04-08
https://www.just-web.co.jp
 
ジ,503371,ジャストエンジニアリング株式会社
〒534-0024,⼤阪府⼤阪市都島区東野⽥町１−１７−８ ⽯元ビル
2025-03-01
http://www.just-eg.com
 
ジ,210841,有限会社ジャストテック
〒262-0012,千葉県千葉市花⾒川区千種町２２３−１
2025-01-20
 
ジ,226377,株式会社ジャスト⻄⽇本
〒762-0055,⾹川県坂出市築港町１丁⽬６番７号
2026-01-01
http://www.just-nishinihon.jp
 
ジ,503969,株式会社ジャストヒューマンネットワーク
〒801-0001,福岡県福岡市中央区天神１−４−２ エルガーラ・オフィス７Ｆ
2024-05-14
http://www.jhn.co.jp
 
ジ,216210,ジャトー株式会社
〒530-0053,⼤阪府⼤阪市北区末広町１番２２号



2025-03-26
https://www.jato.co.jp/
 
ジ,127998,ジャニス⼯業株式会社
〒479-8577,愛知県常滑市唐崎町２−８８
2025-08-09
http://www.janis-kogyo.co.jp/
 
ジ,125420,株式会社ジャノメクレディア
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀１−１０−７ ＴＭＧ⼋丁堀ビル９Ｆ
2026-04-22
https://www.janomecredia.co.jp/
 
ジ,101273,ジャノメダイカスト株式会社
〒402-0011,⼭梨県都留市井倉沢⼾７７５
2024-04-10
http://www.janome.co.jp
 
ジ,105169,蛇の⽬ミシン⼯業株式会社
〒193-0941,東京都⼋王⼦市狭間町１４６３
2024-06-29
http://www.janome.co.jp/index.html
 
ジ,113388,株式会社ジャバラ
〒541-0053,⼤阪府⼤阪市中央区本町３−５−７
2026-06-15
http://www.jabara.co.jp
 
ジ,216267,株式会社ジャパックス
〒658-0015,兵庫県神⼾市東灘区本⼭南町⼋丁⽬６番２６号
2022-04-02
http://www.japax.org/
 
ジ,122319,ジャパニアス株式会社
〒220-8118,横浜市⻄区みなとみらい２−２−１ 横浜ランドマークタワー１８Ｆ
2024-08-12
https://jna.co.jp/
 
ジ,154003,ジャパン マリンユナイテッド株式会社
〒220-0012,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい四丁⽬４番２号（横浜ブルーアベニュー８Ｆ）
2023-10-01
 
ジ,505253,株式会社ジャパン・アイディー
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥⼀丁⽬８番１３号 ＮＲＥＧ秋葉原ビル２Ｆ
2025-07-11
https://www.jid.co.jp
 
ジ,106909,株式会社ジャパン・アジア・ホールディングス東京
〒175-0092,東京都板橋区⾚塚６−３１−１９
2026-03-06
https://www.japanasiaholdingstokyo.com/
 
ジ,105042,ジャパン・イーエム・ソリューションズ株式会社
〒673-1447,兵庫県加東市佐保３５
2024-02-23



https://www.j-em-s.com
 
ジ,106794,株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク
〒540-0007,⼤阪府⼤阪市中央区⾺場町３−８
2025-11-02
https://www.jiw.co.jp/
 
ジ,500039,株式会社ジャパン・コンピュータ・テクノロジー
〒108-0014,東京都港区芝五丁⽬２５番１１号ヒューリック三⽥ビル７階
2023-07-29
http://www.jctechno.co.jp
 
ジ,101476,ジャパンウェイスト株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内１−７−１２
2024-07-13
https://www.asahipretec.com
 
ジ,218812,ジャパンエイチシーエム株式会社
〒350-0234,埼⽟県坂⼾市緑町２２番５号
2023-12-22
https://japanhcm.co.jp/
 
ジ,103124,ジャパンカーボライン株式会社
〒135-0033,東京都江東区深川１−１−５ 和倉ビル
2026-04-07
https://www.japancarboline.com
 
ジ,103119,ジャパンカスタム株式会社
〒189-0003,東京都東村⼭市久⽶川町３−３０−２５
2026-04-03
 
ジ,213991,ジャパンガードシステム株式会社
〒562-0035,⼤阪府箕⾯市船場東２丁⽬５番４７号
2025-02-02
 
ジ,105415,ジャパンガス株式会社
〒230-0053,神奈川県横浜市鶴⾒区⼤黒町２−７
2025-01-16
http://www.japangas.co.jp/
 
ジ,210324,ジャパンギャランティーサービス株式会社
〒101-0022,東京都千代⽥区神⽥練塀町３番地⼤東ビル８階
2024-05-18
https://jgskk.co.jp/
 
ジ,211829,ジャパンギャランティサービス株式会社
〒101-0022,東京都千代⽥区神⽥練塀町３番地⼤東ビル８階
2023-09-01
http://www.jgskk.co.jp
 
ジ,215090,ジャパンクリーンテック株式会社
〒290-0023,千葉県市原市惣社⼀丁⽬１番地２２
2023-11-14
 
ジ,101051,株式会社ジャパンクリエイト



〒532-0002,⼤阪市淀川区東三国４−３−１ グロリア２４０ ３Ｆ
2024-02-13
http://www.jc-grp.com/
 
ジ,228626,株式会社ジャパングラニット
〒332-0031,埼⽟県川⼝市⻘⽊３−１２−１１
2024-11-07
 
ジ,212905,ジャパン建材株式会社
〒136-8405,東京都江東区新⽊場１丁⽬７番２２号
2025-11-06
https://www.jkenzai.co.jp/
 
ジ,113648,ジャパンコントロールス株式会社
〒107-0052,東京都港区⾚坂１−７−１９
2024-02-28
http://www.jcct.co.jp
 
ジ,218972,株式会社ジャパンコンピューターサービス
〒101-0025,東京都千代⽥区神⽥佐久間町１丁⽬１１番地
2024-01-26
https://www.japacom.co.jp/
 
ジ,120293,ジャパンシステムエンジニアリング株式会社
〒804-0003,福岡県北九州市⼾畑区中原新町３−４
2023-08-21
http://www.jase.co.jp/
 
ジ,215179,株式会社ジャパン・システムサービス
〒920-0022,⽯川県⾦沢市北安江４丁⽬１７番９号
2024-01-16
 
ジ,212720,ジャパンスチールスインターナショナル株式会社
〒101-0045,東京都千代⽥区神⽥鍛冶町３ー８ー２
2025-07-03
http://www.japansteels.co.jp/
 
ジ,218193,ジャパン・セキュリティー・サービス株式会社
〒860-0812,熊本県熊本市中央区南熊本４−６−１３
2023-08-11
 
ジ,121095,株式会社ジャパンセミコンダクター
〒024-8510,岩⼿県北上市北⼯業団地６−６
2024-11-21
http://www.jsemicon.co.jp
 
ジ,123089,株式会社ジャパンセル
〒194-0215,東京都町⽥市⼩⼭ヶ丘２−２−５−１１ まちだテクノパーク
2025-01-15
http://www.jpcell.co.jp
 
ジ,123482,株式会社ジャパンテクニカルソフトウェア
〒108-0075,東京都港区港南２−１３−３１ 品川ＮＳＳビル
2023-05-14
http://www.jtsnet.co.jp



 
ジ,105892,ＪＡＰＡＮ ＴＥＳＴＩＮＧ ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＩＥＳ株式会社
〒503-0936,岐⾩県⼤垣市内原１−７１
2026-03-30
https://jtla.co.jp/
 
ジ,101060,株式会社ジャパンディスプレイ
〒105-0003,東京都港区⻄新橋３−７−１ ランディック第２新橋ビル
2024-02-14
http://www.j-display.com
 
ジ,218690,株式会社ジャパントーア
〒116-0013,東京都荒川区⻄⽇暮⾥１ー２８ー２
2023-12-08
http://www.japantoa.co.jp/index.html
 
ジ,211828,ジャパンネットトレーディング株式会社
〒111-0035,東京都台東区⻄浅草３ー２０ー１４
2023-09-01
http://j-n-t.net
 
ジ,229049,ジャパンパイル株式会社
〒103-0015,東京都中央区⽇本橋箱崎町３６番２号
2025-05-31
http://www.japanpile.co.jp
 
ジ,212475,ジャパンパトロール警備保障株式会社
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚３丁⽬３４番６号
2025-02-20
https://www.j-patrol.com/
 
ジ,215837,ジャパンファシリティー株式会社
〒111-0042,東京都台東区寿４ー１３ー８
2024-12-18
 
ジ,103508,株式会社ジャパンブースト
〒485-0052,愛知県⼩牧市多気中町４５３
2023-11-14
 
ジ,231536,ジャパンブロードキャストソリューションズ株式会社
〒541-0042,⼤阪府⼤阪市中央区今橋⼀丁⽬６番１９号
2026-01-10
https://www.jbs-inc.jp/
 
ジ,103832,有限会社ジャパンマグネット
〒392-0021,⻑野県諏訪市上川１−１６４６−２ ＪＡＰＡＮビル４Ｆ
2024-05-13
http://www.japanmagnets.net/
 
ジ,127304,ジャパンマシナリー株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座８−５−６ 中島商事ビル内
2024-07-31
http://www.japanmachinery.com/
 
ジ,123268,ジャパンマテリアル株式会社



〒510-1311,三重県三重郡菰野町永井３０９８−２２
2025-12-06
https://www.j-materials.jp
 
ジ,211330,ジャパンライフ株式会社
〒104-0045,東京都中央区築地１−１３−１
2025-08-12
http://www.japanlife.co.jp/
 
ジ,120226,有限会社ジャパン・ラム
〒720-2111,広島県福⼭市神辺町上御領１７１１−６
2023-08-05
http://www.japan-lamb.jp
 
ジ,503057,株式会社ジャパンリーコム
〒103-0011,東京都中央区⽇本橋⼤伝⾺町６−９
2024-01-10
https://www.recom.co.jp/
 
ジ,102955,ＪＡＰＡＮＲＥＮサービス株式会社
〒510-0018,三重県四⽇市市⽩須賀１−３−１７
2026-01-14
 
ジ,230439,ジャパンレンタル株式会社
〒210-0813,神奈川県川崎市川崎区昭和⼆丁⽬１３番３号
2025-07-12
https://www.japanrental.co.jp/
 
ジ,220569,株式会社ジャパン・ワークス
〒114-0012,東京都北区⽥端新町三丁⽬１９番２号
2024-12-21
 
ジ,100355,ジャブロ⼯業株式会社
〒243-0417,神奈川県海⽼名市本郷１５７１−１
2025-09-29
https://www.jaburo.co.jp
 
ジ,213555,株式会社ジャペックス
〒105-0003,東京都港区⻄新橋１ー１１ー５
2024-01-20
https://www.highjex.jp
 
ジ,503003,株式会社ジャムコ
〒181-8571,東京都三鷹市⼤沢６丁⽬１１番２５号
2024-02-16
https://www.jamco.co.jp
 
ジ,215455,株式会社ＪＡＬインフォテック
〒108-0023,東京都港区芝浦３丁⽬１番１号ｍｓｂＴａｍａｃｈｉ⽥町ステーションタワーＮ
2024-06-12
 
ジ,217607,株式会社ジャルテック
〒770-8008,徳島県徳島市⻄新浜町２丁⽬５番８６ー１
2026-02-18
 



ジ,213222,株式会社ジャン
〒531-0072,⼤阪府⼤阪市北区豊崎３丁⽬１６番１６−１７０２号
2026-05-02
https://kkjan.com/
 
ジ,223542,株式会社ジャスト
〒225-0012,神奈川県横浜市⻘葉区あざみ野南２ー４ー１
2024-09-01
http://www.just-ltd.co.jp
 
ジ,124704,ジヤスペック株式会社
〒861-1312,熊本県菊池市森北１８１２−２５
2025-12-13
http://jaspeq.co.jp/
 
ジ,503032,ＪＵＫＩ株式会社
〒206-8551,東京都多摩市鶴牧２−１１−１
2023-07-09
http://www.juki.co.jp
 
ジ,502803,ＪＵＫＩ会津株式会社
〒969-3532,福島県喜多⽅市塩川町⼩府根字近江７５
2025-02-23
https://jukiaizu.co.jp/
 
ジ,123350,ＪＵＫＩ⾦属株式会社
〒519-2403,三重県多気郡⼤台町上三瀬４２５
2025-12-17
http://www.jukikinzoku.com
 
ジ,113162,ＪＵＫＩ産機テクノロジー株式会社
〒019-0793,秋⽥県横⼿市増⽥町増⽥字⽯神⻄７０
2024-07-08
 
ジ,113335,ＪＵＫＩ広島株式会社
〒728-0023,広島県三次市東酒屋町３０６−３１
2026-01-18
http://www.juki-hs.co.jp
 
ジ,123360,ＪＵＫＩプロサーブ株式会社
〒206-8551,東京都多摩市鶴牧２−１１−１
2025-12-17
https://www.juki-ps.co.jp
 
ジ,125536,ＪＵＫＩ松江株式会社
〒699-0406,島根県松江市宍道町佐々布２２０７−１
2023-01-31
http://www.juki-mt.co.jp/
 
ジ,223626,株式会社ジューテック
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨１ー３ー２
2024-10-01
http://www.jutec.jp
 
ジ,211240,⼗⼀屋⼯業株式会社



〒455-0801,愛知県名古屋市港区⼩碓４ー５１
2025-06-29
http://www.jyuichiya.jp
 
ジ,216741,株式会社重運
〒110-0015,東京都台東区東上野５丁⽬２４番１２号
2025-06-25
 
ジ,216056,株式会社ジュウキ
〒170-0013,東京都豊島区東池袋三丁⽬９番５号
2025-02-19
http://jyuuki.co.jp/
 
ジ,223903,株式会社住機
〒065-0018,北海道札幌市東区北⼗⼋条東１９丁⽬７２番地
2024-12-01
 
ジ,220221,株式会社重機⼯事
〒262-0004,千葉県千葉市花⾒川区⼤⽇町１５４１−６
2024-09-07
 
ジ,218403,重喜防⽔⼯業株式会社
〒462-0035,愛知県名古屋市北区⼤野町四丁⽬１２番地
2023-09-15
http://www.jukibousui.co.jp/
 
ジ,214927,株式会社重建設
〒814-0022,福岡県福岡市早良区原３ー１８ー４５
2023-08-08
 
ジ,213325,株式会社⼗五
〒465-0073,愛知県名古屋市名東区⾼針原⼆丁⽬１８０７２ー１８０７
2020-07-08
 
ジ,210377,重⾞輛⼯業株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座１ー１４ー７
2024-06-18
 
ジ,213601,株式会社⼗三⼯作所
〒532-0022,⼤阪府⼤阪市淀川区野中南２丁⽬５番４０号
2024-02-24
 
ジ,128793,有限会社⼗三プレス⼯業所
〒532-0027,⼤阪府⼤阪市淀川区⽥川３−１２−３６
2026-02-20
http://www.13press.co.jp
 
ジ,215063,株式会社⼗⼆⼯務店
〒862-0954,熊本県熊本市中央区神⽔⼀丁⽬３５番８号
2020-10-24
 
ジ,106775,有限会社⼗⽂字光学
〒019-0505,秋⽥県横⼿市⼗⽂字町仁井⽥字家⻄５−６
2025-09-28
http://www.j-optical.com



 
ジ,231628,有限会社重量鳶佐々⽊組
〒983-0045,宮城県仙台市宮城野区宮城野⼀丁⽬５番３号
2026-01-31
 
ジ,127854,株式会社⼗六興業
〒503-0995,岐⾩県⼤垣市⼗六町７００−１
2025-04-06
http://www.16kougyo.co.jp/
 
ジ,103370,株式会社樹研⼯業
〒441-8007,愛知県豊橋市神野新⽥町字トノ割３５
2026-03-13
http://www.juken.com/
 
ジ,223453,株式会社ジュシカ
〒890-0005,⿅児島県⿅児島市下伊敷３丁⽬２２番２６号
2024-08-01
 
ジ,105876,株式会社⼗⾠製作所
〒224-0003,神奈川県横浜市都筑区中川中央２−５−１３ ３０３号室
2023-03-11
http://www.jusshin.com/company.html
 
ジ,113365,株式会社ジュパ
〒110-0005,東京都台東区上野１−３−７ Ｂｌａｃｋｇａｔｅ１８
2026-01-25
http://www.jupa.co.jp/
 
ジ,123098,株式会社ジュピターコーポレーション
〒107-0062,東京都港区南⻘⼭３−１７−４
2025-02-26
https://www.jupitor.co.jp
 
ジ,113741,ジュピター⼯業株式会社
〒027-0203,岩⼿県宮古市津軽⽯第１４地割９７−２
2024-04-17
http://www.jpti.jp/
 
ジ,228053,壽福建設興業株式会社
〒890-0021,⿅児島県⿅児島市⼩野三丁⽬１８番３３号
2024-05-17
 
ジ,103990,ジュラロン⼯業株式会社
〒576-0053,⼤阪府交野市郡津２−５１−８
2024-06-24
https://www.juraron.co.jp
 
ジ,129853,潤栄商事株式会社
〒312-0012,茨城県ひたちなか市⾺渡２５２５−５７０
2025-03-25
 
ジ,104461,株式会社ジュンコーポレイション
〒379-0211,群⾺県安中市松井⽥町上増⽥５３−１
2025-07-14



https://jun-corporation.com/
 
ジ,103945,株式会社潤⼯社
〒309-1603,茨城県笠間市福⽥９６１−２０
2025-09-08
http://www.junkosha.co.jp
 
ジ,113753,純正化学株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町４−４−１６
2024-05-18
https://www.junsei.co.jp
 
ジ,219901,純電⼯株式会社
〒197-0024,東京都福⽣市⽜浜１３３ー１
2024-06-22
 
ジ,231966,ジョージフィッシャー株式会社
〒530-0003,⼤阪府⼤阪市北区堂島⼆丁⽬４番２７号
2026-05-09
https://www.gfps.com/ja-jp.html
 
ジ,217585,株式会社ジョイ
〒560-0085,⼤阪府豊中市上新⽥２丁⽬１３番７号
2026-02-18
http://www.joywwwin.co.jp
 
ジ,231164,株式会社ジョイ
〒351-0101,埼⽟県和光市⽩⼦⼀丁⽬２９番１０号
2025-10-25
 
ジ,129976,ジョイタム株式会社
〒018-5334,秋⽥県⿅⾓市⼗和⽥⽑⾺内字南陣場３５
2025-05-21
 
ジ,127362,株式会社ジョイテック
〒232-0043,神奈川県横浜市南区蒔⽥町字⾕⼾⽥上９７３−９−１４０４
2024-09-05
 
ジ,220297,株式会社ジョイネット
〒060-0807,北海道札幌市北区北７条⻄２丁⽬６番地
2024-09-28
 
ジ,231676,株式会社ＪＯＩＮＴＳ
〒612-8208,京都府京都市伏⾒区下⿃⽻但⾺町１６４番地藤林倉庫２号
2026-02-14
 
ジ,220991,株式会社ジョイントエフ
〒276-0004,千葉県⼋千代市島⽥台１１０６番地
2025-04-05
https://www.joint-f.co.jp
 
ジ,215698,常栄エンジニアリング株式会社
〒300-2413,茨城県つくばみらい市⽥村４５０
2021-10-30
 



ジ,216587,城栄建設株式会社
〒811-4313,福岡県遠賀郡遠賀町⼤字⽊守１４６３−９
2025-06-04
 
ジ,113437,上越商事株式会社
〒210-0847,神奈川県川崎市川崎区浅⽥４−７−４
2023-07-16
 
ジ,226940,上越鉄筋興業株式会社
〒942-0032,新潟県上越市⼤字福⽥３８８番地
2023-08-01
 
ジ,216525,上加冷機⼯業株式会社
〒041-0801,北海道函館市桔梗町３７９番地ー１２
2025-05-28
http://www.jo-ka.co.jp
 
ジ,219377,株式会社上慶
〒819-0022,福岡県福岡市⻄区福重２丁⽬１１−１−１０３
2024-03-16
https://www.jokei.co.jp/
 
ジ,218825,株式会社上甲電設⼯業
〒665-0822,兵庫県宝塚市安倉中６丁⽬９ー８
2023-12-22
 
ジ,221271,城⻄運輸機⼯株式会社
〒920-0211,⽯川県⾦沢市湊４丁⽬７０番地
2025-03-01
https://www.jousai.co.jp/
 
ジ,215780,上州⼯業株式会社
〒424-0847,静岡県静岡市清⽔区⼤坪⼆丁⽬１３番１０号
2024-11-27
 
ジ,229875,有限会社上匠製作
〒223-0056,神奈川県横浜市港北区新吉⽥町５５２４ー１２３
2023-07-28
 
ジ,231982,常信⼯業有限会社
〒870-0945,⼤分県⼤分市⼤字津守１８１番地の３
2026-05-09
 
ジ,111043,株式会社上信樹脂
〒143-0004,東京都⼤⽥区昭和島２−４−１
2024-08-01
http://www.joshin-j.co.jp
 
ジ,113221,上新電機株式会社
〒556-8550,⼤阪市浪速区⽇本橋⻄１−６−５
2025-07-17
http://www.joshin.co.jp
 
ジ,500076,常伸電通システム株式会社
〒300-0007,茨城県⼟浦市板⾕６−６４８−１６



2023-08-12
http://www.joshin-sys.com/
 
ジ,215695,城成建設株式会社
〒084-0909,北海道釧路市昭和南４丁⽬２０番６号
2024-10-30
https://www.jyousei.co.jp/
 
ジ,100652,株式会社ジョウセイシステム
〒536-0006,⼤阪市城東区野江２−１３−１５
2026-03-09
http://www.jyousei-system.co.jp/
 
ジ,106882,株式会社情創
〒153-0064,東京都⽬黒区下⽬黒３−７−２ ⼩⻄ビル３Ｆ
2026-02-03
http://www.johso.co.jp/
 
ジ,218237,有限会社常総⼯業
〒690-2104,島根県松江市⼋雲町熊野１４３−１４
2023-08-18
 
ジ,218079,城東警備有限会社
〒641-0005,和歌⼭県和歌⼭市⽥尻３８−２９
2023-08-04
 
ジ,123063,城東⼯業株式会社
〒560-0056,⼤阪府豊中市宮⼭町１−４−５７
2025-02-14
 
ジ,113604,株式会社城東製作所
〒538-0052,⼤阪市鶴⾒区横堤４−３−２２
2023-12-20
http://www.jyoto.co.jp
 
ジ,229257,株式会社城東鉄筋
〒573-0126,⼤阪府枚⽅市津⽥⻄町２−１−５
2022-08-30
 
ジ,216567,城東電機産業株式会社
〒370-2103,群⾺県⾼崎市吉井町岩井７３
2025-06-04
http://www.jyoto-denki.co.jp
 
ジ,103948,城東ピーエスアイ株式会社
〒572-0076,⼤阪府寝屋川市仁和寺本町４−１−２７
2024-09-04
http://www.jotopsi.com
 
ジ,225816,上内⼯業株式会社
〒861-8005,熊本県熊本市北区⿓⽥陳内４丁⽬１８番４７号
2025-08-01
https://www.jonai-kk.co.jp/
 
ジ,103567,株式会社城南



〒371-0244,群⾺県前橋市⿐⽑⽯町１１７５−１
2024-01-22
 
ジ,113637,株式会社ジョウナン
〒577-0066,⼤阪府東⼤阪市⾼井⽥本通３−４−１２
2023-12-09
 
ジ,123004,ＪＯＨＮＡＮ株式会社
〒611-0033,京都府宇治市⼤久保町成⼿１−２８
2024-12-13
https://www.johnan.com
 
ジ,125208,株式会社城南
〒144-0046,東京都⼤⽥区東六郷３−２４−１３
2026-02-10
http://www.jn-co.com
 
ジ,227089,城南ガス圧接株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥５−２９−３
2023-10-01
http://jyounang.com/
 
ジ,123369,株式会社城南硝⼦⼯業所
〒366-0811,埼⽟県深⾕市⼈⾒７５８−１
2026-02-15
http://www.jonan-g.co.jp/
 
ジ,113443,城南コーテック株式会社
〒142-0063,東京都品川区荏原６−１７−１６
2023-09-08
http://www.johnan-coatec.co.jp
 
ジ,123128,城南⼯機株式会社
〒223-0058,横浜市港北区新吉⽥東８−５０−２７
2025-07-13
http://www.johnan-kohki.co.jp/
 
ジ,105068,城南コンピュートピア有限会社
〒339-0043,埼⽟県さいたま市岩槻区城南２−１−５５
2024-03-22
 
ジ,113865,城南樹脂⼯業株式会社
〒252-0001,神奈川県座間市相模が丘６−２１−２９
2024-06-19
 
ジ,218128,城南造園株式会社
〒862-0969,熊本県熊本市南区良町４−１５−２５
2023-08-04
 
ジ,129344,有限会社城南電機
〒672-8048,兵庫県姫路市飾磨区三宅２−１４
2024-03-02
http://www.johnan-denki.jp/
 
ジ,106550,城南電導株式会社



〒142-0062,東京都品川区⼩⼭７−１−１
2025-01-31
 
ジ,223099,城南フアイリング株式会社
〒104-0041,東京都中央区新富１丁⽬１８番１３号
2024-05-01
http://www.jonan-filing.com
 
ジ,212854,城南メタル株式会社
〒144-0047,東京都⼤⽥区萩中３−２−３
2025-10-09
http://www.jonan-m.co.jp
 
ジ,216219,有限会社上⻄組
〒325-0015,栃⽊県那須塩原市原町１０８６−９
2022-03-26
 
ジ,210150,常磐⼯業株式会社
〒167-0022,東京都杉並区下井草２丁⽬３２番５号ＪＢＫビル
2024-01-21
 
ジ,505068,株式会社上武
〒107-0052,東京都港区⾚坂８−５−２８ アクシア⻘⼭２階
2024-05-18
http://www.jobu.co.jp/
 
ジ,502889,情報機器エンジニアリング株式会社
〒812-0035,福岡県福岡市博多区中呉服町５番１４号
2025-11-09
http://www.jke.jp
 
ジ,113282,情報技術開発株式会社
〒163-1332,東京都新宿区⻄新宿６−５−１ 新宿アイランドタワー３２階
2025-03-02
http://www.tdi.co.jp/
 
ジ,120201,株式会社情報技術センター
〒108-0014,東京都港区芝５−２９−１４ ⽥町⽇⼯ビル８Ｆ
2023-08-01
https://www.itc-net.co.jp
 
ジ,104872,株式会社情報システムエンジニアリング
〒169-0075,東京都新宿区⾼⽥⾺場３−３５−２
2023-07-25
http://www.ise.co.jp/jp
 
ジ,123180,株式会社情報実業
〒190-0012,東京都⽴川市曙町１−１８−２
2025-03-05
http://www.jjnet.co.jp
 
ジ,503172,株式会社ジョウホク
〒178-0063,東京都練⾺区東⼤泉１丁⽬３６番地１５号 ⼭⼝ビル２階 Ａ号室
2024-10-31
http://www.johoku-gr.co.jp/



 
ジ,120860,城北化学⼯業株式会社
〒175-0083,東京都板橋区徳丸４−３５−６
2024-02-14
http://www.jouhokukagaku.co.jp/
 
ジ,222662,城北建設株式会社
〒761-8031,⾹川県⾼松市郷東町７９６−１２２
2024-02-01
https://www.jhohoku.co.jp/
 
ジ,213557,城北⼯業株式会社
〒336-0964,埼⽟県さいたま市緑区東⼤⾨３ー２１ー６
2024-01-20
http://jyouhoku-kougyou.co.jp
 
ジ,219602,城北⼯業株式会社
〒263-0002,千葉県千葉市稲⽑区⼭王町３９４ー１
2024-04-20
 
ジ,223607,城北⼯業株式会社
〒173-0025,東京都板橋区熊野町４５−８
2024-10-01
 
ジ,100178,株式会社城北⼯範製作所
〒329-1105,栃⽊県宇都宮市中岡本町３２４６
2025-08-09
http://www.jyouhoku.co.jp
 
ジ,229078,株式会社城北重機建設
〒779-3120,徳島県徳島市国府町南岩延７７
2025-05-31
 
ジ,225317,株式会社城北通信サービス
〒114-0012,東京都北区⽥端新町１丁⽬１４番６号
2025-06-01
https://www.jyohoku-tsushin.co.jp/
 
ジ,228963,城北電気⼯事株式会社
〒370-0078,群⾺県⾼崎市上⼩⿃町３３７
2025-04-11
 
ジ,228343,上⽑資源株式会社
〒371-0857,群⾺県前橋市⾼井町１ー１３ー４
2024-08-10
http://www.j-shigen.co.jp/
 
ジ,105171,上⽑天然⽡斯⼯業株式会社
〒379-0225,群⾺県安中市松井⽥町⼋城１３３２−３
2024-07-02
http://www.jomo.n-eco.co.jp/
 
ジ,101034,上⽑電化株式会社
〒375-0056,群⾺県藤岡市三ツ⽊３３６−６
2024-02-07



http://www.alumite.jp
 
ジ,102366,常陽⼯学株式会社
〒225-0014,神奈川県横浜市⻘葉区荏⽥⻄１−５−１２
2025-02-25
http://www.joyo-eng.co.jp/
 
ジ,106781,常陽⼯業株式会社
〒311-4141,茨城県⽔⼾市⾚塚１−２０８３−６
2025-10-07
 
ジ,104648,有限会社上陽精機
〒571-0043,⼤阪府⾨真市桑才新町３２−４
2026-02-16
 
ジ,217383,上陽テクノ株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥６丁⽬１０番１１号
2025-12-17
http://www.jyd.co.jp/
 
ジ,128882,常陽電機⼯業株式会社
〒316-0001,茨城県⽇⽴市諏訪町１−１１−２０
2026-03-17
 
ジ,113322,城陽電⼦機器株式会社
〒164-0002,東京都中野区上⾼⽥２−４９−５
2026-02-01
http://www.jyoyo.jp/
 
ジ,125674,城陽富⼠⼯業株式会社
〒613-0035,京都府城陽市平川中道表７１−２
2023-07-21
http://www.joyofuji.com/
 
ジ,214193,常陽物産株式会社
〒300-2505,茨城県常総市中妻町５２２５
2025-05-17
http://www.joyobussan.jp
 
ジ,123430,常陽マーク株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野１−１−８
2026-04-04
http://www.joyomark.co.jp
 
ジ,217165,株式会社上和電機
〒999-2171,⼭形県東置賜郡⾼畠町⼤字⽯岡１７８ー１
2025-10-01
http://jowa-d.jp
 
ジ,218159,株式会社ジョスコム
〒156-0055,東京都世⽥⾕区船橋６丁⽬５番１９号
2023-08-11
 
ジ,215788,株式会社ＪＯＢ
〒447-0824,愛知県碧南市港南町２丁⽬８番７



2024-11-27
http://www.co-job.co.jp/
 
ジ,217923,株式会社ＪＯＢ ＡＲＴ
〒500-8358,岐⾩県岐⾩市六条南３丁⽬９番７号
2026-07-14
https://www.jobart.co.jp/
 
ジ,502460,ジョプスデスク株式会社
〒136-0075,東京都江東区新砂３−１０−８
2023-09-30
 
ジ,113895,ジョプラックス株式会社
〒576-0017,⼤阪府交野市星⽥北１−２７−１０
2024-06-21
http://www.joplax.co.jp
 
ジ,126441,ジョンソンエレクトリックワールドトレードリミテッド⽇本⽀店
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋３−２−９ 三晶ビル６Ｆ
2024-01-04
http://www.johnsonelectric.com
 
ジ,123990,ジョンソンコントロールズ株式会社
〒151-0073,東京都渋⾕区笹塚１−５０−１
2025-06-21
http://www.johnsoncontrols.co.jp
 
ジ,150112,株式会社城南製鋼所
〒332-0004,埼⽟県川⼝市領家５−１１−１３
2024-10-19
 
ジ,213792,株式会社ＪＩＮ
〒859-3241,⻑崎県佐世保市有福町３６８−２
2024-08-04
 
ジ,215559,神久株式会社
〒178-0062,東京都練⾺区⼤泉町３ー３３ー２６
2024-09-11
 
ジ,210666,株式会社ジンザイスチール
〒693-0043,島根県出雲市⻑浜町５１６番地６０
2024-10-30
http://www.jinzaisteel.com/
 
ジ,106086,株式会社⼈財ソリューション
〒110-0015,東京都台東区東上野３−２４−９ ＭＩＴＡビル３階
2023-11-16
https://www.jinso.co.jp/
 
ジ,505588,⼈財ＢＡＮＫ株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町３−１０−４ 寿ビルディング３Ｆ
2024-05-19
http://jinzai.co
 
ジ,213825,神中⼯業株式会社



〒232-0053,神奈川県横浜市南区井⼟ケ⾕下町１８
2024-09-01
http://jinchukogyo.co.jp
 
ジ,103094,株式会社ジンテック
〒224-0041,神奈川県横浜市都筑区仲町台５−３−７
2023-03-24
 
ジ,105069,有限会社ジンテック
〒515-0041,三重県松阪市上川町３４６１−２５
2024-03-22
 
ジ,213438,株式会社陣内⼯業所
〒471-0852,愛知県豊⽥市御幸町６丁⽬２８番地
2023-09-30
 
ジ,224703,株式会社ジンノウ鐵構
〒410-2211,静岡県伊⾖の国市⻑岡１４０７番地５
2025-04-01
 
ジ,221444,株式会社神野組
〒791-8067,愛媛県松⼭市古三津５丁⽬５５１ー１
2023-09-01
 
ジ,217902,神野商店（その他）
〒477-0034,愛知県東海市養⽗町３丁⽬１０１
2023-07-07
 
ジ,503103,神保電器株式会社
〒298-0033,千葉県夷隅郡⼤多喜町森宮４３８番１
2026-04-25
https//:www.jimbodenki.co.jp
 
ジ,216197,株式会社ジンレック
〒651-2266,兵庫県神⼾市⻄区平野町印路８８７
2025-03-26
http://jinreck.jp/
 
ス,125422,スーインジャパン株式会社
〒460-0012,愛知県名古屋市中区千代⽥４−１−７
2023-04-26
 
ス,120385,スーパーストリーム株式会社
〒140-8526,東京都品川区東品川２−４−１１ 野村不動産天王洲ビル
2023-09-09
http://www.superstream.co.jp
 
ス,113861,スーパーレジン⼯業株式会社
〒206-0822,東京都稲城市坂浜２２８３
2024-07-21
http://www.super-resin.co.jp
 
ス,213656,株式会社スイケン
〒540-0026,⼤阪府⼤阪市中央区内本町⼀丁⽬３番９号
2024-03-31



 
ス,219578,有限会社⽔建
〒802-0978,福岡県北九州市⼩倉南区蒲⽣４丁⽬２番９号
2024-04-13
http://suiken-kyushu.co.jp/
 
ス,219933,株式会社⽔研設備
〒521-1225,滋賀県東近江市⼭路町７９２ー５
2024-06-29
 
ス,229182,株式会社⽔興社
〒135-0033,東京都江東区深川⼆丁⽬８番１６号
2025-07-18
https://www.suikosha.co.jp
 
ス,105277,株式会社⽔晶テクノ
〒586-0014,⼤阪府河内⻑野市⻑野町４−９ うすやビル３Ｆ
2024-10-15
 
ス,105797,株式会社スイシン
〒370-1301,群⾺県⾼崎市新町２１５９−５
2025-12-16
http://ew-suishin.com/
 
ス,128955,スイストレーディング株式会社
〒184-0004,東京都⼩⾦井市本町５−２４−２７
2026-05-21
 
ス,219394,株式会社⽔正⼯業
〒703-8271,岡⼭県岡⼭市中区円⼭６番地２
2024-03-23
 
ス,231023,株式会社スイタ情報システム
〒531-0076,⼤阪府⼤阪市北区⼤淀中⼆丁⽬１番１号
2025-10-11
https://www.suita.co.jp/
 
ス,222322,⽔中開発株式会社
〒706-0028,岡⼭県⽟野市渋川１ー２３ー４
2023-11-01
 
ス,129541,株式会社スイデンオカモトブロワー
〒543-0062,⼤阪市天王寺区逢阪２−４−２４
2024-09-01
http://www.suiden-ob.jp
 
ス,123105,⽔都⼯業株式会社
〒503-0652,岐⾩県海津市海津町⾺⽬２７１
2025-03-07
http://suito.jp.net/
 
ス,217688,株式会社翠豊
〒509-1112,岐⾩県加茂郡⽩川町⾚河３５８番地１
2026-04-07
https://www.suihoo.co.jp/



 
ス,215920,株式会社⽔明テクノス
〒877-0081,⼤分県⽇⽥市清岸寺町１０３３番地１
2025-01-22
http://www.suimei-technos.co.jp/
 
ス,227542,株式会社⽔⼒機⼯
〒960-8157,福島県福島市蓬莱町１丁⽬２番３１号
2024-03-09
 
ス,123365,株式会社スインス
〒158-0097,東京都世⽥⾕区⽤賀４−１６−９
2025-12-27
 
ス,229825,末川建設株式会社
〒561-0834,⼤阪府豊中市庄内栄町４丁⽬１６番１１号
2023-07-02
 
ス,216041,末川興産株式会社
〒561-0834,⼤阪府豊中市庄内栄町４丁⽬１５番１３号
2025-02-12
 
ス,210387,株式会社末⽊組
〒400-0025,⼭梨県甲府市朝⽇３ー７ー５
2024-06-23
 
ス,212839,株式会社スエ・サービス
〒110-0015,東京都台東区東上野２ー２４ー４
2025-09-25
http://www.sue-service.co.jp/
 
ス,225295,有限会社末⽵建⼯
〒662-0911,兵庫県⻄宮市池⽥町１０番１９号
2025-06-01
_
 
ス,216689,末永商事株式会社
〒800-0027,福岡県北九州市⾨司区⻩⾦町７番３８号
2025-06-18
_
 
ス,224186,株式会社末永製作所
〒501-0606,岐⾩県揖斐郡揖斐川町房島１８２２番地の３
2025-02-01
http://www.suenaga-ss.co.jp
 
ス,113804,株式会社末永理化学
〒759-0134,⼭⼝県宇部市⼤字善和５９１−７
2024-07-07
http://www.suenaga-inc.com/
 
ス,211173,株式会社スエヒロ⼯業
〒410-0001,静岡県沼津市⾜⾼２８７番地の２９
2025-05-31
https://www.suehiro-kogyou.co.jp/



 
ス,217851,有限会社末広⼯業
〒323-0801,栃⽊県⼩⼭市⼤字鉢形１０６２−４
2023-06-30
 
ス,231201,末広産業株式会社
〒819-0041,福岡県福岡市⻄区拾六町⼆丁⽬１０番４５号
2025-11-01
 
ス,105875,スエヒロシステム株式会社
〒541-0046,⼤阪市中央区平野町１−６−８−７０２
2026-03-11
http://www.suehiro-sys.co.jp
 
ス,228803,株式会社スエヒロ設計事務所
〒171-0021,東京都豊島区⻄池袋３ー３０ー４
2025-01-09
https://www.suehro.co.jp/
 
ス,215447,株式会社末広塗装
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚１ー４８ー１４
2024-06-05
 
ス,224154,末廣屋電機株式会社
〒073-0031,北海道滝川市栄町１ー５ー１７
2025-02-01
http://suehiroya.co.jp/
 
ス,228673,株式会社スエマサ
〒732-0052,広島県広島市東区光町⼆丁⽬１４番３２号
2024-11-20
 
ス,113048,末松九機株式会社
〒812-0017,福岡県福岡市博多区美野島２−１−２９
2024-03-24
https://www.suematsu.co.jp
 
ス,113367,末松九機株式会社
〒812-0017,福岡県福岡市博多区美野島２−１−２９
2026-02-26
https://www.suematsu.co.jp
 
ス,223307,有限会社末吉測量
〒261-0012,千葉県千葉市美浜区磯辺６ー２ー１５ー１０４
2021-07-01
 
ス,113626,株式会社末吉鐵⼯所
〒230-0011,神奈川県横浜市鶴⾒区上末吉２−１９−８
2024-02-14
 
ス,101356,株式会社末吉ネームプレート製作所
〒214-0012,神奈川県川崎市多摩区中野島１６５３
2024-05-18
http://www.sueyoshi.co.jp
 



ス,210613,株式会社スカーク・ティ
〒810-0041,福岡県福岡市中央区⼤名１丁⽬６番６号
2024-10-13
 
ス,103596,株式会社スカイ
〒347-0032,埼⽟県加須市花崎５−２４
2024-01-29
http://www.skyrail.co.jp/
 
ス,123138,株式会社スカイ
〒939-0418,富⼭県射⽔市布⽬沢２６２
2025-07-16
http://www.sky-toyama.co.jp
 
ス,213903,株式会社ＳＫＹ
〒143-0012,東京都⼤⽥区⼤森東５ー３１ー６
2024-11-24
http://www.kk-sky.co.jp
 
ス,502476,Ｓｋｙ株式会社
〒532-0003,⼤阪府⼤阪市淀川区宮原３丁⽬４番３０号 ニッセイ新⼤阪ビル２０階
2023-10-25
https://www.skygroup.jp/
 
ス,214579,株式会社スカイインテック
〒930-0856,富⼭県富⼭市⽜島新町５−５
2023-02-14
http://www.skyintec.co.jp
 
ス,218774,スカイエア⼯業株式会社
〒273-0105,千葉県鎌ケ⾕市鎌ケ⾕９ー１２ー４８ー１号
2023-12-15
 
ス,216166,スカイ⼯業株式会社
〒792-0042,愛媛県新居浜市本郷３丁⽬２番５３号
2025-03-19
 
ス,503236,株式会社スカイコム
〒101-0023,東京都千代⽥区神⽥松永町１９
2024-08-07
https://www.skycom.jp/
 
ス,217416,株式会社スカイテック
〒108-0023,東京都港区芝浦２丁⽬３番３７号
2025-12-24
https://www.skytech.co.jp
 
ス,230942,株式会社スカイフィールド
〒595-0036,⼤阪府泉⼤津市昭和町７番１９ー６号
2025-10-04
https://www.sky-field.jp
 
ス,212486,株式会社スカイブルー
〒511-0264,三重県いなべ市⼤安町⽯榑東字中⼤野２９６１番地３５
2025-02-20



https://www.1bankun.jp/
 
ス,218118,株式会社スカイブルーサービス
〒112-0005,東京都⽂京区⽔道２−３−１７
2023-08-04
 
ス,227249,株式会社スカイプランニング
〒431-1414,静岡県浜松市北区三ケ⽇町三ケ⽇３４４
2023-12-07
http://www.sky-planning.co.jp/
 
ス,505022,株式会社スカイプロデュースジャパン
〒102-0083,東京都千代⽥区麹町⼀丁⽬６番地１６半蔵⾨海和ビル
2024-01-19
http://www.skypj.co.jp
 
ス,106564,スカッドパワージャパン株式会社
〒533-0031,⼤阪府⼤阪市東淀川区⻄淡路１−１−３５ 幹線東ビル９階
2025-02-07
https://www.scudej.com/scudpower_products/index.html
 
ス,225836,株式会社スカディ
〒101-0048,東京都千代⽥区神⽥司町２丁⽬１４番地
2025-08-01
 
ス,214864,有限会社菅家具⼯芸
〒599-8247,⼤阪府堺市中区東⼭９１７ー５
2023-07-11
 
ス,224298,菅機械⼯業株式会社
〒550-0015,⼤阪府⼤阪市⻄区南堀江３丁⽬９番２７号
2025-03-01
https://www.suga-kikai.co.jp/
 
ス,226019,株式会社須賀組
〒791-8056,愛媛県松⼭市別府町２２１番地７
2025-09-01
https://sugagumi.jp/
 
ス,214311,株式会社スガケン
〒542-0063,⼤阪府⼤阪市中央区東平２丁⽬５ー７
2025-08-02
 
ス,213027,須賀⼯業株式会社
〒110-0005,東京都江東区富岡１丁⽬２６番２０号
2025-04-01
https://www.suga-kogyo.co.jp
 
ス,211478,株式会社菅⼯務店
〒660-0893,兵庫県尼崎市⻄難波町１ー３３ー１
2022-12-24
http://suga-koumuten.co.jp
 
ス,113625,株式会社スガサワ
〒991-0061,⼭形県寒河江市中央⼯業団地１６０−２



2023-11-04
http://www.sugasawa.com
 
ス,218601,有限会社菅清⼯務店
〒029-3102,岩⼿県⼀関市花泉町⾦沢字天王前７６−１
2023-11-04
 
ス,113866,スガツネ⼯業株式会社
〒101-8633,東京都千代⽥区岩本町２−９−１３
2024-07-26
https://www.sugatsune.co.jp
 
ス,227527,株式会社スガテック
〒108-0022,東京都港区海岸３丁⽬２０番２０号
2024-02-28
http://www.sugatec.co.jp
 
ス,217566,株式会社須賀電設
〒193-0826,東京都⼋王⼦市元⼋王⼦町２ー３３５２ー３
2026-02-04
https://suga-densetsu.com/
 
ス,211918,株式会社スガナミ
〒554-0022,⼤阪府⼤阪市此花区春⽇出中２丁⽬７番１３号
2023-11-24
https://pc-suganami.co.jp/
 
ス,104521,株式会社スガヌマ
〒175-0081,東京都板橋区新河岸１−１５−４
2025-08-31
http://www2.odn.ne.jp/aas30940/
 
ス,113845,有限会社菅沼製作所
〒190-0152,東京都あきる野市留原８１２
2024-06-16
 
ス,221507,株式会社菅沼タイル店
〒440-0063,愛知県豊橋市東⽥中郷町１１４ー２
2025-04-01
http://www.s-tile.co.jp
 
ス,230127,有限会社菅沼電業社
〒210-0846,神奈川県川崎市川崎区⼩⽥⼀丁⽬２番２１号
2025-05-24
 
ス,231386,スガノ鋼機株式会社
〒484-0076,愛知県⽝⼭市橋⽖四郎丸３番地の３２
2025-12-06
 
ス,230781,株式会社菅野⼯業所
〒454-0841,愛知県名古屋市中川区押元町⼀丁⽬９６番地
2025-08-30
https://suganokogyosho.co.jp
 
ス,216550,須賀野電設株式会社



〒571-0053,⼤阪府⾨真市泉町１番２７号
2022-06-04
 
ス,106078,株式会社菅原
〒805-8535,福岡県北九州市⼋幡東区⻄本町３−２−５
2023-11-09
 
ス,220584,有限会社菅原軽天
〒683-0851,⿃取県⽶⼦市夜⾒町３０４９番地２３
2024-12-27
 
ス,216292,株式会社菅原建設
〒488-0840,愛知県尾張旭市印場元町１丁⽬１６番２９号
2025-04-09
http://www.sugahara-gts.com
 
ス,225140,株式会社菅原塗装
〒770-8001,徳島県徳島市津⽥海岸町６番１０号
2025-05-01
https://sugahara-t.co.jp
 
ス,214041,有限会社菅彦
〒989-5301,宮城県栗原市栗駒岩ケ崎四⽇町５８
2025-03-01
 
ス,224959,株式会社スガマサ
〒933-0804,富⼭県⾼岡市問屋町２０８番地
2025-04-01
http://www.sugamasa.com
 
ス,221272,有限会社菅宮架設
〒950-0809,新潟県新潟市東区柳ケ丘２番４０号
2025-03-01
_
 
ス,218547,株式会社菅⾕組
〒311-2424,茨城県潮来市潮来１０５−５
2023-10-20
 
ス,129649,須川⼯業株式会社
〒120-0025,東京都⾜⽴区千住東２−１４−３
2024-12-01
 
ス,113781,株式会社須河⼯業所
〒240-0006,神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区星川３−２２−９
2024-04-19
 
ス,113496,株式会社スガワラ
〒132-0035,東京都江⼾川区平井６−１３−２１
2023-09-02
http://www.sugawara-ltd.co.jp
 
ス,220090,株式会社スガワラ
〒982-0261,宮城県仙台市⻘葉区折⽴２−８−１６
2024-07-20



 
ス,225496,株式会社菅原技官
〒260-0807,千葉県千葉市中央区松ケ丘町２１４番地
2025-06-01
_
 
ス,100494,スガワラ技研株式会社
〒989-6233,宮城県⼤崎市古川桜ノ⽬字新⾼⾕地１２３
2025-12-16
https://sugawaragiken.co.jp
 
ス,212214,菅原興業株式会社
〒066-0077,北海道千歳市上⻑都１番地の３
2024-06-13
 
ス,227399,有限会社菅原興業
〒987-0702,宮城県登⽶市登⽶町寺池⽬⼦待井２７２−１
2021-02-15
 
ス,226793,株式会社菅原⼯務店
〒997-0854,⼭形県鶴岡市⼤淀川字洞合５ー３
2026-06-01
http://www.suga-kou.co.jp
 
ス,103505,菅原精機株式会社
〒607-8164,京都市⼭科区椥辻⻄潰町１４
2024-09-08
http://www.k-sugawara.co.jp/
 
ス,220279,有限会社菅原設備
〒028-6103,岩⼿県⼆⼾市⽯切所字⼤坊平３番地
2024-09-28
 
ス,113457,菅原電気株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座７−７−１１
2023-07-21
http://www.sugawaradenki.co.jp
 
ス,113489,スキタ鉄⼯株式会社
〒866-0893,熊本県⼋代市海⼠江町２５８４
2023-08-06
http://www.sukita.co.jp/
 
ス,219516,株式会社スキャンインター
〒216-0004,神奈川県川崎市宮前区鷺沼１丁⽬１８番地１
2024-03-30
 
ス,220336,株式会社スキル
〒125-0052,東京都葛飾区柴⼜５−４５−４
2024-10-12
 
ス,214887,有限会社杉内建設
〒179-0071,東京都練⾺区旭町３−８−８−３０１
2023-07-18
http://sugiuchikensetsu.com



 
ス,214163,株式会社杉浦解体
〒869-0201,熊本県⽟名市岱明町⼭下３６番地６
2025-04-26
https://www.sugiurakaitai.co.jp/
 
ス,113705,杉浦⼯業株式会社
〒140-0004,東京都品川区南品川４−５−３６
2024-03-08
 
ス,113755,杉浦産業株式会社
〒496-0011,愛知県津島市莪原町字神守前１４
2024-03-10
 
ス,129723,株式会社杉浦製作所
〒444-0393,愛知県⻄尾市寺津町宮越２２
2024-12-21
http://www.ssc-ltd.co.jp
 
ス,228381,株式会社スギウラ鉄筋
〒470-1101,愛知県豊明市沓掛町陣⽥４−２
2024-08-16
http://www.s-tekkin.co.jp
 
ス,213589,杉江建設⼯業株式会社
〒444-0407,愛知県⻄尾市⼀⾊町前野荒⼦１ー８
2024-02-17
http://www.sugie-kk.co.jp
 
ス,219734,株式会社杉江⼯業
〒921-8064,⽯川県⾦沢市⼋⽇市四丁⽬１４９番地１
2024-05-11
 
ス,231341,株式会社杉岡⼯務店
〒532-0006,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄三国⼀丁⽬１３番１３号
2025-11-29
https://www.sugioka.co.jp/
 
ス,226839,株式会社杉孝
〒221-0056,神奈川県横浜市神奈川区⾦港町１番地７
2026-07-01
https://www.sugiko.co.jp/
 
ス,214838,株式会社杉孝メトログリーン
〒210-0841,神奈川県川崎市川崎区渡⽥向町８ー５
2023-07-04
http://www.hekimenryokuka.com/
 
ス,103494,スギコ産業株式会社
〒959-0593,新潟県新潟市⻄蒲区遠藤２８１０−３
2023-10-30
http://www.sugico.co.jp
 
ス,226052,杉崎基礎株式会社
〒950-3134,新潟県新潟市北区新崎７０９番地２



2025-10-01
http://www.sugisakikiso.com/
 
ス,214384,杉崎リース⼯業株式会社
〒950-3134,新潟県新潟市北区新崎７０９番地２
2025-10-04
http://www.sugisakilease.com/
 
ス,226829,株式会社スギサワ
〒518-0809,三重県伊賀市⻄明寺２８６０番地
2023-07-01
 
ス,227614,株式会社杉沢建設
〒272-0031,千葉県市川市平⽥４ー８ー１２
2021-03-09
 
ス,221651,有限会社杉澤タイル
〒520-0113,滋賀県⼤津市坂本３丁⽬２６番２６号
2025-05-01
_
 
ス,217454,有限会社杉﨑設備⼯業
〒253-0103,神奈川県⾼座郡寒川町⼩⾕１５３０番地
2026-01-14
https://www.sugizaki-setsubi.com/
 
ス,216446,株式会社杉伸
〒124-0004,東京都葛飾区東堀切１ー３ー７
2025-05-21
 
ス,211862,杉⽥エース株式会社
〒130-0021,東京都墨⽥区緑２ー１４ー１５
2023-10-06
http://www.sugita-ace.co.jp
 
ス,214264,株式会社杉⽥組
〒355-0801,埼⽟県⽐企郡滑川町⼤字⼟塩４７４番地
2025-06-28
https://www.sugitagumi.com/
 
ス,219657,株式会社杉⽥建⼯
〒426-0061,静岡県藤枝市⽥沼５丁⽬６ー２８
2024-04-27
 
ス,227370,株式会社スギタ建⼯
〒400-0841,⼭梨県甲府市⼩曲町１２８３
2024-02-09
http://sugita-kenko.com/
 
ス,215093,杉⽥建材株式会社
〒290-0549,千葉県市原市万⽥野２６
2023-11-14
 
ス,215316,杉⽥産業株式会社
〒236-0002,神奈川県横浜市⾦沢区⿃浜町１５番９号



2024-03-20
 
ス,217590,株式会社杉⽥産業
〒852-8134,⻑崎県⻑崎市⼤橋町６番２号
2026-02-18
 
ス,124477,杉⽥電機株式会社
〒362-0806,埼⽟県北⾜⽴郡伊奈町⼩室１３８７−８
2025-09-10
http://www.sugitadenki.co.jp/
 
ス,227276,株式会社杉⾕建装
〒496-0901,愛知県愛⻄市佐屋町道⻄１４０ー２
2023-12-21
 
ス,103212,株式会社スギテック
〒639-1026,奈良県⼤和郡⼭市⼩林町２１５
2026-06-16
http://www.sugitec.com
 
ス,213333,有限会社スギテック
〒615-0055,京都府京都市右京区⻄院⻄⽥町９４番地
2023-07-08
 
ス,216594,株式会社杉電⼯
〒422-8054,静岡県静岡市駿河区南安倍３丁⽬１５番１４号
2025-06-11
 
ス,126583,株式会社杉藤
〒252-0816,神奈川県藤沢市遠藤２００６−２０
2024-02-13
http://www.sugitoh.com
 
ス,218409,有限会社杉並積算センター
〒150-0021,東京都渋⾕区恵⽐寿⻄⼆丁⽬３番１３号
2023-09-15
 
ス,113889,杉並電機株式会社
〒205-0003,東京都⽻村市緑ヶ丘３−５−１２
2024-07-14
http://www.suginami.co.jp/
 
ス,219107,株式会社スギノ
〒487-0025,愛知県春⽇井市出川町２０６１番地５
2024-02-16
 
ス,105958,杉野⼯業株式会社
〒513-0049,三重県鈴⿅市北⻑太町１８３９
2026-07-01
http://www.sgn.co.jp
 
ス,101101,株式会社スギノマシン
〒937-8511,富⼭県⿂津市本江２４１０
2024-03-02
http://www.sugino.com



 
ス,123339,杉原エス・イー・アイ株式会社
〒372-0823,群⾺県伊勢崎市今井町３１３
2026-02-12
http://www.ssei.co.jp/
 
ス,217784,有限会社杉原組
〒567-0851,⼤阪府茨⽊市真砂３ー１０ー２３
2026-06-09
 
ス,123392,杉原計器株式会社
〒550-0015,⼤阪市⻄区南堀江３−１３−２
2026-01-15
http://www.sugiharakeiki.co.jp
 
ス,223388,株式会社杉原商店
〒604-8824,京都府京都市中京区壬⽣⾼樋町９番地の１
2024-08-01
https://sugihara-st.co.jp/
 
ス,232010,株式会社杉村塗装
〒442-0854,愛知県豊川市国府町上河原４１番地の２
2026-05-16
http://peintre.co.jp/
 
ス,219630,株式会社杉村塗装店京都
〒607-8307,京都府京都市⼭科区⻄野⼭射庭ノ上町１６３番地５
2024-04-20
 
ス,225640,株式会社スギモト
〒410-2123,静岡県伊⾖の国市四⽇町２２４番地の６
2025-07-01
 
ス,225770,株式会社スギモト
〒862-0950,熊本県熊本市中央区⽔前寺３丁⽬２９番１１号
2025-07-01
https://sugimoto-i.co.jp/
 
ス,224588,株式会社杉本運輸
〒047-0013,北海道⼩樽市奥沢４ー１７ー１２
2025-04-01
http://www.sugimotounyu.co.jp
 
ス,120751,杉本機⼯株式会社
〒485-0047,愛知県⼩牧市曙町５４
2024-01-09
 
ス,216167,有限会社杉本建材
〒979-1301,福島県双葉郡⼤熊町⼤字夫沢字中央台６５２番４
2025-03-19
_
 
ス,211391,株式会社杉本建設
〒862-0963,熊本県熊本市南区出仲間⼀丁⽬６番５号
2025-10-07



 
ス,213020,杉本建設⼯業株式会社
〒444-0404,愛知県⻄尾市⼀⾊町野⽥下野⽥８２番地
2026-01-29
 
ス,113797,杉本⼯業株式会社
〒445-0893,愛知県⻄尾市⼩間町東側１−１
2024-03-17
 
ス,210864,株式会社杉本⼯業所
〒937-0807,富⼭県⿂津市⼤光寺１１６５番地の１
2025-01-29
http://www.sugimoto-k.co.jp/
 
ス,224840,株式会社杉本⼯務店
〒603-8823,京都府京都市北区⻄賀茂榿ノ⽊町３１−１ロイヤル⽩鷺１Ｆ
2025-04-01
 
ス,103723,杉本商事株式会社
〒550-8502,⼤阪市⻄区⽴売堀５−７−２７
2025-11-30
https://www.sugi-net.co.jp
 
ス,123402,有限会社杉本商店
〒480-0102,愛知県丹⽻郡扶桑町⾼雄字郷東１９８
2026-04-22
 
ス,100432,スギモト精⼯株式会社
〒864-0025,熊本県荒尾市⾼浜字前１８２５−３９
2023-11-24
 
ス,231896,株式会社杉本製作所
〒274-0822,千葉県船橋市飯⼭満町三丁⽬１５２３番地
2026-04-11
https://sugimoto-ss-19651217.com/
 
ス,217844,株式会社杉本鉄⼯所
〒635-0004,奈良県⼤和⾼⽥市⼤字藤森２０４−１
2023-06-30
 
ス,228709,杉本電機産業株式会社
〒210-0841,神奈川県川崎市川崎区渡⽥向町６ー５
2024-11-29
http://www.e-sugimoto.co.jp/top.html
 
ス,217773,株式会社杉本塗装⼯業
〒270-2224,千葉県松⼾市⼤橋５２ー２
2026-06-09
http://www.sugimototosou.com/
 
ス,226726,杉屋⼯芸株式会社
〒462-0052,愛知県名古屋市北区福徳町七丁⽬７１番地
2026-05-01
http://www.sugiya.ecnet.jp/
 



ス,221025,株式会社スギヤマ
〒813-0034,福岡県福岡市東区多の津４丁⽬５番１３号
2025-01-01
http://www.sugiyama-g.co.jp/
 
ス,502239,株式会社スギヤマ
〒417-8510,静岡県富⼠市中⾥２６０８−５０
2026-03-10
www.kabu-sugiyama.co.jp
 
ス,222411,株式会社杉⼭⼀朗商店
〒230-0052,神奈川県横浜市鶴⾒区⽣⻨５−１１−３
2023-11-01
 
ス,230522,有限会社杉⼭組
〒491-0908,愛知県⼀宮市深坪町７番地の１
2025-07-26
https://sugiyamagumi.co.jp
 
ス,113656,杉⼭軍⼿株式会社
〒070-0981,北海道旭川市春光３条８丁⽬
2024-02-14
 
ス,221967,杉⼭建設株式会社
〒861-8035,熊本県熊本市東区御領ニ丁⽬１４番６４号
2025-09-01
https://www.sugiyama-kk.co.jp/
 
ス,220793,株式会社杉⼭⼯業
〒899-2521,⿅児島県⽇置市伊集院町⼤⽥３２６０番地１
2025-03-08
 
ス,502357,杉⼭⼯業株式会社
〒467-0879,愛知県名古屋市瑞穂区平郷町２丁⽬９番地
2026-05-25
 
ス,214377,杉⼭産業株式会社
〒210-0014,神奈川県川崎市川崎区⾙塚１−１５−３
2025-09-13
http://www.sugiyama-sangyo.co.jp/
 
ス,129854,株式会社杉⼭商事
〒244-0804,神奈川県横浜市⼾塚区前⽥町５０１−１５
2025-03-25
http://www.sugiyama-shoji.com
 
ス,215513,株式会社杉⼭商事運輸
〒230-0052,神奈川県横浜市鶴⾒区⽣⻨５−１１−３
2024-07-31
 
ス,120802,株式会社杉⼭製作所
〒152-0002,東京都⽬黒区⽬黒本町２−１５−９
2024-01-28
http://www.css-sugiyama.co.jp/
 



ス,222590,杉⼭タイル株式会社
〒491-0013,愛知県⼀宮市北⼩渕字南切４６
2024-01-01
http://www.sugiyama-tile.co.jp
 
ス,106015,株式会社杉⼭チエン製作所
〒358-0032,埼⽟県⼊間市狭⼭ヶ原１１−１４
2023-08-31
http://www.sychain.com
 
ス,212904,有限会社杉⼭鉄⼯
〒259-0202,神奈川県⾜柄下郡真鶴町岩８３９ー２１２
2025-10-30
 
ス,216712,杉⼭電気株式会社
〒304-0048,茨城県下妻市加養３４４６
2025-06-25
 
ス,217823,杉⼭斫り（その他）
〒422-8046,静岡県静岡市駿河区中島２５７１−１
2023-06-23
 
ス,113940,株式会社杉⼭バルブ製作所
〒501-2257,岐⾩県⼭県市富永１７−１
2024-08-11
 
ス,216304,有限会社杉⼭レッカー
〒438-0045,静岡県磐⽥市上岡⽥５２１−３
2025-04-16
 
ス,231660,株式会社スクエア
〒940-2127,新潟県⻑岡市新産⼆丁⽬６番地７
2026-02-07
http://www.square-k.jp/
 
ス,210460,株式会社スクエア・インスペクション
〒457-0802,愛知県名古屋市南区要町５丁⽬１１番８
2024-07-29
 
ス,505642,株式会社スクエアクロス
〒730-0013,広島県広島市中区⼋丁堀１５番１０号
2024-11-09
https://squarecross.co.jp/
 
ス,103218,株式会社ＳＣＲＥＥＮ ＳＰＥ クォーツ
〒963-0215,福島県郡⼭市待池台１−１５−４ 郡⼭⻄部第⼆⼯業団地
2023-06-17
http://www.screen-qt.co.jp
 
ス,127666,株式会社ＳＣＲＥＥＮ ＳＰＥ サービス
〒615-0864,京都市右京区⻄京極新明町１３−１
2025-01-05
https://www.screen-sv.co.jp
 
ス,105371,株式会社ＳＣＲＥＥＮ ＳＰＥ テック



〒612-8486,京都府京都市伏⾒区⽻束師古川町３２２
2024-12-07
 
ス,105297,株式会社ＳＣＲＥＥＮ ＳＰＥ ワークス
〒933-0974,富⼭県⾼岡市岩坪２３−２５
2024-10-17
https://www.screen-wk.co.jp
 
ス,127543,株式会社ＳＣＲＥＥＮセミコンダクターソリューションズ
〒602-8585,京都市上京区堀川通寺之内上る４丁⽬天神北町１−１
2024-11-17
http://www.screen.co.jp/
 
ス,104144,株式会社ＳＣＲＥＥＮファインテックソリューションズ
〒602-8585,京都市上京区堀川通寺之内上る四丁⽬天神北町１−１
2024-11-04
https://screen.co.jp
 
ス,105380,株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス
〒602-8585,京都市上京区堀川通寺之内上る４丁⽬天神北町１−１
2024-11-18
https://www.screen.co.jp
 
ス,127299,株式会社スグノ製作所
〒329-2763,栃⽊県那須塩原市井⼝５７８−９６
2024-07-25
http//www.suguno.co.jp/
 
ス,125469,助川電気⼯業株式会社
〒318-0004,茨城県⾼萩市上⼿綱３３３３−２３
2023-05-26
http://www.sukegawadenki.co.jp
 
ス,222384,株式会社助友
〒116-0012,東京都荒川区東尾久６−２５−１
2023-11-01
http://suketomo.co.jp/
 
ス,216423,有限会社スケルトン建築総合企画
〒984-0826,宮城県仙台市若林区若林２丁⽬５番５号ＳＫビル４Ｆ
2025-05-14
 
ス,225032,須坂クレーン興業株式会社
〒382-0801,⻑野県上⾼井郡⾼⼭村⼤字中⼭９６６
2025-04-01
http://members.stvnet.home.ne.jp/suzaka_crane/
 
ス,102982,株式会社スザキ
〒581-0814,⼤阪府⼋尾市楠根町４−２０−１
2026-01-29
http://www.suzaki.ecnet.jp/
 
ス,210453,有限会社須澤インテリアサービス
〒700-0951,岡⼭県岡⼭市北区⽥中６３５ー１
2024-07-29



http://www.e-suzawa.co.jp
 
ス,103220,進⼯業株式会社
〒601-8177,京都市南区上⿃⽻⾺廻町２７
2025-09-06
http://www.susumu.co.jp
 
ス,222366,有限会社ススム電設興業
〒761-8046,⾹川県⾼松市川部町２３２１ー１
2023-11-01
 
ス,100893,株式会社スズイチ
〒430-0948,静岡県浜松市中区元⽬町１２０−１７
2023-10-05
http://www.suzu1.com/
 
ス,505547,鈴榮特許綜合事務所
〒105-0014,東京都港区芝三丁⽬２３番１号セレスティン芝三井ビルディング１１階
2024-03-05
https://www.s-sogo.jp/
 
ス,210137,株式会社スズオカ
〒144-0056,東京都⼤⽥区⻄六郷３ー３１ー１３
2024-01-16
http://www.suzuoka.co.jp/
 
ス,211876,株式会社鈴⿅
〒513-0014,三重県鈴⿅市⾼岡町６５４ー１
2023-10-14
https://www.suzuka-group.co.jp/
 
ス,113082,鈴⿅⾦属株式会社
〒111-0053,東京都台東区浅草橋２−３−９
2023-09-18
http://www.suzuka-metal.co.jp/
 
ス,115197,株式会社スズカテクノロジー
〒510-0261,三重県鈴⿅市御薗町字鎌⽥３６００−２８
2023-12-22
http://www.suzuka-tec.co.jp
 
ス,113354,株式会社鈴⽊
〒382-8588,⻑野県須坂市⼤字⼩河原２１５０−１
2026-03-12
https://www.suzukinet.co.jp/
 
ス,113945,株式会社スズキ
〒870-0124,⼤分県⼤分市⼤字⽑井８１８−１
2024-08-22
https://e-suzuki.co.jp/ja/
 
ス,210070,株式会社スズキ
〒460-0002,愛知県名古屋市中区丸の内２丁⽬１６ー１
2023-11-28
 



ス,221412,株式会社スズキ
〒158-0082,東京都世⽥⾕区等々⼒５丁⽬１５番１５号
2025-04-01
http://www.kabu-suzuki.co.jp/
 
ス,228483,株式会社鈴機
〒103-0024,東京都中央区⽇本橋⼩⾈町３番１号クレイドル⽇本橋３０１
2024-09-13
http://www.kkszk.jp
 
ス,104749,鈴⽊印刷株式会社
〒321-0901,栃⽊県宇都宮市平出町３７５１−１１
2026-04-27
https://www.sprintnet.co.jp/
 
ス,123424,スズキ化成株式会社
〒432-8065,静岡県浜松市南区⾼塚町１２２１−１
2026-05-29
http://www.suzuki-kasei.com/
 
ス,503653,鈴⽊楽器販売株式会社
〒430-0815,静岡県浜松市南区都盛町１５７−１
2025-09-03
https://www.suzuki-music.co.jp/
 
ス,104941,鈴⽊機械株式会社
〒020-0621,岩⼿県滝沢市⼤崎９４−４１９
2023-09-22
https://www.szk-rm.co.jp/
 
ス,100490,有限会社鈴⽊機械製作所
〒241-0011,神奈川県横浜市旭区川島町２９１７
2025-12-16
 
ス,103262,株式会社鈴⽊⾦属製作所
〒571-0064,⼤阪府⾨真市御堂町６−１４
2026-07-04
 
ス,231836,有限会社鈴⽊技建
〒889-2156,宮崎県宮崎市⼤字鏡洲３０９番地１
2026-03-28
 
ス,503054,株式会社スズキ技研
〒285-0812,千葉県佐倉市六崎１４４０
2024-10-14
http://www.sg21.co.jp
 
ス,217452,株式会社鈴⽊技興
〒210-0851,神奈川県川崎市川崎区浜町４丁⽬２ー７
2026-01-14
 
ス,217713,株式会社鈴⽊熊製作所
〒578-0935,⼤阪府東⼤阪市若江東町５丁⽬１番１６号
2023-04-20
 



ス,218944,鈴⽊クレーン株式会社
〒481-0035,愛知県北名古屋市宇福寺中杁１１０−２
2024-01-19
 
ス,211116,株式会社鈴⽊組
〒134-0085,東京都江⼾川区南葛⻄２丁⽬１番１号
2025-05-10
https://www.suzuki-gumi.jp
 
ス,217465,株式会社鈴⽊組
〒432-8047,静岡県浜松市中区神⽥町１５２２番地
2026-01-14
https://www.suzukigumi.co.jp/
 
ス,222379,株式会社鈴⽊組
〒113-0022,東京都⽂京区千駄⽊３ー４３ー３
2020-11-01
https://www.suzujts.co.jp/
 
ス,230737,鈴⽊計装株式会社
〒314-0006,茨城県⿅嶋市⼤字宮津台１４７番地３８
2025-08-16
 
ス,225399,株式会社鈴⽊建設
〒820-0017,福岡県飯塚市菰⽥⻄３丁⽬１４番４０号
2025-06-01
https://www.szkkensetsu.com/
 
ス,105488,株式会社鈴⽊建設⼯業
〒019-0803,秋⽥県雄勝郡東成瀬村椿川字⽴⽯６２
2025-03-19
 
ス,127911,有限会社鈴⽊光学
〒259-1216,神奈川県平塚市⼊野９７−４
2025-06-04
http://garasukakou-suzuki-kougaku.co.jp
 
ス,103983,鈴⽊⼯業株式会社
〒508-0011,岐⾩県中津川市駒場１１５３
2023-06-29
http://www.suzuki-kogyo.com/
 
ス,113924,鈴⽊⼯業株式会社
〒451-0064,名古屋市⻄区名⻄２−２８−８
2024-09-04
http://www.suzuki-kogyo.co.jp/
 
ス,210859,株式会社鈴⽊鋼業
〒279-0043,千葉県浦安市富⼠⾒４丁⽬１０−４５
2025-01-29
 
ス,222713,鈴⽊⼯業株式会社
〒930-0083,富⼭県富⼭市総曲輪４ー１１ー１
2024-03-01
 



ス,224263,鈴⽊興業株式会社
〒606-8397,京都府京都市左京区聖護院川原町１２番地
2025-03-01
 
ス,225740,株式会社鈴⽊⼯業
〒064-0918,北海道札幌市中央区南⼗⼋条⻄１０丁⽬３ー１５
2025-07-01
http://suzukikogyo.com/
 
ス,214532,株式会社鈴⽊⼯業所
〒001-0022,北海道札幌市北区北⼆⼗⼆条⻄８丁⽬１８番地
2026-01-10
http://www.suzuki-kgs.com
 
ス,113199,鈴⽊鋼材株式会社
〒542-0062,⼤阪市中央区上本町⻄３−２−３
2024-10-06
http://www.suzukikozai.co.jp
 
ス,123351,鈴⽊鋼材株式会社
〒192-0031,東京都⼋王⼦市⼩宮町２７６
2026-03-05
http://www.suzuki-kozai.co.jp
 
ス,213261,株式会社鈴⽊⼯務店
〒144-0053,東京都⼤⽥区蒲⽥本町１ー８ー１
2026-06-03
 
ス,224740,株式会社鈴⽊⼯務店
〒448-0027,愛知県刈⾕市相⽣町３丁⽬１７ー１
2022-04-01
http://suzukikoumuten.co
 
ス,231466,株式会社鈴⽊⼯務店
〒556-0021,⼤阪府⼤阪市浪速区幸町⼆丁⽬２番４１号
2025-12-19
http://www.kk-suzuki.com
 
ス,216072,鈴⽊⼯務店 鈴⽊⼋洲男（その他）
〒979-1302,福島県双葉郡⼤熊町⼤字⼩⼊野字⻄⼤和久５５
2025-02-19
 
ス,121005,鈴⽊合⾦株式会社
〒551-0023,⼤阪市⼤正区鶴町２−５−２７
2024-03-17
http://www.suzuki-gokin.co.jp
 
ス,218775,有限会社スズキサービス
〒270-2231,千葉県松⼾市稔台５丁⽬１５番地１７
2023-12-15
http://www.suzukiservice.co.jp/
 
ス,211250,株式会社鈴⽊左官⼯業
〒410-3514,静岡県賀茂郡⻄伊⾖町仁科８０２ー１７
2022-06-29



 
ス,214291,株式会社鈴⽊産業
〒464-0004,愛知県名古屋市千種区京命２−６−１６
2025-07-19
http://www.suzukisangyo.com
 
ス,125793,株式会社鈴⽊仕上⼯場
〒514-0304,三重県津市雲出本郷町１５４９−４
2023-09-15
http://www.suzukisiage.co.jp/
 
ス,213035,株式会社鈴⽊シャッター
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚１丁⽬１ー４
2024-04-01
https://www.suzuki-sh.co.jp/
 
ス,113097,株式会社鈴⽊商館
〒174-8567,東京都板橋区⾈渡１−１２−１１
2023-10-31
 
ス,113464,株式会社スズキ製作所
〒963-6114,福島県東⽩川郡棚倉町⼤字上台字カハキ沼１０１
2023-07-26
http://www.suzukissf.co.jp
 
ス,129171,有限会社鈴⽊製作所
〒959-0103,新潟県燕市砂⼦塚７２６−７
2023-11-21
 
ス,128761,株式会社鈴⽊製作所
〒253-0071,神奈川県茅ヶ崎市萩園２６５８−１３
2026-02-08
http://www.suzuki-cc.jp
 
ス,220119,有限会社鈴⽊⽯産
〒299-4111,千葉県茂原市萱場２４６９
2024-08-03
 
ス,105936,株式会社鈴⽊⽯油商会
〒960-8154,福島県福島市伏拝字⽥中８
2023-06-08
 
ス,217244,有限会社鈴⽊設備
〒225-0013,神奈川県横浜市⻘葉区荏⽥町８８４
2025-10-21
 
ス,231648,スズキ設備 鈴⽊稔蔵（その他）
〒446-0064,愛知県安城市弁天町２番２５号
2026-02-07
 
ス,505698,鈴⽊造園株式会社
〒185-0034,東京都国分寺市光町１−３３−５
2025-05-12
 
ス,227330,株式会社鈴⽊タイル



〒811-1253,福岡県那珂川市仲２丁⽬１番１７号
2024-02-01
 
ス,221476,有限会社鈴⽊彫刻店
〒983-0034,宮城県仙台市宮城野区扇町四丁⽬３ー２８
2025-04-01
 
ス,123349,鈴⽊通信⼯業株式会社
〒222-0001,神奈川県横浜市港北区樽町４−１７−２３
2026-02-12
 
ス,213759,有限会社鈴⽊鉄筋
〒983-0003,宮城県仙台市宮城野区岡⽥字岡⽥前１３１ー１
2024-07-14
 
ス,123601,株式会社鈴⽊鉄⼯所
〒252-0815,神奈川県藤沢市⽯川５−１０−２３
2025-02-19
http://www.kaziya.com
 
ス,113995,株式会社鈴⽊鉄⼯所
〒426-0037,静岡県藤枝市⻘⽊２−１０−２５
2024-08-24
http://www.suzukitekko.com
 
ス,216998,株式会社鈴⽊電気商会
〒410-0841,静岡県沼津市下河原町１４１
2025-08-27
 
ス,223763,鈴⽊電業株式会社
〒253-0045,神奈川県茅ヶ崎市⼗間坂１−８−１
2024-11-01
 
ス,106470,有限会社スズキ電⼦
〒311-1202,茨城県ひたちなか市磯崎町４５２４
2024-12-23
http://www.suzukidenshi.com/
 
ス,218887,株式会社スズキ電設
〒981-0111,宮城県宮城郡利府町加瀬字野中沢１２４ー３３
2024-01-12
 
ス,230380,有限会社鈴⽊電設
〒875-0051,⼤分県⾅杵市⼤字⼾室４２３番地の７
2025-07-12
 
ス,218817,株式会社鈴⽊東建
〒063-0829,北海道札幌市⻄区発寒九条１０丁⽬２番１０号
2023-12-22
https://www.suzukitoken.jp/
 
ス,213283,有限会社鈴⽊塗装
〒276-0025,千葉県⼋千代市勝⽥台南２−２９−１６
2023-06-24
 



ス,100314,株式会社鈴⽊塗装⼯務店
〒120-0022,東京都⾜⽴区柳原２−３０−１４
2025-09-17
http://www.suzukitosou.com/
 
ス,100995,有限会社鈴⽊塗装所
〒511-0836,三重県桑名市江場中野６２１
2024-01-20
 
ス,113035,株式会社鈴⽊塗料店
〒114-0023,東京都北区滝野川１−９２−８
2023-08-20
http://www.suzuki-trios.co.jp/
 
ス,212856,鈴⽊⼟⽊株式会社
〒231-0846,神奈川県横浜市中区⼤和町１丁⽬２７番地
2025-10-09
 
ス,211948,有限会社鈴⽊内装
〒270-2241,千葉県松⼾市松⼾新⽥２１ー５８
2023-12-15
 
ス,215131,有限会社鈴⽊内装
〒359-0023,埼⽟県所沢市東所沢和⽥２ー２３ー１３
2023-12-12
 
ス,104162,スズキハイテック株式会社
〒990-0051,⼭形県⼭形市銅町２−２−３０
2024-11-11
http://www.sht-net.co.jp
 
ス,214671,有限会社鈴⽊板⾦
〒290-0044,千葉県市原市⽟前⻄１丁⽬３−２０
2026-04-11
https://suzukibankin-k.co.jp
 
ス,129261,株式会社鈴⽊板⾦⼯業
〒679-2101,兵庫県姫路市船津町御⽴１２７８
2024-02-12
http://www.suzuki-bk.net/
 
ス,221592,株式会社スズキフィック
〒710-0065,岡⼭県倉敷市宮前５２６番地の１
2025-04-01
_
 
ス,222021,株式会社スズキプランニング
〒134-0091,東京都江⼾川区船堀三丁⽬１２番１６号
2025-11-01
 
ス,128950,株式会社スズキプレシオン
〒322-0251,栃⽊県⿅沼市野尻１１３−２
2026-05-15
http://www.precion.co.jp
 



ス,129675,株式会社鈴⽊プレス⼯業所
〒431-0404,静岡県湖⻄市太⽥１２５９−５
2024-12-04
 
ス,220614,有限会社鈴⽊防⽔
〒237-0063,神奈川県横須賀市追浜東町三丁⽬７１番地１７
2025-01-18
_
 
ス,220268,株式会社鈴⽊ユニット
〒262-0012,千葉県千葉市花⾒川区千種町２４１−１１
2024-09-21
http://www.s-yunitto.co.jp/
 
ス,222758,鈴久名建設株式会社
〒065-0014,北海道札幌市東区北１４条東８丁⽬３−３
2024-03-01
http://www.suzukuna.com/
 
ス,215336,株式会社鈴鍵
〒470-0312,愛知県豊⽥市中⾦町塚ノ本１１１番地３
2024-03-27
 
ス,221486,株式会社鈴建
〒924-0027,⽯川県⽩⼭市相川町２９８６番地
2025-04-01
 
ス,228567,鈴健興業株式会社
〒406-0812,⼭梨県笛吹市御坂町下黒駒１６０２ー８
2024-10-19
http://suzuken8888.com/
 
ス,217808,鈴建輸送株式会社
〒433-8112,静岡県浜松市北区初⽣町１３７２−２
2026-06-23
 
ス,229648,株式会社鈴⼯業
〒224-0003,神奈川県横浜市都筑区中川中央１丁⽬７番１３号−１０階
2026-04-08
http://www.suzu-kougyou.jp/
 
ス,214666,有限会社鈴興⼯芸
〒340-0036,埼⽟県草加市苗塚町１０１ー４
2026-04-11
http://suzukou.biz/
 
ス,123251,鈴幸商事株式会社
〒231-0066,横浜市中区⽇ノ出町１−５２
2025-11-02
http://www.suzuko.co.jp
 
ス,103400,株式会社鈴幸製作所
〒213-0005,川崎市⾼津区北⾒⽅１−１３−１２
2026-03-22
 



ス,212633,有限会社鈴重⼯業
〒989-1223,宮城県柴⽥郡⼤河原町字東新町１８番地３
2025-05-22
https://suzushigekogyo.com/
 
ス,122961,鈴商株式会社
〒508-0036,岐⾩県中津川市東宮町１−１３
2025-01-09
https://suzsyo.co.jp
 
ス,129625,株式会社鈴昇
〒416-0946,静岡県富⼠市五貫島７７７
2024-11-27
 
ス,219561,株式会社鈴商空調販売
〒330-0835,埼⽟県さいたま市⼤宮区北袋町⼆丁⽬４番地４
2024-04-13
 
ス,225080,鈴商建設株式会社
〒243-0435,神奈川県海⽼名市下今泉１丁⽬１０番４８号
2025-04-01
http://www.suzusho-kk.com←不通
 
ス,113703,鈴将鋼材株式会社
〒457-0802,名古屋市南区要町５−１３５
2024-05-12
 
ス,125667,株式会社鈴城製作所
〒216-0001,神奈川県川崎市宮前区野川４１５３
2023-07-20
http://www.sz-mfg.com/index.htm
 
ス,226249,有限会社鈴信電設
〒931-8423,富⼭県富⼭市町袋２５９ー５
2025-12-01
 
ス,220700,株式会社鈴武組
〒974-8232,福島県いわき市錦町鷺内１番地の５
2025-02-15
 
ス,123286,株式会社鈴⺠精密⼯業所
〒959-0161,新潟県⻑岡市寺泊⽵森字⼆ツ塚１４１１
2025-11-19
http://www.suzutami.com
 
ス,210692,有限会社スズテック
〒206-0824,東京都稲城市若葉台１丁⽬６３番地の２
2024-11-12
 
ス,213252,有限会社スズテック
〒290-0047,千葉県市原市岩崎１丁⽬２６番地８
2026-05-27
https://www.suzutec.jp/
 
ス,103573,スズデン株式会社



〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥２−２−３ 住友不動産御茶ノ⽔ビル
2025-07-31
https://www.suzuden.co.jp/
 
ス,223553,株式会社スズデン
〒173-0025,東京都板橋区熊野町３−３
2024-09-01
https://www.kk-suzuden.co.jp/
 
ス,211626,鈴伝鈑⾦⼯業所 鈴⽊傳次（その他）
〒466-0855,愛知県名古屋市昭和区川名本町１ー３７
2026-04-27
 
ス,502917,株式会社スズハル
〒438-0211,静岡県磐⽥市東平松９２６
2026-01-31
https://www.suzuharu.co.jp/
 
ス,104973,株式会社鈴弘精⼯
〒963-4541,福島県⽥村市船引町上移字根岸６−１
2023-11-14
 
ス,212804,株式会社スズプロ
〒454-0982,愛知県名古屋市中川区⻄伏屋２丁⽬１４１９
2025-08-28
https://www.suzupro.com/
 
ス,215322,有限会社鈴ペン
〒418-0068,静岡県富⼠宮市豊町１４ー１５
2024-03-27
http://www.1116suzupen.com
 
ス,230560,株式会社鈴正
〒985-0804,宮城県宮城郡七ケ浜町東宮浜字東兼⽥１１番地の９
2025-07-26
 
ス,212662,株式会社鈴正⼯務店
〒985-0804,宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字東兼⽥１１−９
2022-06-05
http://suzumasa.ftw.jp/
 
ス,113350,株式会社スズミ
〒224-0044,神奈川県横浜市都筑区川向町９５７−３６
2023-07-26
http://www.suzumi.co.jp
 
ス,213354,鈴美根建設⼯業株式会社
〒151-0051,東京都渋⾕区千駄ヶ⾕４ー２９ー１２北参道ダイヤモンドパレス６０３号室
2023-07-29
 
ス,103147,スズモト株式会社
〒997-0845,⼭形県鶴岡市下清⽔字内⽥元７２−４３
2025-12-18
http://www.suzumoto-kk.co.jp/
 



ス,213647,株式会社鈴本内装
〒516-0066,三重県伊勢市辻久留３丁⽬３４０ー５
2024-03-24
 
ス,222116,鈴屋⾦物株式会社
〒984-0012,宮城県仙台市若林区六丁の⽬中町２１ー５
2026-03-01
http://www.suzuya-k.co.jp
 
ス,154059,株式会社スズヤス
〒103-0011,東京都中央区⽇本橋⼤伝⾺町１１−８
2024-06-23
 
ス,102159,株式会社鈴吉
〒232-0041,神奈川県横浜市南区睦町１−１−８
2025-01-18
https://www.suz1.com/
 
ス,123044,株式会社鈴吉製作所
〒252-0131,神奈川県相模原市緑区⻄橋本３−９−３
2024-12-18
http://www.suzuyoshi.com
 
ス,113838,鈴与商事株式会社
〒424-0942,静岡県静岡市清⽔区⼊船町１１−１
2024-08-07
http://www.suzuyoshoji.co.jp
 
ス,505415,鈴与マタイ株式会社
〒385-0051,⻑野県佐久市中込１−１０−１
2026-06-18
www.newest.ne.jp/
 
ス,228856,有限会社鈴蘭ガレージ
〒070-0014,北海道旭川市新星町３丁⽬１番６号
2022-01-23
 
ス,218322,鈴和建設有限会社
〒431-0442,静岡県湖⻄市古⾒１２９７番地
2023-09-01
 
ス,505243,鈴和⼯業株式会社
〒232-0006,神奈川県横浜市南区南太⽥⼀丁⽬８番１８号
2025-07-01
http://www.suzuwakk.biz
 
ス,123648,有限会社鈴和製作所
〒411-0945,静岡県駿東郡⻑泉町本宿３０８−１１
2025-02-26
 
ス,218881,鈴和電設株式会社
〒156-0044,東京都世⽥⾕区⾚堤３ー７ー６
2024-01-12
 
ス,113148,株式会社周船寺鐵⼯所



〒819-0385,福岡市⻄区元岡字⽶栗２８３３
2025-02-05
 
ス,215644,裾野フェンス⼯業株式会社
〒410-1112,静岡県裾野市公⽂名１８６−１
2024-10-16
 
ス,106609,株式会社スター・エレクトロニクス
〒105-0014,東京都港区芝１−１４−１０
2025-03-16
 
ス,505514,株式会社ＳＴＡＲ ＣＡＲＥＥＲ
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕２−１５−１ 渋⾕クロスタワー２５Ｆ
2024-01-13
https://star-career.co.jp/
 
ス,104718,株式会社スターハード
〒164-0013,東京都中野区弥⽣町４−３６−１０
2026-04-10
http://www.starhard.co.jp
 
ス,122771,スタープラスチック⼯業株式会社
〒530-0046,⼤阪市北区菅原町５−１
2024-11-14
http://www.starplastic.co.jp/
 
ス,103910,スターライト⼯業株式会社
〒535-0002,⼤阪府⼤阪市旭区⼤宮４−２３−７
2024-05-13
https://starlite.co.jp/
 
ス,212403,株式会社スタイルワン
〒131-0033,東京都墨⽥区向島４ー１０ー１６
2024-11-28
 
ス,231227,株式会社スタジオムンド
〒134-0086,東京都江⼾川区臨海町三丁⽬６番２号
2025-11-01
 
ス,215955,有限会社スタック
〒981-4401,宮城県加美郡加美町宮崎字天光沢⼆⼗⼀番１５番地１
2025-01-29
 
ス,220771,株式会社スタック
〒110-0015,東京都台東区東上野⼀丁⽬７番１３号
2025-03-01
https://www.stack-8.co.jp/
 
ス,224895,スタック株式会社
〒104-0031,東京都中央区京橋３丁⽬９番５号
2025-04-01
http://stack-e.co.jp/
 
ス,227402,株式会社スタック
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜３丁⽬２３番地３



2024-02-15
http://www.stack-net.com
 
ス,113167,株式会社スタックス
〒211-0011,神奈川県川崎市中原区下沼部１７５０
2024-07-31
http://www.stax-tqs.co.jp
 
ス,113086,スタック電⼦株式会社
〒196-8501,東京都昭島市武蔵野３−９−１８
2024-02-07
http://www.stack-elec.co.jp/
 
ス,218467,株式会社スタッコ
〒615-0884,京都府京都市右京区⻄京極郡町９６番地２
2023-10-06
https://stuccoplus.co.jp/
 
ス,210778,株式会社スタッド興業
〒811-2204,福岡県糟屋郡志免町⽥富４ー８ー３８
2024-12-16
 
ス,113471,スタッフ株式会社
〒222-0033,横浜市港北区新横浜２−６−１２
2023-08-18
http://www.staf.co.jp
 
ス,218737,株式会社Ｓｔｕｆｆ
〒973-8409,福島県いわき市内郷御台境町⾼安場１番地１１６
2023-12-15
 
ス,106196,株式会社スタッフ・アンド・ブレーン
〒102-0083,東京都千代⽥区麹町４−１−５ 麹町志村ビル４Ｆ
2024-04-05
http://sb-tokyo.jp/
 
ス,505718,株式会社スタッフアイ
〒104-0031,東京都中央区京橋２−５−２１ 京橋ＮＳビル８階
2025-06-09
 
ス,216259,株式会社スタッフ・アクティオ
〒105-0004,東京都港区新橋１丁⽬７番１号
2025-04-02
https://www.staffaktio.co.jp/
 
ス,505126,株式会社スタッフエージェント
〒810-0001,福岡県福岡市中央区天神２丁⽬８番３８号
2024-09-12
https://staffagent.jp/
 
ス,122954,株式会社スタッフサービス
〒101-0022,東京都千代⽥区神⽥練塀町８５ ＪＥＢＬ秋葉原スクエア
2025-01-07
https://www.staffservice.co.jp/
 



ス,229990,スタッフナインハット株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座３ー１４ー１６第２ミズホビル
2023-10-09
 
ス,232032,株式会社スタッフ・レント
〒175-0081,東京都板橋区新河岸三丁⽬８番４号
2026-05-23
http://www.e-sr.co.jp
 
ス,210483,株式会社Ｓｔａｎｄａｒｄ
〒410-0011,静岡県沼津市岡宮１２６ー１
2024-08-12
http://www.by-standard.jp/
 
ス,212130,スタンドアドサービス株式会社
〒920-0011,⽯川県⾦沢市松寺町⾠３２番地１
2024-04-18
http://www.sas-co.jp
 
ス,123230,有限会社スタンプ ナメカワ
〒317-0073,茨城県⽇⽴市幸町１−５−９
2025-07-27
http://www.hanko1ban.com
 
ス,103360,スタンレー電気株式会社
〒153-8636,東京都⽬黒区中⽬黒２−９−１３
2026-03-08
http://www.stanley.co.jp
 
ス,129930,株式会社スダキ商事
〒015-0072,秋⽥県由利本荘市裏尾崎町５５−４
2025-04-15
https://sudaki.co.jp
 
ス,129840,株式会社須⽥商事
〒329-0604,栃⽊県河内郡上三川町⼤字上郷２１８５−５
2025-03-25
 
ス,220331,有限会社須⽥電気⼯事
〒409-3601,⼭梨県⻄⼋代郡市川三郷町市川⼤⾨２１８ー２
2024-10-12
 
ス,217423,株式会社須⽥電⼯
〒378-0005,群⾺県沼⽥市久屋原町１８４ー１１
2026-01-07
 
ス,226634,スチールエンジ株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀２丁⽬２１番６号
2026-04-01
http://steeleng.co.jp/
 
ス,227052,株式会社スチール・ワン
〒224-0043,神奈川県横浜市都筑区折本町３６３ー１
2023-09-01
http://www.steel-one.jp



 
ス,226286,ステアックス株式会社
〒170-0013,東京都豊島区東池袋４ー４１ー２４
2025-12-01
https://sankin-g.com/stairx
 
ス,125474,ステイト⼯業株式会社
〒230-0077,神奈川県横浜市鶴⾒区東寺尾１−４−６
2026-05-30
http://www.state-ind.co.jp
 
ス,214427,株式会社ステック
〒899-4356,⿅児島県霧島市国分姫城南１１ー３６ー１３
2025-10-11
 
ス,217616,株式会社ステップ
〒734-0022,広島県広島市南区東雲１丁⽬１０番１４号
2026-03-03
 
ス,503600,株式会社ステップ
〒239-0832,神奈川県横須賀市神明町１−５０
2025-08-31
https://www.step-japan.co.jp/
 
ス,125623,ステップサイエンス株式会社
〒132-0011,東京都江⼾川区瑞江４−４８−５
2026-06-23
http://www.step-science.co.jp/
 
ス,230237,株式会社ステップフィールド
〒558-0031,⼤阪府⼤阪市住吉区沢之町⼆丁⽬７番３１号
2025-06-21
https://www.stepfield.com/
 
ス,502976,株式会社ステム
〒355-0342,埼⽟県⽐企郡ときがわ町⽟川２０７
2023-08-20
http://stm-saitama.co.jp
 
ス,504936,株式会社ＳＴｅＬＡ
〒541-0059,⼤阪府⼤阪市中央区博労町４−７−５ 本町ＴＳビル８Ｆ
2023-09-01
https://www.stela.jp/
 
ス,120879,ステラケミファ株式会社
〒541-0044,⼤阪府⼤阪市中央区伏⾒町４−１−１ 明治安⽥⽣命⼤阪御堂筋ビル
2024-02-18
http://www.stella-chemifa.co.jp
 
ス,223481,株式会社ステントス
〒734-0003,広島県広島市南区宇品東⼆丁⽬１番２２号
2024-08-01
http://www.stentos.com
 
ス,123187,ステンレスジョイント株式会社



〒660-0087,兵庫県尼崎市平左衛⾨町１８−３７
2025-04-12
https://stainlessjoint.jp
 
ス,103059,株式会社ステンレス光
〒743-0063,⼭⼝県光市⼤字島⽥３４３４
2026-03-01
http://stainless-hikari.co.jp/
 
ス,128104,株式会社ステンレスワン
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町３−８−１６ ＮＭＦ神⽥岩本町ビル９階
2022-08-22
http://www.stnls1.co.jp
 
ス,225159,株式会社ストーンオフィス・モリシタ
〒733-0005,広島県広島市⻄区三滝町７番４号
2025-05-01
https://stone-office-morishita.com/
 
ス,224636,株式会社⾸藤組
〒793-0043,愛媛県⻄条市樋之⼝３番地
2022-04-01
 
ス,215762,ストライブ株式会社
〒132-0021,東京都江⼾川区中央３ー４ー１６
2024-11-20
 
ス,106928,Ｓｔｒａｔｕｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｉｒｅｌａｎｄ Ｌｉｍｉｔｅｄ
〒102-0085,東京都千代⽥区六番町６ 勝永六番町ビル
2026-03-23
https://www.stratus.com/
 
ス,105215,株式会社ＳＴＲＡＳＳＥ
〒102-0073,東京都千代⽥区九段北４−１−３ ⽇本ビルディング九段別館８Ｆ
2024-08-21
http://www.strasse.co.jp
 
ス,125337,株式会社ストルアス
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥３−１４−１３ ⾼輪ミューズビル１Ｆ
2026-03-18
 
ス,227538,株式会社須藤技建
〒134-0015,東京都江⼾川区⻄瑞江五丁⽬１３番４
2024-03-09
 
ス,231065,株式会社スドウコーポレーション
〒811-1313,福岡県福岡市南区⽈佐四丁⽬２３番１ー１０２号
2025-10-18
 
ス,216422,須藤⼯業株式会社
〒243-0302,神奈川県愛甲郡愛川町春⽇台１丁⽬２番地の９
2025-05-14
_
 
ス,224984,株式会社須藤黒板製作所



〒132-0035,東京都江⼾川区平井７丁⽬１７番３５号
2025-04-01
http://www.sudoh-net.com
 
ス,104498,株式会社須藤製作所
〒998-0125,⼭形県酒⽥市広野字末広１００
2025-08-08
http://www.sudo-ss.jp
 
ス,102896,株式会社須藤精密
〒190-1212,東京都⻄多摩郡瑞穂町殿ヶ⾕５５２−６
2025-11-22
 
ス,211739,有限会社須藤鉄⼯
〒989-2112,宮城県亘理郡⼭元町真庭字北⿅野１５３ー１
2026-06-29
 
ス,129000,株式会社須藤電機製作所
〒108-0023,東京都港区芝浦３−１１−１３ ＳＵＤＯ ＢＬＤ６階
2023-06-20
http://www.sudo-ew.co.jp
 
ス,216572,須藤保温⼯業株式会社
〒116-0013,東京都荒川区⻄⽇暮⾥２丁⽬５２番４号
2025-06-04
http://s-hoon.co.jp/
 
ス,219816,砂川産業株式会社
〒316-0013,茨城県⽇⽴市千⽯町２丁⽬５番７号
2024-06-08
 
ス,102146,株式会社砂永樹脂製作所
〒373-0861,群⾺県太⽥市南⽮島町６０７−７
2025-01-17
http://www.sunaga.co.jp/
 
ス,216816,株式会社須⻑製作所
〒140-0002,東京都品川区東品川１ー３６ー１７
2025-07-02
 
ス,231832,株式会社砂川産業
〒734-0031,広島県広島市南区⽇宇那町３番１６号
2026-03-28
 
ス,214183,株式会社砂坂Ｂ＆Ｈシスコン
〒101-0051,東京都千代⽥区神⽥神保町１丁⽬３０番地
2025-05-10
http://www.sunasaka-syscon.jp
 
ス,230959,株式会社砂⽥商事
〒290-0062,千葉県市原市⼋幡３００番地の１
2025-10-04
 
ス,215061,有限会社砂場⽊⼯所
〒761-4302,⾹川県⼩⾖郡⼩⾖島町蒲⽣甲１４６０番地１



2023-10-24
 
ス,216573,砂町アスコン株式会社
〒136-0075,東京都江東区新砂３ー１１ー２８
2025-06-04
https://www.sunamachi-ac.jp/
 
ス,113170,⾓南商事株式会社
〒651-0087,神⼾市中央区御幸通６−１−１２ 三宮ビル東館８Ｆ
2026-06-20
http://www.sunami.co.jp/
 
ス,211926,砂⼭基礎⼯業株式会社
〒314-0027,茨城県⿅嶋市⼤字佐⽥４６３番地
2023-12-05
http://www.sunayamakiso.co.jp
 
ス,103635,株式会社スバック
〒140-0011,東京都品川区東⼤井２−７−５
2025-02-10
http://www.sbac.co.jp
 
ス,214153,株式会社スバル
〒202-0003,東京都⻄東京市北町６丁⽬５番４０号
2025-04-19
https://www.e-subaru.co.jp
 
ス,105802,スバル⼯業株式会社
〒374-0076,群⾺県館林市⽇向町８４１−１
2025-12-17
https://subaru-indutries.com/
 
ス,120848,スバルゴム⼯業株式会社
〒131-0043,東京都墨⽥区⽴花３−１９−１３
2024-02-10
http://www.subarugomu.co.jp/
 
ス,227111,株式会社スバル設計
〒771-2305,徳島県三好市三野町太⼑野５番地６
2023-10-01
https://subaru-arc.co.jp
 
ス,105159,スバル通商株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿７−１８−５ ＶＯＲＴ⻄新宿５０１号
2024-06-19
http://www.subaru-n.co.jp/
 
ス,502784,株式会社スバル電設
〒331-0811,埼⽟県さいたま市北区吉野町２−１９６−１−７０２
2025-01-22
 
ス,503277,スパークスシステムズジャパン株式会社
〒224-0001,神奈川県横浜市都筑区中川１−１７−２２ ガーデンプラザ宮台２階
2024-11-12
https://www.sparxsystems.jp/



 
ス,220250,株式会社スパリア
〒132-0011,東京都江⼾川区瑞江１−２９−８
2024-09-14
http://www.suparia.jp/
 
ス,224947,株式会社スパンクリートコーポレーション
〒113-0033,東京都⽂京区本郷２ー４０ー８
2025-04-01
http://www.spancretecorp.com
 
ス,500275,株式会社スパンドニクス
〒359-0023,埼⽟県所沢市東所沢和⽥２−３−１５
2024-05-06
https://www.spandnix.co.jp/
 
ス,127875,スピードファム株式会社
〒252-1104,神奈川県綾瀬市⼤上４−２−３７
2025-04-26
https://www.speedfam.com
 
ス,211497,スピック株式会社
〒132-0001,東京都江⼾川区新堀１丁⽬４番５号
2026-01-12
 
ス,104248,株式会社スピン
〒162-0845,東京都新宿区市⾕本村町２−３４
2025-01-20
 
ス,218431,株式会社Ｓｐｒｉｎｇ’ｓ
〒443-0104,愛知県蒲郡市形原町出⼝５３番地１
2023-09-29
 
ス,210895,スペースインダストリー株式会社
〒458-0002,愛知県名古屋市緑区桃⼭⼀丁⽬４２−１
2025-02-09
https://www.space-ind.com/
 
ス,502653,有限会社 スペースガーデン
〒448-0809,愛知県刈⾕市南沖野町２丁⽬１３−９
2024-06-19
 
ス,214185,株式会社スペースクリエイツブレーン
〒104-0028,東京都中央区⼋重洲２丁⽬５番６号
2025-05-17
_
 
ス,216989,有限会社スペース・デコ
〒710-0016,岡⼭県倉敷市中庄３５３６−８
2025-08-20
http://space-deco.com
 
ス,212671,株式会社スペース・デザイン⼯業
〒006-0034,北海道札幌市⼿稲区稲穂４条５丁⽬６番１２号
2025-06-05



http://www.sd-ind.co.jp/
 
ス,231527,有限会社スペースフォー
〒245-0016,神奈川県横浜市泉区和泉町１２８５番１
2025-12-27
 
ス,213611,株式会社スペースワーク
〒730-0844,広島県広島市中区⾈⼊幸町８ー１０
2024-02-24
 
ス,127814,スペイシーケミカル株式会社
〒192-0032,東京都⼋王⼦市⽯川町２５９−１ 松栄ビル１Ｆ
2025-03-16
http://www.spacy-chemical.com/
 
ス,125739,スペクトラ・フィジックス株式会社
〒102-0073,東京都千代⽥区九段北４−１−２８ 九段ファーストプレイス６Ｆ
2023-08-22
http://www.spectra-physics.jp/
 
ス,124421,スペクトリス株式会社
〒210-0024,神奈川県川崎市川崎区⽇進町７−１
2025-08-18
http://www.spectris.co.jp/
 
ス,105546,スペクトロニクス株式会社
〒564-0062,⼤阪府吹⽥市垂⽔町３−２８−１５
2025-05-08
https://www.spectronix.co.jp/
 
ス,102636,株式会社スペリア
〒999-3511,⼭形県⻄村⼭郡河北町⾕地字砂⽥１６１
2025-06-28
http://www.superior-net.co.jp
 
ス,104310,スペルマン ハイ・ボルテージ エレクトロニクス コーポレーション
〒335-0022,埼⽟県⼾⽥市上⼾⽥４−３−１
2025-02-26
http://www.spellmanhv.co.jp
 
ス,504559,株式会社スマートグリッド
〒102-0082,東京都千代⽥区１番町８−１５ ⼀番町ＭＹビル４階
2025-06-03
http://www.quantumjump.jp/inde.html
 
ス,217582,株式会社スマートテック
〒615-8191,京都府京都市⻄京区川島有栖川町１３２番地５
2026-02-10
 
ス,126423,株式会社スマイル
〒135-0052,東京都江東区潮⾒２−８−１０ 潮⾒ＳＩＦビル４階
2023-12-26
http://www.smilecorp.co.jp/
 
ス,218961,有限会社スマイル



〒359-1145,埼⽟県所沢市⼭⼝２８９１ー２５
2024-01-26
 
ス,129043,有限会社スマイル・クリエイト
〒379-2302,群⾺県太⽥市⼭之神町３９３
2023-07-30
 
ス,219014,株式会社スマイルテクノシステム
〒238-0031,神奈川県横須賀市⾐笠栄町３ー１９ー３ＳＴＳビル
2024-02-02
http://smile-techno.jp/
 
ス,210187,寿美アート⼯業株式会社
〒812-0064,福岡県福岡市東区松⽥１丁⽬２−８
2024-02-24
 
ス,102882,住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社
〒541-0045,⼤阪市中央区道修町２−２−８
2025-11-13
http://www.sumika-env-sci.jp/
 
ス,113278,株式会社住化分析センター
〒554-0022,⼤阪市此花区春⽇出中３−１−１３５
2025-12-16
http://www.scas.co.jp
 
ス,503095,住化ポリカーボネート株式会社
〒103-0016,東京都中央区⽇本橋⼩網町１番８号茅場町⾼⽊ビル
2025-11-21
 
ス,100718,澄川⼯業有限会社
〒744-0061,⼭⼝県下松市葉⼭２−９０４−１４
2026-04-25
http://sumikawa-ind.com/
 
ス,226280,住協ウインテック株式会社
〒701-0165,岡⼭県岡⼭市北区⼤内⽥７６３番地２
2025-12-01
https://www.sk-wintec.co.jp/
 
ス,216309,株式会社墨技建
〒462-0018,愛知県名古屋市北区⽞⾺町２７番
2025-04-16
http://sumigiken.jp/
 
ス,222060,住倉鋼材株式会社
〒803-0802,福岡県北九州市⼩倉北区東港２丁⽬１番１８号
2025-12-01
http://www.sk-kouzai.co.jp
 
ス,215852,株式会社ｓｕｍｉｋｅｎ
〒514-0007,三重県津市⼤⾕町５７番地９
2024-12-18
 
ス,219285,有限会社住建産業



〒904-0103,沖縄県中頭郡北⾕町字桑江３３４番地
2024-03-09
 
ス,126315,寿美⼯業株式会社
〒108-0074,東京都港区⾼輪３−４−１ ⾼輪偕成ビル４階
2023-12-02
http://www.sumikgy.co.jp/
 
ス,113858,住鉱潤滑剤株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋５−１１−３ 新橋住友ビル７階
2024-08-07
https://www.sumico.co.jp/
 
ス,223233,株式会社住ゴム産業
〒541-0059,⼤阪府⼤阪市中央区博労町４ー６ー１０ ハニービル
2024-06-01
http://www.sumigomu.co.jp
 
ス,503167,住商アグロインターナショナル株式会社
〒100-0003,東京都千代⽥区⼀ツ橋⼀丁⽬２番２号
2025-01-19
http://www.summit-agro.co.jp/
 
ス,226692,住商インテリアインターナショナル株式会社
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町三丁⽬２６番地
2026-05-01
https://interior-i.jp/
 
ス,113854,住商エアロシステム株式会社
〒100-0003,東京都千代⽥区⼀ツ橋１−２−２ 住友商事⽵橋ビル５階
2024-07-10
http://www.sc-aero.co.jp/
 
ス,221180,住商セメント株式会社
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町１丁⽬４番地３
2025-03-01
https://www.sc-cement.co.jp/
 
ス,229314,住商セメント⻄⽇本株式会社
〒812-0038,福岡県福岡市博多区祇園町２番１号
2025-10-02
https://sc-cement-west.co.jp
 
ス,125394,住商メタルワン鋼管株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内３−３−１ 新東京ビル５Ｆ
2026-04-08
http://www.mosctp.co.jp/
 
ス,105918,住商メタレックス株式会社
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町２−２−１
2026-05-15
 
ス,154815,住商鋼管株式会社
〒100-0003,東京都千代⽥区⼀ツ橋１−２−２ 住友商事⽵橋ビル
2021-04-30



 
ス,129483,住重アテックス株式会社
〒799-1393,愛媛県⻄条市今在家１５０１
2024-06-15
http://www.shi-atex.com
 
ス,124792,住重フォージング株式会社
〒237-8555,神奈川県横須賀市夏島町１９
2026-01-04
http://www.spf.shi.co.jp
 
ス,126363,住精ハイドロシステム株式会社
〒660-0891,兵庫県尼崎市扶桑町１−１０
2023-12-12
http://www.spp.co.jp/sph/index.html
 
ス,222992,スミセ建材株式会社
〒112-0004,東京都⽂京区後楽⼆丁⽬２番２３号
2024-04-01
http://www.sumiceken.co.jp
 
ス,211393,株式会社スミ設備
〒457-0805,愛知県名古屋市南区三吉町５−３１
2025-10-07
https://sumi-smile.jp
 
ス,212860,住装株式会社
〒453-0851,愛知県名古屋市中村区畑江通２丁⽬１４ー１
2025-10-17
 
ス,113837,株式会社住⽥光学ガラス
〒330-8565,さいたま市浦和区針ヶ⾕４−７−２５
2024-06-29
http://www.sumita-opt.co.jp
 
ス,213965,株式会社住⽥⼯務店
〒350-1215,埼⽟県⽇⾼市⾼萩東３−１１−１
2025-01-19
 
ス,123356,スミタニ産業株式会社
〒680-0942,⿃取市湖⼭町東５−１０９
2026-03-11
http://www.sumitani-gp.co.jp
 
ス,229264,墨⽥建築⼯業株式会社
〒120-0024,東京都⾜⽴区千住関屋町１２番８号
2025-09-04
http://www.sumida-kk.co.jp/
 
ス,229911,スミダ⼯業株式会社
〒330-0053,埼⽟県さいたま市浦和区前地３−１４−１２
2023-08-25
http://www.sumida-kougyou.co.jp
 
ス,103170,スミダ電機株式会社



〒981-1226,宮城県名取市植松字宮島３１−１
2025-06-22
https://www.sumida.com
 
ス,216977,隅⽥電機⼯業株式会社
〒132-0022,東京都江⼾川区⼤杉１丁⽬１６ー６
2025-08-13
https://sumidadenki.co.jp
 
ス,105022,株式会社隅⽥鋲螺製作所
〒557-0815,⼤阪府東⼤阪市⾦物町１−８
2024-01-30
http://www.sumidabyora.co.jp/index.html
 
ス,113598,墨⽥螺⼦産業株式会社
〒130-0002,東京都墨⽥区業平４−１−４−２０１
2023-10-21
http://www.sumidams.co.jp/
 
ス,215414,株式会社スミック
〒954-0124,新潟県⻑岡市中之島３８３７番地
2024-05-29
 
ス,127632,住電ＨＳＴケーブル株式会社
〒530-0005,⼤阪府⼤阪市北区中之島３−２−１８ 住友中之島ビル３Ｆ
2024-12-21
http://www.hst-cable.co.jp
 
ス,503251,住電オプコム株式会社
〒244-0842,神奈川県横浜市栄区飯島町１１２番地
2024-09-14
http://www.opcom.co.jp/
 
ス,113187,住電商事株式会社
〒550-0012,⼤阪府⼤阪市⻄区⽴売堀５−８−１１
2024-08-01
http://www.sumidenshoji.co.jp
 
ス,113452,住電商事株式会社
〒550-0012,⼤阪市⻄区⽴売堀５−８−１１
2026-07-08
http://www.sumidenshoji.co.jp/
 
ス,114994,住電商事株式会社
〒550-0012,⼤阪市⻄区⽴売堀５−８−１１
2025-04-24
http://www.sumidenshoji.co.jp
 
ス,504746,株式会社住友エレコム
〒578-0951,⼤阪府東⼤阪市新庄東２番１１号
2023-07-10
http://www.sumitomoele.com
 
ス,230498,住友エンジニア 住友治（その他）
〒646-0029,和歌⼭県⽥辺市東陽３８番１９号



2025-07-19
 
ス,123445,住友⼤阪セメント株式会社
〒105-8641,東京都港区東新橋１−９−２ 汐留住友ビル２０階
2026-04-17
http://www.soc.co.jp
 
ス,103940,住友化学株式会社
〒104-8260,東京都中央区新川２−２７−１
2024-05-22
http://www.sumitomo-chem.co.jp/
 
ス,113680,住友機材株式会社
〒170-0013,東京都豊島区東池袋１−４５−１
2023-11-01
http://www.sumitomokizai.co.jp
 
ス,113031,住友⾦属鉱⼭株式会社
〒105-8716,東京都港区新橋５−１１−３
2024-01-07
https://www.smm.co.jp
 
ス,503030,住友商事株式会社
〒100-8601,東京都千代⽥区⼤⼿町⼆丁⽬３番２号
2023-12-18
http://www.sumitomocorp.co.jp/
 
ス,503079,住友商事九州株式会社
〒812-8662,福岡県福岡市博多区博多駅前３丁⽬３０番２３号 博多管絃ビル
2022-12-10
https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/sc-kyushu/
 
ス,154061,住友商事グローバルメタルズ株式会社
〒100-8601,東京都千代⽥区⼤⼿町２−３−２
2025-04-06
 
ス,503084,住友商事ケミカル株式会社
〒100-0003,東京都千代⽥区⼀ツ橋１−２−２
2025-01-26
https://www.sc-chem.co.jp/
 
ス,229083,住友商事東北株式会社
〒980-0021,宮城県仙台市⻘葉区中央４丁⽬１０−３
2025-05-31
https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/sc-tohoku/
 
ス,154016,住友商事北海道株式会社
〒060-0042,北海道札幌市中央区⼤通⻄８丁⽬２番地
2024-05-15
 
ス,216639,住友商事マシネックス株式会社
〒100-0003,東京都千代⽥区⼀ツ橋１丁⽬２番２号
2025-06-18
https://www.smx.co.jp/
 



ス,113180,住友重機械イオンテクノロジー株式会社
〒141-6025,東京都品川区⼤崎２−１−１ ＴｈｉｎｋＰａｒｋ Ｔｏｗｅｒ
2023-06-25
http://www.senova.co.jp
 
ス,104989,住友重機械ギヤボックス株式会社
〒597-8555,⼤阪府⾙塚市脇浜４−１６−１
2023-11-30
https://www.shigearbox.com/
 
ス,102845,住友重機械精機販売株式会社
〒141-6025,東京都品川区⼤崎２−１−１ ＴｈｉｎｋＰａｒｋ Ｔｏｗｅｒ２６階
2025-10-23
https://sjs.sumitomodrive.com/ja-jp
 
ス,212771,住友重機械搬送システム株式会社
〒105-0003,東京都港区⻄新橋⼆丁⽬８番６号
2025-07-31
https://www.shi.co.jp/shi-mh/park/
 
ス,154085,住友重機械⼯業株式会社
〒141-6025,東京都品川区⼤崎２−１−１
2024-07-23
 
ス,123026,住友精化株式会社
〒541-0041,⼤阪府⼤阪市中央区北浜４−５−３３
2025-01-29
http://www.sumitomoseika.co.jp
 
ス,102397,住友精密⼯業株式会社
〒660-0891,兵庫県尼崎市扶桑町１−１０
2025-03-04
 
ス,103173,住友電気⼯業株式会社
〒541-0041,⼤阪市中央区北浜４−５−３３
2024-09-18
http://www.sei.co.jp
 
ス,104120,住友電気⼯業株式会社 機器電線事業部
〒541-0041,⼤阪市中央区北浜４−５−３３ 住友ビル
2025-07-10
http://www.sei.co.jp
 
ス,503047,住友電⼯オプティフロンティア株式会社
〒244-8589,神奈川県横浜市栄区⽥⾕町１
2024-01-08
http://www.seof.co.jp/
 
ス,504837,住友電⼯オプティフロンティア株式会社
〒244-8589,神奈川県横浜市栄区⽥⾕町１
2023-12-09
http://www.seof.co.jp/
 
ス,112309,住友電⼯産業電線株式会社
〒550-0012,⼤阪市⻄区⽴売堀５−８−１１ 住電商事ビル５Ｆ



2024-01-24
http://www.seiwc.co.jp/
 
ス,105131,住友電⼯テクニカルソリューションズ株式会社
〒541-0041,⼤阪府⼤阪市中央区北浜４−７−２８ 住友ビル２号館４階
2024-05-21
http://www.sei-sts.co.jp
 
ス,213030,住友電設株式会社
〒550-8550,⼤阪府⼤阪市⻄区阿波座２ー１ー４
2024-04-01
 
ス,503042,住友電装株式会社
〒510-8503,三重県四⽇市市⻄末広町１番１４号
2023-07-31
https://www.sws.co.jp/
 
ス,103833,住友ベークライト株式会社
〒140-0002,東京都品川区東品川２−５−８ 天王洲パークサイドビル２０Ｆ
2026-03-22
http://www.sumibe.co.jp
 
ス,504897,住友理⼯株式会社
〒485-8550,愛知県⼩牧市東三丁⽬１番地
2024-02-17
https://www.sumitomoriko.co.jp/
 
ス,215792,住友林業株式会社
〒100-8270,東京都千代⽥区⼤⼿町１ー３ー２
2024-11-27
https://sfc.jp/
 
ス,223259,住友林業緑化株式会社
〒164-0011,東京都中野区中央１ー３８ー１
2024-06-01
 
ス,113609,株式会社スミトロニクス
〒100-0003,東京都千代⽥区⼀ツ橋１−２−２ 住友商事⽵橋ビル１０階
2024-01-14
http://www.sumitronics.co.jp
 
ス,226439,株式会社⾓之上業務店
〒335-0003,埼⽟県蕨市南町４丁⽬２５番９号
2026-03-01
 
ス,211060,株式会社スミノエ
〒550-0013,⼤阪府⼤阪市⻄区新町２丁⽬４番２号
2025-04-15
https://suminoe.jp/
 
ス,113667,住江織物株式会社
〒542-8504,⼤阪市中央区南船場３−１１−２０
2023-12-16
http://www.suminoe.jp/
 



ス,213898,株式会社住之江⼯芸
〒587-0042,⼤阪府堺市美原区⽊材通４丁⽬５番１３号
2024-11-17
https://www.suminoekogei.co.jp/
 
ス,128355,株式会社スミハツ
〒309-1297,茨城県桜川市⾼森１１５８
2025-10-22
https://www.sumihatsu.com/
 
ス,124651,住販株式会社
〒105-0003,東京都港区⻄新橋１−１７−５
2025-12-03
 
ス,221504,炭平コーポレーション株式会社
〒381-0025,⻑野県⻑野市⼤字北⻑池１６６７番地
2025-04-01
https://www.sumihei.co.jp/
 
ス,228042,住ベシート防⽔株式会社
〒140-0002,東京都品川区東品川２ー５ー８
2024-05-17
http://www.sunloid-dn.jp
 
ス,101346,住ベリサーチ株式会社
〒321-3231,栃⽊県宇都宮市清原⼯業団地２０−７ 住友ベークライト（株）宇都宮事業所内
2024-05-15
https://www.sb-r.co.jp
 
ス,219603,有限会社スミ防⼯業
〒700-0964,岡⼭県岡⼭市北区中仙道⼀丁⽬１０番１８号
2024-04-20
 
ス,505736,株式会社住本鉄⼯所
〒671-1125,兵庫県姫路市広畑区⻑町１−６３
2025-08-05
https://sumimoto-tekkou.co.jp
 
ス,230958,株式会社すみや電器
〒420-0018,静岡県静岡市葵区⼟太夫町１０番地
2025-10-04
https://www.sumiya-d.co.jp/
 
ス,100708,株式会社スミヨシ
〒538-0043,⼤阪市鶴⾒区今津南４−８−１０
2026-04-20
http://rs-sumiyoshi.co.jp/
 
ス,221780,住吉運輸株式会社
〒752-0927,⼭⼝県下関市⻑府扇町１番２３号
2025-07-01
https://unyu.smgp.co.jp/
 
ス,125794,スミヨシ化成株式会社
〒349-0204,埼⽟県⽩岡市篠津７７９−６



2023-09-15
http://www.sumiyoshi-kasei.co.jp
 
ス,123015,住吉⾦属株式会社
〒558-0055,⼤阪市住吉区万代東３−４−２４
2024-11-10
http://www.sumitec-j.com/
 
ス,218560,株式会社住吉技研
〒546-0031,⼤阪府⼤阪市東住吉区⽥辺⼀丁⽬１４番７号
2023-10-27
https://www.sumiyoshi-g.co.jp/
 
ス,219564,有限会社住吉空調設備
〒559-0011,⼤阪府⼤阪市住之江区北加賀屋１丁⽬１２番２９号
2024-04-13
 
ス,220047,住吉⼯業株式会社
〒931-8325,富⼭県富⼭市城川原三丁⽬５番５１号
2025-02-01
 
ス,220726,住吉興業株式会社
〒136-0075,東京都江東区新砂⼀丁⽬６番３５号
2025-02-21
http://www.sumiyoshi-ltd.jp
 
ス,221647,住吉⼯業株式会社
〒752-0927,⼭⼝県下関市⻑府扇町１番２３号
2025-05-01
https://kogyo.smgp.co.jp/
 
ス,218905,住理⼯商事株式会社
〒460-0002,愛知県名古屋市中区丸の内三丁⽬１７番１３号
2024-01-12
https://www.corp.sumiriko.co.jp/
 
ス,102829,株式会社住理⼯ファインエラストマー
〒362-0044,埼⽟県上尾市⼤⾕本郷２５５
2025-10-11
http://www.fe.sumiriko.co.jp/
 
ス,105567,株式会社スミロン
〒543-0021,⼤阪府⼤阪市天王寺区東⾼津町１１−９
2025-05-23
https://www.sumiron.com
 
ス,214319,株式会社洲本⼯務店
〒567-0802,⼤阪府茨⽊市総持寺駅前町１５番２８号
2025-08-09
http://www.sumoto-komuten.com
 
ス,231260,スリーイーテック株式会社
〒544-0033,⼤阪府⼤阪市⽣野区勝⼭北⼆丁⽬１番１１号
2025-11-08
https://3etec.co.jp



 
ス,103842,株式会社スリーエイ・システム
〒870-0003,⼤分県⼤分市⽣⽯４−１−２０ ⼤鉱ビル
2024-05-18
https://www.aaa-system.co.jp/
 
ス,214704,株式会社スリーエイトエンジニアリング
〒984-0814,宮城県仙台市若林区南染師町１９ー５
2026-05-01
 
ス,106413,株式会社スリーエス
〒060-0906,札幌市東区北六条東４−１−７ ｄｅＡＵＮＥさっぽろ１３階
2024-11-17
 
ス,212682,株式会社スリーエス
〒410-0822,静岡県沼津市下⾹貫塚⽥２２３３ー１
2025-06-12
_
 
ス,231637,スリー・エス株式会社
〒116-0011,東京都荒川区⻄尾久七丁⽬２３番３号
2026-02-07
 
ス,231491,有限会社スリーエスエンジニアリング
〒607-8142,京都府京都市⼭科区東野中井ノ上町１番地２８
2025-12-27
 
ス,127923,スリーエスシステム株式会社
〒949-8522,新潟県⼗⽇町市伊達甲９６０−１
2025-06-15
http://www.sss-system.co.jp
 
ス,127774,株式会社スリーエンジニアリング
〒379-2311,群⾺県みどり市笠懸町阿左美４７７−５
2025-03-05
http://www.gm-sec.co.jp/
 
ス,113472,株式会社スリーサプライ
〒333-0844,埼⽟県川⼝市上⻘⽊１−４−１３
2023-07-14
http://www.threesupply.co.jp/
 
ス,101198,有限会社スリー精⼯
〒392-0131,⻑野県諏訪市⼤字湖南字池⽥６３６４−１
2024-03-19
 
ス,226706,株式会社スリーティー
〒171-0043,東京都豊島区要町１丁⽬４番１１号サダシン要町ビル７０１号
2026-05-01
 
ス,220404,株式会社スリーナイン
〒212-0053,神奈川県川崎市幸区下平間１１１ー１７ナルカワビル２階
2024-11-01
https://three-nine.jp/
 



ス,125761,株式会社スリーハイ
〒224-0023,神奈川県横浜市都筑区東⼭⽥４−４２−１６
2023-09-02
http://www.threehigh.co.jp/
 
ス,113983,株式会社スリーボンド
〒192-0398,東京都⼋王⼦市南⼤沢４−３−３
2024-10-19
http://www.threebond.co.jp
 
ス,225611,スリーボンドユニコム株式会社
〒141-0021,東京都品川区上⼤崎三丁⽬１番１号ＪＲ東急⽬黒ビル９階
2025-07-01
https://www.threebond-uc.co.jp/
 
ス,120995,スリオジャパン株式会社
〒210-0005,神奈川県川崎市川崎区東⽥町８ パレール三井ビルディング１５階
2024-03-13
http://www.souriau.co.jp/
 
ス,215975,株式会社スルガ検査
〒410-0875,静岡県沼津市今沢４２０ー１３
2025-01-29
https://www.suruga-k.jp/
 
ス,214979,株式会社駿河建設
〒274-0067,千葉県船橋市⼤⽳南１ー１５ー６
2023-09-05
 
ス,223600,駿河⼯業株式会社
〒422-8044,静岡県静岡市駿河区⻄脇６６１ー１
2024-10-01
http://www.surugakogyo.jp
 
ス,123485,駿河精機株式会社
〒424-8566,静岡県静岡市清⽔区七ツ新屋５０５
2026-04-19
https://jpn.surugaseiki.com/
 
ス,218614,スルガフロント株式会社
〒422-8004,静岡県静岡市駿河区国吉⽥１丁⽬６番３０号
2023-11-10
 
ス,127826,駿河マシンサービス株式会社
〒417-0001,静岡県富⼠市今泉字花の⽊６４９−２
2025-03-19
http://www.marusun-g.co.jp
 
ス,122668,株式会社諏訪機械製作所
〒394-0043,⻑野県岡⾕市御倉町８−５
2024-10-20
http://www.suwakikai.co.jp/
 
ス,127919,株式会社スワコー
〒394-0048,⻑野県岡⾕市川岸上３−３−１７



2025-06-11
http://www.swacoo.co.jp
 
ス,104607,株式会社諏訪三社電機
〒391-0213,⻑野県茅野市豊平５３３５
2025-12-02
https://www.suwa.sansha.co.jp
 
ス,122842,株式会社諏訪商会
〒196-0021,東京都昭島市武蔵野３−９−６
2024-11-26
 
ス,103853,諏訪精密株式会社
〒403-0005,⼭梨県富⼠吉⽥市上吉⽥５４１７
2024-05-25
 
ス,217403,スワン商事株式会社
〒919-0516,福井県坂井市坂井町福島１０−１
2025-12-17
https://www.swan-group.co.jp
 
ズ,230953,株式会社ズーム
〒247-0061,神奈川県鎌倉市台⼀丁⽬６番９号
2025-10-04
http://zoom-coltd.com
 
ズ,123281,株式会社瑞⼯
〒490-1214,愛知県あま市北苅⼆反⽥１１２
2025-11-12
http://www.zuikou1968.co.jp
 
ズ,220871,株式会社瑞光
〒520-0066,滋賀県⼤津市茶⼾町１３番９号
2025-03-15
https://www.zuiko.co.jp/
 
ズ,211642,有限会社瑞泉⼯業
〒663-8011,兵庫県⻄宮市樋ノ⼝町２丁⽬６ー１７
2026-05-19
 
ズ,113404,瑞菱電機株式会社
〒461-0040,名古屋市東区⽮⽥４−２１−４６
2023-07-22
http://www.zuiryo.co.jp/
 
ズ,503145,株式会社図研
〒224-8585,神奈川県横浜市都筑区荏⽥東⼆丁⽬２５番１号
2024-07-05
https://www.zuken.co.jp
 
ズ,124539,図研アルファテック株式会社
〒532-0011,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島２−１４−６ 新⼤阪第２ドイビル５Ｆ
2025-10-07
https://www.alfatech.jp/
 



ズ,125235,図研エルミック株式会社
〒222-8505,神奈川県横浜市港北区新横浜３−１−１
2026-02-18
https://www.elwsc.co.jp/
 
ズ,503389,図研ネットウエイブ株式会社
〒222-8505,神奈川県横浜市港北区新横浜３−１−１
2025-03-29
http://www.znw.co.jp
 
ズ,223487,株式会社図⼯社
〒212-0016,神奈川県川崎市幸区南幸町２丁⽬１０番地４
2024-08-01
 
ズ,212386,逗⼦電設株式会社
〒221-0865,神奈川県横浜市神奈川区⽚倉２ー３ー８
2024-11-21
http://www.zushi-tec.com
 
セ,120718,株式会社セーコウ
〒213-0031,川崎市⾼津区宇奈根７７７
2023-12-17
http://www.seikocoltd.co.jp
 
セ,101529,株式会社セーコン
〒230-0062,神奈川県横浜市鶴⾒区豊岡町１４−２４
2024-07-26
http://www.sekon.jp
 
セ,215213,有限会社セーフティ
〒870-0130,⼤分県⼤分市横尾東町３丁⽬１１番１４号
2024-02-13
 
セ,104227,株式会社セールスフォース・ジャパン
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内１−１−３ ⽇本⽣命丸の内ガーデンタワー（Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ Ｔｏｗｅｒ）
2024-12-28
 
セ,126881,セーレンＫＳＴ株式会社
〒918-8135,福井県福井市下六条町１３−２３
2024-05-29
 
セ,212463,株式会社セイア
〒107-0052,東京都港区⾚坂３丁⽬１番２号ＢＩＺＣＯＲＥ⾚坂⾒附１０Ｆ
2025-02-06
http://www.seia.co.jp/
 
セ,226203,⻄安建設株式会社
〒793-0005,愛媛県⻄条市船屋⼄２７番地８５
2025-11-01
http://www.seian-k.com/
 
セ,212115,有限会社清運社
〒442-0012,愛知県豊川市新豊町２丁⽬１３４の２
2024-04-04
 



セ,213972,株式会社成栄
〒470-1131,愛知県豊明市⼆村台⼀丁⽬２４ー２
2025-01-19
 
セ,504132,盛永株式会社
〒540-0037,⼤阪府⼤阪市中央区内平野町１−３−１２ａｊディナスティ⼤⼿前ビル８０１号
2024-10-30
 
セ,106766,株式会社精栄技研⼯業
〒270-0156,千葉県流⼭市⻄平井１０２３
2025-09-09
 
セ,215600,株式会社誠榮技巧
〒811-2132,福岡県糟屋郡宇美町原⽥３丁⽬３２番１０号
2024-09-25
 
セ,210537,有限会社⻄栄⼯業
〒661-0002,兵庫県尼崎市塚⼝町４丁⽬２６−７市隆ハイツ塚⼝
2024-09-11
 
セ,217814,株式会社成英⼯業
〒625-0024,京都府舞鶴市⽥中町３４ー９
2026-06-23
 
セ,230926,有限会社セイエイ⼯業
〒437-1611,静岡県御前崎市新野１９５０番地の５
2025-09-27
 
セ,231767,⻄遠建設株式会社
〒430-0824,静岡県浜松市南区富屋町１５３番地
2026-03-14
https://www.seien-co.jp/
 
セ,216951,⻄旺電設株式会社
〒144-0054,東京都⼤⽥区新蒲⽥１丁⽬８番３号
2025-07-30
https://www.seioudensetu.com/
 
セ,128929,株式会社セイオン
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥５−２−４
2026-04-18
https://www.seion.jp
 
セ,213890,株式会社⻘海建設
〒037-0301,⻘森県北津軽郡中泊町⼤字今泉字布引１０１番地１
2024-11-10
 
セ,503570,⻄華産業株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内３−３−１ （新東京ビル３Ｆ）
2024-03-07
http://www.seika.com/
 
セ,103417,⻄華デジタルイメージ株式会社
〒107-0052,東京都港区⾚坂４−９−６
2023-09-19



http://www.seika-di.com/
 
セ,125944,有限会社勢関堂印刷所
〒105-0004,東京都港区新橋５−８−６
2023-10-25
 
セ,106519,株式会社セイキ
〒937-0015,富⼭県⿂津市東⼭１６７−１
2025-01-17
https://www.seiki-toyama.co.jp/
 
セ,113586,⽣機化学株式会社
〒381-0004,⻑野市⼤町字浅川原１０５３−１４
2023-08-26
http://seikikagaku.web.fc2.com
 
セ,216222,世紀技研株式会社
〒981-3103,宮城県仙台市泉区⼭の寺⼆丁⽬２６番３０号
2025-03-26
http://www17.plala.or.jp/seiki-g/
 
セ,213496,有限会社聖輝建設
〒792-0851,愛媛県新居浜市観⾳原町甲６番地３
2023-11-11
 
セ,100925,セイキ⼯業株式会社
〒359-0021,埼⽟県所沢市東所沢５−１０−１
2023-11-11
http://www.seiki.gr.jp
 
セ,128976,世紀⼯業株式会社
〒360-0023,埼⽟県熊⾕市佐⾕⽥１２４５−２
2026-06-02
 
セ,231902,成紀⼯業株式会社
〒124-0003,東京都葛飾区お花茶屋三丁⽬５番４号
2026-04-18
 
セ,102351,株式会社精器商会
〒468-0065,愛知県名古屋市天⽩区中砂町２０２
2025-02-22
https://www.seiki-shokai.co.jp/
 
セ,104567,株式会社セイキ製作所
〒194-0023,東京都町⽥市旭町３−２０−６
2025-10-12
http://www.seiki-ss.co.jp/
 
セ,227117,世紀東急⼯業株式会社
〒105-8509,東京都港区芝公園２ー９ー３
2023-10-01
http://www.seikitokyu.co.jp
 
セ,120979,セイキ販売株式会社
〒176-0014,東京都練⾺区豊⽟南３−２１−１６



2024-03-10
http://www.seiki.gr.jp/
 
セ,218392,株式会社セイキョウ
〒319-1221,茨城県⽇⽴市⼤みか町３ー５ー５
2023-09-15
https://www.seikyo.co.jp
 
セ,215041,⻘協建設株式会社
〒501-3936,岐⾩県関市倉知３２０４番地の４
2023-10-10
http://www.seikyo-seki.jp
 
セ,127452,セイキョク住設株式会社
〒571-0017,⼤阪府⾨真市四宮６−６−４１
2024-10-10
http://www.seikyoku.co.jp/
 
セ,120340,制御機材株式会社
〒163-0528,東京都新宿区⻄新宿１−２６−２ 新宿野村ビル２８階
2023-08-28
http://www.seigyo-kizai.jp
 
セ,218995,有限会社誠啓
〒103-0008,東京都中央区⽇本橋中洲１１番１４−６０１号
2024-01-26
http://www.seikei-sr.com/
 
セ,221105,株式会社清家⽯材⼯業
〒800-0115,福岡県北九州市⾨司区新⾨司１丁⽬１４ー６
2025-02-01
 
セ,230115,清家鉄⼯株式会社
〒578-0924,⼤阪府東⼤阪市吉⽥四丁⽬３番２７号
2025-05-24
http://www.t-seike.co.jp/
 
セ,102387,株式会社精研
〒144-0035,東京都⼤⽥区南蒲⽥２−１６−２ テクノポート三井⽣命ビル１０Ｆ
2025-02-28
http://www.seiken.co.jp
 
セ,211203,清建株式会社
〒116-0013,東京都荒川区⻄⽇暮⾥５丁⽬３１番１号
2025-06-11
https://www.seiken-ltd.com/
 
セ,213520,株式会社精研
〒542-0081,⼤阪府⼤阪市中央区南船場２丁⽬１番３号
2025-04-01
https://www.seikenn.co.jp/
 
セ,223513,株式会社セイケン
〒595-0025,⼤阪府泉⼤津市旭町１８ー１ー１００５
2024-08-01



 
セ,101937,精研硝⼦株式会社
〒136-0074,東京都江東区東砂３−１６−２９
2024-11-21
http://www.seiken-glass.co.jp
 
セ,217206,株式会社成建⼯業
〒879-7108,⼤分県豊後⼤野市三重町浅瀬⼄黒４０１番地
2025-10-08
http://www.seikenk.com
 
セ,218864,正建社 ⼩澤正（その他）
〒400-0122,⼭梨県甲斐市境２０８９
2024-01-05
 
セ,123546,株式会社セイコー
〒120-0037,東京都⾜⽴区千住河原町
2026-04-18
http://www.seikoo.com/
 
セ,103930,セイコーインスツル株式会社
〒261-8507,千葉県千葉市美浜区中瀬１−８
2024-05-20
http://www.sii.co.jp
 
セ,106866,株式会社セイコーインターナショナル
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿７−１７−１４ 源ビル５階
2026-01-27
https://www.seiko-intl.com/
 
セ,126176,セイコーＮＰＣ株式会社
〒110-0016,東京都台東区台東２−９−４ 明治安⽥⽣命秋葉原昭和通りビル６Ｆ
2026-03-08
https://www.npc.co.jp
 
セ,103630,セイコーエプソン株式会社
〒395-8502,⻑野県諏訪市⼤和３−３−５
2023-12-10
https://www.epson.jp/
 
セ,219521,セイコー化⼯機株式会社
〒674-0093,兵庫県明⽯市⼆⾒町南⼆⾒１５番地３
2024-03-30
https://seikow.co.jp/
 
セ,219810,株式会社セイコー空調
〒327-0042,栃⽊県佐野市上⽻⽥町１９０番地３
2024-06-01
 
セ,213558,有限会社セイコー産業
〒179-0073,東京都練⾺区⽥柄２−４８−６
2024-01-20
 
セ,218765,セイコー産業東京株式会社
〒124-0023,東京都葛飾区東新⼩岩３ー１４ー４



2023-12-15
 
セ,504235,セイコーソリューションズ株式会社
〒261-8507,千葉県千葉市美浜区中瀬１丁⽬８番地
2025-04-04
http://www.seiko-sol.co.jp
 
セ,104848,セイコータイムシステム株式会社
〒135-8610,東京都江東区福住２−４−３
2023-07-05
 
セ,126267,株式会社セイコー電機製作所
〒669-4321,兵庫県丹波市市島町上垣１０６２
2023-11-24
http://www.seikojapan.co.jp
 
セ,216549,株式会社セイコーユーデン
〒820-0071,福岡県飯塚市忠隈５１４番地
2025-06-04
http://www.yuden.seiko-e-g.co.jp/
 
セ,504198,株式会社セイコーレジン
〒370-0126,群⾺県伊勢崎市境下武⼠６６１番地
2025-01-25
http://www.seiko-jpn.com
 
セ,103211,株式会社セイコウ
〒221-0844,神奈川県横浜市神奈川区沢渡１−２ 菱興新⾼島台ビル５階
2023-06-16
http://www.seikou.jp/
 
セ,113878,正晃株式会社
〒813-0062,福岡市東区松島３−３４−３３
2024-08-09
http://www.seikonet.co.jp/
 
セ,120458,株式会社晴恒
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥２−１０−２
2023-10-01
http://www.hi-seiko.co.jp
 
セ,123577,株式会社誠⼯
〒442-0066,愛知県豊川市⾦屋元町２−５６
2025-04-03
http://www.seikodesk.com/
 
セ,124544,株式会社⻄鋼
〒530-0005,⼤阪市北区中之島２−２−７ 中之島セントラルタワー
2022-10-13
http://www.sus-seikoh.co.jp
 
セ,220393,株式会社⻘⼯
〒060-0033,北海道札幌市中央区北３条東７丁⽬３４２番
2024-10-26
https://www.seikoh.jp



 
セ,220683,有限会社誠孝
〒179-0081,東京都練⾺区北町⼋丁⽬３７番８号ベルソーナ北町３０３号
2025-02-07
 
セ,231074,靜甲株式会社
〒424-0809,静岡県静岡市清⽔区天神⼆丁⽬８番１号
2025-10-18
https://www.seiko-co.com/
 
セ,106299,正興ＩＴソリューション株式会社
〒812-0008,福岡市博多区東光２−７−２５
2024-08-04
https://www.seiko-itsolution.co.jp/
 
セ,211930,星晃植⽊株式会社
〒154-0023,東京都世⽥⾕区若林３ー３３ー１６
2023-12-05
 
セ,229962,株式会社⽣光園
〒299-0245,千葉県袖ケ浦市蔵波台六丁⽬５番地１０
2023-09-24
http://www.seikouen-garden.co.jp
 
セ,103674,株式会社清弘エンジニアリング
〒601-8177,京都府京都市南区上⿃⽻⾺廻４８−１
2024-03-02
 
セ,229366,株式会社清光園緑地
〒181-0013,東京都三鷹市下連雀九丁⽬１１番１２号
2025-11-07
 
セ,122764,精⼯化学株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥２−３−６
2024-11-13
http://www.seiko-chem.co.jp
 
セ,127619,株式会社精⼯技研
〒270-2214,千葉県松⼾市松⾶台２９６−１
2024-12-18
https://www.seikoh-giken.co.jp
 
セ,216944,株式会社靖幸建設
〒462-0007,愛知県名古屋市北区如意４丁⽬１３番地
2025-07-23
 
セ,220449,有限会社成光建設
〒780-0065,⾼知県⾼知市塩⽥町１４番２４号
2024-11-16
 
セ,125855,星光⼯業株式会社
〒302-0038,茨城県取⼿市下⾼井１２５７−２
2023-10-03
http://www.seikoukogyo.jp/
 



セ,231019,株式会社成幸⼯業
〒289-0348,千葉県⾹取市織幡２５７番地６
2025-10-11
 
セ,106714,株式会社⽣光⼯業所
〒675-0164,兵庫県加古郡播磨町東新島７
2025-07-04
 
セ,113973,株式会社正興サービス＆エンジニアリング
〒812-0008,福岡市博多区東光２−７−２５
2024-10-19
http://www.seiko-se.co.jp
 
セ,217901,清光産業（その他）
〒753-0076,⼭⼝県⼭⼝市泉都町１０−２６
2023-07-07
 
セ,220471,清光産業株式会社
〒743-0013,⼭⼝県光市中央６−６−９
2024-11-22
https://www.sei-ko-h.com
 
セ,226202,誠宏産業株式会社
〒111-0051,東京都台東区蔵前３ー１ー９
2025-11-01
http://www.seikoh-sangyo.co.jp
 
セ,103465,株式会社誠⼯社
〒668-0831,兵庫県豊岡市神美台１５７−３５
2024-08-16
http://www.sksd.co.jp
 
セ,123541,株式会社清光社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町１−１２−３
2026-01-18
http://www.sks-seikousha.co.jp
 
セ,217297,株式会社清光社
〒421-3104,静岡県静岡市清⽔区由⽐北⽥４３−３
2022-11-12
 
セ,231820,株式会社清光社
〒231-0023,神奈川県横浜市中区⼭下町１番地シルクセンター内
2026-03-28
http://www.sks-seikosha.co.jp/
 
セ,129783,有限会社盛功社印刷
〒514-0031,三重県津市北丸之内７７
2025-01-29
 
セ,505265,株式会社精⼯社製作所
〒105-0004,東京都港区新橋三丁⽬１５番８号
2025-07-31
http://www.seikosha-mfg.co.jp
 



セ,505771,株式会社星光商会
〒107-0052,東京都港区⾚坂３丁⽬２１番２０号 ⾚坂ロングビーチビル３階
2026-01-06
https://seikoshokai.co.jp/
 
セ,106244,星光商事株式会社
〒579-8013,⼤阪府東⼤阪市⻄⽯切町７−２−２２
2024-06-23
http://www.seikoshoji.com
 
セ,220679,成好設備⼯業株式会社
〒708-0004,岡⼭県津⼭市⼭北６２１番地の１７
2025-02-07
 
セ,217896,株式会社誠⼯創建
〒950-1144,新潟県新潟市江南区祖⽗興野２２５番地４
2026-07-07
 
セ,222830,株式会社静與タイル商会
〒422-8045,静岡県静岡市駿河区⻄島１３６ー２
2024-03-01
 
セ,222745,清興電気株式会社
〒530-0038,⼤阪府⼤阪市北区紅梅町３ー２１
2024-03-01
 
セ,500118,盛興電機株式会社
〒146-0081,東京都⼤⽥区仲池上２丁⽬２８番３号
2023-10-07
 
セ,231255,静光電機⼯業株式会社
〒417-0826,静岡県富⼠市中⾥字⽔⾨前２６２６番地の２３
2025-11-08
https://www.sd-inc.co.jp/
 
セ,128337,株式会社正興電機製作所
〒812-0008,福岡市博多区東光２−７−２５
2025-10-05
http://www.seiko-denki.co.jp
 
セ,100503,有限会社静甲電⼦
〒412-0042,静岡県御殿場市萩原１５４９−１３
2025-12-17
 
セ,210512,成幸利根株式会社
〒103-0012,東京都中央区⽇本橋堀留町１丁⽬２番１０号
2024-09-02
http://seikotone.co.jp
 
セ,104821,清光堂印刷株式会社
〒211-0004,神奈川県川崎市中原区新丸⼦東２−８８２
2026-06-15
 
セ,126406,星光ＰＭＣ株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町３−３−６ ワカ末ビル８Ｆ



2023-12-21
http://www.seikopmc.co.jp
 
セ,223965,精宏リース株式会社
〒552-0007,⼤阪府⼤阪市港区弁天５丁⽬８番２０号
2024-12-01
http://seikou-lease.com/
 
セ,105269,精⼯理化医療電機株式会社
〒544-0025,⼤阪市⽣野区⽣野東１−１２−１８
2024-10-12
http://seikorika.com/
 
セ,125202,株式会社清虎堂
〒435-0053,静岡県浜松市東区上新屋町１５１
2026-02-10
 
セ,113515,株式会社製作所 穂積
〒340-0813,埼⽟県⼋潮市⽊曽根１２２５−１
2024-03-03
http://www.sshozumi.co.jp/
 
セ,227031,誠⼭⽯材⼯業株式会社
〒761-0450,⾹川県⾼松市三⾕町２７１番地４
2023-09-01
 
セ,129871,セイザンテクニカルソリューションズ株式会社
〒005-0842,北海道札幌市南区⽯⼭２条７−１−４８
2025-03-30
http://www.stec-ssc.biz/
 
セ,223382,誠之エンジニアリング株式会社
〒171-0014,東京都豊島区池袋２ー５４ー３
2024-07-01
 
セ,113040,株式会社星秀社
〒323-0042,栃⽊県⼩⼭市外城９０−６
2023-04-19
http://www.seisyusya.com/
 
セ,212528,株式会社セイショウ
〒205-0013,東京都⽻村市富⼠⾒平２丁⽬８番地３
2025-03-13
http://kk-seisho.co.jp/
 
セ,218657,株式会社静勝
〒412-0007,静岡県御殿場市永塚８０３−１
2023-11-24
 
セ,223372,誠勝建設株式会社
〒245-0003,神奈川県横浜市泉区岡津町２６９０番地３
2024-07-01
 
セ,215706,⻄湘⼯業有限会社
〒258-0019,神奈川県⾜柄上郡⼤井町⾦⼦１１０１ー１１



2024-10-30
 
セ,218262,株式会社⻄湘ペーブメント
〒250-0874,神奈川県⼩⽥原市鴨宮６２２−１剣持ビル４階
2023-08-25
https://www.seisho-p.co.jp/
 
セ,219072,株式会社セイシン
〒530-0015,⼤阪府⼤阪市北区中崎⻄１−８−２４−６０５
2024-02-09
 
セ,231112,株式会社⻘眞
〒020-0634,岩⼿県滝沢市室⼩路６６４番地２アーバンライフ室⼩路Ｂ３０３号
2025-10-18
 
セ,504579,株式会社星進エンジニアリング
〒244-0805,神奈川県横浜市⼾塚区川上町９１−１ ＢＥＬＩＳＴＡタワー東⼾塚７０３
2025-07-15
http://www.seishin-eng.co.jp/
 
セ,218203,清伸建設株式会社
〒254-0821,神奈川県平塚市黒部丘五丁⽬３３番地パレス平塚１０６
2023-08-11
 
セ,127834,有限会社セイシンコーポレーション
〒183-0016,東京都府中市⼋幡町３−３−４
2025-03-22
 
セ,221492,株式会社清進⼯業
〒819-0165,福岡県福岡市⻄区今津５４１３番地の１２
2025-04-01
http://seishin-tekkin.co.jp/
 
セ,229995,清進⼯業有限会社
〒761-8058,⾹川県⾼松市勅使町４１０ー１
2023-10-14
 
セ,231093,株式会社誠⼼⼯事
〒250-0862,神奈川県⼩⽥原市成⽥３９２番地５
2025-10-18
 
セ,122696,⻄進商事株式会社
〒650-0047,兵庫県神⼾市中央区港島南町１−４−４
2024-10-24
http://www.seishin-syoji.co.jp
 
セ,231111,株式会社誠信電機商会
〒461-0005,愛知県名古屋市東区東桜⼆丁⽬１１番９号
2025-10-18
 
セ,212501,株式会社誠進電業社
〒251-0043,神奈川県藤沢市辻堂元町５丁⽬１６番２９号
2025-02-27
http://www.seisin-d.co.jp
 



セ,217783,清進電設株式会社
〒221-0855,神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢⻄町１１番１８号
2023-06-09
 
セ,224999,静清塗料株式会社
〒422-8009,静岡県静岡市駿河区弥⽣町２番５８号
2022-04-01
http://www.seishintoryo.co.jp
 
セ,231557,株式会社成純
〒807-0843,福岡県北九州市⼋幡⻄区三ケ森三丁⽬１０番３号−１０２
2026-01-17
 
セ,106736,セイジョウ株式会社
〒522-0201,滋賀県彦根市⾼宮町１３９２−５
2025-07-15
http://seijoh.co.jp
 
セ,230991,有限会社晟上⼯業
〒721-0963,広島県福⼭市南⼿城町四丁⽬１４番３１号
2025-10-04
https://seijokogyo.com
 
セ,220758,有限会社セイスイ
〒838-0106,福岡県⼩郡市三沢４５８０番地１
2025-03-01
 
セ,231441,清⽔建設株式会社
〒709-0631,岡⼭県岡⼭市東区東平島１２１８番地１
2025-12-13
 
セ,213624,株式会社ＳＥＩ’Ｓ
〒059-1272,北海道苫⼩牧市のぞみ町３丁⽬８番９号
2024-03-10
http://seis2011.co.jp/
 
セ,125995,株式会社⽣⽣製作所
〒245-0051,横浜市⼾塚区名瀬町５０７
2023-11-07
http://www.seisei.co.jp/
 
セ,105947,株式会社セイタ
〒701-0165,岡⼭県岡⼭市北区⼤内⽥１２５３
2023-06-18
 
セ,122611,株式会社精⽥建鉄
〒930-0834,富⼭県富⼭市問屋町３−３−２
2024-10-10
http://www.seida.jp/
 
セ,113830,セイテック株式会社
〒709-0732,岡⼭県⾚磐市可真下５８０
2024-06-07
http://www.seitec.biz/
 



セ,231308,株式会社セイテック
〒242-0007,神奈川県⼤和市中央林間四丁⽬２５番７号
2025-11-21
http://www.sei-tec.jp
 
セ,120498,株式会社セイデン
〒370-0017,群⾺県⾼崎市⻄島町宮内５５−３
2023-10-10
http://www.seiden-inc.co.jp
 
セ,231807,株式会社星電
〒760-0080,⾹川県⾼松市⽊太町２０８２番地８
2026-03-20
http://www.n-seiden.co.jp/
 
セ,212457,成電⼯株式会社
〒157-0067,東京都世⽥⾕区喜多⾒８ー１２ー９
2025-02-06
http://www.seidenko.co.jp/
 
セ,230788,有限会社制電⼯業
〒699-0816,島根県出雲市湖陵町⼤池１２３３番地１
2025-08-30
 
セ,113933,⻄電興産株式会社
〒811-3102,福岡県古賀市駅東３−３−１
2024-10-16
http://www.seiden-kousan.co.jp
 
セ,102162,精電舎株式会社
〒519-2164,三重県多気郡多気町森荘５７１−１
2025-01-21
 
セ,123590,株式会社整電社
〒210-0854,川崎市川崎区浅野町６−１２
2024-12-13
http://www.seidenshatr.co.jp/
 
セ,123594,株式会社成電社
〒370-0006,群⾺県⾼崎市問屋町２−４−３
2025-09-13
http://www.sdnsha.co.jp/
 
セ,212739,株式会社晴電舎
〒446-0052,愛知県安城市福釜町鴻ノ巣２番地３
2025-07-10
https://seiden-anjo.com/
 
セ,217089,株式会社⻘電社
〒463-0066,愛知県名古屋市守⼭区町南３番１号
2025-09-10
https://www.seidensya.biz
 
セ,230225,株式会社晴電社
〒146-0082,東京都⼤⽥区池上五丁⽬２１番２号



2025-06-14
http://kkseidensha.co.jp
 
セ,113589,精電舎電⼦⼯業株式会社
〒116-0013,東京都荒川区⻄⽇暮⾥２−２−１７
2026-04-08
https://www.sedeco.co.jp/
 
セ,113572,セイデン テクノ株式会社
〒952-0302,新潟県佐渡市⽵⽥３６５−２
2024-08-19
http://www.seidentechno.co.jp/
 
セ,230681,株式会社セイデンテクノ
〒620-0940,京都府福知⼭市駅南町三丁⽬９９番地
2025-08-09
 
セ,102354,株式会社セイトー社
〒422-8034,静岡県静岡市駿河区下島１８２−１
2025-02-22
https://saytosha.co.jp/about/
 
セ,226257,株式会社清藤家具製作所
〒355-0342,埼⽟県⽐企郡ときがわ町⼤字⽟川４７６６番地の１
2025-12-01
 
セ,100397,正同化学⼯業株式会社
〒541-0041,⼤阪市中央区北浜２−１−２６
2025-10-15
http://www.seido-chem.co.jp/
 
セ,503500,株式会社セイノー情報サービス
〒503-8501,岐⾩県⼤垣市⽥⼝町⼀番地
2025-06-30
http://www.seino.co.jp/seino
 
セ,102261,株式会社精発
〒400-0047,⼭梨県甲府市徳⾏２−１６−５
2025-02-01
http://www.seihatsu.co.jp
 
セ,113541,精発ばね⼯業株式会社
〒144-0056,東京都⼤⽥区⻄六郷４−３３−５
2026-06-21
http://www.seihatsu.com
 
セ,113836,⻄播科学株式会社
〒671-1155,兵庫県姫路市広畑区⼤町３−６１
2024-07-25
http://www.seiban-k.com
 
セ,212664,株式会社セイビ堂
〒314-0022,茨城県⿅嶋市⻑栖１８７９番地２０７
2025-06-05
https://seibidou.jp/



 
セ,126575,株式会社誠武
〒252-1111,神奈川県綾瀬市上⼟棚北３−２９−２６
2024-02-13
http://www.se-bu.co.jp
 
セ,127691,株式会社セイブ
〒844-0027,佐賀県⻄松浦郡有⽥町南原甲７５３
2025-01-23
http://www.aritaseibu.co.jp/
 
セ,213761,株式会社セイブ
〒221-0052,神奈川県横浜市神奈川区栄町８ー１
2024-07-14
 
セ,220893,有限会社⻄部エンジニアリング
〒847-0031,佐賀県唐津市原１４７２番地１
2025-03-22
 
セ,123529,セイブ化成株式会社
〒550-0002,⼤阪市⻄区江⼾堀１−４−２３
2025-09-25
http://www.seibu-kasei.co.jp
 
セ,105787,⻄部環境調査株式会社
〒859-3153,⻑崎県佐世保市三川内新町２６−１
2022-12-10
http://www.serc.jp/
 
セ,123517,セイブ管⼯⼟⽊株式会社
〒861-1104,熊本県合志市御代志１５１６−２
2025-02-26
 
セ,113976,⻄部九州サービス⼯業株式会社
〒807-1262,北九州市⼋幡⻄区野⾯８５１−１
2024-10-13
 
セ,230983,株式会社⻄部技研
〒811-3134,福岡県古賀市⻘柳３１０８番地３
2025-10-04
https://seibu-giken.com/
 
セ,219490,株式会社⻄部技研ＤＲエンジニアリング
〒811-3134,福岡県古賀市⻘柳３０１８−３
2024-03-23
http://sdre.co.jp/
 
セ,122031,株式会社セイブクリーン
〒861-1104,熊本県合志市御代志１５３８−１
2025-02-26
https://savegr.co.jp
 
セ,215318,有限会社⻄部建設⼯業
〒020-0504,岩⼿県岩⼿郡雫⽯町中沼７０番地２
2024-03-20



 
セ,113509,株式会社⻄武コーポレーション
〒204-0003,転居先不明∕東京都清瀬市中⾥４−１１３８
2022-11-24
http://www.seibu-corp.co.jp
 
セ,212956,株式会社セイブ⼯営
〒179-0073,東京都練⾺区⽥柄５丁⽬２３番１０号
2025-12-11
 
セ,224120,株式会社⻄部広告社
〒761-8056,⾹川県⾼松市上天神町６６２ー６
2025-02-01
 
セ,216205,⻄部産業株式会社
〒857-0051,⻑崎県佐世保市浜⽥町１番１号
2025-03-26
http://www.seibu-sangyo.co.jp/
 
セ,228262,株式会社⻄部産⼯
〒755-0035,⼭⼝県宇部市⻄琴芝１丁⽬７番２２ー１０３号
2024-07-10
 
セ,218501,株式会社⻄部重機
〒396-0029,⻑野県伊那市横⼭９４９４−１
2023-10-13
 
セ,222445,⻄部スチール株式会社
〒353-0005,埼⽟県志⽊市幸町三丁⽬１６番７号
2023-12-01
http://www.seibustl.jp/
 
セ,228183,株式会社⻄部製作所
〒811-2108,福岡県粕屋郡宇美町ゆりが丘４丁⽬５−１
2024-06-21
http://www.seibuplant.com/
 
セ,214172,⻄部総合機⼯株式会社
〒815-0031,福岡県福岡市南区清⽔１丁⽬２４ー５
2025-05-10
 
セ,222867,⻄武造園株式会社
〒171-0022,東京都豊島区南池袋⼀丁⽬１６番１５号
2024-03-01
http://www.seibu-la.co.jp/
 
セ,106187,株式会社⻄部テクノサービス
〒745-0816,⼭⼝県周南市遠⽯３−９−８
2024-03-26
 
セ,225373,⻄部鉄⼯株式会社
〒791-8042,愛媛県松⼭市南吉⽥町２１９５番地
2025-06-01
https://seibutekkou.co.jp/
 



セ,113987,⻄部電機株式会社
〒811-3193,福岡県古賀市駅東３−３−１
2024-09-01
http://www.seibudenki.co.jp
 
セ,124150,⻄武電機株式会社
〒193-0941,東京都⼋王⼦市狭間町１４５８−７
2025-06-28
http://www.e-seibu.co.jp
 
セ,224157,⻄部電気建設株式会社
〒650-0013,兵庫県神⼾市中央区花隈町５番２１号
2025-02-01
http://www.seibu-d.com
 
セ,503512,⻄部電気⼯業株式会社
〒812-8565,福岡県福岡市博多区博多駅東３−７−１
2024-03-21
www.seibu-denki.co.jp
 
セ,103795,⻄武電⼦機器株式会社
〒170-0013,東京都豊島区東池袋２−６０−３ グレイスロータリービル９Ｆ
2025-06-22
http://www.sei-den.co.jp/
 
セ,220183,⻄部特機⼯業株式会社
〒812-0042,福岡県福岡市博多区豊１丁⽬８番２１号
2024-08-24
 
セ,216748,⻄武配電⼯事株式会社
〒198-0021,東京都⻘梅市今寺４丁⽬７番地１２
2025-06-25
 
セ,219338,株式会社⻄部保温
〒810-0053,福岡県福岡市中央区⿃飼１丁⽬２−７
2024-03-16
 
セ,226468,⻄部防災⼯業株式会社
〒812-0041,福岡県福岡市博多区吉塚４丁⽬１６−３
2026-03-01
https://www.seibu-bousai.co.jp
 
セ,103487,⻄武ポリマ化成株式会社
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋３−８−２
2023-10-23
http://www.seibu-p.co.jp
 
セ,216182,⻄部ポンプ機⼯株式会社
〒816-0912,福岡県⼤野城市御笠川⼆丁⽬１６番２号
2025-03-19
 
セ,105666,株式会社誠⽂社
〒010-1612,秋⽥市新屋豊町４−６４
2025-08-23
 



セ,123564,株式会社セイブンドー
〒211-0022,川崎市中原区苅宿４８−１６
2025-06-27
http://www.seibundoo.co.jp
 
セ,106437,有限会社誠⽂堂
〒144-0031,東京都⼤⽥区東蒲⽥２−２７−９
2024-12-07
http://www.tokyo-seibundo.co.jp
 
セ,123549,株式会社セイホー
〒193-0834,東京都⼋王⼦市東浅川町５３８−９
2025-09-28
http://www.seiho-jp.com/
 
セ,212689,有限会社清峰
〒339-0037,埼⽟県さいたま市岩槻区浮⾕１５６３
2025-06-20
 
セ,113978,世豊アドバンス⼯業株式会社
〒811-3124,福岡県古賀市薬王寺１７４３−１５
2024-10-27
 
セ,214705,成豊建設株式会社
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕１ー６ー４せいこうビル
2026-05-01
http://www.seihoh.jp/
 
セ,106098,正邦⼯業有限会社
〒123-0841,東京都⾜⽴区⻄新井７−９−１３
2023-12-01
 
セ,219358,⻄邦⼯業株式会社
〒179-0082,東京都練⾺区錦２−２３−５
2024-03-16
https://seiho.com/jp/
 
セ,123525,⻄邦産業株式会社
〒541-0043,⼤阪市中央区⾼麗橋４−５−１４
2024-12-18
http://www.seihosangyo.co.jp
 
セ,113596,セイホクパッケージ株式会社
〒270-0237,千葉県野⽥市中⾥３１０２−６
2023-08-26
https://www.seihoku-pk.co.jp
 
セ,210964,セイホ⼯業株式会社
〒550-0013,⼤阪府⼤阪市⻄区新町２丁⽬４番２号なにわ筋ＳＩＡビル１０階
2025-03-04
https://www.seiho-k.co.jp/
 
セ,104176,精密⼯業株式会社
〒559-0031,⼤阪市住之江区南港東３−２−３６
2024-11-19



http://www.seimitsu-kogyo.co.jp
 
セ,113957,株式会社精密電化⼯業所
〒196-0021,東京都昭島市武蔵野３−２−２７
2024-08-31
http://www.seimitudenka.co.jp/
 
セ,213510,株式会社清⾕商店
〒410-0873,静岡県沼津市⼤諏訪６８０ー３
2024-04-01
http://www.seiya-inc.co.jp
 
セ,212460,有限会社セイユウ
〒981-0952,宮城県仙台市⻘葉区中⼭６丁⽬１７番２５号
2025-02-06
 
セ,217405,株式会社⻄友
〒975-0061,福島県南相⾺市原町区⼤⽊⼾字松島３４５番地の３
2025-12-24
http://www.seiyu-since2001.com/index.html
 
セ,220831,株式会社⻄佑
〒359-0021,埼⽟県所沢市東所沢⼀丁⽬２７番地の７
2025-03-15
https://seiyuu-co.net
 
セ,210891,成友興業株式会社
〒197-0802,東京都あきる野市草花１１４１番地１
2025-02-09
http://www.seiyukogyo.co.jp
 
セ,224961,株式会社セイユウ⼯芸
〒232-0031,神奈川県横浜市南区永楽町１ー８ー１８
2025-04-01
 
セ,217569,株式会社成友設備
〒053-0053,北海道苫⼩牧市柳町１丁⽬５番３号
2026-02-10
 
セ,216409,⻄友プラント⼯業株式会社
〒541-0043,⼤阪府⼤阪市中央区⾼麗橋２丁⽬４番９号
2025-05-14
https://seiyu-plant.co.jp/
 
セ,215338,成洋エンジニアリング株式会社
〒733-0001,広島県広島市⻄区⼤芝１丁⽬１５−１７
2024-03-27
 
セ,129599,成洋産業株式会社
〒230-0031,神奈川県横浜市鶴⾒区平安町２−６−１３
2024-11-19
http://www.seiyo.com
 
セ,123589,株式会社成⽴
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥５−７−８



2025-11-15
http://www.seiritsu.co.jp
 
セ,218977,セイリツ⼯業株式会社
〒547-0006,⼤阪府⼤阪市平野区加美正覚寺４丁⽬７番４５号
2024-01-26
http://www.seiritsu-k.co.jp
 
セ,214969,株式会社⻄菱環境開発
〒851-2206,⻑崎県⻑崎市三京町２７５０番１
2023-09-05
 
セ,113532,⻄菱電機株式会社
〒530-0003,⼤阪市北区堂島２−４−２７ 新藤⽥ビル１５階
2024-07-14
http://www.seiryodenki.co.jp/
 
セ,102195,⻄菱電機エンジニアリング株式会社
〒664-0837,兵庫県伊丹市北河原１−２−７
2025-09-05
http://www.eng.seiryodenki.co.jp/
 
セ,227528,聖籠⼯業株式会社
〒957-0103,新潟県北蒲原郡聖籠町⼤字網代浜字磯⼭１６１１番地５６
2024-02-28
 
セ,123521,株式会社セイワ
〒110-0005,東京都台東区上野７−１４−２
2026-01-15
http://www.seiwa-tr.co.jp
 
セ,123662,株式会社セイワ
〒671-0224,兵庫県姫路市別所町佐⼟１２９１
2025-03-02
http://www.sd-seiwa.jp
 
セ,125168,株式会社成和
〒105-0003,東京都港区⻄新橋１−１４−９
2026-02-01
http://www.seiwa.asia/
 
セ,212088,株式会社⻘和
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町２ー３５ー１４
2024-03-15
http://www.seiwa-tokyo.jp
 
セ,213587,株式会社セイワ
〒806-0049,福岡県北九州市⼋幡⻄区⽳⽣４丁⽬６ー１０
2024-02-17
 
セ,215434,株式会社セイワ
〒367-0030,埼⽟県本庄市早稲⽥の杜５ー４ー１
2024-06-05
 
セ,220896,株式会社誠和



〒215-0002,神奈川県川崎市⿇⽣区多摩美⼆丁⽬２１番２号
2025-03-22
http://www.seiwaweb.jp/
 
セ,226670,株式会社セイワ
〒511-0842,三重県桑名市⼤字⽴⽥町２３４ー１
2026-05-01
 
セ,229770,株式会社成和
〒611-0041,京都府宇治市槇島町吹前５０
2023-06-13
 
セ,230110,株式会社誠和
〒500-8801,岐⾩県岐⾩市忠節町四丁⽬７３番地
2025-05-24
https://seiwa-gifu.com
 
セ,101982,株式会社セイワ・エフ・エス・ビー
〒319-1221,茨城県⽇⽴市⼤みか町４−２９−２５
2024-11-29
 
セ,219445,有限会社セイワエンジニア
〒819-0038,福岡県福岡市⻄区⼤字⽻根⼾１９３番地１の１
2024-03-23
 
セ,102214,誠和エンジニアリング株式会社
〒213-0022,神奈川県川崎市⾼津区千年１０３３
2025-01-24
http://www.seiwaeng.com/
 
セ,219954,成和温調株式会社
〒732-0802,広島県広島市南区⼤州３丁⽬３−１２
2024-06-29
 
セ,113547,株式会社清和⾦属製作所
〒885-0004,宮崎県都城市都北町７１７１
2024-12-26
http://www.seiwagrp.co.jp/
 
セ,216515,誠和技研株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿７丁⽬２０番２号
2025-05-28
http://seiwa.vc/
 
セ,220102,誠和技研株式会社
〒599-8245,⼤阪府堺市中区辻之１１８９番地１８４
2024-07-27
 
セ,228261,株式会社成和技建
〒578-0941,⼤阪府東⼤阪市岩⽥町４丁⽬１７ー１０
2024-07-10
 
セ,211016,正和空調⼯業株式会社
〒144-0032,東京都⼤⽥区北糀⾕２丁⽬３番１号
2025-03-29



_
 
セ,219531,有限会社清和空調設備
〒165-0031,東京都中野区上鷺宮３丁⽬１４番１２号
2024-04-06
 
セ,212704,株式会社星和建⼯
〒981-1102,宮城県仙台市太⽩区袋原４丁⽬１４番１５号
2025-06-26
https://www.seiwakenko.jp/
 
セ,221913,⻄和建⼯株式会社
〒750-0093,⼭⼝県下関市彦島⻄⼭町４ー３ー２２
2025-08-01
 
セ,211427,誠和建設株式会社
〒720-0825,広島県福⼭市沖野上町４丁⽬４番３２ー２０１号
2025-11-04
http://seiwakensetsu-net.co.jp/
 
セ,212863,誠和建設株式会社
〒923-0811,⽯川県⼩松市⽩江町ト１０番地
2025-10-17
http://www.seiwa-kensetsu.com/
 
セ,216497,セイワ建設株式会社
〒646-0014,和歌⼭県⽥辺市新万３２番地１１号
2025-05-21
https://seiwa-cnst.jp/
 
セ,217012,株式会社清和建設
〒986-2135,宮城県⽯巻市渡波字⻩⾦浜１０８−２
2022-08-27
 
セ,217062,株式会社清和建設
〒546-0041,⼤阪府⼤阪市東住吉区桑津１−９−１４−１０４
2025-09-03
https://seiwa-construction.co.jp
 
セ,220216,成和建設株式会社
〒212-0055,神奈川県川崎市幸区南加瀬２−２６−１２−２０１号
2024-09-07
 
セ,221181,株式会社成和建設
〒115-0044,東京都北区⾚⽻南１−２０−１０
2025-03-01
 
セ,224870,成和建設株式会社
〒959-2453,新潟県新発⽥市三⽇市５３０番地４
2025-04-01
https://www.seiwaken-k.com/
 
セ,123561,株式会社清和光学製作所
〒164-0013,東京都中野区弥⽣町４−１２−１７
2026-02-12



http://www.seiwaopt.co.jp
 
セ,230256,誠和⼯機株式会社
〒746-0025,⼭⼝県周南市古市⼀丁⽬１３番１５号
2025-06-21
https://seiwakouki.com
 
セ,125488,株式会社セイワ⼯業
〒613-0022,京都府久世郡久御⼭町市⽥新珠城２６７
2026-06-06
http://seiwa-kogyo.co.jp
 
セ,219266,株式会社誠和⼯業
〒003-0822,北海道札幌市⽩⽯区菊⽔元町⼆条３丁⽬３番２１号
2024-03-09
http://www.seiwa-k.biz/
 
セ,220454,セイワ⼯業有限会社
〒210-0802,神奈川県川崎市川崎区⼤師駅前２−９−１３
2024-11-16
 
セ,220802,有限会社正和⼯業
〒212-0011,神奈川県川崎市幸区幸町三丁⽬６３３番地１３
2025-03-08
http://seiwa-kougyou.com/
 
セ,223424,正和⼯業株式会社
〒989-4206,宮城県遠⽥郡美⾥町ニ郷字佐野四号８５４
2024-08-01
 
セ,224522,誠和⼯業株式会社
〒330-0856,埼⽟県さいたま市⼤宮区三橋３丁⽬２５４番地の１
2025-04-01
 
セ,225012,清和⼯業株式会社
〒760-0017,⾹川県⾼松市番町３丁⽬３番１７号
2025-04-01
 
セ,225285,⻄和興業株式会社
〒731-5103,広島県広島市佐伯区藤の⽊１丁⽬１２番１号
2025-06-01
 
セ,226819,清和⼯業株式会社
〒310-0846,茨城県⽔⼾市東野町字南割１４０番地４
2026-06-01
http://seiwakogyo-web.co.jp/
 
セ,227232,有限会社⽣和⼯業
〒277-0872,千葉県柏市⼗余⼆２４８ー７９
2023-11-30
 
セ,230976,セイワ⼯業株式会社
〒581-0842,⼤阪府⼋尾市福万寺町⼆丁⽬８１番地の５
2025-10-04
http://www.ap-flex.co.jp



 
セ,113595,株式会社精和⼯業所
〒664-0836,兵庫県伊丹市北本町３−１０５
2024-06-18
http://www.seiwa-ic.co.jp
 
セ,230637,有限会社⻄和⼯業所
〒624-0912,京都府舞鶴市字上安５９６番地の３
2025-08-02
 
セ,218985,株式会社成和興産
〒337-0042,埼⽟県さいたま市⾒沼区南中野２９８ー１
2024-01-26
 
セ,113631,星和鋼線株式会社
〒537-0025,⼤阪市東成区中道２−１６−１５
2024-01-31
http://www.seiwa-k.jp
 
セ,215507,株式会社⻄和⼯務店
〒104-0033,神奈川県相模原市中央区相模原８丁⽬３番７号
2024-07-31
http://www.seiwa-koumuten.co.jp/
 
セ,125891,誠和梱包製箱株式会社
〒125-0041,東京都葛飾区東⾦町８−８−１６
2023-10-13
http://www.seiwakonpou.co.jp
 
セ,103655,成和産業株式会社
〒142-0063,東京都品川区荏原１−４−１７
2025-02-15
http://www.sei-wa.co.jp
 
セ,105973,誠和産業株式会社
〒581-0066,⼤阪府⼋尾市北⻲井町１−３−１６
2023-07-20
http://www.seiwa-sangyo-ltd.co.jp
 
セ,125489,⻄和産業株式会社
〒555-0024,⼤阪市⻄淀川区野⾥１−３２−５
2026-06-06
http://www.seiwa-sangyou.com
 
セ,225490,清和産業株式会社
〒132-0033,東京都江⼾川区東⼩松川４丁⽬５７番７号
2025-06-01
http://www.seiwa-sangyo.co.jp
 
セ,104685,成和樹脂⼯業株式会社
〒639-0251,奈良県⾹芝市逢坂３−４２５−５
2026-03-21
http://www.seiwajusi.com
 
セ,215529,株式会社成和設備⼯業所



〒702-8006,岡⼭県岡⼭市中区藤崎６８５−７
2024-08-14
 
セ,212666,株式会社誠和ダイア
〒158-0098,東京都世⽥⾕区上⽤賀６ー２１ー５
2025-06-05
http://www.seiwa-dia.co.jp
 
セ,212836,⽣和テクノス株式会社
〒336-0025,埼⽟県さいたま市南区⽂蔵３丁⽬１番２号
2025-09-25
 
セ,106124,星和電機株式会社
〒610-0192,京都府城陽市寺⽥新池３６
2024-01-12
https://www.seiwa.co.jp/
 
セ,230378,政和電気⼯業株式会社
〒640-8481,和歌⼭県和歌⼭市直川１２２８番地の３
2025-07-12
 
セ,106713,有限会社星和電機製作所
〒146-0083,東京都⼤⽥区千⿃２−３７−１４
2025-07-04
 
セ,211517,株式会社清和ビジネス
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町４丁⽬３番１８号
2026-01-20
http://www.seiwab.co.jp/
 
セ,215113,成和リニューアルワークス株式会社
〒106-6032,東京都港区六本⽊⼀丁⽬６番１号
2023-12-05
http://www.seiwarw.co.jp
 
セ,106080,株式会社瀬尾化⼯
〒321-0628,栃⽊県那須烏⼭市⾦井２−１０−２５
2023-11-09
http://www.seo-kakou.co.jp
 
セ,227353,株式会社瀨尾建装
〒351-0001,埼⽟県朝霞市上内間⽊３４９ー１
2024-02-01
 
セ,127546,瀬尾⾼圧⼯業株式会社
〒550-0001,⼤阪府⼤阪市⻄区⼟佐堀１−３−２０
2024-11-17
http://www.seo-koatsu.co.jp
 
セ,222193,株式会社瀬尾塗装部
〒070-8044,北海道旭川市忠和四条５丁⽬１番４号
2026-06-01
 
セ,126897,株式会社セガ
〒141-0033,東京都品川区⻄品川１−１−１ 住友不動産⼤崎ガーデンタワー



2024-06-01
https://www.sega.co.jp/
 
セ,113570,瀬川⾦属⼯業株式会社
〒601-8329,京都市南区吉祥院清⽔町２５
2024-01-07
 
セ,221062,瀬川⼯業株式会社
〒453-0016,愛知県名古屋市中村区⽵橋町３８番地６号
2023-09-01
 
セ,230739,株式会社ＳＥＫＩ
〒173-0004,東京都板橋区板橋⼆丁⽬４１番１２号
2025-08-16
http://www.sekihosou.co.jp
 
セ,111126,セキアオイテクノ株式会社
〒192-0904,東京都⼋王⼦市⼦安町４−２７−６
2025-10-05
http://www.sekiaoi.jp/
 
セ,120231,セキアオイテクノ株式会社
〒192-0904,東京都⼋王⼦市⼦安町４−２７−６
2023-08-05
http://www.sekiaoi.jp/
 
セ,220529,関川⼯業株式会社
〒132-0001,東京都江⼾川区新堀１ー２９ー９
2024-12-14
http://sekikawakougyou.com/
 
セ,231158,株式会社関川⽔道
〒957-0072,新潟県新発⽥市⽇渡１１２番地
2025-10-25
http://www.sekikawa-s.co.jp/suido/
 
セ,105696,株式会社関ケ原製作所
〒503-1593,岐⾩県不破郡関ケ原町２０６７
2025-09-13
https://www.sekigahara.co.jp
 
セ,221124,関ヶ原⽯材株式会社
〒503-1595,岐⾩県不破郡関ケ原町⼤字関ケ原２６８２番地
2025-03-01
https://www.sekistone.com/
 
セ,219709,株式会社関空調サービス
〒811-0102,福岡県糟屋郡新宮町⼤字⽴花⼝１１８２番地１
2024-05-11
 
セ,215351,関⼝建材株式会社
〒371-0842,群⾺県前橋市下⽯倉町３２ー２
2024-04-10
 
セ,224548,株式会社関⼝建設



〒651-2113,兵庫県神⼾市⻄区伊川⾕町有瀬５５２番地
2025-04-01
 
セ,213365,有限会社セキグチ⼯業
〒328-0065,栃⽊県栃⽊市⼩野⼝町１８８
2026-07-29
 
セ,223223,株式会社関⼝興業
〒123-0841,東京都⾜⽴区⻄新井５ー１５ー１０
2024-06-01
http://www.sekiguchi-kogyo.co.jp
 
セ,214354,関⼝廣建設株式会社
〒375-0017,群⾺県藤岡市篠塚５４７−１
2025-09-06
https://www.coh.co.jp/
 
セ,226006,有限会社関⼝シーリング
〒233-0013,神奈川県横浜市港南区丸⼭台２−３８−２
2025-09-01
_
 
セ,210990,株式会社関⼝商店
〒176-0005,東京都練⾺区旭丘１−４５−８
2025-03-18
 
セ,106501,株式会社関⼝製作所
〒211-0051,神奈川県川崎市中原区宮内２−２３−１２
2025-01-13
http://www.sekiguchi-mfg.co.jp
 
セ,122497,株式会社関⼝製作所
〒336-0965,埼⽟県さいたま市緑区⼤字間宮５３５
2024-10-06
 
セ,113500,関⼝電気株式会社
〒193-0813,東京都⼋王⼦市四⾕町１９１８
2023-08-20
https://www.sekiguchidenki.co.jp
 
セ,113546,株式会社関⼝電器製作所
〒961-0102,福島県⻄⽩河郡中島村滑津字本法寺裏１５−１
2023-07-29
http://www.sekiguchi-denki.co.jp
 
セ,217053,株式会社関建業
〒411-0932,静岡県駿東郡⻑泉町南⼀⾊４５９
2025-09-03
_
 
セ,228796,株式会社関建設⼯業
〒661-0985,兵庫県尼崎市南清⽔３８番２３号
2024-12-26
 
セ,103277,株式会社セキコーポレーション



〒192-0046,東京都⼋王⼦市明神町２−９−２２
2026-02-19
http://www.seki-corp.co.jp/
 
セ,212078,関興業株式会社
〒448-0834,愛知県刈⾕市司町７丁⽬３８番地
2024-03-08
http://www.sekigroup.com
 
セ,212903,有限会社関⼯業所
〒370-0523,群⾺県⾢楽郡⼤泉町⼤字吉⽥１２２１ー１６
2025-10-30
 
セ,129462,セキサーマル株式会社
〒959-0215,新潟県燕市吉⽥下中野１４４７−２
2024-05-28
http://www.seki-thermal.jp/
 
セ,223450,株式会社セキサン
〒060-0041,北海道札幌市中央区⼤通東８丁⽬１番地アイワビル
2024-08-01
http://sekisan-cost.jp/
 
セ,211942,セキサンピーシー株式会社
〒910-2145,福井県福井市中毘沙⾨町第１号１番地１
2023-12-08
http://www.m-sekisan.co.jp/sekisanpc/
 
セ,216474,関沢興業株式会社
〒599-0204,⼤阪府阪南市⿃取１２９２番地の６
2025-05-21
http://sekizawa-kougyou.co.jp
 
セ,221723,関沢⼯業株式会社
〒320-0072,栃⽊県宇都宮市若草５丁⽬２番１３号
2025-06-01
_
 
セ,212198,株式会社セキ・システム・サービス
〒984-0816,宮城県仙台市若林区河原町１丁⽬４番２０号⼗全会ビル１０１号室
2024-06-06
 
セ,225590,セキシュウ技研株式会社
〒533-0022,⼤阪府⼤阪市東淀川区菅原２丁⽬１１番３５号
2025-06-01
_
 
セ,225084,有限会社⽯勝
〒289-3185,千葉県匝瑳市堀川６６９２
2025-04-01
 
セ,231719,有限会社セキショウ
〒176-0022,東京都練⾺区向⼭三丁⽬１８番６号
2026-02-28
 



セ,221743,関彰エンジニアリング株式会社
〒305-8515,茨城県つくば市東新井１２ー２
2025-07-01
https://www.sekisho-eng.co.jp
 
セ,229390,関彰エンジニアリング株式会社
〒305-8515,茨城県つくば市東新井１２ー２
2025-11-21
https://www.sekisho-eng.co.jp/
 
セ,223060,株式会社関商会
〒020-0668,岩⼿県滝沢市鵜飼狐洞１番地１５５
2024-05-01
 
セ,123592,株式会社積進
〒627-0042,京都府京丹後市峰⼭町⻑岡１７５０−１
2025-02-09
http://www.sekishin.co.jp/
 
セ,126424,積進⼯業株式会社
〒018-0436,秋⽥県にかほ市樋⽬野字中⼭７
2023-12-26
http://www.sekisin.co.jp/
 
セ,503572,積⽔化学⼯業株式会社
〒530-8565,⼤阪府⼤阪市北区⻄天満２−４−４
2024-11-22
https://www.sekisui.co.jp
 
セ,103421,株式会社積⽔化成品群⾺
〒370-0532,群⾺県⾢楽郡⼤泉町坂⽥３−３−１
2023-09-24
 
セ,113553,積⽔化成品⼯業株式会社
〒530-8565,⼤阪市北区⻄天満２−４−４
2023-09-27
https://www.sekisuikasei.com
 
セ,230955,積⽔⼯業株式会社
〒153-0065,東京都⽬黒区中町⼆丁⽬３２番５号
2025-10-04
https://www.sekisui-ind.co.jp/
 
セ,121061,積⽔樹脂プラメタル株式会社
〒399-0601,⻑野県上伊那郡⾠野町⼩野７９５−１
2024-03-19
http://www.plametal.co.jp
 
セ,113511,積⽔成型⼯業株式会社
〒530-6125,⼤阪府⼤阪市北区中之島３−３−２３ 中之島ダイビル２５階
2023-05-17
https://www.sekisuiseikei.co.jp/
 
セ,103543,積⽔フーラー株式会社
〒108-0075,東京都港区港南２−１６−２ 太陽⽣命ビル５Ｆ



2023-12-22
http://www.sekisui-fuller.com
 
セ,107270,積⽔ポリマテック株式会社
〒338-0831,埼⽟県さいたま市桜区⽥島８−１０−１
2025-07-18
http://www.polymatech.co.jp
 
セ,127140,積⽔マテリアルソリューションズ株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町４−３−６ ＰＭＯ新⽇本橋９Ｆ
2024-07-18
http://www.sekisui-ms.co.jp/
 
セ,127498,積⽔マテリアルソリューションズ株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町４−３−６ ＰＭＯ新⽇本橋９Ｆ
2024-11-10
http://www.sekisui-ms.co.jp/
 
セ,104806,セキセイ株式会社
〒545-0053,⼤阪市阿倍野区松崎町２−６−４３
2026-06-09
https://www.sedia.co.jp/
 
セ,211308,セキソ株式会社
〒812-0873,福岡県福岡市博多区⻄春町３ー３ー２１
2025-08-02
 
セ,106896,セキダイ⼯業株式会社
〒146-0082,東京都⼤⽥区池上８−１４−１３
2026-02-17
https://www.sekidai.co.jp/
 
セ,103868,株式会社せきづか
〒198-0023,東京都⻘梅市今井３−６−１１
2024-06-01
 
セ,100960,株式会社セキデン
〒519-1111,三重県⻲⼭市関町新所９６１−６
2023-12-20
http://www.sekiden.co.jp
 
セ,231274,有限会社関塗装⼯業所
〒314-0126,茨城県神栖市⽥畑１１８番地の４
2025-11-08
 
セ,224450,株式会社関根組
〒260-0842,千葉県千葉市中央区南町３３丁⽬１８番３号
2025-04-01
https://www.sekinegumi.co.jp/
 
セ,225006,関根建設株式会社
〒170-0013,東京都豊島区東池袋２丁⽬１１番１１号
2025-04-01
http://www.sekine-kensetsu.co.jp
 



セ,113591,株式会社関根商店
〒252-0013,神奈川県座間市栗原９２０−１
2026-07-08
http://www.sekinesyoten.co.jp
 
セ,113665,有限会社関根製作所
〒211-0051,神奈川県川崎市中原区宮内２−１９−１５
2023-11-12
 
セ,104612,株式会社関根鉄⼯所
〒319-1301,茨城県⽇⽴市⼗王町伊師２０−６
2025-12-12
 
セ,226874,株式会社セキノ興産
〒939-3593,富⼭県富⼭市⽔橋開発２７７ー１２
2023-07-01
http://sekino.co.jp
 
セ,226787,株式会社関野⼯務店
〒116-0013,東京都荒川区⻄⽇暮⾥５丁⽬１８番８号
2026-06-01
 
セ,221232,株式会社関野⽊⼯
〒063-0827,北海道札幌市⻄区発寒七条１１丁⽬５番１７号
2025-03-01
 
セ,210358,株式会社関原興業
〒356-0050,埼⽟県ふじみ野市ふじみ野４丁⽬８番３５号
2024-06-12
 
セ,229022,関場建設株式会社
〒975-0031,福島県南相⾺市原町区錦町１丁⽬１番地
2025-05-23
https://www.sekiba.co.jp/
 
セ,221132,株式会社関板⾦⼯業所
〒135-0007,東京都江東区新⼤橋２ー１０ー１０
2022-03-01
 
セ,113576,株式会社関プレス
〒316-0013,茨城県⽇⽴市千⽯町４−３−２０
2023-08-20
http://www.sekipress.jp/
 
セ,103533,株式会社関マーク製作所
〒955-8612,新潟県三条市井⼾場字諏訪上５６８−６
2025-07-27
http://www.sekimark.jp
 
セ,113503,株式会社関宮精研
〒143-0013,東京都⼤⽥区⼤森南２−８−８
2023-09-01
 
セ,219281,株式会社関向⼯業
〒039-1161,⻘森県⼋⼾市⼤字河原⽊字⼋太郎⼭１０番地２８５



2024-03-09
 
セ,224483,株式会社関⽊⼯所
〒382-0000,⻑野県須坂市⼤字須坂２１９の１番地
2025-04-01
http://sekimoku.com/
 
セ,129739,関本ＣＡＰＡ株式会社
〒394-0031,⻑野県岡⾕市⽥中町１−３−１４
2025-01-08
http://www.sekimoto-capa.com/
 
セ,113559,株式会社関⾕製作所
〒308-0847,茨城県筑⻄市⽟⼾２９４０
2026-03-18
http://www.sekiyass.com
 
セ,219035,株式会社関屋電設
〒816-0905,福岡県⼤野城市川久保３丁⽬１番１０号
2024-02-09
https://www.sekiya-densetu.co.jp
 
セ,104146,有限会社⾚⼭製作所
〒374-0078,群⾺県館林市傍⽰塚町４７９
2024-11-04
 
セ,217239,株式会社セキュテック
〒223-0056,神奈川県横浜市港北区新吉⽥町２６１番地
2025-10-21
https://www.secutech.co.jp
 
セ,231456,セキュリオン・２４株式会社
〒192-0045,東京都⼋王⼦市⼤和⽥町五丁⽬２５番１８号セキュリオン・２４ビル
2025-12-19
https://www.securion24.co.jp/
 
セ,212684,株式会社セキュリティ
〒359-1113,埼⽟県所沢市喜多町１７ー１１
2025-06-12
http://www.security-guard.jp/
 
セ,104949,株式会社セキュリティデザイン
〒107-0062,東京都港区南⻘⼭７−１−５ コラム南⻘⼭
2023-10-04
http://www.security-d.com
 
セ,231132,株式会社セキュリティハウス・センター
〒607-8482,京都府京都市⼭科区北花⼭⼤林町６０番地の１
2025-10-18
https://www.securityhouse.net
 
セ,220705,⽯菱コンクリート株式会社
〒987-1101,宮城県⽯巻市前⾕地字⾼張１番地
2025-02-15
http://www.sekiryoinc.com/



 
セ,218573,株式会社セクダム
〒110-0005,東京都台東区上野七丁⽬６番１０号ＭＳＫビル２階
2023-10-27
http://secdom.jp/
 
セ,123504,株式会社セコニック
〒178-8686,東京都練⾺区⼤泉学園町７−２４−１４
2025-04-16
http://www.sekonic.co.jp
 
セ,101420,株式会社セコニック電⼦ 福島事業所
〒969-5344,福島県南会津郡下郷町沢⽥字⾚岩⼄５０−２
2024-12-21
http://www.sekonic.co.jp
 
セ,211722,セコム株式会社
〒150-0001,東京都渋⾕区神宮前１丁⽬５番１号
2026-06-23
https://www.secom.co.jp/
 
セ,227147,セコムエンジニアリング株式会社
〒963-8851,福島県郡⼭市開成四丁⽬８番１５号
2023-11-01
 
セ,231385,セコム⾼知株式会社
〒780-0056,⾼知県⾼知市北本町四丁⽬２番１２号
2025-12-06
https://www.secom-kochi.co.jp/
 
セ,126391,セコムトセック株式会社
〒210-0006,神奈川県川崎市川崎区砂⼦１−２−４ 川崎砂⼦ビル９Ｆ
2023-12-19
 
セ,126408,セザックス株式会社
〒146-0091,東京都⼤⽥区鵜の⽊２−９−７
2023-12-21
http://www.sezax.co.jp/
 
セ,120105,有限会社瀬下彫刻
〒222-0002,横浜市港北区師岡町８４８−５
2023-07-22
 
セ,214220,株式会社セシム
〒170-0002,東京都豊島区巣鴨２丁⽬１２番３号
2025-05-31
http://sesim.jp
 
セ,106720,セシュロン・ハスラー・ジャパン株式会社
〒102-0093,東京都千代⽥区平河町２−６−１ 平河町７Ｆ
2025-07-06
 
セ,228223,瀬下建設⼯業株式会社
〒010-0955,秋⽥県秋⽥市⼭王中島町１０−２６
2021-06-29



http://www.sejimo.co.jp
 
セ,227100,株式会社セゾン
〒454-0869,愛知県名古屋市中川区荒⼦⼆丁⽬６３番地
2023-10-01
 
セ,214986,株式会社セゾン沖縄
〒904-0021,沖縄県沖縄市胡屋七丁⽬６番２８号
2023-09-05
http://sezon.co.jp
 
セ,219328,セゾン空調有限会社
〒680-0921,⿃取県⿃取市古海２５９番地８
2024-03-16
 
セ,503029,株式会社セゾン情報システムズ
〒107-0052,東京都港区⾚坂⼀丁⽬８番１号
2024-01-21
https://home.saison.co.jp/
 
セ,503636,株式会社セゾンパーソナルプラス
〒170-0013,東京都豊島区東池袋１−３３−８ ＮＢＦ池袋タワー６Ｆ
2025-09-02
http://corporate.saison-psp.co.jp/
 
セ,103146,株式会社セック
〒674-0064,兵庫県明⽯市⼤久保町江井島蟹池１６３５
2026-04-15
https://www.sec-ltd.co.jp/
 
セ,504604,株式会社セック
〒158-0097,東京都世⽥⾕区⽤賀４−１０−１ 世⽥⾕ビジネススクエア
2025-10-31
http://www.sec.co.jp/
 
セ,113569,セッツカートン株式会社
〒664-0845,兵庫県伊丹市東有岡５−３３
2026-03-26
https://www.settsucarton.co.jp/
 
セ,122844,摂津⾦属⼯業株式会社
〒570-0006,⼤阪府守⼝市⼋雲⻄町４−１−２６
2024-11-27
http://www.settsu.co.jp
 
セ,103363,摂津鋼材株式会社
〒530-0047,⼤阪市北区⻄天満２−８−１
2025-02-18
http://www.settsu-kozai.co.jp
 
セ,217354,株式会社ＳＥＴ
〒561-0843,⼤阪府豊中市上津島１丁⽬３番３５号
2025-12-03
 
セ,231345,株式会社セツテク



〒565-0803,⼤阪府吹⽥市新芦屋下６番１８号
2025-11-29
 
セ,216104,株式会社設備企画
〒143-0016,東京都⼤⽥区⼤森北１丁⽬２２番９号
2025-03-05
http://setuki.jp/
 
セ,230867,摂陽明正株式会社
〒791-2111,愛媛県伊予郡砥部町⼋倉１０８番地１
2025-09-20
http://www.setsuyo.net/
 
セ,122800,株式会社セデコ
〒419-0202,静岡県富⼠市久沢１１４６
2024-11-20
http://www.cedeco.co.jp
 
セ,216522,株式会社瀬登
〒805-0002,福岡県北九州市⼋幡東区枝光２丁⽬７番３２号
2025-05-28
http://www.setocon.com
 
セ,220080,株式会社セトウチ
〒725-0004,広島県⽵原市東野町１５８番地の３
2024-07-20
https://kk-setouchi.co.jp
 
セ,216578,株式会社瀬⼾内基礎
〒733-0003,広島県広島市⻄区三篠町３丁⽬１２番５号
2025-06-04
https://www.setouchikiso.co.jp/
 
セ,228058,株式会社瀬⼾内組
〒799-0423,愛媛県四国中央市具定町４１４番地
2024-05-17
 
セ,220538,瀬⼾内鋼業有限会社
〒763-0091,⾹川県丸⻲市川⻄町北１５９４番地１
2024-12-14
 
セ,212487,株式会社瀬⼾内コムテック
〒761-0102,⾹川県⾼松市新⽥町甲２４８３−６
2025-02-20
http://www.seto-com.co.jp/
 
セ,210340,株式会社瀬⼾内重機
〒763-0091,⾹川県丸⻲市川⻄町北１６６７番地３
2024-05-29
http://www.setouchijuki.com
 
セ,230050,有限会社セトグチ機電
〒818-0003,福岡県筑紫野市⼤字⼭家２３２６番地の１
2025-04-26
 



セ,214425,株式会社瀬⼾⼝⼯業
〒132-0035,東京都江⼾川区平井５−１１−５−２０１
2022-10-11
 
セ,214357,株式会社瀬⼾中央エンジニアリング
〒700-0075,岡⼭県岡⼭市北区⽮坂本町７ー３
2025-09-06
http://setochuou-eng.com/
 
セ,502612,株式会社 瀬⼾内海放送
〒761-8581,⾹川県⾼松市上之町２−１−４３
2024-03-28
https://www.ksb.co.jp/
 
セ,225323,セノー株式会社
〒270-2214,千葉県松⼾市松⾶台２５０番地
2025-06-01
https://www.senoh.jp/
 
セ,230132,株式会社妹尾産業
〒813-0062,福岡県福岡市東区松島四丁⽬４番３７号
2025-05-31
https://senoosangyo.jimdofree.com/
 
セ,123599,セパック⼯業株式会社
〒143-0016,東京都⼤⽥区⼤森北２−９−２
2025-11-20
http://www.sepac.co.jp
 
セ,214455,有限会社セパテック
〒512-0913,三重県四⽇市市⻄坂部町９９３−１
2025-11-07
 
セ,100166,セファテクノロジー株式会社
〒573-1191,⼤阪府枚⽅市新町１−１２−１ 太陽⽣命枚⽅ビル６階
2025-08-09
http://www.sefatec.com
 
セ,219879,株式会社セフティ
〒700-0962,岡⼭県岡⼭市北区北⻑瀬表町３丁⽬１５番１号
2024-06-22
http://e-safety.co.jp
 
セ,113120,株式会社セフティデンキ
〒165-0024,東京都中野区松が丘２−３３−１７
2026-06-06
http://www.safety.co.jp
 
セ,212659,セフテック株式会社
〒113-0033,東京都⽂京区本郷５−２５−１４
2022-06-05
http://www.saftec.co.jp/
 
セ,230450,有限会社セブンアロー
〒981-3621,宮城県黒川郡⼤和町吉岡字館下６６番地



2025-07-12
http://sevenaro.co.jp
 
セ,106102,セブン⼯業株式会社
〒505-0016,岐⾩県美濃加茂市牧野１００６
2023-12-07
http://www.seven-gr.co.jp/
 
セ,106261,セブンシックス株式会社
〒106-6117,東京都港区六本⽊６−１０−１ 六本⽊ヒルズ森タワー１７階
2024-07-09
https://www.sevensix.co.jp
 
セ,214953,株式会社セプト
〒164-0011,東京都中野区中央２ー５９ー１５
2023-08-29
 
セ,124487,セプラ株式会社
〒930-0873,富⼭県富⼭市⾦屋１６３４−８
2025-09-15
http://www.sepla.jp
 
セ,129053,株式会社セミ・テクノロジー
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−５−１９ ＡＸＩＳ ＳＨＩＮＹＯＫＯＨＡＭＡ４階
2023-08-11
 
セ,101700,ＳＥＭＩＴＥＣ株式会社
〒130-8512,東京都墨⽥区錦⽷１−７−７
2024-05-07
http://www.semitec.co.jp
 
セ,102615,株式会社セミテックインターナショナル
〒611-0041,京都府宇治市槇島町五才⽥１８−２
2025-06-17
http://www.semitech-i.com
 
セ,129390,株式会社セミフレン
〒870-0252,⼤分県⼤分市⼤在浜２−１９−１７
2024-03-27
 
セ,218513,有限会社瀬⾕組
〒230-0001,神奈川県横浜市鶴⾒区⽮向１−１−６４
2023-10-13
 
セ,104196,株式会社瀬⾕製作所
〒316-0023,茨城県⽇⽴市東⼤沼町１−４−４０
2024-12-01
http://www.seyass.co.jp/
 
セ,129663,株式会社セラ
〒661-0951,兵庫県尼崎市⽥能６−１１−１
2024-12-04
http://www.kksera.co.jp
 
セ,217601,株式会社セラ



〒862-0972,熊本県熊本市中央区新⼤江⼀丁⽬２１ー１５
2026-02-18
 
セ,222490,株式会社セラーズ
〒330-0064,埼⽟県さいたま市浦和区岸町四丁⽬３番４号
2023-12-01
http://www.dinoflex.co.jp
 
セ,505765,株式会社セライズ
〒146-0082,東京都⼤⽥区池上７−２６−１０
2025-12-09
 
セ,212226,株式会社セライフ
〒615-8003,京都府京都市⻄京区桂上野東町８８（双和ビル３Ｆ）
2024-06-20
 
セ,223888,株式会社セライング・ソネ
〒654-0044,兵庫県神⼾市須磨区稲葉町２丁⽬１番７号
2024-12-01
 
セ,214449,株式会社セラテック⻘⽊
〒550-0021,⼤阪府⼤阪市⻄区川⼝４ー１ー７
2025-10-31
http://www.ceratecaoki.co.jp/
 
セ,503547,セラテックジャパン株式会社
〒381-2295,⻑野県⻑野市篠ノ井岡⽥５００
2026-01-31
http://www.crtj.co.jp
 
セ,230284,株式会社世良電設
〒742-0424,⼭⼝県岩国市周東町差川８９０番地２
2025-06-28
 
セ,101329,株式会社セラベア
〒540-0014,⼤阪市中央区⿓造寺町７−４０
2024-05-07
http://www.cerabea.co.jp
 
セ,226497,株式会社セラホック
〒078-8245,北海道旭川市豊岡⼗五条五丁⽬３番１４号
2026-03-01
http://cerahokku.com/
 
セ,216941,株式会社セラミック広⼤
〒400-0123,⼭梨県甲斐市島上条３４２ー３
2025-07-23
 
セ,226331,株式会社セラミックワン
〒244-0817,神奈川県横浜市⼾塚区吉⽥町１３３番地２
2026-01-01
https://www.ceramic-1.co.jp/wp/
 
セ,504033,株式会社セリアコーポレーション
〒335-0031,埼⽟県⼾⽥市美⼥⽊４−２１−１９



2024-08-17
www.seria.co.jp
 
セ,505053,株式会社セリオ
〒530-0003,⼤阪府⼤阪市北区堂島１−５−１７ 堂島グランドビル８Ｆ
2024-03-15
https://www.serio-corp.com/
 
セ,122857,株式会社芹澤⼯業
〒411-0943,静岡県駿東郡⻑泉町下⼟狩焼原９０２
2024-12-02
http://www.serizawa-kogyo.co.jp/
 
セ,228532,芹澤⽊材⼯業株式会社
〒412-0042,静岡県御殿場市萩原８１０
2024-09-28
 
セ,231352,有限会社瀬利電設
〒651-2111,兵庫県神⼾市⻄区池上⼀丁⽬１番地の１８
2025-11-29
 
セ,103857,株式会社セル
〒110-0016,東京都台東区台東１−３８−９ イトーピア清洲橋通りビル８階
2024-05-27
http://www.sel-net.co.jp
 
セ,113584,株式会社セルコ
〒444-0912,愛知県岡崎市井⽥⻄町７−１１
2022-09-04
http://www.maruyasu.co.jp
 
セ,214940,セルコ株式会社
〒430-0802,静岡県浜松市東区将監町７ー１４
2023-08-22
http://www.e-selco.co.jp
 
セ,100087,株式会社セルシステム
〒225-0012,神奈川県横浜市⻘葉区あざみ野南１−２−８
2025-07-28
http://www.cellsystem.co.jp
 
セ,228235,株式会社セルドム・シントー
〒541-0048,⼤阪府⼤阪市中央区⽡町４丁⽬５番９号
2024-06-29
 
セ,118000,セレスティカ・ジャパン株式会社
〒981-3681,宮城県黒川郡⼤和町吉岡字雷神２
2023-08-16
http://www.celestica.com
 
セ,226587,株式会社セレスポ
〒170-0004,東京都豊島区北⼤塚１丁⽬２１番５号
2026-04-01
https://www.cerespo.co.jp
 



セ,229418,株式会社セレックス
〒452-0808,愛知県名古屋市⻄区宝地町１３６
2025-12-05
http://www.nat-s.co.jp/
 
セ,505753,株式会社セレブリックス
〒135-0063,東京都江東区有明３−７−１８有明セントラルタワー７階
2025-10-21
 
セ,230589,株式会社千榮
〒811-0202,福岡県福岡市東区和⽩六丁⽬６番１０号
2025-08-02
https://senei.jp/
 
セ,231517,株式会社センエイ重量
〒573-0018,⼤阪府枚⽅市桜丘町７７番１０号
2025-12-27
 
セ,123688,センクシア株式会社
〒105-8319,東京都港区東新橋２−３−１７
2025-03-11
https://www.senqcia.co.jp/
 
セ,103012,株式会社センクリード
〒312-0005,茨城県ひたちなか市新光町３８ ひたちなかテクノセンターＢ４０５
2026-02-12
http://www.senqlead.co.jp
 
セ,103743,センコーアドバンス株式会社
〒510-0833,三重県四⽇市市中川原２−５−２３
2025-11-30
https://www.senko-adv.com/
 
セ,211132,株式会社宣広社
〒939-8082,富⼭県富⼭市⼩泉町北部１２４番地
2025-05-13
https://www.senkosya.co.jp/
 
セ,216458,株式会社扇港電機
〒510-8525,三重県四⽇市市北浜町８番１６号
2025-05-21
https://www.senko-grp.co.jp/
 
セ,123551,株式会社千⽯
〒675-2462,兵庫県加⻄市別所町３９５
2026-02-01
 
セ,103725,株式会社センサータ・テクノロジーズジャパン
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−３−１２ 新横浜スクエアビル７階
2025-03-27
https://www.sensata.com/japan
 
セ,231458,千彩⼯業株式会社
〒175-0094,東京都板橋区成増⼆丁⽬２２番９−３０１号
2025-12-19



 
セ,226993,先崎樹脂⼯業株式会社
〒276-0032,千葉県⼋千代市⼋千代台東６ー１８ー９
2023-09-01
 
セ,113575,株式会社仙崎鉄⼯所
〒210-0846,川崎市川崎区⼩⽥５−１７−５
2024-04-16
http://www.sztk.co.jp/
 
セ,104568,株式会社センシスト
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−４−６ マスニ第⼀ビル７階
2025-10-12
http://www.sensyst.co.jp/
 
セ,113642,泉州⼯業株式会社
〒594-1144,⼤阪府和泉市テクノステージ３−４−８
2023-12-01
http://www.senshuu.co.jp
 
セ,122701,泉州電業株式会社
〒564-0044,⼤阪府吹⽥市吹⽥市南⾦⽥１−４−２１
2024-10-24
http://www.senden.co.jp
 
セ,225813,株式会社千商
〒525-0071,滋賀県草津市南笠東３−２０−４４
2025-08-01
http://www.sensho-co.com
 
セ,218446,潜匠建設株式会社
〒981-1217,宮城県名取市美⽥園三丁⽬１６番地の１
2023-09-29
http://syoukun.com/
 
セ,502971,センシリオン株式会社
〒108-0074,東京都港区⾼輪３−２５−２２ ⾼輪カネオビル４Ｆ
2023-07-25
https://www.sensirion.com/jp/
 
セ,214818,有限会社千伸
〒135-0006,東京都江東区常盤２丁⽬１１番２号
2023-06-27
 
セ,505438,株式会社センシン
〒510-0845,三重県四⽇市市宮東町三丁⽬３４−１
2026-07-06
http://www.senshin7.com
 
セ,216506,株式会社扇信電⼯
〒461-0040,愛知県名古屋市東区⽮⽥２丁⽬４番２０号
2025-05-28
 
セ,104342,株式会社洗⼼銅鉄⼯所
〒422-8027,静岡市駿河区豊⽥３−３−３３



2025-03-25
 
セ,505185,株式会社宣樹
〒901-0244,沖縄県豊⾒城市宜保⼀丁⽬７番地７豊マンションⅢ１０５
2025-03-18
 
セ,103215,千住⾦属⼯業株式会社
〒120-8555,東京都⾜⽴区千住橋⼾町２３
2023-12-15
http://www.senju-m.co.jp
 
セ,113629,センター電機株式会社
〒310-0005,茨城県⽔⼾市⽔府町１４９２
2024-01-14
http://www.centerdenki.co.jp
 
セ,226673,株式会社センダ
〒212-0055,神奈川県川崎市幸区南加瀬２ー１４ー７
2026-05-01
https://senda-home.co.jp/
 
セ,231416,株式会社千台
〒949-4141,新潟県柏崎市⻄⼭町⻄⼭７５４番地２９
2025-12-13
 
セ,218320,株式会社仙台アンカー⼯業
〒983-0011,宮城県仙台市宮城野区栄⼆丁⽬１３−３
2023-09-01
 
セ,214347,株式会社センダイ梅原
〒980-0871,宮城県仙台市⻘葉区⼋幡７丁⽬１８番２５−５０５号
2025-08-30
_
 
セ,101772,仙台エンジニアリング株式会社
〒989-2371,宮城県亘理郡亘理町逢隈⿅島字寺前南７０−１
2024-10-15
 
セ,217466,仙台コンクリート試験センター株式会社
〒985-0845,宮城県多賀城市町前１丁⽬９番５２号
2026-01-14
 
セ,129708,株式会社仙台スプリング製作所
〒981-0913,宮城県仙台市⻘葉区昭和町５−１９
2024-12-18
http://www.sendaispring.com
 
セ,218707,株式会社仙台東部改良⼟センター
〒983-0002,宮城県仙台市宮城野区蒲⽣２丁⽬４番地の９
2023-12-08
 
セ,113525,株式会社仙台ニコン
〒981-1221,宮城県名取市⽥⾼字原２７７
2024-03-10
http://www.sendai-nikon.com



 
セ,218703,仙台フォームタイ株式会社
〒984-0015,宮城県仙台市若林区卸町２丁⽬４番１０号
2023-12-08
 
セ,503587,株式会社仙台放送
〒980-0011,宮城県仙台市⻘葉区上杉５−８−３３
2026-03-12
https://www.ox-tv.co.jp/
 
セ,100471,仙台無線器材株式会社
〒982-0842,宮城県仙台市太⽩区越路１２−２４
2025-12-10
http://www.senmuki.com/
 
セ,106223,株式会社仙台村⽥製作所
〒981-3206,宮城県仙台市泉区明通３−２−６
2024-05-14
https://corporate.murata.com/ja-jp/newsroom/news/company/gen
eral/2021/0405
 
セ,218875,株式会社仙台銘板
〒983-0013,宮城県仙台市宮城野区中野五丁⽬８番地の５
2024-01-05
https://www.s-meiban.com/
 
セ,210108,株式会社仙台屋
〒477-0034,愛知県東海市養⽗町島ノ内５２
2023-12-22
http://www.sendaiya.co.jp/
 
セ,221555,株式会社千⽥⼯業
〒509-1604,岐⾩県下呂市⾦⼭町東沓部字野⾸３４９８番地の１９
2025-04-01
https://www.senda-k.co.jp/
 
セ,222362,株式会社千⽥⼯務店
〒466-0059,愛知県名古屋市昭和区福江３−６−３２
2023-11-01
 
セ,229974,千⽥塗装株式会社
〒084-0907,北海道釧路市⿃取北４丁⽬５番１号
2023-10-02
http://sendatosou.net/index.html
 
セ,123539,センダン電⼦株式会社
〒932-0313,富⼭県砺波市庄川町五ヶ４４０
2025-09-25
https://www.sendan.co.jp
 
セ,224812,センチュリー株式会社
〒113-0022,東京都⽂京区千駄⽊１ー２３ー６
2025-04-01
http://www.guard.co.jp
 



セ,501824,センチュリー・システムズ株式会社
〒180-0022,東京都武蔵野市境１−１５−１４ 宍⼾ビル
2025-06-03
http://www.centurysys.co.jp/
 
セ,101941,センチュリーインフォテック株式会社
〒110-0016,東京都台東区台東３−４２−７ 松⽥商事ビル５階
2024-11-21
http://www.cit.co.jp
 
セ,216505,株式会社センチュリーエレクトリックサービス
〒453-0064,愛知県名古屋市中村区草薙町２丁⽬２１番地
2025-05-28
 
セ,218888,株式会社センティス廿⼀
〒400-0045,⼭梨県甲府市後屋町３６３
2024-01-12
http://centise21.com/
 
セ,213170,株式会社千⽃
〒110-0001,東京都台東区⾕中３丁⽬１７番１０号
2026-03-25
http://www.sento-sky.co.jp/
 
セ,214430,株式会社セント
〒981-0902,宮城県仙台市⻘葉区北根四丁⽬２番２０号
2025-10-18
http://www.sento.co.jp
 
セ,102398,セント商事株式会社
〒107-0061,東京都港区北⻘⼭３−６−２０ ＫＦＩビル６階
2025-03-04
http://www.saint-shoji.co.jp
 
セ,216095,株式会社セントラル
〒112-0004,東京都⽂京区後楽１丁⽬１番１号ＴＫーＣＥＮＴＲＡＬ
2025-03-05
https://www.e-cec.jp/
 
セ,502671,セントラルエンジニアリング株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−３−１９
2024-07-19
http://www.central-eng.co.jp
 
セ,103404,セントラル科学株式会社
〒112-0001,東京都⽂京区⽩⼭５−１−３ 東京富⼭会館ビル
2023-09-12
http://www.aqua-ckc.jp
 
セ,113676,セントラル硝⼦株式会社
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町３−７−１ 興和⼀橋ビル
2024-02-16
http://www.cgco.co.jp/
 
セ,222069,セントラル硝⼦⼯事株式会社



〒168-0063,東京都杉並区和泉⼆丁⽬７番２１号
2026-01-01
https://www.cgco.co.jp/
 
セ,210200,セントラル硝⼦販売株式会社
〒168-0063,東京都杉並区和泉２丁⽬７番２１号
2024-03-06
 
セ,226321,セントラル硝⼦販売株式会社
〒168-0063,東京都杉並区和泉２丁⽬７番２１号
2026-01-01
https://cgsweb.co.jp/
 
セ,226538,セントラル硝⼦販売株式会社
〒182-0015,東京都調布市⼋雲台２丁⽬１４番地５号
2020-04-01
 
セ,106945,セントラル硝⼦プロダクツ株式会社
〒515-0001,三重県松阪市⼤⼝町１５２１−２
2026-04-13
https://www.cgprd.co.jp
 
セ,505286,セントラルクリエーション株式会社
〒511-0215,三重県いなべ市員弁町東⼀⾊２５５４番地
2025-10-02
https://www.c-crea.co.jp
 
セ,218231,株式会社セントラル⼯業
〒190-0013,東京都⽴川市富⼠⾒町４−１２−４ライトハウスＢ−１０１
2023-08-18
 
セ,218389,株式会社セントラル興業
〒173-0001,東京都板橋区本町３５−３−１０１
2023-09-08
 
セ,227448,株式会社セントラルコンクリート
〒150-0001,東京都渋⾕区神宮前三丁⽬４２番８−３０３番
2024-02-22
http://www.central-c.co.jp
 
セ,215936,セントラル電設株式会社
〒252-0244,神奈川県相模原市中央区⽥名４１１５番地
2025-01-22
_
 
セ,218686,セントラル防災株式会社
〒400-0047,⼭梨県甲府市徳⾏４丁⽬１２番２号
2023-12-08
http://www.c-bousai.com
 
セ,224270,株式会社セントラルユニ
〒101-0065,東京都千代⽥区⻄神⽥２ー３ー１６
2025-03-01
http://www.central-uni.co.jp
 



セ,125904,セントランス株式会社
〒108-0022,東京都港区海岸３−１８−１ ピアシティ芝浦ビル５階
2023-10-19
https://www.centrans.co.jp
 
セ,212645,仙南カイハツ商事株式会社
〒989-1601,宮城県柴⽥郡柴⽥町船岡中央１ー９ー１２
2025-05-29
https://www.web-sakamoto.co.jp/sakamoto-group/kaihatsu/
 
セ,214029,仙南⼯業株式会社
〒981-1522,宮城県⾓⽥市佐倉字⼩⼭５８番地の２
2025-02-23
 
セ,113825,船場印刷株式会社
〒670-0994,兵庫県姫路市定元町４−２
2024-06-16
http://www.senba-p.co.jp/
 
セ,122997,船場化成株式会社
〒779-0911,徳島県徳島市東船場町２−５
2025-01-20
http://www.senbakasei.com
 
セ,224363,船場産業株式会社
〒543-0073,⼤阪府⼤阪市天王寺区⽣⽟寺町４番８号
2025-04-01
 
セ,223693,有限会社仙波商会
〒880-0122,宮崎県宮崎市⼤字塩路字⼩池１６９１番地
2024-11-01
https://www.senba-kinzoku.com/
 
セ,103177,船場電気化材株式会社
〒564-0044,⼤阪府吹⽥市南⾦⽥２−１４−３２
2026-01-24
http://senb.co.jp
 
セ,217350,仙波塗装⼯業株式会社
〒965-0022,福島県会津若松市滝沢町３−７１
2025-11-26
 
セ,217560,株式会社センホウ
〒701-1221,岡⼭県岡⼭市北区芳賀２９００−３
2026-02-04
 
セ,223743,株式会社泉北ニシイ
〒593-8307,⼤阪府堺市⻄区平岡町２７番地の１
2024-11-01
 
セ,120566,泉陽光学株式会社
〒591-8025,⼤阪府堺市北区⻑曽根町３０２６−５
2023-10-29
http://www.senyo-opt.co.jp/
 



セ,123575,泉陽商事株式会社
〒530-0054,⼤阪市北区南森町１−２−２３
2025-01-09
 
セ,210814,千⾥⼯業株式会社
〒868-0303,熊本県球磨郡錦町⼤字⻄１４０ー５
2025-01-06
 
セ,231149,千⾥設備管理 浅井茂美（その他）
〒594-0022,⼤阪府和泉市黒⿃町２丁⽬８−６
2025-10-25
 
セ,210034,株式会社仙嶺
〒399-0039,⻑野県松本市⼩屋北１丁⽬１９番６号
2023-11-05
http://www.kk-senrei.com
 
ゼ,214896,有限会社ゼイテック
〒664-0015,兵庫県伊丹市昆陽池１丁⽬５４−４
2020-07-25
 
ゼ,113577,ゼオン化成株式会社
〒100-0006,東京都千代⽥区丸の内１−６−２ 新丸の内センタービル１３階
2025-01-21
http://www.zeonkasei.co.jp
 
ゼ,228607,ゼクオス株式会社
〒178-0063,東京都練⾺区東⼤泉６丁⽬１９番１７号
2024-10-26
http://zec-os.jp/
 
ゼ,505367,株式会社ゼクセロン
〒270-0004,千葉県松⼾市殿平賀１９５番地 藍川ビル４階
2026-05-19
zexelon.co.jp
 
ゼ,503829,ゼッタリンクス株式会社
〒116-0013,東京都荒川区⻄⽇暮⾥５−１４−４
2023-10-06
https://www.zettalinx.co.jp/
 
ゼ,504565,ＺＴＥジャパン株式会社
〒104-6232,東京都中央区晴海１−８−１２ 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーＺ棟３２階
2025-06-13
http://www.zte.co.jp/
 
ゼ,105459,株式会社ゼニス計測システム
〒183-0027,東京都府中市本町２−１３−３７
2025-02-18
http://www.zenisu.co.jp/
 
ゼ,213060,株式会社錢⾼組
〒550-0005,⼤阪府⼤阪市⻄区⻄本町⼆丁⽬２番４号
2024-04-01
https://www.zenitaka.co.jp/



 
ゼ,103313,株式会社錢屋アルミニウム製作所
〒563-0035,⼤阪府池⽥市豊島南２−１７６−１
2024-12-14
http://www.zeniyaalumi.co.jp
 
ゼ,224013,銭屋電機株式会社
〒677-0015,兵庫県⻄脇市⻄脇１０３３番地
2025-01-01
 
ゼ,223519,株式会社ゼネコス
〒720-0821,広島県福⼭市東川⼝町１丁⽬４番１３号
2024-08-01
 
ゼ,505364,株式会社ゼネット
〒171-0022,東京都豊島区南池袋２−３０−１７朝⽇⽣命南池袋ビル２Ｆ
2026-04-09
https://www.zenet-web.co.jp/
 
ゼ,129008,株式会社ゼネテック
〒160-0022,東京都新宿区新宿２−１９−１
2023-06-27
http://www.genetec.co.jp
 
ゼ,129721,株式会社ゼネバ
〒960-2156,福島県福島市荒井字⼭道１１−１
2024-12-18
https://www.zeneba.jp
 
ゼ,217549,株式会社ゼネライズ
〒337-0051,埼⽟県さいたま市⾒沼区東⼤宮５−４４−１ＴＡＫビル５Ｅ
2026-01-28
https://www.generalise.jp/
 
ゼ,113535,ゼネラル株式会社
〒101-0065,東京都千代⽥区⻄神⽥１−３−６
2024-03-13
http://www.general.co.jp
 
ゼ,125158,ゼネラルサプライ株式会社
〒536-0005,⼤阪府⼤阪市城東区中央２−１５−２０
2026-01-28
http://www.general.co.jp/
 
ゼ,226504,ゼネラルスチール株式会社
〒733-0833,広島県広島市⻄区商⼯センター３丁⽬５番１２号
2026-03-01
http://www.generalsteel.co.jp
 
ゼ,125156,ゼネラルテクノロジー株式会社
〒536-0005,⼤阪府⼤阪市城東区中央２−１５−２０
2026-01-28
http://www.general.co.jp/
 
ゼ,101066,株式会社ゼネラル特殊印刷



〒411-0907,静岡県駿東郡清⽔町伏⾒５４３−１
2024-02-16
 
ゼ,226640,株式会社ゼネラルトレーディング
〒550-0014,⼤阪府⼤阪市⻄区北堀江１ー２ー２７−９０６号
2026-04-01
http://general-trading.sakura.ne.jp/
 
ゼ,124331,ゼネラルビジネスマシン株式会社
〒538-0041,⼤阪市鶴⾒区今津北１−４−９
2025-07-05
http://www.gbm.co.jp
 
ゼ,503698,ゼネラル物産株式会社
〒164-0001,東京都中野区中野２丁⽬１８番２号
2025-09-27
https://www.general-bussan.co.jp
 
ゼ,230293,有限会社ゼネラル物流
〒781-0111,⾼知県⾼知市池２８５番地１
2025-06-28
https://zeneral-lc.com
 
ゼ,215202,株式会社ゼネラルボーサイ
〒104-0042,東京都中央区⼊船３ー６ー３
2024-02-06
 
ゼ,122488,ゼノー商事株式会社
〒550-0013,⼤阪市⻄区新町４−１０−３１ ⼟佐ビル内
2024-10-02
 
ゼ,106922,株式会社Ｘｅｎｏｍａ
〒143-0013,東京都⼤⽥区⼤森南４−６−１５ テクノＦＲＯＮＴ森ケ崎３０３
2026-03-15
https://xenoma.com
 
ゼ,210898,株式会社ゼファール
〒615-0856,京都府京都市右京区⻄京極古浜町６番地
2025-02-09
 
ゼ,505131,株式会社ゼファシステムズ
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥⼀丁⽬１０番７号
2024-09-20
http://www.zephyr-system.co.jp/
 
ゼ,230416,株式会社ＺＥＲＯ
〒356-0034,埼⽟県ふじみ野市駒林７９１番地５
2025-07-12
http://www.e-zero.info/
 
ゼ,231803,株式会社ゼロ
〒400-0851,⼭梨県甲府市住吉四丁⽬６番２４号
2026-03-20
http://zero-ltd.co.jp/
 



ゼ,129477,株式会社ゼロシステム
〒793-0030,愛媛県⻄条市⼤町６９１−５
2024-06-10
http://zerostart.jp/
 
ゼ,215810,株式会社ゼロソク
〒818-0004,福岡県筑紫野市⼤字吉⽊２５１５番地１
2024-12-04
 
ゼ,502753,株式会社ゼロソフト
〒107-0062,東京都港区南⻘⼭４−２０−３メゾン・ド・ラーク３階
2024-10-25
https://www.zerosoft.co.jp
 
ゼ,105289,株式会社ゼロプラスプレシジョン
〒605-0028,京都府京都市東⼭区三条通古川町東⼊分⽊町７５
2024-10-17
 
ゼ,217913,株式会社ゼロワン
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀三丁⽬１６番３号
2026-07-07
 
ゼ,230525,ゼロワン株式会社
〒213-0032,神奈川県川崎市⾼津区久地四丁⽬１３番１号袴⽥ビル３Ｆ
2025-07-26
https://zeroone-kawasaki.com
 
ゼ,126706,株式会社ゼン
〒196-0015,東京都昭島市昭和町４−１−２０
2024-03-07
 
ゼ,226607,全管⼯株式会社
〒708-0836,岡⼭県津⼭市林⽥町８番地１
2026-04-01
 
ゼ,123581,株式会社ゼンキンメタル
〒699-1311,島根県雲南市⽊次町⾥⽅１０７９−１
2026-03-14
http://www.zenkinmetaru.com/
 
ゼ,504675,株式会社ゼンク
〒212-0015,神奈川県川崎市幸区柳町１番地 伸幸ビル５Ｆ
2026-06-14
http://zenk.co.jp/
 
ゼ,228832,株式会社ゼンクリエイターズ
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊３ー２４ー４
2025-01-18
http://www.zen-creators.com
 
ゼ,224884,株式会社全建
〒337-0015,埼⽟県さいたま市⾒沼区蓮沼１５５１ー４３
2022-04-01
http://www.zenken-t.com
 



ゼ,211255,全研⼯業有限会社
〒512-1203,三重県四⽇市市下海⽼町３７９ー４
2025-07-01
 
ゼ,224932,有限会社ゼンコー
〒950-0923,新潟県新潟市中央区姥ケ⼭２丁⽬２５ー１１
2025-04-01
 
ゼ,224658,善恒電設⼯業株式会社
〒982-0034,宮城県仙台市太⽩区⻄多賀４丁⽬５番５号
2025-04-01
_
 
ゼ,503540,全国機ひも⼯業協同組合
〒105-0004,東京都港区新橋２−８−１７ 新橋⼩川ビル６階
2023-11-01
 
ゼ,211222,ゼンテリア株式会社
〒100-0014,東京都千代⽥区永⽥町２丁⽬１２番１４号
2026-03-07
 
ゼ,231106,全⽇商株式会社
〒532-0011,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島七丁⽬８番５号
2025-10-18
 
ゼ,113552,株式会社全備
〒700-8618,岡⼭市北区新屋敷町１−１０−２８
2024-07-25
https://www.zenbi.co.jp
 
ゼ,213150,株式会社ゼンヤ
〒730-0825,広島県広島市中区光南２丁⽬２３ー２
2026-03-25
 
ゼ,210927,有限会社ゼンユー企業
〒862-0926,熊本県熊本市東区保⽥窪５丁⽬５番１号
2025-02-23
 
ゼ,123572,株式会社ゼンリン
〒803-8630,福岡県北九州市⼩倉北区室町１−１−１
2025-02-09
https://www.zenrin.co.jp/
 
ゼ,104948,株式会社ゼンリンデータコム
〒108-0023,東京都港区芝浦３−１−１ ｍｓｂ Ｔａｍａｃｈｉ⽥町ステーションタワーＮ２２階
2023-10-04
 
ゼ,104394,株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズ
〒101-0063,東京都千代⽥区神⽥淡路町２−１０５ ワテラスアネックス９Ｆ
2025-05-26
https://www.zenrin-ms.co.jp/
 
ソ,505237,株式会社ソーエイ
〒104-0041,東京都中央区新富２−４−４ ソーエイビル４階
2025-06-19



http://www.soeistaff.com/
 
ソ,214187,株式会社ソーキ
〒541-0053,⼤阪府⼤阪市中央区本町４丁⽬４ー１６
2025-05-17
https://sooki.co.jp/
 
ソ,217321,株式会社ソーケン
〒230-0071,神奈川県横浜市鶴⾒区駒岡２ー３ー２６
2025-11-19
 
ソ,228312,株式会社ソーゴ
〒950-3103,新潟県新潟市北区⽩勢町字上⼤曲６９ー１４
2024-07-27
http://www.sg-sogo.co.jp/
 
ソ,504777,ソーシャルブラザーズ株式会社
〒802-0005,福岡県北九州市⼩倉北区堺町２−１−１
2023-08-08
http://so-bro.jp/
 
ソ,212268,株式会社ソーシン鋼業
〒063-0837,北海道札幌市⻄区発寒１７条１４丁⽬３−３０
2024-07-11
 
ソ,502915,ソースネクスト株式会社
〒105-7133,東京都港区東新橋１−５−２ 汐留シティセンタービル３３階
2026-01-28
http://sourcenext.co.jp/
 
ソ,113539,ソーダニッカ株式会社
〒103-8322,東京都中央区⽇本橋３−６−２ ⽇本橋フロント５Ｆ
2026-03-10
http://www.sodanikka.co.jp
 
ソ,124963,株式会社ソード
〒261-8580,千葉県千葉市美浜区真砂５−２０−７
2025-09-18
https://www.sord.co.jp/index_j.html
 
ソ,100616,ソーバル株式会社
〒141-0001,東京都品川区北品川５−９−１１ ⼤崎ＭＴビル
2026-02-10
https://www.sobal.co.jp/
 
ソ,215968,株式会社ソービメンテナンス
〒135-0005,東京都江東区⾼橋４ー７
2025-01-29
 
ソ,505213,ｓｏａｍ．ＩＣＴ株式会社
〒183-0023,東京都府中市宮町１−３４−２サンスクエアビル３０５
2025-04-23
https://www.soam-ict.co.jp/
 
ソ,213326,ソーラーテック株式会社



〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀四丁⽬９番４号
2023-07-08
 
ソ,100292,ソーラボジャパン株式会社
〒179-0081,東京都練⾺区北町３−６−３
2025-09-10
https://www.thorlabs.jp
 
ソ,210586,株式会社ソーリツ
〒164-0012,東京都中野区本町２ー４６ー４
2024-10-06
http://www.soritsucorporation.co.jp
 
ソ,231989,株式会社ソーレイ
〒132-0032,東京都江⼾川区⻄⼩松川町１８番１６号
2026-05-09
 
ソ,125421,株式会社Ｓｏｈｗａ ＆ Ｓｏｐｈｉａ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
〒215-8588,神奈川県川崎市⿇⽣区南黒川６−２
2026-04-25
https://www.ss-technologies.co.jp/index.html
 
ソ,106207,株式会社ソーワテクノ
〒315-0122,茨城県⽯岡市東成井２７６４−１
2024-04-16
 
ソ,211165,株式会社ＳＯＢＩＧ
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨１−４−９
2022-05-31
http://www.ueda-kk.com/sobig/index.html
 
ソ,106641,株式会社ソアー
〒992-1128,⼭形県⽶沢市⼋幡原４−３１４６−７
2025-04-27
https://www.soar-tech.co.jp/
 
ソ,113542,株式会社ソアラ・サプライ
〒140-0013,東京都品川区南⼤井６−２４−１４
2024-07-14
http://www.soarer.co.jp
 
ソ,220237,株式会社祖泉塗⼯店
〒920-0866,⽯川県⾦沢市中央通町１４−８
2024-09-14
 
ソ,128883,Ｓｏｉｔｅｃ Ｊａｐａｎ株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内３−４−２ 新⽇⽯ビル９階
2026-03-17
 
ソ,215516,ソイルアンドロツクエンジニアリング株式会社
〒561-0834,⼤阪府豊中市庄内栄町２丁⽬２１番１号
2024-07-31
 
ソ,218390,株式会社ソイル基⼯
〒980-0801,宮城県仙台市⻘葉区⽊町通１丁⽬２番２８号ウェルステージ⽊町通２Ｆ



2023-09-08
 
ソ,211958,株式会社創
〒352-0014,埼⽟県新座市栄５ー８ー１４
2023-12-21
 
ソ,106068,創怡⼯業株式会社
〒194-0022,東京都町⽥市森野１−２２−１ 都南ビル６Ｆ
2023-10-28
 
ソ,105046,株式会社創英
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥１−３１−１ ⽇本⽣命五反⽥ビル５Ｆ
2024-02-26
 
ソ,227999,株式会社創栄
〒468-0015,愛知県名古屋市天⽩区原４ー１５０９
2024-04-27
 
ソ,505692,株式会社 創栄機設
〒170-0013,東京都豊島区東池袋五丁⽬５０−６  栄第⼀ビル３階
2025-04-19
 
ソ,212752,壮栄建設株式会社
〒174-0063,東京都板橋区前野町４ー１２ー１
2025-07-17
 
ソ,212603,創栄⼯業株式会社
〒124-0005,東京都葛飾区宝町２丁⽬１１番５号
2025-05-01
 
ソ,223994,株式会社創栄⼯業
〒140-0001,東京都品川区北品川１ー２３ー２３
2025-01-01
 
ソ,505539,創英国際特許法律事務所
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内２−１−１丸の内 ＭＹ ＰＬＡＺＡ ９階
2024-03-03
https://www.soei.com/
 
ソ,228997,有限会社創栄タイル
〒804-0052,福岡県北九州市⼾畑区丸町２丁⽬１５番２０号
2025-04-25
 
ソ,220882,双栄電気株式会社
〒890-0032,⿅児島県⿅児島市⻄陵六丁⽬１９番１３号
2025-03-22
 
ソ,231090,創栄電気株式会社
〒336-0932,埼⽟県さいたま市緑区中尾２０２７番地２
2025-10-18
 
ソ,213959,創栄電設株式会社
〒540-0029,⼤阪府⼤阪市中央区本町橋６−２１−２０３
2025-01-12
 



ソ,230175,株式会社双栄電通
〒567-0894,⼤阪府茨⽊市若園町５番１５号
2025-06-07
https://soei-dentsu.jp
 
ソ,211889,株式会社装華
〒870-0820,⼤分県⼤分市⻄⼤道３丁⽬１番５３号
2023-11-04
http://soka.main.jp/
 
ソ,228212,創基⼯業株式会社
〒761-0122,⾹川県⾼松市牟礼町⼤町１１９４番地
2024-06-21
 
ソ,213176,株式会社装業社
〒733-0861,広島県広島市⻄区草津東１ー１０ー２６
2026-04-01
http://sougyousya.jp
 
ソ,101786,株式会社創研
〒322-0026,栃⽊県⿅沼市茂呂６５９−２
2024-10-16
http://www.souken-co.jp
 
ソ,210352,株式会社ソウケン
〒350-0258,埼⽟県坂⼾市⼤字北峰１９６番地１
2024-06-05
 
ソ,211197,株式会社創建
〒437-0047,静岡県袋井市⻄⽥２
2025-06-04
https://iki2home.co.jp
 
ソ,211529,株式会社創建
〒810-0013,福岡県福岡市中央区⼤宮１丁⽬７番１７ー１０１号
2026-02-03
 
ソ,214764,株式会社創建
〒890-0034,⿅児島県⿅児島市⽥上８ー１３ー２８
2023-06-06
 
ソ,216132,株式会社双建
〒920-0961,⽯川県⾦沢市⾹林坊⼀丁⽬２番２４号
2025-03-12
http://sou-ken.co.jp/
 
ソ,219231,有限会社創研
〒811-4164,福岡県宗像市徳重⼆丁⽬２番１７号
2024-03-02
 
ソ,219431,創建株式会社
〒904-2161,沖縄県沖縄市古謝三丁⽬２０番９号
2024-03-23
 
ソ,222760,株式会社創建



〒381-0003,⻑野県⻑野市⼤字穂保４６１ー６
2024-03-01
 
ソ,224128,株式会社創建
〒462-0036,愛知県名古屋市北区⻑喜町２丁⽬１８番地
2025-02-01
 
ソ,106551,総研おきの株式会社
〒543-0075,⼤阪府⼤阪市天王寺区⼣陽丘町４−２ ＭｅｔｒｏＰｏｒｔｅ四天王寺前⼣陽ケ丘Ⅲ
2025-01-31
 
ソ,123582,綜研化学株式会社
〒171-8531,東京都豊島区⾼⽥３−２９−５
2025-02-09
https://www.soken-ce.co.jp
 
ソ,218628,装建⾦属株式会社
〒136-0072,東京都江東区⼤島⼀丁⽬２番１ー２８０２号
2023-11-17
 
ソ,214396,創研建設株式会社
〒380-0803,⻑野県⻑野市三輪２丁⽬３番６号
2025-10-04
http://soukenkensetsu.co.jp/
 
ソ,129839,創研⼯業株式会社
〒350-0833,埼⽟県川越市芳野台１−１０３−５５
2025-03-25
 
ソ,221137,装建⼯業株式会社
〒983-0852,宮城県仙台市宮城野区榴岡４ー１２ー２３
2025-03-01
 
ソ,211458,株式会社創建構造企画
〒662-0918,兵庫県⻄宮市六湛寺町９ー７
2025-12-02
 
ソ,505638,株式会社創建サービス
〒812-0013,福岡県福岡市博多区博多駅東１丁⽬１８−２５
2024-11-04
http://www.souken-s.co.jp/
 
ソ,211531,綜建産業株式会社
〒370-3574,群⾺県前橋市清野町１６０ー３
2026-02-03
http://www.soken-sangyo.co.jp
 
ソ,214268,創建産業（その他）
〒289-1114,千葉県⼋街市東吉⽥７５０−２
2022-07-05
 
ソ,113517,株式会社総研システムズ
〒169-0072,東京都新宿区⼤久保１−３−２１ ルーシッドスクエア新宿イースト
2024-10-31
http://www.souken-sys.co.jp/



 
ソ,214563,有限会社創建社
〒192-0045,東京都⼋王⼦市⼤和⽥町１ー３ー１ー２１２
2026-02-07
 
ソ,216574,株式会社綜建社
〒460-0011,愛知県名古屋市中区⼤須１丁⽬２２番４７号
2025-06-04
https://www.soukensha.co.jp/
 
ソ,100852,綜研テクニックス株式会社
〒171-8531,東京都豊島区⾼⽥３−２９−５
2023-08-29
http://www.soken-tecnix.co.jp
 
ソ,101084,総研電気株式会社
〒182-0036,東京都調布市⾶⽥給１−３４−２２
2024-02-22
http://www.soken-jp.com
 
ソ,215504,株式会社創芸舎
〒599-8111,⼤阪府堺市東区⽇置荘北町３−１−２９
2024-07-31
 
ソ,230138,株式会社創源社
〒421-0111,静岡県静岡市駿河区丸⼦新⽥５８番地の２５
2025-05-31
http://www.sogensha.net/
 
ソ,219832,相興株式会社
〒230-0074,神奈川県横浜市鶴⾒区北寺尾２−４−１５
2024-06-08
 
ソ,224112,株式会社壮光堂
〒770-0944,徳島県徳島市南昭和町１丁⽬９番地１３
2025-02-01
 
ソ,113529,相互印刷株式会社
〒531-0073,⼤阪市北区本庄⻄３−８−２６
2026-02-17
http://www.sogo-pp.co.jp
 
ソ,225150,株式会社綜合エンジニアリング
〒105-0004,東京都港区新橋５丁⽬１９番２号
2025-05-01
http://soghoeng.co.jp/index.htm
 
ソ,212803,総合開発株式会社
〒562-0035,⼤阪府箕⾯市船場東３丁⽬１ー６
2025-08-21
 
ソ,217534,株式会社総合企画
〒850-0035,⻑崎県⻑崎市元船町１２ー１
2026-01-28
 



ソ,229970,株式会社総合企画
〒456-0066,愛知県名古屋市熱⽥区野⽴町１丁⽬３９番地
2023-09-29
 
ソ,230873,総合機販株式会社
〒542-0012,⼤阪府⼤阪市中央区⾕町六丁⽬６番７号
2025-09-20
http://sougou-kihan.com
 
ソ,214970,綜合計測株式会社
〒564-0036,⼤阪府吹⽥市寿町２丁⽬２６番５号
2023-09-05
 
ソ,219034,綜合警備保障株式会社
〒107-8511,東京都港区元⾚坂１丁⽬６番６号
2024-02-09
https://www.alsok.co.jp
 
ソ,216447,有限会社総合検査太陽
〒143-0013,東京都⼤⽥区⼤森南１丁⽬２０番３号
2025-05-21
 
ソ,217522,株式会社総合建設中嶋
〒573-0125,⼤阪府枚⽅市津⽥駅前１丁⽬４１番３号
2026-01-28
 
ソ,113962,綜合サーキット株式会社
〒191-0012,東京都⽇野市⽇野５３１
2024-08-25
http://www.sougoucircuit.co.jp
 
ソ,210568,株式会社総合サービス
〒531-0076,⼤阪府⼤阪市北区⼤淀中４丁⽬６番１２号
2024-09-25
 
ソ,218829,総合システム株式会社
〒345-0052,埼⽟県草加市⾦明町４８４番地１
2023-12-22
 
ソ,103764,綜合システム開発株式会社
〒107-0052,東京都港区⾚坂１−１２−３２ アーク森ビル１３Ｆ
2024-04-01
http://sogo-net.co.jp
 
ソ,101638,総合施設株式会社
〒010-0802,秋⽥県秋⽥市外旭川字三千刈１０６−１
2024-09-03
http://sogo-shisetsu.com/
 
ソ,218729,総合商社桂商店株式会社
〒264-0016,千葉県千葉市若葉区⼤宮町１９５９ー２
2023-12-15
http://katsura-syoten.co.jp
 
ソ,218271,株式会社綜合積算



〒530-0044,⼤阪府⼤阪市北区東天満１−１１−１９
2023-08-25
 
ソ,214934,株式会社総合装備
〒731-5101,広島県広島市佐伯区五⽉が丘１丁⽬２２番１０号
2023-08-15
 
ソ,213570,総合建物株式会社
〒110-0008,東京都台東区池之端３ー３ー１６
2024-01-27
http://sogo-t.com
 
ソ,217196,株式会社総合ダクト⼯業
〒195-0051,東京都町⽥市真光寺町３０２番地１８
2025-10-08
 
ソ,213198,株式会社綜合デザイン
〒151-0051,東京都渋⾕区千駄ヶ⾕５丁⽬４番５号
2026-04-15
https://www.sogodesign.co.jp/
 
ソ,220857,総合電気通信株式会社
〒462-0053,愛知県名古屋市北区光⾳寺町字野⽅１９１８番地３１
2025-03-15
http://www.sdtcorp.co.jp
 
ソ,123522,綜合電⼦株式会社
〒206-0025,東京都多摩市永⼭６−２２−７
2025-01-30
http://www.sogoel.co.jp
 
ソ,220837,有限会社総合美装
〒731-0102,広島県広島市安佐南区川内三丁⽬１８番３５号
2025-03-15
 
ソ,225283,総合ビルサービス株式会社
〒732-0828,広島県広島市南区京橋町４ー３
2025-06-01
 
ソ,218820,綜合プラント株式会社
〒170-0003,東京都豊島区駒込１丁⽬４２番２号
2023-12-22
 
ソ,103034,株式会社総合保健センター
〒509-0201,岐⾩県可児市川合１３６−８
2026-02-17
http://www.ghl-sougouhoken.co.jp
 
ソ,103248,株式会社総合⽔研究所
〒590-0984,⼤阪府堺市堺区神南辺町１−４−６
2023-06-27
http://www.mizuken.com
 
ソ,113701,綜合銘板⼯業株式会社
〒252-0212,神奈川県相模原市中央区宮下３−１１−１４



2024-04-13
http://www.sogo-meiban.com/
 
ソ,210781,株式会社相互スチール
〒177-0031,東京都練⾺区三原台１−３−９
2024-12-16
 
ソ,120487,相互ネジ株式会社
〒578-0921,⼤阪府東⼤阪市⽔⾛３−３−２８
2023-10-07
http://www.sougo-neji.co.jp/
 
ソ,129668,相互発條株式会社
〒215-0033,神奈川県川崎市⿇⽣区栗⽊２−７−４
2024-12-04
http://www.sogospring.co.jp/
 
ソ,230117,創彩有限会社
〒336-0963,埼⽟県さいたま市緑区⼤⾨２９１９番地７
2025-05-24
 
ソ,223192,株式会社倉伸
〒979-1111,福島県双葉郡富岡町⼤字⼩浜字反町２４ー４
2024-06-01
 
ソ,231644,株式会社創信
〒573-1134,⼤阪府枚⽅市養⽗丘⼆丁⽬２２番３号
2026-02-07
 
ソ,220416,株式会社創伸建設
〒062-0054,北海道札幌市豊平区⽉寒東四条１８丁⽬２−６
2024-11-01
https://k-soushin.co.jp
 
ソ,217320,創新⼯業株式会社
〒571-0053,⼤阪府⾨真市泉町８番１４号
2025-11-19
http://soshin-kogyo.co.jp/
 
ソ,218056,創信⼯業株式会社
〒169-0075,東京都新宿区⾼⽥⾺場１−２３−７
2023-07-28
 
ソ,213157,相信産業株式会社
〒259-1201,神奈川県平塚市南⾦⽬６５８番地
2026-03-25
https://soushin-tms.jp/
 
ソ,103337,相信商事株式会社
〒530-0015,⼤阪市北区中崎⻄１−３−９−４０５
2023-08-11
 
ソ,103110,双信電機株式会社
〒385-0021,⻑野県佐久市猿久保８００−３８
2025-05-02



http://www.soshin.co.jp
 
ソ,226189,双⽇株式会社
〒100-8691,東京都千代⽥区内幸町２丁⽬１番１号
2025-11-01
https://www.sojitz.com/jp/
 
ソ,506140,双⽇エアロスペース株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内１−８−３ 丸の内トラストタワー本館４階
2025-02-01
http://www.sojitz-aero.com
 
ソ,104692,双⽇九州株式会社
〒810-0001,福岡県福岡市中央区天神１−４−２
2026-03-27
http://www.sojitz-kyushu.com/
 
ソ,228743,双⽇建材株式会社
〒100-0004,東京都千代⽥区⼤⼿町１丁⽬７番２号
2024-12-06
https://www.sojitz-bm.com/
 
ソ,501434,双⽇プラネット株式会社
〒530-8689,⼤阪府⼤阪市北区梅⽥３丁⽬３番１０号
2024-11-17
http://www.sojitz-planet.com/jp/
 
ソ,231417,相⽇防災株式会社
〒245-0002,神奈川県横浜市泉区緑園七丁⽬７番８号
2025-12-13
https://www.sojitsu.com
 
ソ,121914,双⽇マシナリー株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内１−６−１ 丸の内センタービル２Ｆ
2024-07-07
http://www.sojitz-mac.com
 
ソ,222370,双⽔⼯業株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野１−２０−８第３津多屋ビル
2023-11-01
 
ソ,503173,株式会社 創盛
〒223-0052,神奈川県横浜市港北区綱島東１丁⽬１６番３４号
2024-03-02
http://www.sousei.co.jp
 
ソ,102685,株式会社創世エンジニアリング
〒839-0804,福岡県久留⽶市宮ノ陣町若松１−６
2025-07-16
http://www.sousei-japan.com/
 
ソ,106435,株式会社創成電⼦
〒992-0025,⼭形県⽶沢市通町２−１１−２
2024-12-06
http://sousei-elec.co.jp/



 
ソ,212345,株式会社相双リテック
〒970-8026,福島県いわき市平字四町⽬１８番地いわき相双ビル
2021-10-10
 
ソ,129661,双⽥産業株式会社
〒231-0028,神奈川県横浜市中区翁町１−４−５
2024-12-02
 
ソ,127679,株式会社總⽥商⾏
〒542-0081,⼤阪市中央区南船場１−１２−７
2025-01-16
http://www.soda-ami.jp/
 
ソ,106481,株式会社ソウダ製作所
〒612-8486,京都市伏⾒区⽻束師古川町３８９−１
2025-01-05
https://www.souda-seisakusho.co.jp
 
ソ,129999,株式会社創電
〒810-0015,福岡県福岡市中央区那の川２−７−７
2025-06-04
http://www.so-den.co.jp/
 
ソ,218696,株式会社創伝
〒422-8044,静岡県静岡市駿河区⻄脇６１６番１
2023-12-08
 
ソ,227497,株式会社創電
〒068-0852,北海道岩⾒沢市⼤和２条２丁⽬１７番地５
2024-02-28
 
ソ,230925,株式会社創電
〒351-0014,埼⽟県朝霞市膝折町四丁⽬３番１６号
2025-09-27
 
ソ,230407,創電⼯業株式会社
〒699-0403,島根県松江市宍道町⻄来待６７６番地１
2025-07-12
 
ソ,113585,双電産業株式会社
〒920-3122,⾦沢市福久町ハ−１０
2024-04-18
http://www.souden.co.jp/top.html
 
ソ,230511,株式会社創電プラント
〒145-0076,東京都⼤⽥区⽥園調布南６番５ー１０４号
2025-07-26
 
ソ,218391,株式会社桑都コーポレーション
〒193-0816,東京都⼋王⼦市⼤楽寺町６４１ー２
2023-09-15
 
ソ,213456,有限会社五⽉⼥組
〒329-2121,栃⽊県⽮板市荒井６１５ー５８８



2023-09-30
 
ソ,216162,有限会社創美
〒781-0112,⾼知県⾼知市仁井⽥３４９２番地２
2025-03-19
_
 
ソ,216358,株式会社爽美
〒530-0045,⼤阪府⼤阪市北区天神⻄町５番１７号アクティ南森町１０階
2025-04-23
http://so-ubi.co.jp/
 
ソ,231447,株式会社創美
〒274-0056,千葉県船橋市神保町２４番地２９
2025-12-13
https://www.kksohbi.co.jp
 
ソ,103137,株式会社創美⼯芸
〒581-0051,⼤阪府⼋尾市⽵渕⻄１−３６
2025-12-14
http://www.sohbikogei.jp/
 
ソ,219853,株式会社創⾵
〒386-2201,⻑野県上⽥市真⽥町⻑２４１１ー１２
2024-06-15
 
ソ,216417,株式会社総武
〒289-0314,千葉県⾹取市野⽥６１番地４
2025-05-14
_
 
ソ,231282,株式会社装武
〒121-0052,東京都⾜⽴区六⽊三丁⽬１９番１１号
2025-11-15
https://www.sou-bu.co.jp/
 
ソ,123537,株式会社相武機械
〒252-0239,神奈川県相模原市中央区中央５−２−１５
2025-03-01
http://www.soubukikai.co.jp/
 
ソ,212629,総武建設株式会社
〒986-0101,宮城県⽯巻市相野⾕字六本⽊２８番地
2022-05-22
http://www.soubu-kk.co.jp
 
ソ,113714,株式会社相武通信
〒252-0328,神奈川県相模原市南区⿇溝台７−１６−４
2024-03-23
http://www.soubu-t.co.jp
 
ソ,100691,双峰通信⼯業株式会社
〒950-0031,新潟県新潟市東区船江町１−５５−１１
2026-04-13
http://www.soho.co.jp/



 
ソ,214618,相⾺建設株式会社
〒975-0049,福島県南相⾺市原町区⼤甕字⼗⽇迫４
2023-03-07
http://soma-k.co.jp
 
ソ,106394,相⾺⼯業株式会社
〒889-1401,宮崎県児湯郡新富町⼤字⽇置３０６０−３８
2024-11-08
https://souma-kk.co.jp
 
ソ,215430,相⾺電業株式会社
〒351-0114,埼⽟県和光市本町５番１８号
2024-06-05
 
ソ,219022,株式会社総務の窓⼝
〒108-0075,東京都港区港南２−１６−４品川グランドセントラルタワー
2024-02-02
https://soumu-madoguchi.co.jp/
 
ソ,215634,株式会社相友建装
〒984-0051,宮城県仙台市若林区新寺３丁⽬２番３２ー３０５号
2024-10-09
 
ソ,113561,株式会社双洋
〒102-0083,東京都千代⽥区麹町２−４−１ 麹町⼤通りビル６Ｆ
2026-06-25
http://www.kk-soyo.co.jp
 
ソ,101822,相洋産業株式会社
〒250-0055,神奈川県⼩⽥原市久野１１１
2024-10-23
http://www.soyo-sangyo.jp
 
ソ,504973,株式会社 双⽴
〒587-0062,⼤阪府堺市美原区太井６５５
2023-10-05
http://www.soritsu.co.jp
 
ソ,228886,相⽴興産株式会社
〒220-0004,神奈川県横浜市⻄区北幸２丁⽬１５番１号
2025-02-07
https://soritsu-kosan.jp/
 
ソ,113523,双⽴プラスチックス⼯業有限会社
〒351-0115,埼⽟県和光市新倉１−３８−２
2023-09-07
 
ソ,214300,株式会社双⿓⼯務店
〒168-0073,東京都杉並区下⾼井⼾１ー１８ー７
2025-07-26
http://souryu.co.jp/
 
ソ,120379,双⿓産業株式会社
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町４−２−１０



2023-09-06
http://www.sohryu.co.jp/
 
ソ,103079,Ｓｅｏｕｌ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ ｃｏ．，ｌｔｄ
〒000-0000,９７−１１，Ｓａｎｄａｎ−ｒｏ１６３ｂｅｏｎ−ｇｉｌ，Ｄａｎｗｏｎ−ｇｕ，Ａｎｓａｎ−ｓｉ，Ｇｙｅｏ
ｎｇｇｉ，Ｋｏｒｅａ
2026-03-11
http://www.seoulsemicon.com/jp
 
ソ,113564,株式会社創和
〒393-0047,⻑野県諏訪郡下諏訪町⻄⾚砂４３５４−６
2025-08-07
http://www.sohwa.jp/
 
ソ,128248,株式会社創和
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿８−１４−２１ 双英ビル９階
2025-09-05
https://sowa.gr.jp
 
ソ,210763,有限会社装和
〒264-0036,千葉県千葉市若葉区殿台町２８９ー１
2024-12-16
 
ソ,212911,株式会社総和
〒283-0104,千葉県⼭武郡九⼗九⾥町⽚⾙３５５３
2022-11-06
http://www.sowa5502.co.jp
 
ソ,213435,株式会社崇和
〒653-0037,兵庫県神⼾市⻑⽥区⼤橋町⼀丁⽬２番１０号
2023-09-16
 
ソ,218577,株式会社創和
〒062-0033,北海道札幌市豊平区⻄岡三条１丁⽬１−６
2023-10-27
https://www.kksowa.co.jp/
 
ソ,218734,株式会社創和エンジニアリング
〒535-0005,⼤阪府⼤阪市旭区⾚川１丁⽬９ー１０
2023-12-15
http://souwa-eng.net/
 
ソ,113993,桑和機⼯株式会社
〒511-0009,三重県桑名市春⽇町３７
2024-10-19
 
ソ,121363,綜和機電株式会社
〒359-1132,埼⽟県所沢市松が丘１−２９−１
2024-04-02
http://www.sowa-me.co.jp
 
ソ,220505,合同会社総和空設（その他）
〒901-0153,沖縄県那覇市宇栄原⼀丁⽬５番８号
2024-12-07
 



ソ,212418,株式会社総和建設
〒243-0211,神奈川県厚⽊市三⽥３２８２ー２
2024-12-12
 
ソ,226704,株式会社湘和建設
〒259-1122,神奈川県伊勢原市⼩稲葉２２０６番地の１
2026-05-01
http://souwa-k.com/
 
ソ,227900,創和建設株式会社
〒013-0036,秋⽥県横⼿市駅前町１３番８号
2024-04-13
 
ソ,230827,倉和建設株式会社
〒422-8046,静岡県静岡市駿河区中島１４００番地
2025-09-13
http://so-wa.com
 
ソ,105195,宗和⼯業株式会社
〒581-0039,⼤阪府⼋尾市太⽥新町５−７０
2024-07-26
http://www.souwadrw.co.jp
 
ソ,210876,創和⼯業株式会社
〒154-0016,東京都世⽥⾕区弦巻４丁⽬２１番２２号
2025-01-29
https://www.soha-kogyo.co.jp
 
ソ,219492,双和⼯業株式会社
〒241-0034,神奈川県横浜市旭区今宿南町１７１２−６
2024-03-23
 
ソ,505491,株式会社創和⼯業
〒319-1231,茨城県⽇⽴市留町１２７０−１７
2023-12-08
http://www.sowa-kogyo.co.jp
 
ソ,220562,株式会社創和⼯販
〒326-0333,栃⽊県⾜利市問屋町１１７７番地の７
2024-12-21
 
ソ,212954,株式会社創和シーリング
〒930-0138,富⼭県富⼭市呉⽻町６４４４番地２
2025-12-11
https://www.souwa-seal.com/
 
ソ,212902,創和ジャステック建設株式会社
〒941-0061,新潟県⽷⿂川市⼤町１丁⽬５番２９号
2025-10-30
http://www.justech.jp
 
ソ,212984,相和設備⼯業株式会社
〒251-0015,神奈川県藤沢市川名２丁⽬５番２５号
2026-01-08
 



ソ,226137,双和テクノ株式会社
〒455-0006,愛知県名古屋市港区南⼗⼀番町５ー２
2025-11-01
 
ソ,103805,双和電機株式会社
〒612-8392,京都市伏⾒区下⿃⽻北ノ⼝町９２
2025-06-22
https://www.sowa-denki.co.jp
 
ソ,125973,株式会社ソエジマ
〒154-0002,東京都世⽥⾕区下⾺１−８−１７
2023-11-01
 
ソ,213050,株式会社ソエジマ
〒156-0052,東京都世⽥⾕区経堂５ー２８ー１０
2024-04-01
http://www.soejima.co.jp/
 
ソ,224660,株式会社ソエジマ
〒321-0414,栃⽊県宇都宮市中⾥町６８０番地２
2025-04-01
http://www.soejimacorp.jp/
 
ソ,104206,副島産業株式会社
〒830-0063,福岡県久留⽶市荒⽊町荒⽊１９８０−３
2024-12-14
http://www.soejima-sangyo.com/
 
ソ,102113,株式会社ＳＯＧＡ
〒326-0844,栃⽊県⾜利市⿅島町５２２−１２
2025-01-11
https://soga-iw.co.jp
 
ソ,123528,株式会社曽我
〒080-0025,北海道帯広市⻄１５条南２８−１−８
2025-02-13
http://www.soga.ne.jp
 
ソ,232008,曽我建設株式会社
〒466-0843,愛知県名古屋市昭和区菊園町五丁⽬５番地１
2026-05-16
https://www.sogaken.net/
 
ソ,223799,株式会社測信
〒270-1176,千葉県我孫⼦市柴崎台⼀丁⽬１０番１２号酒巻ビル２階
2024-11-01
 
ソ,231763,株式会社測真
〒331-0058,埼⽟県さいたま市⻄区飯⽥６１番地５
2026-03-07
 
ソ,229324,捉伸⼯事株式会社
〒555-0025,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区姫⾥２丁⽬１５番５号
2025-10-17
http://www.sokushin.co.jp/



 
ソ,217509,有限会社ソクテック
〒486-0851,愛知県春⽇井市篠⽊町６ー１０ー４
2026-01-21
https://www.soctec.co.jp
 
ソ,231516,有限会社測ネット
〒902-0075,沖縄県那覇市字国場１１６８番地の２２和⾼建設⼯業ビル３階
2025-12-27
 
ソ,101259,株式会社ソケットセンター
〒130-0024,東京都墨⽥区菊川３−１２−１２
2024-04-05
http://www.nissan-neji.com/
 
ソ,225806,⼗河建設株式会社
〒652-0806,兵庫県神⼾市兵庫区⻄柳原町３番５号
2022-08-01
 
ソ,104386,株式会社ソシオネクスト
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−１０−２３
2025-05-23
http://www.socionext.com/jp/
 
ソ,219964,株式会社測建
〒561-0851,⼤阪府豊中市服部元町２−１３−１６
2024-06-29
 
ソ,126231,株式会社ソディック
〒224-8522,横浜市都筑区仲町台３−１２−１
2023-11-17
http://www.sodick.co.jp
 
ソ,121709,袖⽥⼯業株式会社
〒143-0012,東京都⼤⽥区⼤森東２−１−６
2024-05-21
 
ソ,100043,有限会社外岡特殊産業
〒252-0002,神奈川県座間市⼩松原２−２２−１２
2025-07-09
http://www.sotooka.co.jp
 
ソ,224459,有限会社外久保⼯務店
〒365-0004,埼⽟県鴻巣市関新⽥２２１番地２
2025-04-01
 
ソ,105989,ソナス株式会社
〒113-0033,東京都⽂京区本郷５−２４−２ グレースイマスビル６Ｆ
2023-08-03
 
ソ,103010,ソニー株式会社
〒108-0075,東京都港区港南１−７−１
2024-09-20
 
ソ,502486,ソニーマーケティング株式会社



〒180-0075,東京都港区港南１−７−１
2023-11-15
https://www.sony.jp/CorporateCruise/SMOJ-info/Profile.html
 
ソ,503537,ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社
〒140-0002,東京都品川区東品川４−１２−３
2022-12-05
https://www.sonymobile.co.jp
 
ソ,213272,株式会社ソニック
〒459-8008,愛知県名古屋市緑区⽂久⼭２３７番地
2026-06-17
 
ソ,215164,ソニック株式会社
〒241-0805,神奈川県横浜市旭区都岡町１６ー３２
2024-01-10
http://www.sonic-web.co.jp/
 
ソ,214950,株式会社曽根資材
〒800-0233,福岡県北九州市⼩倉南区朽網⻄２−９９−７
2023-08-29
 
ソ,215562,株式会社ＳＯＮＥＸ
〒460-0012,愛知県名古屋市中区千代⽥３ー１８ー６アイビル２Ｃ
2024-09-11
 
ソ,227681,株式会社ソネック
〒676-0082,兵庫県⾼砂市曽根町２２５７番地の１
2024-03-23
http://www.sonec-const.co.jp
 
ソ,230014,曾根電⼯株式会社
〒620-0221,京都府福知⼭市字雲原７４０番地
2025-04-12
https://www.sonedenko.com
 
ソ,214600,株式会社園川組
〒866-0871,熊本県⼋代市⽥中東町２０ー２２
2026-02-28
http://www.sonokawa-gumi.com/
 
ソ,113504,株式会社ソノコム
〒152-0002,東京都⽬黒区⽬黒本町２−１５−１０
2025-03-05
http://www.sonocom.co.jp
 
ソ,218499,有限会社園⽥組
〒652-0831,兵庫県神⼾市兵庫区七宮町⼀丁⽬８番１８−３０１号
2023-10-13
 
ソ,223836,株式会社園⽥建設
〒840-0003,佐賀県佐賀市蓮池町⼤字古賀１０８０−３
2024-11-01
 
ソ,123858,株式会社園⽥装飾⼯業



〒921-8051,⽯川県⾦沢市黒⽥１−１８２
2025-05-11
 
ソ,101169,株式会社ソノテック
〒213-0013,神奈川県川崎市⾼津区末⻑３−２８−１９
2024-03-13
http://www.sonotec.com
 
ソ,127824,株式会社ソフィー
〒454-0943,名古屋市中川区⼤当郎３−１６０１
2025-03-19
 
ソ,100539,株式会社ソフィア
〒708-0033,岡⼭県津⼭市河原町２９−３
2026-01-07
http://www.sophia-inc.co.jp/
 
ソ,126806,株式会社ソフィックス
〒222-0033,横浜市港北区新横浜３−１８−１６
2024-04-10
http://sofix.co.jp/
 
ソ,505766,株式会社ソフィックス
〒141-0032,東京都品川区⼤崎３丁⽬１番３号 久保ビル２Ｆ
2025-12-15
 
ソ,105632,株式会社ソフテック
〒160-0004,東京都新宿区四⾕１−６−１
2025-07-17
https://www.softech.co.jp/
 
ソ,504369,株式会社ソフテック
〒154-0004,東京都世⽥⾕区太⼦堂⼀丁⽬１２番３９号三軒茶屋堀商ビル
2023-08-01
http://www.softek.co.jp/
 
ソ,215551,株式会社ソフテム
〒210-0007,神奈川県川崎市川崎区駅前本町１１番２号
2024-09-04
https://www.softem.co.jp/
 
ソ,104834,ソフトイーサ株式会社
〒305-0005,茨城県つくば市天久保２−９−２ リッチモンドビル
2023-06-26
http://www.softether.jp/
 
ソ,100190,株式会社ソフトウェアコントロール
〒103-0011,東京都中央区⽇本橋⼤伝⾺町１２−２ セイショウ⽇本橋ビル
2025-08-16
https://www.scnet.co.jp/
 
ソ,103926,株式会社ソフトウェア・パートナー
〒162-0814,東京都新宿区新⼩川町６−３６
2024-08-06
 



ソ,504149,株式会社ソフトウエア・サイエンス
〒171-0022,東京都豊島区南池袋２−３２−８
2024-11-21
https://www.ssi.co.jp/
 
ソ,120129,株式会社ソフトウエアシステム
〒141-0032,東京都品川区⼤崎５−６−２
2023-07-25
http://www.netssc.co.jp
 
ソ,105639,株式会社ソフト技研
〒150-0031,東京都渋⾕区桜丘町４−２３ 渋⾕桜丘ビル６階
2025-07-24
https://sgk.co.jp/
 
ソ,104421,株式会社ソフトサービス
〒812-0008,福岡市博多区東光２−１４−１
2025-06-20
https://www.soft-service.co.jp
 
ソ,504499,株式会社ソフトジャパン
〒210-0007,神奈川県川崎市川崎区駅前本町１５番地５
2024-12-11
http://www.sjl-group.co.jp/
 
ソ,127624,株式会社ソフトテックス
〒464-0850,名古屋市千種区今池５−１−５ 名古屋センタープラザビル
2024-12-19
http://www.softtex.co.jp
 
ソ,105636,ＳｏｆｔＤＥＬ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ
〒102-0073,東京都千代⽥区九段北１−１−６ リブ九段６０２
2025-07-23
https://www.softdel.com/
 
ソ,123556,株式会社ソフトネット
〒205-0001,東京都⽻村市⼩作台１−２−１ 東洋ビル３Ｆ
2026-04-26
http://www.soft-net.co.jp/
 
ソ,102527,ソフトプレン株式会社
〒430-0917,静岡県浜松市中区常盤町１３２−１５
2025-04-15
http://softorenco.jp
 
ソ,126277,ソフトロニクス株式会社
〒338-0821,埼⽟県さいたま市桜区⼭久保１−８−２
2023-11-24
http://www.softronics.co.jp/
 
ソ,123943,株式会社ソフネット
〒812-0054,福岡県福岡市東区⾺出１−１３−８ ソフネット県庁⼝ビル
2025-06-10
https://sofnet-pro.co.jp/
 



ソ,231546,祖⽗江⼯業株式会社
〒454-0806,愛知県名古屋市中川区澄池町２番５号
2026-01-10
 
ソ,503510,ソマール株式会社
〒104-8109,東京都中央区銀座４−１１−２
2026-02-09
http://www.somar.co.jp
 
ソ,225651,株式会社染野製作所
〒300-1231,茨城県⽜久市猪⼦町６４８
2025-07-01
http://www.someno.co.jp
 
ソ,126343,株式会社染宮製作所
〒338-0837,埼⽟県さいたま市桜区⽥島９−１９−６
2023-12-07
http://www.somemiya.co.jp/
 
ソ,125179,株式会社染⾕商店
〒221-0865,横浜市神奈川区⽚倉４−４−１
2026-02-03
 
ソ,214502,有限会社楚⼭⼯務店
〒270-2221,千葉県松⼾市紙敷８６４ー２５
2025-12-13
 
ソ,102562,ＳＯＬＩＺＥ株式会社
〒102-0075,東京都千代⽥区三番町６−３ 三番町ＵＦビル３Ｆ
2025-05-15
https://www.solize.com/
 
ソ,100472,ソリオ株式会社
〒700-0953,岡⼭県岡⼭市南区⻄市１１４−１３
2025-12-10
http://www.solio.co.jp/
 
ソ,129233,ソリ産業株式会社
〒851-2102,⻑崎県⻄彼杵郡時津町浜⽥郷６１０−１
2024-01-23
 
ソ,103122,株式会社ソリック
〒175-0082,東京都板橋区⾼島平９−１３−１
2026-04-04
http://www.solic.jp
 
ソ,214584,株式会社ソリッド
〒273-0018,千葉県船橋市栄町２ー５ー４
2026-02-21
 
ソ,101918,ソリッドギア株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−３−９ 新横浜⾦⼦ビル８Ｆ
2024-11-20
https://www.solidgear.tdk.com
 



ソ,503269,株式会社ソリトンシステムズ
〒160-0022,東京都新宿区新宿２−４−３
2024-11-02
https://www.soliton.co.jp/
 
ソ,104817,ソリマチ株式会社
〒940-0071,新潟県⻑岡市表町１−４−２４ ソリマチ第３ビル
2023-06-15
https://www.sorimachi.co.jp
 
ソ,104017,ソリューションサービス株式会社
〒730-0013,広島県広島市中区⼋丁堀６−１１ グレイスビル５Ｆ
2024-10-05
 
ソ,219058,ソリューションネットワーク株式会社
〒880-0124,宮崎県宮崎市新名⽖１７４３ー１
2024-02-09
 
ソ,103847,株式会社ソルクシーズ
〒108-0023,東京都港区芝浦３−１−２１ ⽥町ステーションタワーＳ１３階
2024-05-21
http://www.solxyz.co.jp
 
ソ,507031,株式会社ソルコム
〒730-0054,広島県広島市中区南千⽥東町２−３２
2024-05-30
https://www.solcom.co.jp/
 
ソ,105910,ソルテック⼯業株式会社
〒329-2811,栃⽊県那須塩原市下⽥野５３２−１６６
2023-04-23
http://solutech.co.jp/
 
ソ,230300,株式会社ソルテック⼯業
〒544-0014,⼤阪府⼤阪市⽣野区巽東⼆丁⽬１番１７号
2025-06-28
https://soltec21.co.jp/
 
ソ,113608,株式会社ソルトン
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−７−２
2024-02-28
http://www.solton.co.jp/
 
ソ,100640,ソルナック株式会社
〒530-0003,⼤阪市北区堂島１−１−２５ 新⼭本ビル
2026-03-03
http://www.solnac.jp/
 
ソ,504775,株式会社ソルネットシステム
〒541-0054,⼤阪府⼤阪市中央区南本町１丁⽬８番１４号 堺筋本町ビル４階
2023-08-04
https://www.solnet-sys.co.jp/
 
ソ,502737,株式会社ソルパック
〒106-0032,東京都港区六本⽊四丁⽬１番４号 黒崎ビル８階



2024-10-17
http://www.solpac.co.jp/
 
ソ,117458,株式会社ソルプラス
〒190-0182,東京都⻄多摩郡⽇の出町平井２２−９
2024-07-06
http://www.sol-plus.co.jp/
 
ソ,106157,ソルベイスペシャルティポリマーズジャパン株式会社
〒105-6207,東京都港区愛宕２−５ー１ 愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー７階
2024-02-15
https://www.solvay.com
 
ソ,102883,ソレキア株式会社
〒144-8626,東京都⼤⽥区⻄蒲⽥８−１６−６
2024-11-04
https://www.solekia.com/
 
ソ,219732,株式会社ソロ防⽔北海道
〒007-0841,北海道札幌市東区北四⼗⼀条東５丁⽬２番１５号
2024-05-11
 
ゾ,126858,ゾーモックス ジャパン株式会社
〒223-0057,神奈川県横浜市港北区新⽻町６９１−２
2024-05-23
http://www.japan.xomox.com
 
ゾ,224788,有限会社造営舎
〒414-0027,静岡県伊東市⽵の内⼆丁⽬９番２１号
2025-04-01
http://www.zoeisha.co.jp/
 
ゾ,211000,有限会社造園⼟⽊植清園
〒570-0095,⼤阪府守⼝市⼋島町１２ー３
2022-03-24
http://www.ueseien.jp
 
ゾ,228100,有限会社造建毘⾸
〒279-0043,千葉県浦安市富⼠⾒５−１７−３３
2024-05-25
 
ゾ,113729,象印マホービン株式会社
〒530-8511,⼤阪市北区天満１−２０−５
2024-04-03
http://www.zojirushi.co.jp/
 
ゾ,503601,株式会社ゾネシステムズ
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋４−６−１ ２１東和ビル
2025-08-31
http://www.zonesystems.co.jp/
 
タ,129927,株式会社ターミナル
〒211-0002,神奈川県川崎市中原区上丸⼦⼭王町２−１３６６
2025-04-14
http://www.terminals.co.jp/



 
タ,213051,株式会社タイアップ２１
〒136-0072,東京都江東区⼤島３丁⽬１５番１７号
2026-02-12
http://www.tieup21.co.jp
 
タ,231847,有限会社⼤市内装⼯業
〒901-2316,沖縄県中頭郡北中城村字安⾕屋１３４８番地１ジ・オーシャンハウスビル４Ｆ
2026-04-04
 
タ,213836,株式会社タイエ
〒555-0001,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区佃４ー１４ー１
2024-09-15
 
タ,114188,株式会社泰榮
〒101-0032,東京都千代⽥区神⽥淡路町１−３−２
2025-12-07
http://www.taiei-mito.com/
 
タ,128636,泰榮エンジニアリング株式会社
〒101-0063,東京都千代⽥区神⽥淡路町１−３−２ 廣屋ビル２階
2025-12-27
http://www.taiei-eng.co.jp/
 
タ,127986,泰榮電器株式会社
〒101-0063,東京都千代⽥区神⽥淡路町１−３−２ 廣屋ビル２階
2025-08-03
http://www.taiei-denki.co.jp
 
タ,231740,株式会社タイエイ電設
〒830-0063,福岡県久留⽶市荒⽊町荒⽊１３９３番地２
2026-03-07
 
タ,106184,株式会社タイカ
〒108-0074,東京都港区⾼輪２−１８−１０ ⾼輪泉岳寺駅前ビル３Ｆ
2024-03-17
https://taica.co.jp/
 
タ,212426,有限会社タイガ
〒306-0013,茨城県古河市東本町１−１８−２５ルーブルタワーズ６０４号
2023-03-14
 
タ,220680,株式会社タイガ
〒306-0013,茨城県古河市東本町⼀丁⽬１８番２５号ルーブルタワーズ６０４号
2025-02-07
 
タ,219677,タイガー株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町３−１０−１２
2024-04-27
 
タ,114315,タイガースポリマー株式会社
〒560-0082,⼤阪府豊中市新千⾥東町１−４−１
2023-07-26
https://tigers.jp
 



タ,225767,タイガー総業株式会社
〒467-0842,愛知県名古屋市瑞穂区妙⾳通四丁⽬４０番地
2025-07-01
 
タ,505533,タイガードライラックジャパン株式会社
〒252-0135,神奈川県相模原市緑区⼤島１７０−５
2024-02-19
www.tiger-coatings.com
 
タ,215765,株式会社タイガーハウス⼯業
〒490-1313,愛知県稲沢市平和町横池本⽥３９６番地
2024-11-20
 
タ,114478,タイガー魔法瓶株式会社
〒571-8571,⼤阪府⾨真市速⾒町３−１
2024-06-16
http://www.tiger.jp
 
タ,220138,有限会社汰我建設
〒509-6114,岐⾩県瑞浪市⻄⼩⽥町３丁⽬１０８番地
2024-08-10
 
タ,216327,⼤河⼯業株式会社
〒124-0011,東京都葛飾区四つ⽊４ー２７ー９ー１００１
2025-04-23
 
タ,223582,⼤雅⼯業株式会社
〒660-0095,兵庫県尼崎市⼤浜町２丁⽬３０番地
2024-09-01
http://www.taiga-kougyou.co.jp
 
タ,214148,⼤河実業株式会社
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町４ー４ー３ー５Ｆ
2025-04-19
https://taiga88.com/
 
タ,100196,株式会社タイキ
〒386-0032,⻑野県上⽥市諏訪形１５１７
2022-08-16
 
タ,226781,株式会社⼤樹
〒736-0082,広島県広島市安芸区船越南⼆丁⽬２０番３号
2026-06-01
 
タ,228245,株式会社タイキ
〒814-0002,福岡県福岡市早良区⻄新１ー１０ー２７
2024-07-04
http://www.taiki-co.net/
 
タ,230966,株式会社⼤輝
〒901-0231,沖縄県豊⾒城市字我那覇４４５番地１２
2025-10-04
https://taiki-oki.co.jp/
 
タ,217689,⼤貴建設株式会社



〒737-0112,広島県呉市広古新開２ー１４ー３３
2026-04-07
 
タ,224733,⼤企建設株式会社
〒765-0051,⾹川県善通寺市櫛梨町５００ー１
2025-04-01
http://taikikensetu.jp
 
タ,214702,⼤樹⼯業株式会社
〒270-0128,千葉県流⼭市おおたかの森⻄１−２５−９
2026-05-01
 
タ,214062,株式会社⼤氣社
〒160-6129,東京都新宿区⻄新宿８丁⽬１７番１号
2025-04-01
https://www.taikisha.co.jp
 
タ,114557,タイキ薬品⼯業株式会社
〒812-0055,福岡市東区東浜１−９−４
2024-08-01
http://www.taiki-y.co.jp
 
タ,220763,株式会社太啓
〒470-0371,愛知県豊⽥市御船町⼤釜５番地５４
2025-03-01
http://taikei1001.jp/
 
タ,229793,太啓建設株式会社
〒471-0071,愛知県豊⽥市東梅坪町⼗丁⽬３番地３
2026-06-24
https://www.taikei-con.co.jp/
 
タ,105423,タイコー株式会社
〒201-0013,東京都狛江市元和泉３−１−１７
2025-07-13
 
タ,114044,株式会社タイコー
〒466-0043,名古屋市昭和区池端町２−２８
2023-12-24
http://www.taico.co.jp
 
タ,230336,株式会社タイコー
〒731-5141,広島県広島市佐伯区千同⼀丁⽬２１番４２号
2025-07-05
https://www.taiko1991.co.jp
 
タ,214719,株式会社タイコー技建
〒300-2646,茨城県つくば市緑ケ原１丁⽬１番地２
2026-05-16
https://taikoh-giken.co.jp/
 
タ,504185,タイコーテクニクス株式会社
〒861-1114,熊本県合志市⽵迫３５５−３
2025-01-18
 



タ,114336,株式会社⼤興
〒514-1255,三重県津市庄⽥町２２０２−２１
2023-11-12
http://www.taikoh-mie.co.jp/
 
タ,222853,⼤浩株式会社
〒452-0806,愛知県名古屋市⻄区五才美町２６５
2024-03-01
 
タ,219407,有限会社⼤晃建設
〒221-0844,神奈川県横浜市神奈川区沢渡４５ー１ルピナス横浜⻄⼝４０３
2024-03-23
 
タ,221032,⼤綱建設株式会社
〒151-0051,東京都渋⾕区千駄ヶ⾕３ー１７ー１２
2025-01-01
 
タ,215686,株式会社⼤興鋼業
〒903-0103,沖縄県中頭郡⻄原町字⼩那覇１４９１番地
2024-10-23
 
タ,219689,株式会社髙泰⼯務店
〒111-0032,東京都台東区浅草２−２８−２９
2024-04-27
http://takatai.co.jp/
 
タ,500720,太閤産業株式会社
〒930-2201,富⼭県富⼭市草島１５番地１５
2024-08-04
http://taikoukk.com
 
タ,121769,株式会社⼤興商会
〒102-0073,東京都千代⽥区九段北１−１１−５
2024-06-02
https://www.taicoh.co.jp
 
タ,226843,株式会社⼤光製作所
〒332-0006,埼⽟県川⼝市末広３丁⽬１番１６号
2026-07-01
 
タ,505783,株式会社 泰興製作所
〒384-0701,⻑野県南佐久郡佐久穂町⼤字畑１７７番地
2026-02-21
 
タ,500155,⼤光通信機器⼯業株式会社
〒252-0334,神奈川県相模原市南区若松５−２０−６ レジェンドール報徳４０２
2023-11-22
 
タ,104900,⼤宏電機株式会社
〒146-8668,東京都⼤⽥区⽮⼝３−７−３
2024-04-15
http://www.taiko-denki.co.jp/
 
タ,505475,株式会社⼤光電機製作所
〒803-0185,福岡県北九州市⼩倉南区⼤字⽯原町１７６番地



2023-10-20
http://www.taikodenki.co.jp/
 
タ,214082,⼤興物産株式会社
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨４丁⽬１番１７号
2025-04-01
https://www.taiko.co.jp/
 
タ,219262,有限会社太宏メンテナンス
〒721-0952,広島県福⼭市曙町六丁⽬７番２３号
2024-03-09
 
タ,106250,タイコエレクトロニクスジャパン合同会社
〒213-0011,神奈川県川崎市⾼津区久本３−５−８
2025-10-27
https://www.te.com/jpn-ja/home.html
 
タ,105332,タイゴールド株式会社
〒253-8543,神奈川県茅ヶ崎市萩園２５００
2024-10-31
https://www.tigold.co.jp
 
タ,105915,株式会社ＴＡＩＳＡＮ
〒670-0948,兵庫県姫路市北条宮の町２８７−６ ＡＮＧＥＬＯ北条７Ｆ
2026-05-08
 
タ,212187,太⼦建設株式会社
〒583-0991,⼤阪府南河内郡太⼦町⼤字春⽇７７ー３
2024-05-23
http://www.taishi-o.co.jp
 
タ,114362,⼤志⼯業株式会社
〒144-0056,東京都⼤⽥区⻄六郷３−２５−３
2023-08-24
http://e-taishi.co.jp
 
タ,214055,⼤志産業株式会社
〒285-0843,千葉県佐倉市中志津３ー２２ー１
2024-04-01
 
タ,217741,株式会社⼤志創建
〒942-0055,新潟県上越市⼤字⼩猿屋１００８番地３
2026-05-19
http://taishi-souken.com/
 
タ,228507,⼤州建設⼯業株式会社
〒263-0024,千葉県千葉市稲⽑区⽳川３ー１１ー５７
2024-09-20
 
タ,100128,株式会社タイショー
〒350-0821,埼⽟県川越市福⽥４７９−１
2025-08-02
https://ta1sho.com/
 
タ,211658,⼤正技建株式会社



〒551-0021,⼤阪府⼤阪市⼤正区南恩加島４丁⽬６番２０号
2026-05-30
https://www.taisho-giken.co.jp/
 
タ,217655,株式会社⼤正クエスト
〒158-0094,東京都世⽥⾕区⽟川２−２１−１
2026-03-17
https://www.taishoquest.co.jp/
 
タ,224597,株式会社⼤勝建設
〒321-0157,栃⽊県宇都宮市幕⽥町３８３−２
2025-04-01
http://www.taisyo-kensetu.co.jp/
 
タ,125802,株式会社⼤正光学
〒322-0302,栃⽊県⿅沼市深程１２４
2023-09-16
http://www.taisyou-op.co.jp
 
タ,215764,⼤昌⼯芸株式会社
〒733-8531,広島県広島市⻄区⼩河内町２丁⽬１５番２号
2024-11-20
https://www.taishokougei.co.jp/
 
タ,218417,⼤昭産業株式会社
〒116-0001,東京都荒川区町屋三丁⽬２２番４号
2023-09-23
 
タ,222184,株式会社⼤正セイミ
〒530-0047,⼤阪府⼤阪市北区⻄天満４丁⽬３番９号
2026-06-01
http://www.seimi.co.jp/
 
タ,224310,⼤正鉄筋コンクリート株式会社
〒152-0002,東京都⽬黒区⽬黒本町２丁⽬７番１４号
2025-03-01
http://www.taisho-ctc.co.jp
 
タ,217036,⼤勝電⼯株式会社
〒651-0094,兵庫県神⼾市中央区琴ノ緒町３丁⽬２−４
2025-09-03
http://taisyou-denko.co.jp/
 
タ,114524,株式会社対松堂
〒442-0835,愛知県豊川市新桜町通３−１８
2024-08-10
 
タ,227259,⼤正リメイク株式会社
〒792-0002,愛媛県新居浜市磯浦町１８番１号
2023-12-15
http://www.taisyou-remake.co.jp
 
タ,225673,株式会社タイシン
〒553-0001,⼤阪府⼤阪市福島区海⽼江⼀丁⽬１番５９号
2025-07-01



 
タ,215086,株式会社タイシンエース
〒157-0062,東京都世⽥⾕区南烏⼭４−１８−１９
2023-11-07
 
タ,215882,有限会社⼤伸電設⼯業
〒905-0019,沖縄県名護市⼤北５−１９−２９
2021-12-25
 
タ,216533,株式会社タイズスタイル
〒979-1308,福島県双葉郡⼤熊町⼤字下野上字清⽔２５２ー１
2025-05-28
http://ties-s.co.jp
 
タ,225577,株式会社タイセークリーン
〒963-0105,福島県郡⼭市安積町⻑久保３ー１２ー１６
2025-06-01
http://www.taisee-clean.co.jp/
 
タ,103942,株式会社⼤成
〒475-0838,愛知県半⽥市旭町１−４−３
2024-08-28
http://kk-taisei.co.jp/
 
タ,114003,株式会社タイセイ
〒461-0001,名古屋市東区泉２−１−１９
2024-05-29
http://www.taisei-net.co.jp/
 
タ,114055,株式会社⼤成
〒335-0015,埼⽟県⼾⽥市川岸２−１０−２
2023-08-30
http://www.tysei.co.jp
 
タ,120173,株式会社⼤成
〒870-0952,⼤分市下郡北３−２４−８
2023-07-30
 
タ,216201,株式会社⼤⽣
〒033-0037,⻘森県三沢市松園町３−２−１１
2025-03-26
 
タ,217400,株式会社タイセイ
〒574-0044,⼤阪府⼤東市諸福三丁⽬２番４号
2025-12-17
 
タ,218862,株式会社⼤成
〒411-8623,静岡県駿東郡清⽔町卸団地３７番地
2024-01-05
http://www.tysay.co.jp/
 
タ,220205,株式会社⼤誠
〒639-0231,奈良県⾹芝市下⽥⻄２−２−５１
2024-08-31
 



タ,221319,株式会社泰正
〒272-0123,千葉県市川市幸２丁⽬１２番１８号
2025-04-01
_
 
タ,230840,⼤成株式会社
〒460-0008,愛知県名古屋市中区栄三丁⽬３１番１２号
2025-09-20
https://www.taisei-bm.co.jp
 
タ,222950,タイセイアクト株式会社
〒673-0028,兵庫県明⽯市硯町２−７−６
2024-04-01
 
タ,102788,⼤誠印刷株式会社
〒559-0024,⼤阪府⼤阪市住之江区新北島５−３−４
2025-09-24
http://www.taisei-pc.jp
 
タ,227439,株式会社⼤成エンジニア
〒039-2242,⻘森県⼋⼾市多賀台三丁⽬１番地５
2024-02-22
 
タ,124288,タイセイエンジニアリング株式会社
〒156-0045,東京都世⽥⾕区桜上⽔４−１９−２
2026-06-18
http://www.taisei-eng.co.jp
 
タ,214085,⼤成温調株式会社
〒140-8515,東京都品川区⼤井１丁⽬４９番１０号
2025-04-01
https://www.taisei-oncho.co.jp/
 
タ,114572,⼤成化学株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町２−３−１６ ユニゾ神⽥須⽥町⼆丁⽬ビル１Ｆ
2024-07-14
 
タ,500160,⼤成化薬株式会社
〒541-0041,⼤阪府⼤阪市中央区北浜２−５−２３ ⼩寺プラザ２階
2023-11-25
http://www.taisei-kayaku.co.jp/
 
タ,227208,⼤誠⾦属株式会社
〒273-0121,千葉県鎌ケ⾕市初富８０８−４５２
2023-12-01
 
タ,103108,⼤成技研株式会社
〒121-0062,東京都⾜⽴区南花畑４−３２−４
2026-03-28
http://www.taiseigiken.com
 
タ,220963,株式会社⼤成空調サービス
〒614-8279,京都府⼋幡市美濃⼭幸⽔５番地６
2025-04-05
 



タ,214010,⼤成建設株式会社
〒163-0606,東京都新宿区⻄新宿⼀丁⽬２５番１号
2024-04-01
http://www.taisei.co.jp
 
タ,225062,株式会社⼤誠建設⼯業
〒340-0835,埼⽟県⼋潮市浮塚８２６
2025-04-01
 
タ,214737,⼤成建設ハウジング株式会社
〒163-1019,東京都新宿区⻄新宿三丁⽬７番１号
2023-05-23
http://www.palcon.jp/
 
タ,229271,株式会社⼤成コーポレーション
〒116-0014,東京都荒川区東⽇暮⾥６ー４６ー１７
2025-09-04
 
タ,103922,株式会社⼤成⼯機商会
〒455-0021,愛知県名古屋市港区⽊場町２−７５
2024-07-30
http://www.taiseikoki.co.jp
 
タ,114196,有限会社⼤成⼯業
〒511-0242,三重県員弁郡東員町六把野新⽥３４７
2025-07-23
 
タ,127308,⼤⽣⼯業株式会社
〒170-8428,東京都豊島区南⼤塚３−５３−１１
2024-08-03
http://www.taiseikogyo.co.jp/
 
タ,127872,⼤成⼯業株式会社
〒674-0093,明⽯市⼆⾒町南⼆⾒９−１
2025-04-23
http://www.netukou-taisei.co.jp/
 
タ,128678,⼤征⼯業株式会社
〒939-1112,富⼭県⾼岡市⼾出春⽇３９３６
2026-01-11
http://www.taiseikougyou.jp/
 
タ,129399,⼤成興業株式会社
〒541-0043,⼤阪府⼤阪市中央区⾼麗橋３−３−１１ 淀屋橋フレックスタワー４階
2024-03-30
http://www.taisei-steel.co.jp
 
タ,129742,⼤成⼯業株式会社
〒447-0884,愛知県碧南市平七町３−８８
2025-01-12
 
タ,210043,泰成興業株式会社
〒454-0843,愛知県名古屋市中川区⼤畑町２ー１１
2023-11-11
http://www.taisei-kogyo.co.jp/



 
タ,227533,⼤成⼯業株式会社
〒720-0809,広島県福⼭市住吉町４ー１３
2024-02-28
 
タ,230875,株式会社⼤成⼯業
〒712-8006,岡⼭県倉敷市連島町鶴新⽥１７２０番地１
2025-09-20
 
タ,105121,株式会社⼤成⼯作所
〒576-0054,⼤阪府交野市幾野６−２６−４
2024-05-10
http://tai-sei.com/
 
タ,225984,⼤成⼯材株式会社
〒675-0057,兵庫県加古川市東神吉町神吉１０８７の１
2025-09-01
https://taiseikozai.com/
 
タ,221852,株式会社タイセイ⼯務店
〒501-6227,岐⾩県⽻島市正⽊町曲利８４８番地
2025-08-01
https://www.taiseico.com/
 
タ,120570,⼤成産業株式会社
〒580-0004,⼤阪府松原市⻄野々２−１−１８
2023-10-31
 
タ,227121,⼤成産業株式会社
〒682-0017,⿃取県倉吉市清⾕町２ー６３
2023-10-01
 
タ,106362,株式会社⼤成商会
〒460-0022,愛知県名古屋市中区⾦⼭２−８−２７
2024-10-01
 
タ,218667,株式会社泰成重機
〒333-0811,埼⽟県川⼝市⼾塚２−１８−１８
2023-11-24
https://www.taisei-juki.co.jp/
 
タ,224881,株式会社⼤誠重機
〒509-0144,岐⾩県各務原市鵜沼⼤伊⽊町４丁⽬５８１番地
2025-04-01
_
 
タ,503421,株式会社タイセイ制御
〒411-0932,静岡県駿東郡⻑泉町南⼀⾊４３０−１
2025-06-01
 
タ,229577,⼤成設備株式会社
〒163-0217,東京都新宿区⻄新宿２丁⽬６番１号
2026-03-17
http://www.taisei-setsubi.co.jp/
 



タ,216723,株式会社⼤成設備⼯業
〒312-0031,茨城県ひたちなか市⼤字後台４５４番地５
2025-06-25
_
 
タ,211717,⼤盛通信⼯業株式会社
〒171-0031,東京都豊島区⽬⽩２−１６−２２
2023-06-20
http://www.taiseitsuusin.co.jp/
 
タ,104236,株式会社タイセイテクノ
〒242-0025,神奈川県⼤和市代官３−１２−８
2025-01-13
http://www.taiseitechno.co.jp
 
タ,230131,⼤成鉄筋⼯業株式会社
〒123-0865,東京都⾜⽴区新⽥三丁⽬１２番６号
2025-05-31
https://taisei.lline-group.co.jp
 
タ,219577,株式会社⼤成電機
〒110-0016,東京都台東区台東３−５−１０−２１１
2024-04-13
http://www.taiseidenki.com/
 
タ,220855,⼤成電気株式会社
〒558-0032,⼤阪府⼤阪市住吉区遠⾥⼩野⼀丁⽬６番３０号
2025-03-15
https://www.o-taiseidenki.co.jp
 
タ,231126,⼤盛電⼯株式会社
〒418-0062,静岡県富⼠宮市城北町２０１番地
2025-10-18
 
タ,103286,⼤成ブリキ印刷株式会社
〒300-1312,茨城県稲敷郡河内町⻑竿冨⽥４４６２
2026-07-10
 
タ,128621,⼤成プラス株式会社
〒103-0001,東京都中央区⽇本橋⼩伝⾺町１１−９ 住友⽣命⽇本橋⼩伝⾺町ビル３階
2025-12-27
https://taiseiplas.jp/
 
タ,104223,⼤成無線株式会社
〒156-0041,東京都世⽥⾕区⼤原１−５１−２
2025-07-08
https://taisei-musen.co.jp/
 
タ,221670,⼤成ロテック株式会社
〒160-6112,東京都新宿区⻄新宿８丁⽬１７番１号
2025-05-01
http://www.taiseirotec.co.jp
 
タ,217643,有限会社⼤相エムエイティ
〒252-0334,神奈川県相模原市南区若松２丁⽬１番３号ー１０１



2026-03-10
 
タ,213710,⼤智株式会社
〒861-8046,熊本県熊本市東区⽯原２丁⽬１ー３５
2024-05-26
http://www.taichi.co.jp/
 
タ,231504,太地建設株式会社
〒286-0025,千葉県成⽥市東町１５５番地３
2025-12-27
http://www.taichikensetu.co.jp/index.html
 
タ,104230,株式会社タイツウ
〒211-0025,神奈川県川崎市中原区⽊⽉２−２３−２０
2025-10-27
http://www.taitsu.co.jp/
 
タ,124224,タイテック株式会社
〒343-0822,埼⽟県越⾕市⻄⽅２６９３−１
2026-01-16
http://taitec.net/
 
タ,217548,株式会社泰⽃
〒840-2104,佐賀県佐賀市諸富町⼤字徳富１５００番地味の素九州事業所内
2026-01-28
 
タ,114186,泰東精密株式会社
〒360-0203,埼⽟県熊⾕市弥藤吾５６３−７
2025-07-17
http://www.taitoh-d.co.jp
 
タ,102068,株式会社タイトウトレーディング
〒525-0043,滋賀県草津市⾺場町１２００−２０
2024-12-25
http://www.taitoh.com/
 
タ,101382,有限会社台東マーク製作所
〒121-0064,東京都⾜⽴区保⽊間５−２６−１
2024-05-31
 
タ,124234,泰⽃⼯業株式会社
〒176-0012,東京都練⾺区豊⽟北１−１−５−１０２
2026-01-17
http://www.taito-kogyo.com
 
タ,230768,太熱⼯業株式会社
〒998-0824,⼭形県酒⽥市⼤宮町⼆丁⽬３番地の３
2025-08-30
http://tainetsukogyo.co.jp
 
タ,505403,太平株式会社
〒939-1690,富⼭県南砺市福光７３７番地
2023-06-16
https://taihei-toyama.co.jp/
 



タ,225615,株式会社太平エンジニアリング
〒113-8474,東京都⽂京区本郷１丁⽬１９番地６号
2025-07-01
https://www.taihei-group.co.jp/
 
タ,103403,太平化学産業株式会社
〒540-0039,⼤阪市中央区東⾼麗橋１−１９
2023-09-11
http://taihei-chem.co.jp
 
タ,103748,太平化学製品株式会社
〒332-0004,埼⽟県川⼝市領家４−５−１９
2024-03-27
http://www.taihei-chemicals.com/
 
タ,129985,太平化成⼯業株式会社
〒011-0951,秋⽥県秋⽥市⼟崎港相染町字浜ナシ⼭６−１
2025-05-27
http://www.taiheikasi.com
 
タ,212498,有限会社太平建設
〒240-0035,神奈川県横浜市保⼟ケ⾕区今井町４９５−１リーベスト保⼟ヶ⾕Ｆ７０１
2022-02-27
 
タ,224065,太平建設株式会社
〒243-0021,神奈川県厚⽊市岡⽥１丁⽬１３番１０号
2025-01-01
https://taihei-gc.co.jp/
 
タ,100400,泰平鋼機株式会社
〒745-0073,⼭⼝県周南市代々⽊通２−１５
2025-10-18
 
タ,121378,太平⼯業株式会社
〒615-0006,京都市右京区⻄院⾦槌町８
2024-04-03
 
タ,216448,⼤平⼯業株式会社
〒340-0022,埼⽟県草加市瀬崎５丁⽬２番２０号
2025-05-21
http://www.taiheikogyo.net
 
タ,124252,太平⼯材株式会社
〒672-8064,兵庫県姫路市飾磨区細江１２１０−１
2025-11-26
http://www.taiheijp.co.jp
 
タ,102961,太平ゴム株式会社
〒530-0021,⼤阪市北区浮⽥１−３−９
2026-01-17
http://www.taihei-gomu.co.jp/
 
タ,213985,太平産業株式会社
〒460-0008,愛知県名古屋市中区栄１丁⽬２９番１９号
2025-02-02



https://www.taihei-sangyo.com/
 
タ,216226,泰平産業株式会社
〒596-0053,⼤阪府岸和⽥市沼町２０番１１号
2025-03-26
 
タ,227984,太平産業株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町三丁⽬８番３号
2024-04-27
 
タ,228733,太平産業株式会社
〒781-5101,⾼知県⾼知市布師⽥３９７８番地
2024-11-29
_
 
タ,504755,株式会社⼤平産業
〒506-0825,岐⾩県⾼⼭市⽯浦町８丁⽬６９１番地
2026-07-13
http//www.sk-taihei.co.jp
 
タ,114263,太平商⼯株式会社
〒102-0074,東京都千代⽥区九段南３−７−１４ ＶＯＲＴ九段
2026-07-02
https://www.taihei-shoko.co.jp/
 
タ,217747,太平商事株式会社
〒805-8514,福岡県北九州市⼋幡東区⼤字枝光１９５０番地の１０
2023-05-26
 
タ,219982,太平重機⼯事株式会社
〒135-0052,東京都江東区潮⾒⼆丁⽬２番６４号
2024-07-06
 
タ,221643,太平電気株式会社
〒984-0002,宮城県仙台市若林区卸町東１丁⽬４番２３号
2025-04-01
http://www.taiheidenki.co.jp/
 
タ,214017,太平電業株式会社
〒101-8416,東京都千代⽥区神⽥神保町２ー４
2025-02-01
http://www.taihei-dengyo.co.jp
 
タ,230282,⼤平塗装株式会社
〒712-8055,岡⼭県倉敷市南畝七丁⽬８番１３号
2025-06-28
https://www.taihei-tosou.co.jp/
 
タ,101594,太平貿易株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町２−２−２ ⽇本橋本町ＹＳビル
2024-08-16
http://www.taiheiboeki.co.jp/
 
タ,215808,株式会社太平洋
〒979-3131,福島県いわき市平⾚井字畑⼦沢１ー７１



2024-12-04
 
タ,211706,株式会社太平洋建設
〒573-0048,⼤阪府枚⽅市⼭之上⻄町６ー２０
2023-06-20
 
タ,105470,太平洋⼯業株式会社
〒503-8603,岐⾩県⼤垣市久徳町１００
2025-01-16
http://www.pacific-ind.co.jp
 
タ,227627,株式会社太平洋コンサルタント
〒285-0802,千葉県佐倉市⼤作２ー４ー２
2024-03-15
http://www.taiheiyo-c.co.jp
 
タ,227629,太平熔材株式会社
〒011-0951,秋⽥県秋⽥市⼟崎港相染町字浜ナシ⼭６ー２５
2024-03-15
 
タ,105010,太平洋精⼯株式会社
〒503-0981,岐⾩県⼤垣市桧町４５０
2024-06-03
http://www.pecj.co.jp
 
タ,105806,株式会社太平洋製作所
〒085-0018,北海道釧路市黒⾦町７−４−１
2025-12-18
http://www.t-fact.co.jp
 
タ,226334,太平洋セメント販売株式会社
〒135-0024,東京都江東区清澄１丁⽬２番８号
2026-01-01
https://www.tcs-c.com/
 
タ,210720,太平洋テクノ株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野３丁⽬１番１３号
2024-11-25
http://www.taiheiyo-techno.co.jp
 
タ,229985,有限会社⼤宝
〒601-8174,京都府京都市南区上⿃⽻清井町４６番地
2023-10-07
 
タ,503783,⼤鳳株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川２−１５−７ 坂⽥ビル
2026-05-10
http://www.taiho-corp.co.jp
 
タ,212071,株式会社⼤奉⾦属
〒811-2114,福岡県糟屋郡須恵町⼤字上須恵１３３９番地１
2024-03-05
http://taihoukinzoku.jp/index.html
 
タ,127938,有限会社⼤豊技研



〒328-0124,栃⽊県栃⽊市野中町５０１−１
2025-06-25
http://www.cc9.ne.jp/~taihogiken/index.html
 
タ,220440,泰豊クレーンリース株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀１丁⽬７番７号
2024-11-09
 
タ,216208,⼤宝建設株式会社
〒454-0941,愛知県名古屋市中川区前⽥⻄町１丁⽬７０４
2025-03-26
 
タ,114180,⼤邦⼯業株式会社
〒161-0031,東京都新宿区⻄落合１−１−１３
2026-07-03
http://www.cr-taiho.co.jp
 
タ,114514,⼤豊⼯業株式会社
〒471-8502,愛知県豊⽥市緑ヶ丘３−６５
2024-08-09
http://www.taihonet.co.jp/
 
タ,210436,台豊⼯業株式会社
〒165-0032,東京都中野区鷺宮５ー２ー４
2024-07-22
 
タ,215563,⼤豊⼯業株式会社
〒300-2622,茨城県つくば市要３１番１
2024-09-11
 
タ,229822,⼤豊⼯業株式会社
〒474-0047,愛知県⼤府市宮内町６丁⽬８３ー１
2023-07-02
 
タ,230399,株式会社⼤豊⼯業所
〒536-0016,⼤阪府⼤阪市城東区蒲⽣⼀丁⽬６番１０号
2025-07-12
http://taihokogyosho.co.jp
 
タ,106482,⼤豊産業株式会社
〒760-0023,⾹川県⾼松市寿町１−１−１２ パシフィックシティ⾼松ビル９階
2025-01-06
http://www.taihos.co.jp/
 
タ,213532,⼤豊産業株式会社
〒369-0211,埼⽟県深⾕市岡部１１４８ー１
2023-12-16
 
タ,219782,株式会社⼤北⼯務店
〒004-0848,北海道札幌市清⽥区清⽥⼋条３丁⽬１９番７号
2024-05-25
 
タ,220960,⼤北⼟建⼯業株式会社
〒076-0031,北海道富良野市本町８番１号
2025-04-05



http://www.taihoku-group.co.jp/
 
タ,220155,株式会社たいぼっく
〒914-0035,福井県敦賀市⼭泉７３号泉南３０９番地
2024-08-10
 
タ,124196,タイム技研株式会社
〒480-0125,愛知県丹⽻郡⼤⼝町外坪５−９８
2025-09-03
http://www.time-eng.co.jp
 
タ,503846,タイムテック株式会社
〒541-0054,⼤阪府⼤阪市中央区南本町１−７−１５ 
2023-11-07
http://www.timetec.co.jp/
 
タ,128876,株式会社タイムリィ
〒186-0002,東京都国⽴市東１−２０−５８
2026-03-17
http://www.timely.gr.jp
 
タ,100942,⼤明⼯機株式会社
〒332-0015,埼⽟県川⼝市川⼝１−５−１４
2023-12-05
http://www.taimeikoki.co.jp/
 
タ,210652,⼤明⼯業株式会社
〒040-0041,北海道函館市栄町１２番１８号
2024-10-28
 
タ,124054,株式会社泰明商会
〒104-0061,東京都中央区銀座２−８−４
2025-01-23
http://www.taimeishokai.co.jp
 
タ,105366,タイメック株式会社
〒719-1164,岡⼭県総社市⻄郡１９７−１
2024-12-03
http://www.timec.co.jp/
 
タ,114522,株式会社タイメックス
〒216-0006,川崎市宮前区宮前平１−７−２６
2024-07-07
http://www.timex.co.jp/
 
タ,214457,⼤裕株式会社
〒572-0077,⼤阪府寝屋川市点野４−１１−７
2025-11-07
http://www.taiyu-corp.com
 
タ,222335,⼤有建設株式会社
〒460-8383,愛知県名古屋市中区⾦⼭５ー１４ー２
2023-11-01
 
タ,218909,⼤有コンクリート⼯業株式会社



〒460-0022,愛知県名古屋市中区⾦⼭５丁⽬１４番２号
2024-01-12
https://taiyu-con.jp/
 
タ,220670,タイヨー株式会社
〒124-0023,東京都葛飾区東新⼩岩五丁⽬８番１２号タクミビル
2025-02-01
https://keibi-taiyo.co.jp/
 
タ,124049,株式会社タイヨーアクリス
〒621-0016,京都府⻲岡市⼤井町南⾦岐重⾒４６
2025-02-02
http://www.taiyoaquris.co.jp/
 
タ,222731,タイヨー建設株式会社
〒252-0826,神奈川県藤沢市宮原１４９５ー１
2024-03-01
 
タ,124550,タイヨー電⼦株式会社
〒916-0061,福井県鯖江市平井町２０−３
2025-10-18
http://www.taiyo-elc.com/
 
タ,502809,タイヨー電⼦株式会社
〒183-0014,東京都府中市是政４−２−７２
2025-03-08
http://www.taiyo-denshi.co.jp/
 
タ,114105,泰陽株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥６−５−３
2024-08-04
http://www.taiyointer.co.jp
 
タ,125207,株式会社太洋
〒222-0032,神奈川県横浜市港北区⼤⾖⼾町３７５
2026-02-10
http://www.taiyotps.com/
 
タ,222706,タイヨウ株式会社
〒004-0053,北海道札幌市厚別区厚別中央３条２ー１ー４１
2024-02-01
 
タ,227094,株式会社⼤洋
〒310-0851,茨城県⽔⼾市千波町１９５０ウェーブ２１ビル３階Ａ
2023-10-01
http://www.taiyo-group.com
 
タ,231265,株式会社⼤洋
〒891-3116,⿅児島県⻄之表市鴨⼥町２１５番地４ー２階
2025-11-08
 
タ,226349,太陽圧接株式会社
〒559-0015,⼤阪府⼤阪市住之江区南加賀屋三丁⽬８番６号
2026-02-01
http://www.taiyo-atusetu.co.jp/



 
タ,105701,太洋アルミ鋳造株式会社
〒661-0981,兵庫県尼崎市猪名寺２−２１−２８
2025-09-25
http://taiyou-alumi.co.jp/
 
タ,114370,太陽インキ製造株式会社
〒355-0215,埼⽟県⽐企郡嵐⼭町⼤字平沢９００
2023-07-30
http://www.taiyoink.co.jp
 
タ,105942,太陽インダストリー株式会社
〒800-0257,福岡県北九州市⼩倉南区湯川４−１−１
2026-06-12
https://www.taiyo-industry.co.jp
 
タ,101877,⼤洋塩ビ株式会社
〒105-0014,東京都港区芝３−８−２ 芝公園ファーストビル
2024-11-07
http://www.taiyo-vinyl.co.jp
 
タ,216988,株式会社⼤陽開発⼯業
〒352-0001,埼⽟県新座市東北２ー３１ー６第１福島ビル４階
2025-08-20
 
タ,124188,⼤洋化学株式会社
〒644-0003,和歌⼭県御坊市島５８４
2025-10-17
http://www.taiyo-chemicals.co.jp
 
タ,114301,太洋化学⼯業株式会社
〒501-3301,岐⾩県加茂郡富加町加治⽥１７６５−１
2023-10-20
 
タ,124153,⼤洋化学⼯業株式会社
〒503-0932,岐⾩県⼤垣市本今町５８
2025-09-21
 
タ,114195,太陽⾦網株式会社
〒542-0081,⼤阪市中央区南船場１−１１−７
2024-10-01
http://www.twc-net.co.jp
 
タ,223524,株式会社太陽ガス圧接
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾５丁⽬６番１８号
2024-09-01
 
タ,100072,株式会社太陽機械製作所
〒144-0041,東京都⼤⽥区⽻⽥空港１−８−２ ⽻⽥メンテナンスセンター４階
2025-07-26
http://www.taiyo-kikai.co.jp/
 
タ,218579,太陽機設株式会社
〒113-0033,東京都⽂京区本郷５丁⽬５番１８号
2023-11-04



http://www.taiyoukisetsu.co.jp/
 
タ,222622,⼤洋基礎株式会社
〒103-0024,東京都中央区⽇本橋⼩⾈町３番３号
2024-01-01
 
タ,213909,太洋基礎⼯業株式会社
〒454-0871,愛知県名古屋市中川区柳森町１０７番地
2024-12-01
http://www.taiyoukiso.co.jp/
 
タ,103101,⼤洋技研株式会社
〒644-0003,和歌⼭県御坊市島５８４
2026-03-27
http://www.taiyo-chemicals.co.jp/
 
タ,114040,太陽ケーブルテック株式会社
〒530-0001,⼤阪府⼤阪市北区梅⽥３−３−２０
2026-04-30
http://www.taiyocable.com/
 
タ,100214,太陽計測株式会社
〒143-0023,東京都⼤⽥区⼭王１−２−６
2025-08-19
http://www.taiyo.co.jp
 
タ,211276,太陽建機レンタル株式会社
〒422-8507,静岡県静岡市駿河区⼤坪町２丁⽬２６番
2025-07-14
https://www.taiyokenki.co.jp/
 
タ,210320,太陽検査株式会社
〒498-0014,愛知県弥富市五明４丁⽬１００ー５
2024-05-14
 
タ,212758,太陽建材株式会社
〒503-0233,岐⾩県安⼋郡輪之内町中郷７５５
2025-07-24
http://taiyo18.main.jp
 
タ,212857,⼤洋建設株式会社
〒244-8558,神奈川県横浜市⼾塚区⼾塚町１５７
2025-10-09
http://www.ocean-group.co.jp/
 
タ,213714,太陽建設株式会社
〒802-0023,福岡県北九州市⼩倉北区下富野４丁⽬２０番１５号
2024-06-02
 
タ,220989,株式会社⼤洋建設
〒107-0062,東京都港区南⻘⼭五丁⽬４番５１−６０１号
2025-04-05
https://taiyo-ra.jp
 
タ,120287,株式会社太陽光機



〒856-0806,⻑崎県⼤村市富の原２−７６０
2023-08-21
http://www.taiyokoki.co.jp
 
タ,231403,太陽鋼機株式会社
〒533-0033,⼤阪府⼤阪市東淀川区東中島⼆丁⽬８番６号
2025-12-06
http://www.taiyouko.info/
 
タ,100310,太洋⼯業株式会社
〒640-8390,和歌⼭県和歌⼭市有本６６１
2025-09-16
http://www.taiyo-xelcom.co.jp
 
タ,103412,⼤旺⼯業株式会社
〒101-0042,東京都千代⽥区神⽥東松下町１７ 伊東ビル３階
2023-09-18
http://taiyo-kg.co.jp
 
タ,104103,太陽⼯業株式会社
〒392-8585,⻑野県諏訪市四賀１０７
2025-04-13
https://www.taiyo-ind.co.jp
 
タ,104325,⼤陽⼯業株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥８−１１−２１
2026-02-23
https://www.taiyo-technologies.jp/
 
タ,114228,⼤洋興業株式会社
〒671-1121,兵庫県姫路市広畑区東新町３−１０３
2023-07-15
http://taiyo21.com
 
タ,129568,太洋⼯業株式会社
〒316-0025,茨城県⽇⽴市森⼭町５−８−８
2024-10-07
https://taiyokogyo.tech/
 
タ,129912,太陽⼯業株式会社
〒350-0833,埼⽟県川越市芳野台１−１０３−１４
2025-04-12
http://www.taiyokougyo.co.jp/
 
タ,210347,株式会社太洋⼯業
〒989-2311,宮城県亘理郡亘理町荒浜字下新⽥８３番地
2024-06-05
 
タ,221885,太陽⼯業株式会社
〒532-0012,⼤阪府⼤阪市淀川区⽊川東４丁⽬８番４号
2025-08-01
https://www.taiyokogyo.co.jp/
 
タ,222375,⼤洋⼯業株式会社
〒401-0335,⼭梨県南都留郡富⼠河⼝湖町⼤嵐５２２ー１



2023-11-01
 
タ,224925,⼤蓉⼯業株式会社
〒332-0034,埼⽟県川⼝市並⽊４丁⽬１５番６号
2025-04-01
http://www.taiyouhd.co.jp/
 
タ,227134,有限会社太洋⼯業
〒277-0054,千葉県柏市南増尾２ー１７ー１０
2023-11-01
 
タ,230720,株式会社⼤洋⼯業所
〒340-0002,埼⽟県草加市⻘柳⼋丁⽬６４番地１７号
2025-08-16
https://taiyokogyosyo.net/
 
タ,114335,太陽⼯芸株式会社
〒451-0064,名古屋市⻄区名⻄１−７−２１
2023-07-29
http://www.taiyo-kogei.co.jp
 
タ,113518,太陽鉱⼯株式会社
〒651-0084,神⼾市中央区磯辺通１−１−３９ 太陽ビル８Ｆ
2023-10-12
http://www.taiyokoko.co.jp/
 
タ,108530,株式会社太洋⼯作所
〒535-0013,⼤阪市旭区森⼩路１−２−２７
2023-09-10
http://www.taiyomfg.co.jp/
 
タ,124032,⼤養⼯産株式会社
〒581-0812,⼤阪府⼋尾市⼭賀町２−３３−７
2024-12-05
 
タ,124078,⼤洋興産株式会社
〒541-0054,⼤阪市中央区南本町２−１−３
2025-04-04
http://www.thkk.co.jp/
 
タ,120113,⼤洋鋼材株式会社
〒459-8007,名古屋市緑区⼤根⼭２−１１０
2023-07-22
 
タ,211680,株式会社⼤洋⼯事
〒314-0028,茨城県⿅嶋市⼤字⽊滝１１１番地１
2026-06-09
http://www.taiyokoji.com/
 
タ,100119,太陽ゴム⼯材株式会社
〒386-0412,⻑野県上⽥市御嶽堂２５１５−１０
2025-07-30
 
タ,214042,太陽サーブ株式会社
〒553-0006,⼤阪府⼤阪市福島区吉野４丁⽬２２番９号



2025-04-01
http://taiyo-surv.com/
 
タ,154012,太陽サカコー株式会社
〒762-0011,⾹川県坂出市江尻町４８３−１８
2025-04-06
 
タ,120474,⼤洋産業株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜３−２−６
2023-10-04
http://www.taiyousangyou.co.jp/
 
タ,124000,⼤洋産業株式会社
〒453-0821,名古屋市中村区⼤宮町２−９６
2024-11-06
 
タ,223079,株式会社太陽社
〒409-3864,⼭梨県中巨摩郡昭和町押越１００
2024-05-01
http://taiyosha100.com
 
タ,104270,太陽社電気株式会社
〒507-8523,岐⾩県多治⾒市⼩⽥町６−１
2025-12-27
https://www.taiyoshadenki.co.jp
 
タ,219383,有限会社⼤洋商会
〒607-8482,京都府京都市⼭科区北花⼭⼤林町４８ー１
2024-03-23
 
タ,222192,株式会社⼤陽商会
〒649-6223,和歌⼭県岩出市⾼塚２３２番地
2023-06-01
 
タ,124025,⼤洋商事株式会社
〒467-0045,名古屋市瑞穂区茨⽊町１０６−３
2024-11-20
 
タ,219106,太洋商事株式会社
〒454-0971,愛知県名古屋市中川区富⽥町⼤字千⾳寺字烏帽⼦２７５番地
2024-02-16
https://taiyocorp.jp/
 
タ,154070,⼤洋商事株式会社
〒104-0041,東京都中央区新富２−１５−５ ＲＢＭ築地ビル ８階
2026-04-09
 
タ,114492,太洋住研ホーロー株式会社
〒680-0854,⿃取市正蓮寺９８−５
2024-03-03
http://taiyo.dip.jp
 
タ,105340,⼤陽ステンレススプリング株式会社
〒177-8501,東京都練⾺区三原台１−１５−１７
2024-10-09



http://www.taiyo-sp.co.jp
 
タ,211316,太陽スポーツ施設株式会社
〒108-0073,東京都港区三⽥４丁⽬７番２７号
2025-08-02
https://www.taiyo-sports.co.jp/
 
タ,128731,⼤陽精機株式会社
〒179-0075,東京都練⾺区⾼松３ー３ー１
2026-01-29
http://www.taiyo-sp.co.jp
 
タ,114046,太陽精⼯株式会社
〒601-8344,京都市南区吉祥院蒔絵町２１
2024-05-19
http://www.taiyoseiko.co.jp/
 
タ,114426,有限会社⼤洋製作所
〒812-0068,福岡市東区社領３−１１−２
2024-04-28
http://www.mind.ne.jp/taiyo/
 
タ,211894,⼤洋設備株式会社
〒070-0023,北海道旭川市東三条５丁⽬２番７号
2023-11-04
http://tsk.180r.com/index.html
 
タ,220873,⼤葉セラム株式会社
〒103-0015,東京都中央区⽇本橋箱崎町４番６号
2025-03-15
 
タ,215235,株式会社⼤洋創建
〒849-0302,佐賀県⼩城市⽜津町柿樋瀬１１０４ー３
2024-02-20
 
タ,125669,太陽測器株式会社
〒211-0041,神奈川県川崎市中原区下⼩⽥中６−３３−３３
2023-07-20
 
タ,104625,⼤洋鋳造株式会社
〒640-1101,和歌⼭県海草郡紀美野町⻑⾕９８３
2026-01-11
http://www.taiyo-casting.com/
 
タ,124644,⼤洋ツール株式会社
〒146-0081,東京都⼤⽥区仲池上１−２６−１３
2025-11-30
http://www.taiyo-tool.co.jp
 
タ,104288,株式会社太陽通商
〒170-0012,東京都豊島区上池袋１−８−５
2025-02-10
http://taiyo-ts.co.jp
 
タ,214362,太洋通信⼯業株式会社



〒550-0005,⼤阪府⼤阪市⻄区⻄本町１丁⽬３−１５
2025-09-06
https://taiyo-tsushin.com/
 
タ,215087,⼤洋通信⼯業株式会社
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚３丁⽬１０番１０号
2023-11-14
 
タ,224940,太洋テクニカ株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥８丁⽬１１番２１号
2025-04-01
http://www.taiyo-technica.co.jp
 
タ,124355,株式会社⼤洋テック
〒197-0822,東京都あきる野市⼩川東１−２５−６
2025-07-12
http://www.taiyo-tec.com/
 
タ,210620,太陽鉄⼯株式会社
〒141-0033,東京都品川区⻄品川２丁⽬１番２７号
2024-10-13
http://www.taiyoweb.co.jp
 
タ,114382,太陽電機株式会社
〒025-0312,岩⼿県花巻市⼆枚橋第３地割１７１−３
2023-08-25
http://www.taiyo-el.jp
 
タ,126628,⼤洋電機株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１−１６−８
2024-02-21
http://www.taiyo-electric.co.jp
 
タ,129581,太陽電機株式会社
〒401-0302,⼭梨県南都留郡富⼠河⼝湖町⼩⽴４５５５
2024-10-30
http://www.taiyodenki.co.jp/
 
タ,505031,⼤洋電機株式会社
〒252-0302,神奈川県相模原市南区上鶴間３丁⽬４番１９号
2024-01-26
http://www.taiyo-dnk.co.jp/
 
タ,505789,株式会社⼤洋電機
〒319-1222,茨城県⽇⽴市久慈町６丁⽬１１番１号
2026-03-31
https://www.taiyodenki.com
 
タ,105749,⼤洋電機⼯業株式会社
〒157-0076,東京都世⽥⾕区岡本１−９−１５
2025-11-26
 
タ,104216,株式会社⼤洋電機製作所
〒454-0864,愛知県名古屋市中川区平⼾町１−１−８
2024-12-21



http://www.kk-taiyo-el.co.jp
 
タ,231455,株式会社太陽電機製作所
〒690-0021,島根県松江市⽮⽥町２５０番地１００
2025-12-19
http://www.taiyo-denki.co.jp/
 
タ,106265,株式会社タイヨウデンシ
〒670-0953,兵庫県姫路市三条町１−３
2024-07-12
http://www.taiyodenshi.co.jp
 
タ,114036,⼤洋電⼦部品株式会社
〒206-0802,東京都稲城市東⻑沼１９７−１
2024-05-16
http://www.taiyo1962.co.jp/
 
タ,216744,太陽電設株式会社
〒267-0032,千葉県千葉市緑区おゆみ野中央７丁⽬９番地７
2025-06-25
http://www.taiyodk.co.jp
 
タ,124330,株式会社太洋堂
〒615-0007,京都市右京区⻄院上花⽥町４
2023-06-24
https://www.love.co.jp/
 
タ,116065,⼤陽⽇酸株式会社
〒142-8558,東京都品川区⼩⼭１−３−２６ 東洋Ｂｌｄｇ．
2023-09-17
http://www.tn-sanso.co.jp/
 
タ,217372,⼤陽⽇酸ガス＆ウェルディング株式会社
〒550-0013,⼤阪府⼤阪市⻄区新町⼀丁⽬１６番１号
2025-12-10
http://www.tngw.tn-sanso.co.jp/
 
タ,117388,⼤陽⽇酸東関東株式会社
〒316-0035,茨城県⽇⽴市国分町３−１−１７
2024-02-02
http://www.tnhk.co.jp
 
タ,114555,株式会社太陽ハーネス
〒362-0008,埼⽟県上尾市上平中央２−３１−１０
2024-06-30
 
タ,114471,株式会社⼤洋発條製作所
〒577-0012,⼤阪府東⼤阪市⻑⽥東４−３−２９
2024-04-17
http://www.taiyo-spring.co.jp
 
タ,114045,株式会社太陽鈑⾦⼯業所
〒143-0016,東京都⼤⽥区⼤森北１−１９−８
2023-08-30
 



タ,114585,太陽パーツ株式会社
〒591-8014,⼤阪府堺市北区⼋下北１−２３
2024-07-04
http://www.taiyoparts.co.jp/
 
タ,214250,太洋ヒロセ株式会社
〒541-0046,⼤阪府⼤阪市中央区平野町⼆丁⽬６番６号
2025-06-21
http://www.tiyhirose.co.jp
 
タ,121831,太陽ファスナー株式会社
〒552-0002,⼤阪市港区市岡元町１−３−１８
2024-06-12
http://www.taiyo-fastener.co.jp/
 
タ,124683,太陽物産株式会社
〒104-0042,東京都中央区⼊船１−７−７ ビーンズビル４Ｆ
2025-12-08
http://www.taiyo-qc.com
 
タ,104040,太陽誘電株式会社
〒104-0031,東京都中央区京橋２−７−１９ 京橋イーストビル７，８Ｆ
2025-04-14
 
タ,111359,太陽誘電テクノソリューションズ株式会社
〒370-0024,群⾺県⾼崎市⼋幡原町４３−１
2023-11-15
http://www.jtty.jp
 
タ,503356,太陽誘電モバイルテクノロジー株式会社
〒198-0024,東京都⻘梅市新町六丁⽬１６番地３号
2025-02-02
http://www.yuden.co.jp/tymt/
 
タ,217955,株式会社太陽油化
〒175-0091,東京都板橋区三園２−１２−２
2023-07-14
 
タ,114427,株式会社タイラ
〒359-0011,埼⽟県所沢市南永井１５−１
2024-03-06
http://www.kk-taira.co.jp/
 
タ,224855,株式会社平組
〒812-0016,福岡県福岡市博多区博多駅南６丁⽬１３ー２１
2025-04-01
http://www.taira-gumi.com
 
タ,215855,株式会社平⼯務店
〒252-0822,神奈川県藤沢市葛原２２８２−２
2024-12-18
 
タ,213658,株式会社平設計
〒110-0015,東京都台東区東上野６ー７ー１３
2024-03-31



http://www.taira-eng.co.jp/
 
タ,229386,タイリック株式会社
〒224-0057,神奈川県横浜市都筑区川和町２５５番地
2025-11-16
http://www.tairikku.com/
 
タ,213137,株式会社タイレック
〒158-0082,東京都世⽥⾕区等々⼒２丁⽬２８番７号
2026-03-19
 
タ,128753,タイロン株式会社
〒573-0137,⼤阪府枚⽅市春⽇北町２−９−２１
2026-02-05
https://www.tylon.co.jp
 
タ,211420,株式会社タイワ
〒550-0015,⼤阪府⼤阪市⻄区南堀江１−１１−９
2025-11-04
 
タ,218006,有限会社泰和建装
〒285-0855,千葉県佐倉市井野１６６７番地４
2023-07-28
 
タ,225592,株式会社⽥浦
〒590-0911,⼤阪府堺市堺区七道⻄町１２番１１の１
2025-06-01
https://www.co-taura.com
 
タ,504496,株式会社タウン・システム
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町１−１３−２１  ⽇本橋茅場町阪神ビル７階
2024-12-01
http://www.townsystem.co.jp/
 
タ,226680,株式会社タウンアート
〒105-0013,東京都港区浜松町１−１５−３
2023-05-01
http://www.townart.co.jp
 
タ,218393,株式会社タウンプランニング商事
〒169-0051,東京都新宿区⻄早稲⽥三丁⽬１３番１３号
2023-09-15
 
タ,125454,妙中鉱業株式会社
〒297-0033,千葉県茂原市⼤芝４５２
2026-05-20
https://taenaka.co.jp/
 
タ,106603,株式会社⽥岡⼯業所
〒233-0003,神奈川県横浜市港南区港南３−３２−１２
2025-03-14
 
タ,219776,株式会社タカイ⼯業
〒981-3132,宮城県仙台市泉区将監⼗丁⽬１番１６号ー１０３
2024-05-25



 
タ,229219,株式会社⾼⽯開発
〒792-0821,愛媛県新居浜市瀬⼾町９番１５号
2025-08-06
 
タ,220042,株式会社⾼⽯塗装
〒594-1135,⼤阪府和泉市坪井町３８番地
2024-07-20
 
タ,502895,株式会社⾼井製作所
〒431-3122,静岡県浜松市東区有⽟南町１１６８
2025-11-22
http://takai-co.jp/
 
タ,502312,⾼井電機株式会社
〒675-2455,兵庫県加⻄市⼤内町９４５番地
2026-03-29
http://www.takaidenki .co.jp
 
タ,211279,株式会社タカインテリア
〒501-6312,岐⾩県⽻島市上中町⼀⾊２９６番地
2025-07-14
 
タ,211639,⾼内トータルホーム（その他）
〒473-0923,愛知県豊⽥市中根町町⽥２５ー１
2023-05-10
 
タ,214546,株式会社タカエ
〒357-0045,埼⽟県飯能市笠縫１７４ー１０
2026-01-24
 
タ,223272,株式会社ＴＡＫＡＯ
〒070-0010,北海道旭川市⼤雪通１ー９７８ー４
2024-06-01
http://www.takao.co.jp
 
タ,224601,株式会社ＴＡＫＡＯ
〒070-0010,北海道旭川市⼤雪通１丁⽬９７８番地の４
2025-04-01
https://www.takao.co.jp/
 
タ,121207,株式会社⾼岡
〒146-0083,東京都⼤⽥区千⿃２−１−１２
2024-03-25
http://www.e-takaoka.co.jp
 
タ,102997,タカオカ化成⼯業株式会社
〒490-1111,愛知県あま市甚⽬寺流８０
2026-02-04
https://www.takaokakasei.co.jp/
 
タ,224141,株式会社⾼岡⼯務店
〒232-0053,神奈川県横浜市南区井⼟ケ⾕下町２９番地１４
2025-02-01
 



タ,227310,株式会社⾼岡⼯務店
〒664-0842,兵庫県伊丹市森本２−３−１−１０１
2024-01-19
 
タ,215082,タカオ⼯業株式会社
〒085-0045,北海道釧路市住之江町２−７
2023-11-07
 
タ,505082,⾼尾⼯業株式会社
〒245-0053,神奈川県横浜市⼾塚区上⽮部町３１５
2024-06-15
http://www.takao-co.com
 
タ,103341,⾼尾産業株式会社
〒802-0064,福岡県北九州市⼩倉北区⽚野５−３−１０
2023-08-11
 
タ,129089,有限会社⾼尾製作所
〒193-0816,東京都⼋王⼦市⼤楽寺町３９１−４
2023-09-08
 
タ,223549,髙尾⽯材株式会社
〒761-4402,⾹川県⼩⾖郡⼩⾖島町福⽥⼄３５７番地１
2024-09-01
 
タ,216462,タカオ電気株式会社
〒454-0006,愛知県名古屋市中川区柳堀町５番４号
2025-05-21
_
 
タ,215743,株式会社髙垣組
〒501-4204,岐⾩県郡上市⼋幡町旭１０３５番地
2024-11-13
https://takagakigumi.co.jp/
 
タ,211589,株式会社髙⽊ガーデン
〒839-0865,福岡県久留⽶市新合川⼀丁⽬８ー３４
2026-03-25
 
タ,114520,タカキ製作所株式会社
〒870-0941,⼤分県⼤分市下郡３１１３−７
2024-06-20
http://www.takaki.co.jp
 
タ,212204,髙吉建設株式会社
〒014-0014,秋⽥県⼤仙市⼤曲福住町６番６号
2021-06-06
http://www.takakichi.co.jp/
 
タ,216676,有限会社⾼喜鉄⼯
〒950-0885,新潟県新潟市東区下⽊⼾２丁⽬１４番３号
2025-06-18
http://vr-plan.co.jp/takaki/
 
タ,123838,株式会社タカギ



〒574-0016,⼤阪府⼤東市南津の辺町３−７
2025-04-30
http://www.co-takagi.com/
 
タ,129188,株式会社タカギ
〒989-5301,宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎六⽇町１７
2023-12-11
 
タ,227341,株式会社⾼城解体
〒252-0243,神奈川県相模原市中央区上溝１−７−１１
2024-02-01
 
タ,102699,株式会社⾼⽊組
〒040-0036,北海道函館市東雲町１９−１３
2025-07-19
http://takagigumi.jp/
 
タ,215247,有限会社⾼⽊組
〒761-0701,⾹川県⽊⽥郡三⽊町⼤字池⼾１２０６
2024-02-20
 
タ,223011,株式会社髙⽊組
〒538-0053,⼤阪府⼤阪市鶴⾒区鶴⾒３ー６ー３９
2024-04-01
 
タ,216153,髙⽊建設⼯業株式会社
〒763-0081,⾹川県丸⻲市⼟器町⻄１丁⽬９５９番地
2025-03-19
_
 
タ,105300,株式会社⾼⽊商会
〒145-0062,東京都⼤⽥区北千束２−２−７
2024-09-02
http://www.takagishokai.co.jp
 
タ,104650,株式会社タカギセイコー
〒933-8628,富⼭県⾼岡市⼆塚３２２−３
2024-01-22
http://www.takagi-seiko.co.jp
 
タ,102717,株式会社⾼⽊製作所
〒312-0024,茨城県ひたちなか市勝倉３４３３
2025-07-29
http://www5f.biglobe.ne.jp/~takagiss/
 
タ,105338,株式会社⾼⽊製作所
〒613-0031,京都府久世郡久御⼭町佐古外屋敷５２−１
2024-11-02
http://www.kktakagiss.co.jp/
 
タ,230643,髙⽊設備 髙⽊弘道（その他）
〒593-8312,⼤阪府堺市⻄区草部９８６−３２
2025-08-02
 
タ,219001,髙⽊電設有限会社



〒309-1611,茨城県笠間市笠間１２０５−４
2024-01-26
 
タ,219397,有限会社髙⽊板⾦⼯業
〒731-0141,広島県広島市安佐南区相⽥４丁⽬６番１５号
2024-03-23
 
タ,227827,株式会社⾼倉園グリーンセンター
〒252-0802,神奈川県藤沢市⾼倉５３６
2024-04-10
 
タ,216117,⾼倉⼯業株式会社
〒014-0112,秋⽥県⼤仙市板⾒内字続橋１２の４番地
2025-03-05
_
 
タ,213419,株式会社髙倉⼯務店
〒811-2246,福岡県粕屋郡志免町⽚峰中央４丁⽬５ー１
2023-09-09
 
タ,500724,⾼倉産業株式会社
〒950-1124,新潟県新潟市⻄区緒⽴流通⼀丁⽬１番地１
2024-08-04
http://takakurasangyou.com/
 
タ,214015,⾼倉⽯材⼯業株式会社
〒213-0005,神奈川県川崎市⾼津区北⾒⽅３ー１０ー６
2024-04-01
 
タ,227995,⾼蔵電機株式会社
〒453-0804,愛知県名古屋市中村区⻩⾦通５丁⽬２４番地
2024-04-27
 
タ,231876,株式会社タカクワ
〒339-0005,埼⽟県さいたま市岩槻区東岩槻⼀丁⽬１０番地１２
2026-04-11
 
タ,219403,髙桑⼯業株式会社
〒661-0035,兵庫県尼崎市武庫之荘六丁⽬１３番２号
2024-03-23
 
タ,504115,⾼桑美術印刷株式会社
〒921-8042,⽯川県⾦沢市泉本町五丁⽬２７番地
2026-05-17
https://takakuwa.wave.jp/
 
タ,211574,株式会社髙建
〒331-0811,埼⽟県さいたま市北区吉野町⼀丁⽬２７ー７
2026-03-09
 
タ,211787,有限会社貴建
〒459-8011,愛知県名古屋市緑区定納⼭１丁⽬１７２０番地
2023-08-03
http://www.takaken.cc
 



タ,213901,株式会社⾼建
〒554-0024,⼤阪府⼤阪市此花区島屋２ー４ー１７
2024-11-24
http://takaken7.jp
 
タ,217975,タカ建設合資会社
〒167-0022,東京都杉並区下井草２−３−１２
2023-07-21
 
タ,106932,株式会社タカコ
〒619-0240,京都府相楽郡精華町祝園⻄１−３２−１
2026-03-31
https://www.takako-inc.com/index.php
 
タ,211905,⾼幸建設株式会社
〒249-0005,神奈川県逗⼦市桜⼭４丁⽬７番５号
2023-11-11
http://www.takako-kensetsu.co.jp
 
タ,121870,株式会社タカコム
〒509-5202,岐⾩県⼟岐市下⽯町字⻄⼭３０４−７０９
2024-06-24
http://www.takacom.co.jp/
 
タ,212032,株式会社⾼崎組
〒814-0155,福岡県福岡市城南区東油⼭６丁⽬１１番１３号
2024-02-16
 
タ,224655,⾼崎建設株式会社
〒910-2347,福井県福井市境寺町１ー１
2025-04-01
 
タ,102264,⾼崎鋼管株式会社
〒370-0036,群⾺県⾼崎市南⼤類町１２１６−４
2025-02-04
 
タ,231325,⾼崎事務器株式会社
〒370-3523,群⾺県⾼崎市福島町７１６番地１
2025-11-21
https://tj-rental.co.jp/
 
タ,218811,髙﨑電⼯株式会社
〒652-0895,兵庫県神⼾市兵庫区⼩河通３丁⽬３ー１７ー２
2023-12-22
 
タ,211401,⾼崎物産株式会社
〒370-0036,群⾺県⾼崎市南⼤類町１３７０ー１１
2025-10-22
http://www.takasaki-bussan.jp
 
タ,210449,株式会社⾼崎リビング
〒370-0855,群⾺県⾼崎市下佐野町９８２ー６
2024-07-22
http://www.t-living.jp
 



タ,212644,髙砂⾦属⼯業株式会社
〒592-0001,⼤阪府⾼⽯市⾼砂３丁⽬２１番地
2025-05-29
https://takasago-mw.co.jp/
 
タ,114378,⾼砂⾹料⼯業株式会社
〒144-8721,東京都⼤⽥区蒲⽥５−３７−１
2024-01-21
http://www.takasago.com
 
タ,103717,株式会社⾼砂コンピューターサービス
〒675-0037,兵庫県加古川市加古川町本町３６０−５
2024-03-23
https://www.takasago-cs.co.jp/
 
タ,227293,⾼砂商⼯株式会社
〒983-0047,宮城県仙台市宮城野区銀杏町３７番３５号
2024-01-13
https://www.takasago-sk.co.jp/
 
タ,114043,株式会社⾼砂製作所
〒213-8558,川崎市⾼津区溝⼝１−２４−１６
2024-06-12
http://www.takasago-ss.co.jp
 
タ,150136,⾼砂鐵⼯株式会社
〒175-0081,東京都板橋区新河岸１−１−１
2026-04-26
 
タ,121818,有限会社⾼砂螺⼦製作所
〒336-0042,さいたま市南区⼤⾕⼝７５３−２
2024-06-10
 
タ,214100,⾼砂熱学⼯業株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿６丁⽬２７番３０号
2025-04-01
https://www.tte-net.com/index.html
 
タ,218872,株式会社⾼砂保温⼯業所
〒146-0081,東京都⼤⽥区仲池上２−１２−２１
2024-01-05
 
タ,225808,⾼沢産業株式会社
〒380-0823,⻑野県⻑野市南千歳１丁⽬１５番地３
2025-08-01
http://www.takasawa.co.jp/
 
タ,225504,株式会社タカサワマテリアル
〒385-0053,⻑野県佐久市野沢９４番地１
2025-06-01
http://www.tmaterial.jp/
 
タ,223738,株式会社髙⼠組
〒860-0863,熊本県熊本市中央区坪井４ー３ー４６
2024-11-01



 
タ,105160,⾼島株式会社
〒101-8118,東京都千代⽥区神⽥駿河台２−２ 御茶ノ⽔杏雲ビル
2024-07-13
 
タ,105656,株式会社タカシマ
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町２−８−１３
2025-08-09
http://www.tksm.co.jp
 
タ,212329,株式会社タカシマ
〒657-0837,兵庫県神⼾市灘区原⽥通３丁⽬２番２０号２Ｆ
2024-09-19
http://kktakashima.com
 
タ,223054,株式会社⾼島⼯務店
〒422-8046,静岡県静岡市駿河区中島２５７６番地の２３
2024-04-01
 
タ,114523,⾼島産業株式会社
〒391-0012,⻑野県茅野市⾦沢５６９５−６
2024-10-04
https://www.takashima.co.jp/
 
タ,221888,株式会社⾼島商会
〒730-0003,広島県広島市中区⽩島九軒町１番３号
2025-08-01
 
タ,214034,株式会社⾼島テクノロジーセンター
〒220-6209,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい⼆丁⽬３番５号
2025-03-01
https://www.t-tech.co.jp/
 
タ,226171,⾼嶋電気⼯事株式会社
〒570-0012,⼤阪府守⼝市⼤久保町２−３９−１
2025-11-01
 
タ,103776,⾼嶋塗装⼯業所
〒306-0644,茨城県坂東市古布内２５３３
2024-04-06
 
タ,211126,有限会社⾼島板⾦
〒414-0051,静岡県伊東市吉⽥６４８番地の１
2025-05-10
https://www.takashima-bankin.com/
 
タ,221724,髙島屋スペースクリエイツ株式会社
〒103-8218,東京都中央区⽇本橋２丁⽬１２番１０号
2025-06-01
https://www.ts-create.jp/
 
タ,211142,株式会社タカショウ
〒254-0012,神奈川県平塚市⼤神１９５８ー２
2025-05-20
 



タ,210507,タカショウ建設株式会社
〒602-8362,京都府京都市上京区御前通下⽴売上る⼆丁⽬仲之町２９８−１
2024-08-28
http://takashokensetsu.com
 
タ,126293,株式会社タカシン
〒036-0114,⻘森県平川市町居稲村１９３−１
2023-11-28
https://www.takasin.jp/
 
タ,105981,株式会社髙須賀製作所
〒791-8005,愛媛県松⼭市空港通４−３−３５
2023-07-29
http://www.takasuka.co.jp/
 
タ,226433,有限会社⾼杉⼯業
〒950-2023,新潟県新潟市⻄区⼩新２丁⽬１０ー１
2026-03-01
 
タ,225481,株式会社髙助
〒951-8055,新潟県新潟市中央区礎町通四ノ町２１００番地
2025-06-01
http://www.takasuke.com
 
タ,128635,⾼須産業株式会社
〒311-2404,茨城県潮来市⽔原３０８０
2025-12-27
http://www.takasu-tsk.com/
 
タ,219897,有限会社タカセ
〒982-0034,宮城県仙台市太⽩区⻄多賀４丁⽬１０番２５号
2024-06-22
 
タ,227875,⾼瀬建築（その他）
〒327-0803,栃⽊県佐野市⽝伏新町２３４３−４
2021-04-10
 
タ,114386,⾼瀬樹脂⼯業株式会社
〒929-1802,⽯川県⿅島郡中能登町武部ろ−５５
2023-11-26
 
タ,217367,有限会社髙瀬設備
〒133-0073,東京都江⼾川区⿅⾻１ー５７ー９
2025-12-10
 
タ,217850,株式会社タカセツエンジニアリング
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１ー１４ー４
2026-06-30
 
タ,124407,株式会社⾼瀬電設
〒012-0801,秋⽥県湯沢市岩崎字壇ノ上８−８
2025-08-04
htttp://www.takasedensetsu.com/
 
タ,221258,株式会社タカタ



〒309-1717,茨城県笠間市旭町２５５番地
2025-03-01
http://www.tak1897.co.jp
 
タ,222683,髙⽥建設株式会社
〒939-0251,富⼭県射⽔市⼟合１４９０
2024-02-01
 
タ,105982,⾼⽥⼯業協業組合
〒679-2337,兵庫県神崎郡市川町屋形８８８
2023-07-29
http://www.takata-kk.or.jp
 
タ,219006,株式会社タカタ設備
〒101-0043,東京都千代⽥区神⽥富⼭町１９番地
2024-02-02
http://www.takata-setsu.co.jp/
 
タ,225402,株式会社⾼⾕鉄⼯所
〒550-0025,⼤阪府⼤阪市⻄区九条南３丁⽬２７番１２号
2025-06-01
http://www.takatani-ironwork.jp
 
タ,212337,株式会社たかだ
〒950-0909,新潟県新潟市中央区⼋千代２丁⽬２番１号
2024-10-03
http://www.takada-n.co.jp
 
タ,223119,株式会社タカダ
〒612-8206,京都府京都市伏⾒区下⿃⽻六反⻑町１１３
2024-05-01
 
タ,504058,⾼⽥化学株式会社
〒730-0039,広島県広島市中区袋町６番１９号
2025-11-27
http://takadakagaku.co.jp/index.html
 
タ,222585,⾼⽥機⼯株式会社
〒556-0011,⼤阪府⼤阪市浪速区難波中２ー１０ー７０
2024-01-01
http://www.takadakiko.com
 
タ,212502,株式会社⾼⽥クレーン興業
〒555-0011,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区⽵島５丁⽬４番４３号
2025-02-27
http://takada-crane.jp
 
タ,214844,株式会社⾼⽥組
〒292-0055,千葉県⽊更津市朝⽇２−４−２
2023-07-04
 
タ,211283,タカダ建設有限会社
〒272-0802,千葉県市川市柏井町２−６９２−１３
2022-07-21
 



タ,218228,タカダ建築設計有限会社
〒104-0045,東京都中央区築地４丁⽬１２番２号
2023-08-18
 
タ,210260,⾼⽥⼯業株式会社
〒120-0005,東京都⾜⽴区綾瀬７ー１８ー５
2024-04-09
 
タ,212016,株式会社⾼⽥⼯業
〒125-0031,東京都葛飾区⻄⽔元１ー１７ー１２
2024-02-02
 
タ,213704,株式会社髙⽥⼯業
〒018-5141,秋⽥県⿅⾓市⼋幡平字⾚渕１９１ー１
2024-05-19
 
タ,215345,株式会社⾼⽥鋼業
〒892-0875,⿅児島県⿅児島市川上町６０１番地２
2024-04-03
 
タ,217939,株式会社⾼⽥⼯業
〒039-3213,⻘森県上北郡六ヶ所村⼤字鷹架字久保ノ内４９−１
2023-07-14
 
タ,229447,株式会社タカダ⼯業
〒514-0805,三重県津市下弁財町津興２５９
2026-01-17
 
タ,220842,株式会社⾼⽥⼯業所
〒806-8567,福岡県北九州市⼋幡⻄区築地町１番１号
2025-03-15
https://www.takada.co.jp
 
タ,214404,株式会社⾼⽥⼯務店
〒253-0084,神奈川県茅ヶ崎市円蔵１３７４−９
2025-10-04
 
タ,101046,たかだ電動機株式会社
〒849-3201,佐賀県唐津市相知町相知２１３９−１
2024-02-10
http://takada-dendouki.com/
 
タ,215239,株式会社⾼⽥塗装
〒861-8029,熊本県熊本市東区⻄原１丁⽬１５番の３
2024-02-20
 
タ,126728,⾼⽥プラント建設株式会社
〒807-0831,北九州市⼋幡⻄区則松５−１１−１６
2024-03-13
http://www.takada.co.jp/
 
タ,213580,株式会社⾼⽥屋
〒252-0005,神奈川県座間市さがみ野３丁⽬６番２号
2024-02-03
 



タ,106798,株式会社タカチ電機⼯業
〒332-0003,埼⽟県川⼝市東領家３−２１−１６
2025-11-21
https://www.takachi-el.co.jp/
 
タ,104413,株式会社タカチホ
〒963-0201,福島県郡⼭市⼤槻町字池上⻄３−２
2025-09-28
http://www.tdk-kor.co.jp/
 
タ,114047,⾼千穂交易株式会社
〒160-0004,東京都新宿区四⾕１−６−１ ＹＯＴＳＵＹＡ ＴＯＷＥＲ７Ｆ
2023-11-15
https://www.takachiho-kk.co.jp/
 
タ,124287,⾼千穂⼯業株式会社
〒651-2124,神⼾市⻄区伊川⾕町潤和７８０−２
2026-01-15
http://www11.plala.or.jp/takachiho/
 
タ,101314,⾼千穂産機株式会社
〒106-0045,東京都港区⿇布⼗番４−３−１
2024-04-27
http://www.takatiho-eng.co.jp
 
タ,125352,⾼千穂精機株式会社
〒192-0906,東京都⼋王⼦市北野町５０７−８
2026-03-25
http://www.takachihoseiki.co.jp
 
タ,504046,株式会社⾼千穂製作所
〒213-0031,神奈川県川崎市⾼津区宇奈根７１７−３
2024-12-27
https://www.takachiho-ss.co.jp
 
タ,101976,⾼千穂ソフト株式会社
〒221-0835,横浜市神奈川区鶴屋町２−１２−１ 鶴屋町第⼆ビル
2024-11-28
http://www.takachiho-soft.co.jp/
 
タ,222648,⾼千穂鉄筋株式会社
〒274-0825,千葉県船橋市前原⻄７丁⽬８番３号
2024-02-01
http://www.takachihotekkin.co.jp
 
タ,104425,⾼千穂電気株式会社
〒152-0003,東京都⽬黒区碑⽂⾕５−２０−１
2026-03-12
 
タ,114125,⾼千穂電気株式会社
〒211-0011,神奈川県川崎市中原区下沼部１８９４
2024-08-11
 
タ,104856,株式会社⾼⻑
〒113-0021,東京都⽂京区本駒込５−２−１０



2023-07-10
http://www.takacho.biz/
 
タ,212516,株式会社髙⻑建設
〒300-0844,茨城県⼟浦市⼄⼾３番地の１２４
2025-03-13
http://www.takacho-construction.jp
 
タ,219218,株式会社⾼千代熱学社
〒488-0825,愛知県尾張旭市東⼭町⼀丁⽬３番地６
2024-03-02
http://takachiyo.jp/
 
タ,128936,⾼槻ダイカスト株式会社
〒569-0835,⼤阪府⾼槻市三島江４−１−３
2026-04-28
http://www.diecast.co.jp
 
タ,124207,株式会社⾼津ダイス製作所
〒213-0032,川崎市⾼津区久地２５２−１６
2025-12-18
 
タ,127775,株式会社⾼津鋳⼯場
〒332-0032,埼⽟県川⼝市中⻘⽊２−１０−２８
2025-03-05
 
タ,226509,髙津⼾建設⼯業株式会社
〒234-0051,神奈川県横浜市港南区⽇野４丁⽬５０番８号
2026-04-01
 
タ,105509,株式会社⾼津⼾電⼦
〒192-0063,東京都⼋王⼦市元横⼭町１−１４−１６
2025-04-04
http://www.takatsudo.co.jp/
 
タ,230197,タカテック株式会社
〒454-0807,愛知県名古屋市中川区愛知町３１番５号
2025-06-14
https://takatec-c.jp
 
タ,129091,株式会社タカデン
〒173-0023,東京都板橋区⼤⼭町１４−１
2023-09-12
 
タ,231100,有限会社タカデン
〒943-0832,新潟県上越市本町⼆丁⽬４番６号
2025-10-18
https://taka-den.biz/
 
タ,500307,株式会社タカデン
〒116-0002,東京都荒川区荒川４−４−２
2024-06-30
http://www.takaden.net/
 
タ,213407,有限会社タカ電アキタ



〒019-1502,秋⽥県仙北郡美郷町千屋字荒屋敷８１−１
2023-09-04
 
タ,219911,株式会社髙俊建⼯
〒581-0081,⼤阪府⼋尾市南本町２−５−３７
2024-06-22
 
タ,215498,⾼俊興業株式会社
〒165-0026,東京都中野区新井⼀丁⽬１１番２号
2024-07-17
 
タ,124310,⾼富⾦属⼯業株式会社
〒468-0015,名古屋市天⽩区原４−１００９
2023-06-20
 
タ,215951,株式会社⾼富屋製作所
〒533-0022,⼤阪府⼤阪市東淀川区菅原２丁⽬２番８７号
2025-01-29
 
タ,102909,株式会社タカトリ
〒634-8580,奈良県橿原市新堂町３１３−１
2025-12-06
http://www.takatori-g.co.jp
 
タ,228266,⾼取株式会社
〒615-0051,京都府京都市右京区⻄院安塚町９２番地
2024-07-10
http://www.takatori-web.co.jp
 
タ,114508,有限会社髙梨製作所
〒211-0022,川崎市中原区苅宿１−１５
2024-10-19
 
タ,129497,株式会社タカナワ
〒146-0084,東京都⼤⽥区南久が原２−２７−９
2024-07-09
http://www.takanawa.ne.jp/
 
タ,224817,株式会社髙根組
〒288-0874,千葉県銚⼦市豊⾥台３丁⽬１１１０番地の２９１
2025-04-01
_
 
タ,229500,株式会社髙根組
〒110-0003,東京都台東区根岸４−１−２９
2026-02-15
http://takanegumi.co.jp/
 
タ,215058,株式会社タカネ⼯業社
〒116-0013,東京都荒川区⻄⽇暮⾥⼆丁⽬３５番３号
2023-10-24
http://www.takanekogyosha.co.jp
 
タ,229194,株式会社タカネツ
〒543-0028,⼤阪府⼤阪市天王寺区⼩橋町２番１４号



2025-07-23
http://www.takanetsu.co.jp/
 
タ,123471,タカネ電機株式会社
〒211-0051,川崎市中原区宮内２−７−１１
2025-02-06
http://www.takane-jp.com
 
タ,103021,タカノ株式会社
〒399-4301,⻑野県上伊那郡宮⽥村１３７
2023-02-13
http://www.takano-net.co.jp/
 
タ,125477,株式会社タカノ
〒390-1242,⻑野県松本市⼤字和⽥３９６７−７３
2026-05-31
https://www.takano-s.co.jp
 
タ,223751,株式会社タカノ
〒003-0026,北海道札幌市⽩⽯区本通３丁⽬南４番３３号
2024-11-01
 
タ,501883,株式会社⾼野
〒512-1211,三重県四⽇市市桜町５４７５番地の１
2022-09-16
https://www.takano-group.jp
 
タ,217192,株式会社タカノエンジニアリング
〒731-0235,広島県広島市安佐北区可部町⼤字勝⽊９５４番地１
2025-10-08
https://takano-eng.com
 
タ,104910,タカノギケン株式会社
〒939-2375,富⼭県富⼭市⼋尾町⽯⼾字浄円６２３−１
2024-04-15
http://www.takanogiken.co.jp
 
タ,216125,株式会社⾼野技研
〒666-0131,兵庫県川⻄市⽮問３丁⽬１３番４号
2022-03-12
 
タ,216278,株式会社⾼野組
〒915-0883,福井県越前市新町８−１
2022-04-09
http://www.takanogumi.co.jp
 
タ,220386,株式会社髙野組
〒223-0056,神奈川県横浜市港北区新吉⽥町６０８８
2024-10-26
 
タ,218426,髙野建設株式会社
〒353-0004,埼⽟県志⽊市本町六丁⽬２３番１号
2023-09-23
 
タ,104933,株式会社⾼野⼯業



〒230-0051,横浜市鶴⾒区鶴⾒中央１−１１−１ ２Ｆ
2023-11-16
 
タ,211647,株式会社⾼野⼯業
〒939-8071,富⼭県富⼭市上袋２
2020-05-19
 
タ,226577,髙野⼯業株式会社
〒300-0203,茨城県かすみがうら市岩坪５９８番地１
2026-04-01
 
タ,215115,株式会社髙野⼯務店
〒121-0053,東京都⾜⽴区佐野２ー９ー４
2023-12-05
http://www.takanokomuten.co.jp
 
タ,103560,株式会社⾼野商店
〒871-0007,⼤分県中津市かきぜ８１６−１１
2024-01-19
http://www.takano-st.co.jp/profile.html
 
タ,105412,有限会社⾼野スプリング製作所
〒341-0044,埼⽟県三郷市⼾ヶ崎３−６３９
2025-01-11
http://takano-spring.co.jp/
 
タ,124191,⾼野精密⼯業株式会社
〒939-2376,富⼭県富⼭市⼋尾町福島字上野１０３２
2025-08-08
http://www.takanoseimitsu.co.jp
 
タ,214114,有限会社髙野造園⼟⽊建設
〒385-0046,⻑野県佐久市前⼭６５８番地
2025-04-05
 
タ,226956,⾼野電設株式会社
〒311-2435,茨城県潮来市上⼾２０９５番地１４
2023-08-01
 
タ,224315,株式会社⾼野塗装店
〒400-0026,⼭梨県甲府市塩部３ー１ー２４
2025-03-01
http://www.takanotoso.com
 
タ,225246,株式会社⾼野塗装店
〒960-8055,福島県福島市野⽥町３丁⽬４番６４号
2025-05-01
http://www.takano-tosou.co.jp
 
タ,219471,⾼野⼟建株式会社
〒144-0031,東京都⼤⽥区東蒲⽥２−２０−１２
2024-03-23
 
タ,213669,株式会社タカノハ
〒061-3251,北海道⽯狩市樽川４８４番地９２



2024-04-07
http://www.takanoha-kogyo.com/
 
タ,219919,株式会社髙野松⼯務店
〒167-0034,東京都杉並区桃井１−３５−１２
2024-06-22
 
タ,105888,株式会社⾼萩サービスセンター
〒318-0022,茨城県⾼萩市⽯滝２６０８ー３
2026-03-25
 
タ,220778,株式会社タカハシ
〒288-0821,千葉県銚⼦市⼩浜町２１９８番地の６
2025-03-01
http://www.takahashisi-ru.co.jp/
 
タ,227329,株式会社タカハシ
〒836-0004,福岡県⼤牟⽥市⼤字⼿鎌４７８ー１
2024-02-01
 
タ,215372,⾼橋衛⽣⼯業株式会社
〒050-0076,北海道室蘭市知利別町２丁⽬８番１５号
2024-04-23
 
タ,220822,有限会社⾼橋園
〒246-0004,神奈川県横浜市瀬⾕区中屋敷⼀丁⽬１１番地の４
2025-03-15
 
タ,218799,髙橋ＥＮＧ 髙橋光晴（その他）
〒379-2123,群⾺県前橋市⼭王町６ー１９
2023-12-22
 
タ,226366,⾼橋カーテンウォール⼯業株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町１丁⽬５番４号
2026-02-01
http://www.t-cw.co.jp
 
タ,221937,有限会社髙橋加⼯部
〒080-0801,北海道帯広市東⼀条南１４丁⽬２番地
2025-08-01
 
タ,217316,株式会社⾼橋仮設
〒959-0413,新潟県新潟市⻄蒲区升潟５１３４番地１
2025-11-19
 
タ,216492,株式会社⾼橋管⼯社
〒113-0021,東京都⽂京区本駒込２丁⽬２７番１６号
2025-05-21
http://tk1942.co.jp/
 
タ,223451,⾼橋硝⼦建材株式会社
〒921-8801,⽯川県野々市市御経塚３丁⽬７５番地
2024-08-01
 
タ,124193,株式会社⾼橋機械



〒316-0002,茨城県⽇⽴市桜川町３−１５−６
2025-09-27
http://www.takahashi-kikai.co.jp
 
タ,102557,株式会社髙橋機械設計
〒363-0027,埼⽟県桶川市川⽥⾕２５３２−２
2022-05-02
 
タ,104023,髙橋⾦属株式会社
〒526-0105,滋賀県⻑浜市細江町８６４−４
2025-02-21
https://www.takahasi-k.co.jp
 
タ,129361,髙橋⾦属株式会社
〒715-0004,岡⼭県井原市⽊之⼦町３７０１−１６
2024-03-06
http://www.takahashi-tk.co.jp/
 
タ,106936,髙橋技研株式会社
〒720-0017,広島県福⼭市千⽥町３−２−１３
2026-04-05
 
タ,215273,株式会社髙橋組
〒130-0005,東京都墨⽥区東駒形３−１８−８ウエルス東駒形２０１
2024-03-06
 
タ,217501,株式会社⾼橋組
〒368-0051,埼⽟県秩⽗市中村町四丁⽬１番３号
2023-01-21
 
タ,220451,株式会社髙橋組
〒839-1304,福岡県うきは市吉井町千年６７５
2024-11-16
 
タ,220923,株式会社髙橋組
〒314-0253,茨城県神栖市須⽥３２８０番地２
2025-03-29
 
タ,225962,有限会社髙橋組
〒950-0806,新潟県新潟市東区海⽼ケ瀬８６９
2025-09-01
 
タ,227365,株式会社⾼橋組
〒150-0045,東京都渋⾕区神泉町３ー１
2024-02-09
http://www.takahashi-gumi.net/
 
タ,228676,有限会社髙橋組
〒541-0047,⼤阪府⼤阪市中央区淡路町２ー１ー１０ユニ船場７０２号
2024-11-20
 
タ,229309,株式会社⾼橋組
〒040-0024,北海道函館市⾼盛町３番２０号
2025-10-02
https://hakodate-takahashigumi.jp/



 
タ,231355,株式会社髙橋組
〒658-0031,兵庫県神⼾市東灘区向洋町東四丁⽬１５番地１８
2025-11-29
 
タ,220671,株式会社たかはし建興
〒360-0012,埼⽟県熊⾕市上之１３９番地８
2025-02-01
 
タ,212477,⾼橋建材株式会社
〒375-0055,群⾺県藤岡市⽩⽯１６５１ー１８
2025-02-20
http://www.takahashi-kenzai.co.jp/company.html.
 
タ,212440,⾼橋建設株式会社
〒311-1712,茨城県⾏⽅市繁昌３５３番地の１
2025-01-09
http://www.hanjyou.co.jp
 
タ,225346,株式会社⾼橋建設
〒592-0012,⼤阪府⾼⽯市⻄取⽯７丁⽬１３番３４号
2025-06-01
 
タ,231336,⾼橋建設株式会社
〒176-0021,東京都練⾺区貫井三丁⽬４９番３号
2025-11-29
 
タ,214601,株式会社⾼橋建築所
〒949-6545,新潟県南⿂沼市⻑崎３３１ー４
2026-02-28
 
タ,114264,株式会社⾼橋⼯機
〒321-4345,栃⽊県真岡市寺内６９５−３７ 真岡第４⼯業団地内
2026-04-21
 
タ,125902,有限会社⾼橋光機
〒321-4104,栃⽊県芳賀郡益⼦町⼤字⼤沢⾵⼾１７０３
2023-10-18
http://www.takahashikouki.co.jp/
 
タ,219845,有限会社髙橋⼯業
〒252-1107,神奈川県綾瀬市深⾕中三丁⽬１１番５６号
2024-06-08
 
タ,220581,株式会社⾼橋⼯業
〒510-0874,三重県四⽇市市河原⽥町１２８８番地の２
2024-12-27
 
タ,222387,有限会社タカハシ⼯業
〒957-0117,新潟県北蒲原郡聖籠町⼤字諏訪⼭５４６ー５
2023-11-01
http://sakan-takahashi-koh.co.jp
 
タ,226663,髙橋⼯業株式会社
〒224-0024,神奈川県横浜市都筑区東⼭⽥町１３４番地



2026-05-01
https://www.takahashi-kogyou.com/
 
タ,220948,有限会社⾼橋⼯業所
〒870-0916,⼤分県⼤分市⾼松東⼆丁⽬７番１６号
2025-03-29
https://www.takahashikogyosyo.co.jp
 
タ,224831,株式会社⾼橋⼯業所
〒274-0822,千葉県船橋市飯⼭満町１丁⽬６９８番地１５
2025-04-01
 
タ,210688,株式会社タカハシ⼯芸
〒582-0027,⼤阪府柏原市円明町１０００ー２０２
2024-11-12
 
タ,222005,有限会社⾼橋⼯材店
〒182-0022,東京都調布市国領町１丁⽬１３番地の４
2025-10-01
_
 
タ,227210,株式会社タカハシ⼯務店
〒729-0112,広島県福⼭市神村町字東⽵５３３０ー１
2023-12-01
 
タ,229227,株式会社⾼橋⼯務店
〒102-0073,東京都千代⽥区九段北⼀丁⽬１０番５号
2025-08-06
 
タ,127456,株式会社⾼橋合成
〒491-0051,愛知県⼀宮市今伊勢町⾺寄字川⽥１３−１
2024-10-12
http://kktg.co.jp/
 
タ,222506,株式会社⾼橋左官店
〒422-8046,静岡県静岡市駿河区中島２９８８番地の１
2023-12-01
 
タ,125755,株式会社⾼橋産業
〒699-0406,島根県松江市宍道町佐々布８６８−１６
2023-08-30
http://www.tsml.co.jp/
 
タ,229662,有限会社髙橋資材
〒028-3311,岩⼿県紫波郡紫波町⽝渕字南⾕地６ー２
2026-04-18
https://takahashi-shizai.kumiai-js.com/
 
タ,505648,株式会社⾼橋商会
〒604-8821,京都府京都市中京区壬⽣梛ノ宮町１１番地
2024-12-01
 
タ,218516,株式会社⾼橋商店
〒144-0042,東京都⼤⽥区⽻⽥旭町１２番５号
2023-10-13



https://www.takahashi-group.co.jp/
 
タ,229011,株式会社⾼橋重機興業
〒002-8010,北海道札幌市北区太平⼗条７丁⽬２番３号
2025-05-23
http://www.takahashi-jk.com
 
タ,129026,株式会社⾼橋スプリング
〒343-0851,埼⽟県越⾕市七左町５−１５３
2026-07-09
http://www.ts-g.co.jp
 
タ,227779,⾼橋装飾株式会社
〒192-0081,東京都⼋王⼦市横⼭町２２−６
2024-03-28
https://taka-sou.com/
 
タ,231053,合同会社たかはし測技
〒039-0814,⻘森県三⼾郡南部町⼤字埖渡字東あかね４番地８９
2025-10-11
 
タ,217170,株式会社髙橋造園⼟⽊
〒547-0011,⼤阪府⼤阪市平野区⻑吉出⼾８丁⽬６番１６号
2025-10-01
 
タ,127693,タカハシダイカスト株式会社
〒955-0033,新潟県三条市⻄⼤崎１−２５−３１
2025-01-23
 
タ,101902,株式会社タカハシテクノ
〒116-0014,東京都荒川区東⽇暮⾥２−１３−５
2024-11-12
http://www.takatech.net/
 
タ,215040,髙橋鉄筋⼯業有限会社
〒329-2142,栃⽊県⽮板市⽊幡８３７ー１
2023-10-10
http://www.taka-tetsu
 
タ,120695,株式会社⾼橋鉄⼯所
〒498-0043,愛知県弥富市寛延６−４４
2023-12-06
 
タ,114274,⾼橋電機株式会社
〒969-1403,福島県⼆本松市渋川字⼗⽂字１−１１
2026-04-30
http://www.takahashi-e.co.jp/
 
タ,226005,⾼橋電気⼯業株式会社
〒104-0045,東京都中央区築地三丁⽬７番１０号
2025-09-01
http://www.taka-den.co.jp/
 
タ,229833,⾼橋電気⼯事株式会社
〒488-0024,愛知県尾張旭市井⽥町三丁⽬１３番地



2023-07-10
http://www.takahashi-denki.net/
 
タ,220878,髙橋電業株式会社
〒812-0881,福岡県福岡市博多区井相⽥三丁⽬１２番２１号
2025-03-22
https://takahashi-elec.co.jp
 
タ,231726,⾼橋電設株式会社
〒780-8014,⾼知県⾼知市塩屋崎町⼆丁⽬３番２３号
2026-02-28
 
タ,105746,⾼橋電線株式会社
〒244-0817,神奈川県横浜市⼾塚区吉⽥町８１
2025-11-22
 
タ,121756,⾼橋電線製造株式会社
〒289-0623,千葉県⾹取郡東庄町宮野台１−８５
2024-05-29
 
タ,219522,株式会社タカハシ塗装
〒949-4136,新潟県柏崎市⻄⼭町緑が丘１−５３
2024-03-30
 
タ,114387,⾼橋搬送企業株式会社
〒211-0012,川崎市中原区中丸⼦３４７
2023-09-08
 
タ,100359,⾼橋ベルト株式会社
〒370-0007,群⾺県⾼崎市問屋町⻄１−５−１０
2025-09-29
http://takabel.com/
 
タ,225102,株式会社⾼橋宗四郎商店
〒317-0065,茨城県⽇⽴市助川町２ー４ー１５
2022-05-01
 
タ,224138,株式会社⾼橋義⾏塗装⼯芸社
〒320-0075,栃⽊県宇都宮市宝⽊本町１２５２番地９
2025-02-01
http://www.ty-toso.co.jp
 
タ,221378,タカハタ⼯業株式会社
〒932-0218,富⼭県南砺市坪野３６４番地
2025-04-01
http://www.takahatakogyo.co.jp/
 
タ,114266,株式会社タカハタ電⼦
〒992-0003,⼭形県⽶沢市窪⽥町窪⽥１１８８
2026-06-25
https://www.takahata-denshi.co.jp/
 
タ,104500,タカハタプレシジョン⼭梨株式会社
〒406-0843,⼭梨県笛吹市境川町前間⽥３９０
2023-07-30



http://www.takahata.biz
 
タ,105276,株式会社タカハラ
〒613-0023,京都府久世郡久御⼭町野村村東１８７−２
2024-10-15
https://www.takahala.co.jp
 
タ,218954,有限会社⾼原建機
〒506-0005,岐⾩県⾼⼭市七⽇町１丁⽬６０番地１１
2024-01-19
 
タ,129375,⾼原建設株式会社
〒015-0011,秋⽥県由利本荘市⽯脇字⽯脇１８
2024-03-13
https://www.takahara-hp.jp
 
タ,231636,株式会社髙原電設
〒811-1323,福岡県福岡市南区弥永四丁⽬９ー２
2026-02-07
 
タ,229663,⾼畠⽊⼯業株式会社
〒068-0841,北海道岩⾒沢市志⽂本町１条２丁⽬１−６
2020-04-18
 
タ,219501,⾼林機材株式会社
〒730-0855,広島県広島市中区⼩網町５番５号坂本ビル
2024-03-30
 
タ,114353,株式会社⾼林精機製作所
〒140-0013,東京都品川区南⼤井４−９−３
2023-12-09
http://www.takabayashi.net
 
タ,128298,⾼広⼯業株式会社
〒457-0078,名古屋市南区塩屋町６−１
2025-09-12
http://www.takahiro.co.jp
 
タ,218387,株式会社⾼宏電設
〒136-0072,東京都江東区⼤島２−１９−４−１０１
2023-09-08
 
タ,212483,株式会社タカフジ
〒003-0871,北海道札幌市⽩⽯区⽶⾥⼀条３丁⽬６番８号
2025-02-20
http://www.takafujinet.jp/
 
タ,216366,株式会社⾼藤
〒611-0031,京都府宇治市広野町⼩根尾１３８−２４１
2022-05-08
 
タ,220547,株式会社貴藤
〒196-0002,東京都昭島市拝島町三丁⽬１番３号
2024-12-14
http://www.eco-takafuji.com



 
タ,220615,有限会社⾼藤建設
〒116-0002,東京都荒川区荒川三丁⽬２３番１２号
2025-01-18
http://www.takafuji.net
 
タ,227847,有限会社髙藤⼯業
〒059-1304,北海道苫⼩牧市北栄町３丁⽬９番２０号
2024-04-10
 
タ,231617,有限会社⾼藤⼯業
〒990-2342,⼭形県⼭形市⼤字⾨伝１９８２番地
2026-01-31
 
タ,128889,株式会社⾼⽂
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥３−４−８
2026-03-21
http://www.takabun.co.jp
 
タ,225228,株式会社鷹鉾組
〒770-0872,徳島県徳島市北沖洲３丁⽬１６４番地２
2025-05-01
 
タ,228555,株式会社タカボシ
〒121-0074,東京都⾜⽴区⻄加平２丁⽬６番２号
2024-10-16
https://takaboshi.jp/
 
タ,220718,株式会社⾼正建設
〒314-0012,茨城県⿅嶋市平井１１８６番地１
2025-02-21
https://www.takamasakk.co.jp
 
タ,227620,株式会社⾼松機⼯
〒957-0104,新潟県北蒲原郡聖籠町⼤字⻲塚１９ー２
2024-03-09
 
タ,221857,株式会社孝松⼯務店
〒243-0021,神奈川県厚⽊市岡⽥５−１０−２
2025-08-01
 
タ,229726,株式会社⾼松⼯務店
〒320-0031,栃⽊県宇都宮市⼾祭元町４番１０号
2026-05-22
http://www.takamatsu-koumuten.com/
 
タ,124075,⾼松帝酸株式会社
〒760-0065,⾹川県⾼松市朝⽇町５−１４−１
2024-11-28
http://www.takatei.co.jp
 
タ,106131,⾼松電機株式会社
〒430-0803,静岡県浜松市東区植松町２５９−８
2024-01-18
https://www.takamatsu-e.co.jp



 
タ,227258,株式会社⾼松ホツトスタンプ
〒761-0705,⾹川県⽊⽥郡三⽊町井上３０９８−５５
2023-12-15
http://www.thshet.co.jp
 
タ,105381,株式会社⾼松メッキ
〒939-2366,富⼭県富⼭市⼋尾町保内２−１０
2024-12-12
http://takamatsu-p.jp
 
タ,224582,株式会社⾼⾒澤
〒380-0813,⻑野県⻑野市⼤字鶴賀字苗間平１６０５−１４
2025-04-01
https://www.kk-takamisawa.co.jp
 
タ,231118,株式会社⾼⾒沢サイバネティックス
〒164-0011,東京都中野区中央⼆丁⽬４８番５号
2025-10-18
https://www.tacy.co.jp/
 
タ,218738,有限会社髙⾒澤電設
〒418-0022,静岡県富⼠宮市⼩泉１１６ー１
2023-12-15
 
タ,120406,株式会社タカミツ精機
〒213-0032,神奈川県川崎市⾼津区久地４−３−１
2023-09-17
http://takamitz.co.jp/
 
タ,215133,株式会社タカミヤ
〒530-0011,⼤阪府⼤阪市北区⼤深町３−１
2023-12-12
https://www.takamiya.co/
 
タ,224860,髙宮建材株式会社
〒852-8116,⻑崎県⻑崎市平和町２０番１１号
2025-04-01
 
タ,230547,有限会社⾼宮電計
〒513-0803,三重県鈴⿅市三⽇市町１６４９番地の１
2025-07-26
http://takamiya-d.co.jp/
 
タ,210780,株式会社タカムラ
〒453-0839,愛知県名古屋市中村区⻑筬町３ー５３ー１
2021-12-16
 
タ,229514,株式会社タカムラ
〒960-0180,福島県福島市鎌⽥字卸町１３−５
2026-02-21
http://kktakamura.jp
 
タ,504043,株式会社タカムラ
〒155-0033,東京都世⽥⾕区代⽥５−７−６



2025-03-27
http://www.kk-takamura.co.jp
 
タ,224816,タカムラ建設株式会社
〒401-0501,⼭梨県南都留郡⼭中湖村⼭中８６２番地１
2025-04-01
http://www.takamura-group.co.jp/
 
タ,504195,株式会社 ⾼村興業所
〒734-0007,広島県広島市南区皆実町１丁⽬８番２５号
2025-01-24
http://www.takamura-kk.co.jp
 
タ,127568,髙村⼯材株式会社
〒607-8184,京都市⼭科区⼤宅甲ノ辻町１１４−７
2024-11-24
http://takamurakk.jp
 
タ,114229,株式会社⾼村鉄⼯所
〒472-0001,愛知県知⽴市⼋橋町⼭⽥⾕８−６４
2026-05-13
 
タ,222480,株式会社髙村電設⼯業
〒316-0014,茨城県⽇⽴市東⾦沢町２ー１３ー１２
2023-12-01
 
タ,212532,孝基建設株式会社
〒879-2201,⼤分県⼤分市⼤字佐賀関３０６８番地
2025-03-13
_
 
タ,114288,タカヤ株式会社
〒715-8503,岡⼭県井原市井原町６６１−１
2023-07-21
http://www.takaya.co.jp/
 
タ,214725,有限会社髙家
〒171-0022,東京都豊島区南池袋３丁⽬１８番３７号
2026-05-16
https://www.takaya-n.co.jp/
 
タ,214625,敬也⼯業株式会社
〒555-0012,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区御幣島３丁⽬４ー５ー７０６
2026-03-14
 
タ,210107,株式会社タカヤス
〒111-0041,東京都台東区元浅草４ー４ー１５
2023-12-17
 
タ,223933,株式会社⾼安⼯務店
〒901-0223,沖縄県豊⾒城市字翁⻑７９６ー５
2024-12-01
 
タ,221220,⾼⾕⼟建株式会社
〒069-0362,北海道岩⾒沢市上幌向南⼀条５丁⽬１２７８番地１



2025-03-01
https://takaya-doken.com/
 
タ,505571,⾼柳電設⼯業株式会社
〒963-8851,福島県郡⼭市開成６丁⽬１２０番地
2024-04-06
https://www.takayanagidensetu.jp/
 
タ,210461,⾼柳板⾦株式会社
〒444-0917,愛知県岡崎市⽇名⻄町９番地７
2024-07-29
http://www.yanekabe.net
 
タ,123005,株式会社タカヤマ
〒125-0063,東京都葛飾区⽩⿃４−２−３
2025-01-20
http://www.takayamaweb.co.jp
 
タ,212189,株式会社タカヤマ
〒721-0963,広島県福⼭市南⼿城町３丁⽬１７番２６号
2024-05-30
 
タ,224564,⾼⼭運輸建設株式会社
〒555-0041,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区中島２ー８ー１２３
2025-04-01
http://www.takayama-uk.co.jp
 
タ,504245,⾼⼭運輸倉庫株式会社
〒377-0702,群⾺県吾妻郡⾼⼭村⼤字中⼭５６０２
2025-05-15
www.takayamaunyu-souko.jp/
 
タ,224262,株式会社⾼⼭基礎⼯業
〒135-0061,東京都江東区豊洲３丁⽬４番１−４０１０号
2025-03-01
http://takayama-kiso.jp/
 
タ,100106,タカヤマ⾦属⼯業株式会社
〒544-0013,⼤阪府⼤阪市⽣野区巽中２−２−１０
2025-07-30
http://www.takayama-kk.co.jp/
 
タ,114232,タカヤマケミカル株式会社
〒399-8744,⻑野県松本市笹賀５６５２−１０６
2026-02-24
http://www.tc-c.co.jp/
 
タ,215708,⾼⼭建設株式会社
〒739-2104,広島県東広島市⾼屋町⼤畠１４７
2024-10-30
 
タ,224131,髙⼭建設株式会社
〒517-0503,三重県志摩市阿児町⽴神４３０番地１
2022-02-01
 



タ,227435,⾼⼭建設⼯業株式会社
〒011-0911,秋⽥県秋⽥市飯島字家の下１１番地５
2024-02-22
 
タ,104289,⾼⼭⼯業株式会社
〒378-0062,群⾺県沼⽥市町⽥町２０２２
2025-02-12
http://www.takayamakogyo.com
 
タ,221015,⾼⼭⼯業株式会社
〒102-8170,東京都千代⽥区富⼠⾒１丁⽬１１番２１号
2025-01-01
http://www.takayama-h.co.jp
 
タ,229804,タカヤマ⼯業株式会社
〒299-3234,千葉県⼤網⽩⾥市みずほ台１ー３４ー１５
2023-07-02
 
タ,114132,⾼⼭商事株式会社
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨１−１６−４
2024-10-29
http://www.takayama-shoji.co.jp/
 
タ,227397,⾼⼭商事株式会社
〒980-0021,宮城県仙台市⻘葉区中央四丁⽬７番３３号
2024-02-15
https://www.takayama-s.co.jp/
 
タ,223708,株式会社髙⼭製作所
〒390-1242,⻑野県松本市⼤字和⽥３９６７ー２０
2024-11-01
 
タ,230091,⾼⼭総業株式会社
〒290-0005,千葉県市原市⼭⽊１１８３番地
2025-05-17
http://www.takayama-s.jp
 
タ,212371,株式会社髙⼭鉄筋⼯業所
〒984-0844,宮城県仙台市若林区種次字中屋敷３番地
2024-11-14
 
タ,217714,⾼⼭電設⼯業株式会社
〒333-0848,埼⽟県川⼝市芝下２ー１７ー１１
2026-04-20
http://www.takayama-d.co.jp/
 
タ,126226,株式会社⾼⼭プレス製作所
〒811-3124,福岡県古賀市薬王寺字原⼝１７３６
2023-11-16
http://www.takayama-press.co.jp/
 
タ,103088,⾼⼭リード株式会社
〒920-0806,⽯川県⾦沢市神宮寺２−２７−２０
2026-03-17
http://www.takayamareed.co.jp/



 
タ,114175,⾼⼭理化精機株式会社
〒399-0033,⻑野県松本市⼤字笹賀５６５２−１８
2024-09-08
http://www.takayamarika.co.jp/
 
タ,124483,株式会社タカヨシ
〒950-0141,新潟県新潟市江南区⻲⽥⼯業団地１−３−２１
2025-09-14
 
タ,212412,有限会社タカヨシ
〒559-0013,⼤阪府⼤阪市住之江区御崎１ー１ー２０
2024-12-05
 
タ,124221,⾼由⾦属株式会社
〒581-0844,⼤阪府⼋尾市福栄町１−１９−１
2026-03-20
https://takayosi.co.jp/
 
タ,215875,株式会社髙好電⼯
〒152-0023,東京都⽬黒区⼋雲５丁⽬１３番１６号
2024-12-25
 
タ,114373,株式会社タカラ
〒538-8501,⼤阪市鶴⾒区緑１−１１−８
2023-12-24
 
タ,502747,宝化成機器株式会社
〒963-0547,福島県郡⼭市喜久⽥町卸１丁⽬６２−１
2024-10-19
http://www.takarakaseikiki.co.jp/
 
タ,104370,株式会社宝建材製作所
〒456-0033,愛知県名古屋市熱⽥区花表町３−１４
2025-04-18
http://www.takarakenzai.co.jp
 
タ,210432,株式会社宝⼯業
〒601-8123,京都府京都市南区上⿃⽻南塔ノ本町７番地
2024-07-22
http://www.k-takara.co.jp
 
タ,114525,株式会社宝⼯業所
〒448-0813,愛知県刈⾕市⼩垣江町古浜⽥２８
2024-06-30
http://www.takarakougyo.co.jp
 
タ,221458,株式会社タカラサイン
〒135-0031,東京都江東区佐賀２ー６ー７
2025-04-01
http://www.takara-sign.co.jp
 
タ,127463,タカラ産業株式会社
〒577-0013,⼤阪府東⼤阪市⻑⽥中２−２−３０ ⻑⽥エミネンスビル２Ｆ
2024-10-16



https://www.takaranet.co.jp/
 
タ,231116,タカラ重機株式会社
〒990-0894,⼭形県⼭形市⼤字船町１０８０番
2025-10-18
https://www.j-takara.jp/
 
タ,214075,タカラスタンダード株式会社
〒536-8536,⼤阪府⼤阪市城東区鴨野東１−２−１
2024-04-01
 
タ,114262,株式会社多加良製作所
〒124-0011,東京都葛飾区四つ⽊２−５−１７
2026-02-26
http://www.takaras.co.jp
 
タ,114365,宝⽥電産株式会社
〒769-0401,⾹川県三豊市財⽥町財⽥上１３３５−１７
2023-08-02
http://www.takarada-net.co.jp
 
タ,219768,タカラ通商株式会社
〒540-0019,⼤阪府⼤阪市中央区和泉町２丁⽬２番１９号
2024-05-25
https://www.takara-net.co.jp/
 
タ,231396,有限会社宝電気
〒430-0845,静岡県浜松市南区中⽥島町１４９４番地
2025-12-06
 
タ,114033,宝電機⼯業株式会社
〒226-0012,横浜市緑区上⼭１−４−２
2024-06-10
http://www.y-takara.co.jp/
 
タ,120908,株式会社タカラ特殊印刷
〒301-0014,茨城県⿓ヶ崎市須藤堀町２０２−１
2024-02-24
 
タ,504463,株式会社タカラトミーマーケティング
〒124-8511,東京都葛飾区⽴⽯７−９−１０
2024-09-04
https://www.takaratomy-marketing.co.jp/
 
タ,221564,有限会社タカラホーム
〒774-0044,徳島県阿南市上中町岡４９８番地９３
2025-04-01
 
タ,126613,有限会社宝モデルデザイン
〒402-0045,⼭梨県都留市⼤幡２７０８
2024-02-17
http://www.takaramodel.co.jp/
 
タ,213592,宝養⽣資材株式会社
〒216-0015,神奈川県川崎市宮前区菅⽣２ー１９ー１７



2024-02-17
http://www.takara-youjou.co.jp
 
タ,222465,株式会社髙⻯組
〒311-0111,茨城県那珂市後台２３０６番地の１２
2023-12-01
 
タ,215029,株式会社⾼脇基礎⼯事
〒364-0001,埼⽟県北本市深井４丁⽬１８８番地
2023-10-03
http://www.takawaki.co.jp
 
タ,226140,株式会社タガ
〒791-8021,愛媛県松⼭市六軒家町３番２０号
2025-11-01
 
タ,215277,株式会社⽥頭建設
〒899-0202,⿅児島県出⽔市昭和町４９ー２１
2024-03-06
 
タ,217674,株式会社⽥頭⼯業
〒590-0018,⼤阪府堺市堺区今池町２丁３−１１
2026-03-31
 
タ,129613,株式会社多賀製作所
〒330-0064,埼⽟県さいたま市浦和区岸町５−１０−１８
2024-11-25
http://www.taga-inc.co.jp/
 
タ,213923,株式会社⽥上重機開発
〒292-0838,千葉県⽊更津市潮浜２ー６ー６
2024-12-08
https://www.tagami-juki.com/776-2/
 
タ,228411,有限会社タガミ鉄⼯
〒503-0634,岐⾩県海津市海津町沼新⽥２５５−５
2024-08-23
 
タ,230502,株式会社⽥川
〒290-0206,千葉県市原市新堀９７７番地
2025-07-19
 
タ,124197,タキカワエンジニアリング株式会社
〒192-0904,東京都⼋王⼦市⼦安町３−３５−５
2025-05-30
https://www.takikawa-eng.co.jp
 
タ,226410,瀧上⼯業株式会社
〒475-0826,愛知県半⽥市神明町⼀丁⽬１番地
2026-03-01
http://www.takigami.co.jp
 
タ,214925,株式会社滝上⼯作所
〒475-0826,愛知県半⽥市神明町１ー１
2023-08-08



 
タ,230798,株式会社瀧川寺社建築
〒633-0005,奈良県桜井市⼤字忍阪１２７８番地
2025-08-30
http://takigawa-jisha.sakura.ne.jp
 
タ,211533,株式会社滝⼝商店
〒165-0022,東京都中野区江古⽥４丁⽬８番１号
2026-02-03
 
タ,102169,滝⼝電機株式会社
〒224-0006,神奈川県横浜市都筑区荏⽥東２−１９−４−６０９
2025-01-21
 
タ,216213,株式会社瀧⼝塗装
〒771-1231,徳島県板野郡藍住町富吉字豊吉１１−７
2025-03-26
 
タ,227430,滝建設⼯業株式会社
〒975-0006,福島県南相⾺市原町区橋本町１ー５９
2024-02-22
http://www.taki-k.co.jp
 
タ,114000,タキゲン製造株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥１−２４−４
2023-08-20
http://www.takigen.co.jp
 
タ,221047,株式会社瀧澤
〒514-0004,三重県津市栄町１ー８４０番地
2023-07-01
 
タ,100189,有限会社滝澤化成
〒386-0403,⻑野県上⽥市腰越１１２５−２
2022-08-16
 
タ,229932,滝沢硝⼦株式会社
〒330-0061,埼⽟県さいたま市浦和区常盤１ー３ー９
2023-09-05
 
タ,218683,株式会社滝沢重機興業
〒362-0805,埼⽟県北⾜⽴郡伊奈町栄５−３４
2023-12-01
 
タ,129368,株式会社滝沢電機
〒252-0186,神奈川県相模原市緑区牧野５８３９−１
2024-03-09
 
タ,230129,多紀システック株式会社
〒341-0034,埼⽟県三郷市新和⼀丁⽬４２１番地１
2025-05-24
http://www.takisystec.jp/
 
タ,124118,株式会社滝⽥
〒943-0121,新潟県上越市藤塚４１１−１



2025-10-02
https://www.takita-mj.co.jp/
 
タ,222735,株式会社瀧⽥
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊１ー５８ー１６清⽔ビル１Ｆ
2024-03-01
 
タ,129247,有限会社タキタ光器
〒321-0605,栃⽊県那須郡烏⼭市滝⽥６３４
2024-01-30
 
タ,210233,滝⽥建材株式会社
〒400-0073,⼭梨県甲府市湯村１ー９ー３７
2024-03-23
http://www.e-yamanashi.net/yc014_takida-b.htm
 
タ,215036,株式会社タキ鉄筋興業
〒401-0301,⼭梨県南都留郡富⼠河⼝湖町船津６５５３番地１
2023-10-10
 
タ,124624,タキテック株式会社
〒111-0052,東京都台東区柳橋１−１−１２ マキリバーサイドビル２Ｆ
2025-11-22
http://www.takitek.co.jp/
 
タ,225622,瀧冨⼯業株式会社
〒451-8701,愛知県名古屋市⻄区こも原町１４８番地
2025-07-01
http://www.takitomi.co.jp
 
タ,122979,株式会社タキネット
〒135-8555,東京都江東区新⼤橋２−１３−４
2025-01-15
http://www.takinet.co.jp
 
タ,106848,タキノ加⼯材株式会社
〒329-1225,栃⽊県塩⾕郡⾼根沢町⽯末３０４５−５
2026-01-05
http://takinokakou.com/
 
タ,124241,株式会社瀧野⼯業
〒254-0076,神奈川県平塚市新町１−３１
2023-03-22
http://www.takino-industry.co.jp/
 
タ,114056,株式会社タキノ⼯業所
〒607-8481,京都市⼭科区北花⼭中道町１１１−３
2024-05-20
 
タ,114084,滝之台電機⼯業株式会社
〒300-0850,⼟浦市中村東２−１−２２
2024-01-21
http://takiden.net/
 
タ,215411,瀧村⼯業有限会社



〒136-0076,東京都江東区南砂⼆丁⽬２１番６号
2024-05-29
 
タ,120778,タキロンシーアイ株式会社
〒108-6031,東京都港区港南２−１５−１
2024-01-20
https://www.takiron-ci.co.jp
 
タ,102312,タキロンシーアイシビル株式会社
〒530-0001,⼤阪府⼤阪市北区梅⽥３−１−３ ノースゲートビルディング１６階
2025-02-20
https://www.tc-civil.co.jp/index.html
 
タ,214824,託⼀株式会社
〒902-0067,沖縄県那覇市字安⾥３６１番地３４
2023-06-27
https://takuichi.co.jp
 
タ,124116,株式会社タク技研
〒385-0054,⻑野県佐久市跡部４５３
2025-08-23
http://www.takugiken.co.jp/
 
タ,220020,有限会社託建
〒503-0836,岐⾩県⼤垣市⼤井４丁⽬２２−１
2024-07-13
 
タ,504468,株式会社タクサス
〒812-0024,福岡県福岡市博多区綱場町８番３１号
2024-09-28
http://www.taxusjp.com/
 
タ,215696,株式会社拓昌
〒272-0133,千葉県市川市⾏徳駅前３ー７ー１５
2024-10-30
 
タ,222263,株式会社拓商
〒342-0044,埼⽟県吉川市⼤字⽊売新⽥３２４ー２
2023-10-01
 
タ,231804,有限会社拓伸
〒940-1140,新潟県⻑岡市上前島⼆丁⽬２１８０番地
2026-03-20
 
タ,216750,拓進建設株式会社
〒852-8032,⻑崎県⻑崎市江⾥町７番７号
2025-06-25
http://www.tkshin.com/
 
タ,225466,拓伸建設株式会社
〒871-0811,福岡県築上郡吉富町⼤字広津７３４ー１３
2025-06-01
 
タ,223345,柘進⼯業株式会社
〒270-2204,千葉県松⼾市六実１ー５０ー７



2024-07-01
http://www.takushinkogyo.co.jp/
 
タ,218324,拓伸商事株式会社
〒811-0102,福岡県糟屋郡新宮町⼤字⽴花⼝字名⼦⼭２１７１番地４４
2023-09-01
 
タ,103952,株式会社多久製作所
〒541-0053,⼤阪府⼤阪市中央区本町２−５−７ メットライフ本町スクエア１３階
2024-09-10
http://www.tak-ss.co.jp/
 
タ,121538,タクセル株式会社
〒322-0603,栃⽊県栃⽊市⻄⽅町本郷６００
2025-05-11
http://www.takcel.co.jp
 
タ,103727,拓デザインヴィレッヂ株式会社
〒160-0012,東京都新宿区南元町１９ 信濃町外苑ビル４０２号
2024-03-25
http://www.fdv.co.jp/
 
タ,105335,有限会社タクト
〒407-0034,⼭梨県韮崎市⼤草町下條中割７１１−６
2024-11-01
 
タ,217108,株式会社タクト
〒596-0044,⼤阪府岸和⽥市⻄之内町４５ー４３
2025-09-17
 
タ,218201,株式会社タクト
〒530-0041,⼤阪府⼤阪市北区天神橋１丁⽬１２−５
2023-08-11
 
タ,220117,株式会社ＴＡＣＴ
〒463-0051,愛知県名古屋市守⼭区⼩幡太⽥５番４号
2024-08-03
 
タ,227201,株式会社タクト
〒263-0051,千葉県千葉市稲⽑区園⽣町７７３番地２
2023-12-01
http://www.55tact.co.jp
 
タ,124427,タクト情報システムズ株式会社
〒231-0012,神奈川県横浜市中区相⽣町３−５６−１ ＫＤＸ横浜関内ビル
2025-08-20
https://tact-info.com/
 
タ,504341,タクトセイバー株式会社
〒170-0014,東京都豊島区池袋１丁⽬１６番地１７号
2026-05-09
https://tactsavor.com/
 
タ,120449,株式会社拓報
〒108-0074,東京都港区⾼輪３−２５−２７−３０５



2023-09-26
http://www.takuhou.co.jp
 
タ,218414,拓北電業株式会社
〒060-0008,北海道札幌市中央区北⼋条⻄２０丁⽬２番１０号
2023-09-15
http://www.takuhoku.co.jp/
 
タ,210104,株式会社⽥久保⼯業
〒363-0008,埼⽟県桶川市坂⽥１５１２ー１
2023-12-17
 
タ,126746,株式会社⽥窪⼯業所
〒799-1521,愛媛県今治市古国分２−３−１７
2024-03-17
http://www.e-ty.co.jp
 
タ,101636,株式会社タクボ精機製作所
〒729-2314,広島県⽵原市忠海床浦１−７−１１
2024-09-03
 
タ,218186,有限会社タクマ
〒131-0033,東京都墨⽥区向島１−１２−１０
2023-08-11
 
タ,217467,株式会社匠
〒885-0041,宮崎県都城市⼀万城町２１−１０
2026-01-14
 
タ,218369,有限会社タクミ
〒156-0054,東京都世⽥⾕区桜丘３−３４−６
2023-09-08
 
タ,220169,有限会社匠建設
〒340-0017,埼⽟県草加市吉町４−４−４０
2024-08-17
 
タ,224182,株式会社匠建設
〒171-0051,東京都豊島区⻑崎２ー６ー１３
2025-02-01
 
タ,214287,株式会社タクミコーポレーション
〒190-0023,東京都⽴川市柴崎町２ー６ー５⻘⽊ビルディング２０２号
2025-07-12
http://www.takumi-corp.biz/
 
タ,501832,株式会社巧⼯業
〒411-0945,静岡県駿東郡⻑泉町本宿２６４−７
2025-06-11
http://www.kktakumi.co.jp
 
タ,121995,タクミ商事株式会社
〒163-1129,東京都新宿区⻄新宿６−２２−１ 新宿スクエアタワー２９Ｆ
2024-07-29
http://www.takumic.co.jp/index.php



 
タ,218757,有限会社巧商事
〒979-1161,福島県双葉郡富岡町字夜ノ森南１丁⽬９番地
2023-12-15
 
タ,230121,株式会社タクミ総建
〒421-0303,静岡県榛原郡吉⽥町⽚岡３３９７番地
2025-05-24
http://takumi-souken.jp
 
タ,229071,有限会社匠測量
〒175-0083,東京都板橋区徳丸７丁⽬６番１２ー４０１号
2025-05-31
 
タ,104731,匠ソリューションズ株式会社
〒980-0014,宮城県仙台市⻘葉区本町１−１２−１２ ＧＭビルディング
2026-04-14
http://www.takumi-solutions.com/
 
タ,100998,株式会社タクミック
〒252-0244,神奈川県相模原市中央区⽥名３２７７−１４
2024-01-23
http://www.tacmic.com
 
タ,231148,株式会社巧電⼯
〒791-8006,愛媛県松⼭市安城寺町４２１番地７
2025-10-25
 
タ,220808,株式会社タクム部材
〒578-0945,⼤阪府東⼤阪市若江北町⼆丁⽬１４番２４号
2025-03-15
 
タ,121418,株式会社拓和
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１−４−１５
2024-04-11
http://www.takuwa.co.jp
 
タ,219808,有限会社⽥⼝
〒488-0033,愛知県尾張旭市東本地ケ原町４−４０
2024-06-01
 
タ,100487,株式会社⽥⼝機⼯
〒400-0861,⼭梨県甲府市城東３−１２−１９
2025-12-14
 
タ,225160,⽥⼝建設株式会社
〒455-0801,愛知県名古屋市港区⼩碓４ー２２０
2025-05-01
http://www.tagutikensetu.com
 
タ,230079,⽥⼝建設株式会社
〒400-0115,⼭梨県甲斐市篠原４１３１番地２
2025-05-10
 
タ,214884,タグチ⼯業株式会社



〒812-0029,福岡県福岡市博多区古⾨⼾町３番１号
2026-07-18
https://taguchi-kogyo.com/
 
タ,218631,株式会社⽥⼝⼯務店
〒400-0115,⼭梨県甲斐市篠原３０００番地
2023-11-17
 
タ,124244,株式会社タグチゴム
〒124-0012,東京都葛飾区⽴⽯３−１１−１２
2023-01-18
 
タ,220259,⽥⼝産業株式会社
〒136-0082,東京都江東区新⽊場３ー８ー１０
2024-09-21
 
タ,124051,株式会社⽥⼝商会
〒980-0811,仙台市⻘葉区⼀番町１−６−５
2025-02-14
 
タ,103419,株式会社⽥⼝製作所
〒370-0603,群⾺県⾢楽郡⾢楽町中野１４３１
2023-09-24
 
タ,102873,株式会社⽥⼝鋳造所
〒720-0017,広島県福⼭市千⽥町４−１８−４０
2025-11-08
https://tagu-foundry.co.jp
 
タ,230601,株式会社⽥⼝電設⼯業
〒790-0041,愛媛県松⼭市保免上⼆丁⽬１１番２３号
2025-08-02
 
タ,114564,株式会社武⽯機械製作所
〒332-0004,埼⽟県川⼝市領家３−１７−６
2024-08-23
 
タ,124263,岳⽯電気株式会社
〒259-1306,神奈川県秦野市⼾川３２−１
2026-05-07
http://www.takeishi.co.jp
 
タ,225060,株式会社タケイチ⼯業
〒001-0907,北海道札幌市北区新琴似七条⼗六丁⽬３番３号
2025-04-01
_
 
タ,104296,武井電機⼯業株式会社
〒849-0112,佐賀県三養基郡みやき町江⼝２６１７
2025-02-15
http://www.takei-ele.co.jp/
 
タ,230968,有限会社タケイ電⼯
〒791-3120,愛媛県伊予郡松前町⼤字筒井１２４４番地２
2025-10-04



 
タ,211451,⽵内エンジニアリング⼯業有限会社
〒123-0864,東京都⾜⽴区⿅浜２丁⽬２番１５号
2025-11-25
http://takeuchieng.com/
 
タ,114397,⽵内⾦属⼯業株式会社
〒470-0104,愛知県⽇進市岩藤町所寒５５８
2023-09-08
 
タ,121454,⽵内⾦属箔粉⼯業株式会社
〒130-0003,東京都墨⽥区横川４−１１−６
2024-04-22
http://www.etakeuchi.co.jp/
 
タ,213473,株式会社⽵内組
〒037-0316,⻘森県北津軽郡中泊町⼤字芦野字福泊２３
2023-10-21
 
タ,228281,株式会社⽵内組
〒444-0806,愛知県岡崎市緑丘１丁⽬６番地４
2024-07-24
 
タ,230740,株式会社⽵内組
〒475-0929,愛知県半⽥市仲⽥町⼀丁⽬４４番地（１０２）
2025-08-23
 
タ,212995,有限会社タケウチ建装
〒442-0857,愛知県豊川市⼋幡町下天王９６番地
2026-01-15
 
タ,114179,⽵内⼯業株式会社
〒145-0062,東京都⼤⽥区北千束３−２２−３
2025-04-17
https://www.tkk-nets.jp
 
タ,124465,株式会社⽵内⼯業
〒529-0222,滋賀県⻑浜市⾼⽉町⾬森１６５０
2025-09-08
 
タ,215106,⽵内⼯業株式会社
〒915-0857,福井県越前市四郎丸町１３ー２１ー１６
2023-11-28
 
タ,218488,株式会社⽵内⼯業
〒730-0011,広島県広島市中区基町１８−５−２２２
2023-10-06
 
タ,124128,株式会社武内製作所
〒532-0021,⼤阪府⼤阪市淀川区⽥川北１−１３−３５
2025-10-03
 
タ,129117,株式会社⽵内製作所
〒389-0605,⻑野県埴科郡坂城町上平２０５
2023-10-15



http://www.takeuchi-mfg.co.jp
 
タ,228822,⽵内装飾株式会社
〒732-0004,広島県広島市東区⼾坂⼭崎町５番２２号
2025-01-18
_
 
タ,505569,⽵内鉄⼯株式会社
〒677-0056,兵庫県⻄脇市板波町１２７−２
2024-04-06
http://t-takeuchi.co.jp/
 
タ,231573,株式会社⽵内鐵⼯所
〒990-2377,⼭形県⼭形市藤沢川７３番地
2026-01-17
 
タ,231313,⽵内塗装株式会社
〒444-2136,愛知県岡崎市上⾥⼀丁⽬１８番地３
2025-11-21
 
タ,212745,⽵内板⾦⼯業株式会社
〒186-0012,東京都国⽴市泉３丁⽬２６番地の１
2025-07-10
https://takeuchibankin.co.jp/
 
タ,114024,武内プレス⼯業株式会社
〒930-0816,富⼭市上⾚江町１−１０−１
2023-12-06
http://www.takeuchi-press.co.jp
 
タ,215442,株式会社タケエイ
〒105-0011,東京都港区芝公園⼆丁⽬４番１号Ａー１０階
2024-06-05
http://www.takeei.co.jp/
 
タ,226935,武雄運輸建設株式会社
〒572-0077,⼤阪府寝屋川市点野三丁⽬１番３号
2023-08-01
 
タ,217338,株式会社タケカワ
〒403-0004,⼭梨県富⼠吉⽥市下吉⽥４丁⽬１４番１１号
2025-11-26
http://www.take-e.com
 
タ,213097,株式会社⽵上建設
〒923-1104,⽯川県能美市湯⾕町甲２４番地
2026-03-05
 
タ,114417,⽵岸産業株式会社
〒457-0046,名古屋市南区松池町１−１８
2024-03-06
http://www.takegishi.co.jp/
 
タ,223336,株式会社⽵迫組
〒670-0887,兵庫県姫路市北平野南の町５番１８号



2024-07-01
 
タ,212658,株式会社タケザワ
〒980-0023,宮城県仙台市⻘葉区北⽬町２番２８号
2025-06-05
http://www.takezawa-ex.co.jp/
 
タ,215436,有限会社⽵澤建設
〒320-0052,栃⽊県宇都宮市中⼾祭町８４５−２
2024-06-05
http://www.k-takezawa.co.jp
 
タ,223173,⽵沢建設株式会社
〒934-0056,富⼭県射⽔市寺塚原８３６番地３
2024-06-01
http://www.takezawa-net.co.jp/index.html
 
タ,217029,株式会社⽵澤⼯業
〒635-0821,奈良県北葛城郡広陵町⼤字笠１７７番３号
2025-09-03
 
タ,124123,孟鋼鉄株式会社
〒466-0058,名古屋市昭和区⽩⾦３−１６−６
2025-09-13
http://www.takeshi.co.jp
 
タ,105643,⽵志産業株式会社
〒550-0012,⼤阪府⼤阪市⻄区⽴売堀４−４−２０
2025-07-29
 
タ,105496,株式会社タケシタ
〒830-0423,福岡県三潴郡⼤⽊町⼤藪８７１
2025-03-22
https://www.takeshita.co.jp
 
タ,216209,⽵下建設株式会社
〒824-0001,福岡県⾏橋市⾏事三丁⽬７番２２号
2025-03-26
_
 
タ,212124,有限会社⽵下⼯業
〒919-2105,福井県⼤飯郡おおい町⼩堀九字⼟居之内３８番
2024-04-12
 
タ,221662,有限会社⽵下⼯業
〒452-0801,愛知県名古屋市⻄区清⾥町６９ー５８
2025-05-01
 
タ,219348,武下産業株式会社
〒838-0102,福岡県⼩郡市津古５９７番地の７
2024-03-16
 
タ,219185,有限会社⽵下設備⼯業
〒862-0910,熊本県熊本市東区健軍本町５１ー２０
2024-03-02



 
タ,212692,株式会社⽵島組
〒636-0341,奈良県磯城郡⽥原本町⼤字藥王寺３１４ー２
2025-06-20
 
タ,223988,⽵島鉄⼯建設株式会社
〒643-0813,和歌⼭県有⽥郡有⽥川町⼤字⻄丹⽣図２８５番地１
2025-01-01
https://www.takeshima-tekko.com/.com
 
タ,124258,株式会社タケショウ
〒379-0135,群⾺県安中市郷原１１５８
2026-06-05
 
タ,217153,有限会社⽵城⼯業
〒384-2203,⻑野県佐久市布施３７４−７
2025-09-24
 
タ,214095,⽵甚板硝⼦株式会社
〒448-0834,愛知県刈⾕市司町６丁⽬２７番地
2025-04-01
https://www.takejinglass.co.jp/
 
タ,102711,株式会社⽵精機
〒198-0002,東京都⻘梅市富岡１−１９７
2022-07-24
 
タ,221110,株式会社タケセン
〒880-0032,宮崎県宮崎市霧島５丁⽬２７−１
2025-02-01
 
タ,223698,株式会社タケソウ
〒565-0853,⼤阪府吹⽥市春⽇１−４−２８
2024-11-01
 
タ,220464,株式会社⽵添⼯務店
〒897-0002,⿅児島県南さつま市加世⽥武⽥５５２番地
2024-11-22
https://takezoe-k.com
 
タ,222596,株式会社⽵⾕⼯務店
〒244-0801,神奈川県横浜市⼾塚区品濃町５１５ー１南の街２棟ー９０７号
2024-01-01
 
タ,101201,株式会社タケダ
〒448-0022,愛知県刈⾕市⼀⾊町３−６−６
2024-03-19
http://www.takeda-co.com/
 
タ,106133,タケダ化成品株式会社
〒175-0092,東京都板橋区⾚塚２−２５−１０
2024-01-20
http://www.takeda-kaseihin.co.jp/
 
タ,229599,武⽥機⼯株式会社



〒444-0011,愛知県岡崎市⽋町字⾦⾕３番地１
2026-03-24
http://www.takeda-k.jp
 
タ,219354,株式会社武⽥組
〒554-0052,⼤阪府⼤阪市此花区常吉２丁⽬１１番１４号
2024-03-16
 
タ,214007,武⽥建設株式会社
〒761-0705,⾹川県⽊⽥郡三⽊町⼤字井上３０００番地４５
2025-04-01
https://www.takeda-const.co.jp/
 
タ,220388,武家⽥建設株式会社
〒121-0816,東京都⾜⽴区梅島３−４１−３
2024-10-26
http://www.takeda-kensetsu.com/
 
タ,222357,株式会社⽵⽥建設
〒612-8436,京都府京都市伏⾒区深草新⾨丈町２１５
2023-11-01
 
タ,103934,タケダ⼯業株式会社
〒611-0043,京都府宇治市伊勢⽥町浮⾯３３
2024-08-21
http://www.takeda-kk.co.jp
 
タ,210538,有限会社⽵⽥⼯業
〒252-0224,神奈川県相模原市中央区⻘葉１丁⽬１６番８号
2024-09-11
 
タ,213910,有限会社武⽥⼯務店
〒334-0013,埼⽟県川⼝市南鳩ヶ⾕２ー１３ー２
2024-12-01
http://www.takeda-k-co.jp
 
タ,221274,株式会社⽵⽥⼯務店
〒950-0811,新潟県新潟市東区材⽊町１番４０号
2025-03-01
http://www.takeda-co.net/
 
タ,106718,有限会社武⽥産業
〒259-1302,神奈川県秦野市菩提１７１−１５
2025-07-05
http://takeda233749763.wordpress.com
 
タ,114248,武⽥産業株式会社
〒811-2304,福岡県糟屋郡粕屋町仲原２７８１
2023-07-21
http://www.takeda-sangyo.co.jp
 
タ,214495,武⽥産業株式会社
〒003-0027,北海道札幌市⽩⽯区本通１４丁⽬北１番３７号
2025-12-06
http://www.takedasangyo.co.jp



 
タ,215302,株式会社⽵⽥商会
〒812-0006,福岡県福岡市博多区上牟⽥１−１７−２１
2024-03-20
http://www.takeda-shokai.com/
 
タ,102894,株式会社武⽥商事
〒857-1171,⻑崎県佐世保市沖新町７−２
2025-11-21
http://www.takedashoji.co.jp
 
タ,104841,武⽥商事株式会社
〒252-1123,神奈川県綾瀬市早川２６０５−３０
2023-06-30
 
タ,114424,⽵⽥商事株式会社
〒530-6106,⼤阪市北区中之島３−３−２３
2024-03-13
http://www.takeda-trade.co.jp
 
タ,102086,株式会社⽵⽥精機製作所
〒409-0502,⼭梨県⼤⽉市富浜町⿃沢２０２２−２
2024-12-28
 
タ,105722,有限会社武⽥製作所
〒969-1103,福島県本宮市仁井⽥字下ノ原３４−１
2025-10-25
 
タ,106408,有限会社武⽥製作所
〒951-8011,新潟県新潟市中央区⼊船町４−３９１１−１
2024-11-15
 
タ,217136,武⽥設備株式会社
〒241-0025,神奈川県横浜市旭区四季美台９２番地１３
2025-09-24
https://www.takedasetubi.co.jp/
 
タ,106088,株式会社武⽥鉄⼯
〒937-0015,富⼭県⿂津市東⼭５４５
2023-11-16
 
タ,219753,武⽥鉄⼯株式会社
〒990-0821,⼭形県⼭形市北町三丁⽬７番６４号
2024-05-18
 
タ,224697,株式会社武⽥電気⼯業所
〒615-0002,京都府京都市右京区⻄院東今⽥町２５番地
2025-04-01
_
 
タ,124105,タケダ電⼦株式会社
〒570-0012,⼤阪府守⼝市⼤久保町４−２９−７
2025-04-17
https://www.takeda-d.jp
 



タ,218769,⽵⽥電設株式会社
〒338-0005,埼⽟県さいたま市中央区桜丘１丁⽬６番２号ビューパレー与野本町１０１号
2023-12-15
 
タ,212559,株式会社武⽥塗装⼯業
〒321-0145,栃⽊県宇都宮市茂原１丁⽬３番１４号
2025-04-03
http://takedapaint.co.jp/
 
タ,216158,株式会社武⽥⻑野
〒381-0024,⻑野県⻑野市⼤字南⻑池字村前２１３番１
2025-03-19
_
 
タ,120532,タケダ⻭⾞⼯業株式会社
〒454-0921,名古屋市中川区中郷５−４５
2023-10-21
http://www.takedagear.co.jp
 
タ,219553,株式会社武⽥板⾦⼯業
〒861-8038,熊本県熊本市東区⻑嶺東３丁⽬３番９８ー２号
2024-04-13
 
タ,129147,⽵⽥理化⼯業株式会社
〒150-0021,東京都渋⾕区恵⽐寿⻄２−７−５
2023-10-30
http://www.takeda-rika.co.jp/
 
タ,104970,株式会社タケチ
〒791-1121,愛媛県松⼭市中野町甲９３６
2024-05-20
http://www.takechi.co.jp/
 
タ,104221,株式会社たけでん
〒535-0011,⼤阪市旭区今市１−１８−５
2024-12-24
http://www.takeden.co.jp/
 
タ,224673,株式会社⽵伝組
〒531-0073,⼤阪府⼤阪市北区本庄⻄１丁⽬６番１４号
2025-04-01
_
 
タ,215173,株式会社武豊重機
〒470-2531,愛知県知多郡武豊町⼤字冨貴字寺東１９番地
2024-01-16
 
タ,104411,株式会社⽵中
〒327-0816,栃⽊県佐野市栄町７−２
2025-06-08
http://www.takenaka-tac.co.jp
 
タ,120044,⽵中オプトニック株式会社
〒607-8482,京都市⼭科区北花⼭⼤林町６０−１
2023-07-08



http://www.takex-opt.co.jp/
 
タ,212195,⽵中機設株式会社
〒820-0062,福岡県飯塚市⽬尾４９８番地４
2024-06-06
 
タ,221746,株式会社⽵中組
〒745-0851,⼭⼝県周南市⼤字徳⼭１０１８−３９
2025-07-01
 
タ,124074,株式会社⽵中⼯作所
〒673-0025,兵庫県明⽯市⽥町２−８−５
2025-01-23
 
タ,214020,株式会社⽵中⼯務店
〒541-0053,⼤阪府⼤阪市中央区本町４ー１ー１３
2024-04-01
http://www.takenaka.co.jp/
 
タ,106096,⽵中産業株式会社
〒101-0044,東京都千代⽥区鍛治町１−５−５
2023-11-27
https://www.takenakasangyo.co.jp/
 
タ,218168,⽵中重機株式会社
〒242-0022,神奈川県⼤和市柳橋１−２
2023-08-11
http://www.takenaka-jyuki.co.jp/
 
タ,124235,株式会社⽵中製作所
〒933-0951,富⼭県⾼岡市⻑慶寺９８７
2025-11-06
http://www.take.co.jp
 
タ,125336,株式会社⽵中製作所
〒578-0984,⼤阪府東⼤阪市菱江６−４−３５
2026-03-18
http://www.takenaka-mfg.co.jp
 
タ,225680,株式会社⽵中庭園
〒540-0003,⼤阪府⼤阪市中央区森ノ宮中央２丁⽬３番４号
2025-07-01
 
タ,125895,⽵中電⼦⼯業株式会社
〒607-8032,京都市⼭科区四ノ宮奈良野町２０−１
2023-10-17
http://www.takex-elec.co.jp/
 
タ,224613,株式会社⽵中道路
〒135-0042,東京都江東区⽊場２丁⽬１４番１６号
2025-04-01
https://www.takenaka-douro.co.jp/
 
タ,224268,株式会社⽵中⼟⽊
〒136-8570,東京都江東区新砂１丁⽬１番１号



2025-03-01
https://www.takenaka-doboku.co.jp/
 
タ,222674,株式会社タケノ
〒921-8803,⽯川県野々市市押越１丁⽬４２番地
2024-02-01
http://www.kagand.ne.jp/takenobn/
 
タ,225846,株式会社⽵之内⼯務店
〒340-0815,埼⽟県⼋潮市⼋潮２ー２４ー１３
2025-08-01
http://www.takenouti.co.jp/
 
タ,106369,株式会社たけのうち電器
〒378-0051,群⾺県沼⽥市上原町１７５６−３８１
2024-10-15
 
タ,222621,株式会社⽵延
〒534-0014,⼤阪府⼤阪市都島区都島北通１−２−１２
2024-01-01
https://www.takenobe.co.jp
 
タ,226555,株式会社⽵花組
〒384-2202,⻑野県佐久市望⽉３０番地１
2026-04-01
https://www.takehanagumi.co.jp/
 
タ,214515,株式会社⽵原クレーン
〒725-0021,広島県⽵原市⽵原町３５４２−２
2022-12-20
 
タ,214679,株式会社⽵原重建
〒386-1102,⻑野県上⽥市上⽥原１１９５番地１
2026-04-18
https://www.takehara-net.co.jp/
 
タ,210269,株式会社⽵原鉄⼯所
〒007-0880,北海道札幌市東区丘珠町９３
2024-04-15
 
タ,225943,株式会社⽵原屋本店
〒990-2251,⼭形県⼭形市⽴⾕川２ー８５１ー４
2025-09-01
http://www.takeharaya.co.jp
 
タ,225567,株式会社武林組
〒770-0937,徳島県徳島市富⽥橋１丁⽬７６番地
2025-06-01
_
 
タ,220255,有限会社⽵林⼯業
〒020-0863,岩⼿県盛岡市南仙北⼀丁⽬２２−７６
2024-09-14
https://www.take-tec.jp/
 



タ,222667,⽵林塗装株式会社
〒791-8012,愛媛県松⼭市姫原２ー３ー３１
2024-02-01
 
タ,222968,⽵林塗装⼯業株式会社
〒532-0025,⼤阪府⼤阪市淀川区新北野１ー１２ー２
2024-04-01
 
タ,124248,⽵林貿易株式会社
〒651-0191,兵庫県神⼾市中央区東町１２３−１
2026-05-29
https://takebayashi.co.jp
 
タ,215296,⽵平建設株式会社
〒538-0054,⼤阪府⼤阪市鶴⾒区緑４丁⽬２ー１２
2024-03-13
 
タ,104053,株式会社たけびし
〒615-8501,京都市右京区⻄京極⾖⽥町２９
2025-03-02
http://www.takebishi.co.jp/
 
タ,216679,武⽣電業株式会社
〒915-0846,福井県越前市千福町５８０
2025-06-18
 
タ,211066,株式会社タケベ
〒069-0844,北海道江別市⼤⿇⻄町２６番地の９
2025-04-15
http://takebe.biz
 
タ,125040,株式会社武政精⼯
〒425-0062,静岡県焼津市中根新⽥１００１
2026-01-17
http://www.takemasa-co.jp/
 
タ,224566,株式会社武末鉄⼯所
〒839-0243,福岡県柳川市⼤和町塩塚１１６３番地
2025-04-01
https://takematsu.biz/
 
タ,214775,武美株式会社
〒870-0138,⼤分県⼤分市原川⼀丁⽬１番９号
2023-06-13
 
タ,211678,株式会社タケミ企画
〒133-0061,東京都江⼾川区篠崎町６丁⽬１４番２２号
2026-06-09
http://www.takemi-kikaku.jp/
 
タ,216247,有限会社⽵光建設⼯業
〒701-0152,岡⼭県岡⼭市北区延友４４０−１
2025-03-26
 
タ,231369,株式会社タケミホーム



〒264-0016,千葉県千葉市若葉区⼤宮町４００９番
2025-11-29
 
タ,222547,株式会社タケムラ
〒319-1231,茨城県⽇⽴市留町前川１２７０−１６
2024-01-01
http://www.takemura.com
 
タ,218263,有限会社武村建築防災事務所
〒984-0052,宮城県仙台市若林区連坊１−７−２−２
2023-08-25
 
タ,224031,株式会社⽵村コーポレーション
〒160-0011,東京都新宿区若葉１丁⽬５番地１５
2025-01-01
http://www.takemura-ss.co.jp/
 
タ,226823,株式会社⽵村左官店
〒395-0244,⻑野県飯⽥市⼭本６７４２ー１
2026-06-01
 
タ,213913,⽵村産業株式会社
〒805-0069,福岡県北九州市⼋幡東区前⽥２丁⽬５ー１８
2024-12-01
 
タ,114328,有限会社⽵村商事
〒310-0836,茨城県⽔⼾市元吉⽥町１８５１−５
2024-01-17
 
タ,114068,株式会社⽵村製作所
〒206-0823,東京都稲城市平尾１−２６−１
2024-07-18
http://www.takemura-tokyo.co.jp/
 
タ,505701,株式会社⽵村製作所
〒601-8142,京都府京都市南区上⿃⽻中河原３８番地
2025-05-19
http://www.takemuragp.gr.jp/
 
タ,218069,武村塗装有限会社
〒799-0411,愛媛県四国中央市下柏町７０−７
2023-08-04
 
タ,212751,株式会社タケモト
〒477-0032,愛知県東海市加⽊屋町⼤清⽔２２０番地
2025-07-17
http://takemoto-well.com/
 
タ,230618,株式会社タケモト
〒754-0001,⼭⼝県⼭⼝市⼩郡上郷５２４０番地
2025-08-02
 
タ,215631,⽵本機械⼯業株式会社
〒134-0088,東京都江⼾川区⻄葛⻄６ー１８ー１０
2024-10-09



http://www.takemoto-kikai.co.jp/
 
タ,229633,⽵本基礎⼯事株式会社
〒660-0073,兵庫県尼崎市菜切⼭町７番地の２
2026-04-08
https://www.takemotokisokoji.co.jp/
 
タ,223786,有限会社⽵本組
〒721-0975,広島県福⼭市⻄深津町７丁⽬３番１号
2024-11-01
 
タ,231194,株式会社⽵本建材店
〒064-0803,北海道札幌市中央区南三条⻄⼆⼗四丁⽬２番２６号
2025-10-25
 
タ,221604,株式会社⽵本建設
〒816-0851,福岡県春⽇市昇町６丁⽬１０番地
2025-04-01
http://takemoto-kensetsu.co.jp/
 
タ,106056,株式会社⽵本⼯務店
〒744-0002,⼭⼝県下松市⼤字東豊井８９７−６
2023-10-14
 
タ,114580,有限会社⽵本製作所
〒196-0021,東京都昭島市武蔵野３−９−２９
2024-06-23
 
タ,124091,⽵本油脂株式会社
〒443-8611,愛知県蒲郡市港町２−５
2025-02-19
http://www.takemoto.co.jp
 
タ,100351,⽵本容器株式会社
〒111-0036,東京都台東区松が⾕２−２１−５
2022-09-28
http://www.takemotokk.co.jp/
 
タ,220829,株式会社武森⼯務店
〒574-0013,⼤阪府⼤東市中垣内⼆丁⽬１０番２２号
2025-03-15
 
タ,225619,武⼭⼯業株式会社
〒457-0821,愛知県名古屋市南区弥次ヱ町五丁⽬７番の１
2025-07-01
 
タ,215635,株式会社多胡建材
〒348-0043,埼⽟県⽻⽣市⼤字桑崎３６番地
2024-10-09
 
タ,122974,有限会社⽥⼦製作所
〒410-3512,静岡県賀茂郡⻄伊⾖町⼀⾊４６５
2025-01-14
 
タ,219619,タゴナイ⾃動⾞ 佐々⽊正夫（その他）



〒019-0801,秋⽥県雄勝郡東成瀬村⽥⼦内字天神林３番地
2024-04-20
 
タ,120397,⽥阪⼯業株式会社
〒536-0004,⼤阪市城東区今福⻄２−８−２
2023-09-12
http://www16.ocn.ne.jp/~tasakahp/
 
タ,106696,株式会社⽥崎アサヒ
〒130-0011,東京都墨⽥区⽯原４−１７−２
2025-06-22
http://www.t-asahi.co.jp
 
タ,227142,株式会社⽥澤園
〒232-0066,神奈川県横浜市南区六ッ川４ー１２３４
2023-11-01
http://www.tazawaen.co.jp
 
タ,229209,⽥澤⼯業株式会社
〒036-8332,⻘森県弘前市⼤字⻲甲町１０８番地２
2025-07-26
 
タ,220934,株式会社⽥沢重量
〒150-0012,東京都渋⾕区広尾五丁⽬１番４８号
2025-03-29
https://www.tazawajyuryou.co.jp
 
タ,120807,有限会社⽥沢製作所
〒959-1333,新潟県加茂市⼋幡３−７−１０
2024-01-29
http://www.tazawamfg.jp/
 
タ,231971,⽥染設備⼯業株式会社
〒670-0048,兵庫県姫路市船橋町四丁⽬３番地の１７
2026-05-09
http://tashibu.co.jp/
 
タ,218349,有限会社⽥島組
〒720-0077,広島県福⼭市南本庄２−１０−１２
2023-09-08
 
タ,221633,株式会社⽥嶋⼯業
〒680-0156,⿃取県⿃取市国府町中郷５５
2025-04-01
 
タ,216875,株式会社タシロ
〒840-0024,佐賀県佐賀市本庄町⼤字末次１７４番地
2025-07-16
 
タ,216964,株式会社たしろ
〒959-2023,新潟県阿賀野市⽇の出町１番１０号
2025-07-30
 
タ,221788,⽥代硝⼦⼯業株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川１丁⽬１１番３号



2025-07-01
https://tashiroglass.com/
 
タ,120143,⽥代精⼯株式会社
〒212-0016,川崎市幸区南幸町２−３３
2023-07-25
http://www.tashiro-seiko.co.jp/
 
タ,121761,株式会社⽥代製作所
〒596-0113,⼤阪府岸和⽥市河合町２００９−２
2024-05-30
 
タ,121313,⽥代電化⼯業株式会社
〒183-0001,東京都府中市浅間町２−１９−５
2024-03-27
http://www.tashirodenka.com
 
タ,114388,株式会社⽥代電機製作所
〒969-4511,福島県耶⿇郡⻄会津町群岡字御舘野甲９５２
2024-01-24
 
タ,230047,株式会社⽥代内装
〒818-0013,福岡県筑紫野市岡⽥⼀丁⽬３０番３号
2025-04-26
 
タ,102192,⽥代⽊材有限会社
〒378-0041,群⾺県沼⽥市榛名町４１８０−１
2025-01-22
http://www12.plala.or.jp/tashiromokuzai/
 
タ,214903,株式会社⽥治
〒166-0001,東京都杉並区阿佐⾕北３ー１１ー１吉⽥ビル１０１
2023-07-25
 
タ,104275,株式会社タジマ
〒386-0406,⻑野県上⽥市下丸⼦１００
2025-12-12
http://www.tajimas.co.jp
 
タ,213004,株式会社タジマ
〒373-0032,群⾺県太⽥市新野町９２４ー９武内ハイツ２０５
2026-01-22
 
タ,231824,有限会社タジマ
〒154-0024,東京都世⽥⾕区三軒茶屋⼀丁⽬４０番１３号
2026-03-28
http://www.tajima-k.co.jp/
 
タ,212207,株式会社⽥島運輸
〒041-0821,北海道函館市港町１丁⽬１７番１８号
2024-06-06
 
タ,122613,⽥島化学⼯業株式会社
〒272-0102,千葉県市川市下新宿７−２５
2024-10-10



 
タ,230367,株式会社但⾺近畿⼯業
〒667-0022,兵庫県養⽗市⼋⿅町下網場２０８番地の３
2025-07-12
http://www.tajimakinki.jp
 
タ,223603,⽥島⾦属⼯業株式会社
〒001-0029,北海道札幌市北区北⼆⼗九条⻄４丁⽬２７５番地の３
2024-10-01
 
タ,129924,株式会社⽥島軽⾦属
〒348-0064,埼⽟県⽻⽣市藤井上組字城沼１３７５
2025-04-14
http://www.tac-casting.com
 
タ,212526,⽥嶋建設株式会社
〒373-0812,群⾺県太⽥市東⻑岡町２８５−２
2025-03-13
 
タ,214019,但⾺畳材株式会社
〒669-5313,兵庫県豊岡市⽇⾼町鶴岡５１９
2025-02-23
https://www.big-advance.site/s/161/1913
 
タ,114461,⽥島スチール株式会社
〒542-0061,⼤阪市中央区安堂寺町１−５−１３
2024-04-13
http://www.tajima-steel.co.jp
 
タ,210474,有限会社⽥島測量
〒351-0025,埼⽟県朝霞市三原３丁⽬１４番３５号
2024-08-03
http://tajima-sokuryou.jp/
 
タ,106418,⽥島段ボール株式会社
〒485-0058,愛知県⼩牧市⼩⽊１−１５
2024-11-19
https://tajimadan.co.jp
 
タ,224903,⽥島電気株式会社
〒376-0014,群⾺県桐⽣市広沢町間ノ島７０
2025-04-01
https://tajima-dk.co.jp
 
タ,505516,株式会社タジマモーターコーポレーション
〒165-0023,東京都中野区江原町３−３５−３
2024-01-15
https://www.tajima-motor.com/index.html
 
タ,211716,⽥島緑化⼯事株式会社
〒120-0046,東京都⾜⽴区⼩台１丁⽬３番１号
2026-06-20
https://www.tajima-ryokkakouji.jp/
 
タ,104510,多治⾒無線電機株式会社



〒150-0022,東京都渋⾕区恵⽐寿南２−２９−１
2023-08-22
http://www.tajimi.co.jp/
 
タ,219206,株式会社⽥尻
〒376-0013,群⾺県桐⽣市広沢町４丁⽬２３７５番地
2024-03-02
http://tajiri-g.com/tajiri/
 
タ,114467,有限会社⽥尻⼯業
〒403-0004,⼭梨県富⼠吉⽥市下吉⽥９−３６−６
2024-03-10
http://tajiri-kogyo.co.jp/
 
タ,215075,株式会社タス
〒321-0983,栃⽊県宇都宮市御幸本町４６６５ー１４
2023-10-31
 
タ,114025,株式会社タスク
〒920-0364,⽯川県⾦沢市松島１−３７
2023-08-29
http://www.task.co.jp/
 
タ,211826,有限会社タスク
〒028-3621,岩⼿県紫波郡⽮⼱町⼤字広宮沢第１地割２番５１２
2023-09-01
 
タ,212796,株式会社ＴＡＳＫ
〒981-0134,宮城県宮城郡利府町しらかし台六丁⽬３番地の３
2025-08-21
http://www.tasksp.com/
 
タ,220314,株式会社ＴＡＳＵＫＵＰＬＡＮＮＩＮＧ
〒242-0003,神奈川県⼤和市林間１丁⽬４番２０号第⼀映光ビル２０２号室
2024-10-05
 
タ,218697,株式会社タスコ
〒106-0032,東京都港区六本⽊三丁⽬３番２９号
2023-12-08
 
タ,222826,株式会社タステム．
〒792-0032,愛媛県新居浜市政枝町３ー２ー１
2024-03-01
http://www.tastem.co.jp
 
タ,226740,株式会社タスト
〒643-0055,和歌⼭県有⽥郡広川町⼤字井関８１１ー１
2026-05-01
 
タ,231048,株式会社ＴＵＳＴ
〒181-0012,東京都三鷹市上連雀五丁⽬６番６号サンアベニール２階
2025-10-11
http://tust.co.jp/
 
タ,106269,ＴＡＳＭＩＴ株式会社



〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−６−２３ ⾦⼦第２ビル
2024-07-13
https://www.toray-eng.co.jp/tasmit/
 
タ,125310,株式会社タセト
〒222-0033,横浜市港北区新横浜２−４−１５ 太⽥興産ビル４Ｆ
2026-03-11
http://www.taseto.com/
 
タ,214731,株式会社タゼン
〒980-0811,宮城県仙台市⻘葉区⼀番町⼀丁⽬１２−４０
2023-05-23
http://www.tazen.co.jp
 
タ,217594,株式会社タソト⼯業
〒578-0961,⼤阪府東⼤阪市南鴻池町２−２−４
2026-02-18
 
タ,124181,多⽥機⼯株式会社
〒274-0052,千葉県船橋市鈴⾝町７５４−１４
2025-08-06
http://www.tadakiko.co.jp
 
タ,231071,株式会社多⽥建設
〒761-0903,⾹川県さぬき市⼤川町富⽥東６番地２
2025-10-18
 
タ,215420,有限会社多⽥⼯務店
〒028-0531,岩⼿県遠野市綾織町新⾥２１−２８−２
2024-05-29
 
タ,215766,株式会社タダシ建設
〒903-0115,沖縄県浦添市仲間三丁⽬１１番７号
2024-11-20
 
タ,212270,有限会社タダチ
〒390-0803,⻑野県松本市元町３丁⽬５番３０号
2024-07-11
 
タ,114063,多⽥電機株式会社
〒661-0001,兵庫県尼崎市塚⼝本町８−１−１
2024-06-18
http://www.tadadenki.jp/
 
タ,501946,株式会社多⽥⽂房堂
〒761-0302,⾹川県⾼松市上林町５０１番地１
2025-11-08
https://www.tada-b.co.jp
 
タ,104273,多⽥プラスチック⼯業株式会社
〒583-0037,⼤阪府藤井寺市津堂２−１２−８
2025-07-23
https://www.tadapla.co.jp
 
タ,103298,多⽥⽊⼯所



〒769-2402,⾹川県さぬき市津⽥町鶴⽻７４７
2023-07-22
 
タ,124124,多⽥薬品⼯業株式会社
〒933-0958,富⼭県⾼岡市波岡２５
2025-06-05
http://www.tada-chemi.co.jp
 
タ,228153,⽴川⼯業株式会社
〒064-0921,北海道札幌市中央区南２１条⻄１６丁⽬１番の３
2024-06-07
 
タ,225386,⽴川装備株式会社
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊２丁⽬１６番４号
2025-06-01
http://www.tachikawa-sohbi.co.jp
 
タ,121797,株式会社⽴川ピン製作所
〒518-1151,三重県伊賀市⽩樫３２７９−１
2024-06-04
http://www.tachikawa-net.co.jp
 
タ,123996,⽴川ブラインド⼯業株式会社
〒108-8334,東京都港区三⽥３−１−１２
2025-06-22
http://www.blind.co.jp
 
タ,105178,舘産業有限会社
〒510-8124,三重県三重郡川越町南福崎１６
2024-07-06
 
タ,124294,タチザワ塗装株式会社
〒400-0117,⼭梨県甲斐市⻄⼋幡３５５５−２
2026-02-05
http://www.tachizawa.com
 
タ,114249,株式会社タチ製作所
〒452-0933,愛知県清須市⻄⽥中⻑堀４７−１
2026-05-14
https://www.tachi-net.co.jp/
 
タ,212415,株式会社タチバナ
〒203-0032,東京都東久留⽶市前沢５丁⽬３２番１８号
2024-12-12
https://www.tachibananet.com/
 
タ,105030,株式会社⽴花エレテック
〒550-8555,⼤阪市⻄区⻄本町１−１３−２５
2024-06-12
http://www.tachibana.co.jp
 
タ,124520,⽴花⾦属⼯業株式会社
〒503-1331,岐⾩県養⽼郡養⽼町橋⽖３３８
2025-09-27
https://tachibana-metal.com/



 
タ,218722,株式会社橘組
〒531-0073,⼤阪府⼤阪市北区本庄⻄２丁⽬１５−９
2023-12-08
 
タ,220482,株式会社タチバナ建材リース
〒441-8132,愛知県豊橋市南⼤清⽔町字藤ケ⾕３４６番地の１
2024-11-30
http://www.lease-tachibana.co.jp/
 
タ,216082,有限会社⽴花建設
〒386-0411,⻑野県上⽥市⽣⽥５１７３ー１
2025-02-26
 
タ,223008,株式会社⽴花建設
〒039-1104,⻘森県⼋⼾市⼤字⽥⾯⽊字エヒサ沢５ー２５
2024-04-01
 
タ,124086,橘⼯業株式会社
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町２−３−７
2025-02-27
http://www.tachibana-kogyo.co.jp
 
タ,222977,タチバナ⼯業株式会社
〒132-0003,東京都江⼾川区春江町３丁⽬２８番７号
2024-04-01
http://www.tachibanakk.com
 
タ,230467,株式会社⽴花宏和システムサービス
〒660-0095,兵庫県尼崎市⼤浜町⼆丁⽬５番１号
2025-07-19
https://tachibanakouwa.co.jp/
 
タ,229292,橘商事株式会社
〒547-0003,⼤阪府⼤阪市平野区加美南４丁⽬４番５１号
2025-09-20
 
タ,114018,株式会社⽴花商店
〒249-0006,神奈川県逗⼦市逗⼦７−２−３８
2024-06-30
http://www.tbsjp.com/
 
タ,124178,タチバナ精機株式会社
〒578-0935,⼤阪府東⼤阪市若江東町２−３−２５
2025-10-15
http://www.tachibana-seiki.co.jp/
 
タ,104753,タチバナテクノス株式会社
〒577-0066,⼤阪府東⼤阪市⾼井⽥本通２−１−２８
2026-06-14
http://tachibana-technos.com/
 
タ,102016,株式会社⽴花デバイスコンポーネント
〒108-0023,東京都港区芝浦４−１８−３２
2024-12-06



 
タ,217047,株式会社橘電気⼯事
〒573-0102,⼤阪府枚⽅市⻑尾家具町４丁⽬２３−１９
2025-09-03
https://www.tachibana-denki.com/
 
タ,104319,株式会社⽴花電⼦ソリューションズ
〒108-0023,東京都港区芝浦４−１８−３２
2025-03-10
 
タ,114548,橘電装⼯業株式会社
〒641-0003,和歌⼭市坂⽥１８３−４
2024-10-23
http://www.tachibana-denso.co.jp/
 
タ,212725,株式会社⽴花マテリアル
〒561-0857,⼤阪府豊中市服部寿町５丁⽬１５７番地の１
2025-07-03
http://tachibana-m.co.jp
 
タ,210728,橘ルーフ企画株式会社
〒256-0806,神奈川県⼩⽥原市⼩船１０２６
2024-12-02
 
タ,231484,株式会社舘守
〒272-0824,千葉県市川市菅野四丁⽬１５番１３号
2025-12-19
 
タ,231143,有限会社⽴和名冷熱
〒899-2704,⿅児島県⿅児島市春⼭町３８２番地１
2025-10-25
https://www.tac-ch.co.jp/home
 
タ,100126,株式会社タック
〒389-0512,⻑野県東御市滋野⼄１８１６−３
2022-08-02
http://www.tac-info.co.jp
 
タ,117674,株式会社⽥ツ久
〒497-0001,愛知県あま市七宝町沖之島下折３
2024-09-11
 
タ,210246,株式会社タック
〒920-0377,⽯川県⾦沢市打⽊町東１４１８番地
2024-03-30
 
タ,211883,株式会社タック
〒501-1203,岐⾩県本巣市⽂殊１９３ー１
2023-10-27
http://www.takrdn.co.jp
 
タ,219042,株式会社タック
〒709-0223,岡⼭県備前市吉永町南⽅１０７３
2024-02-09
http://www.tac-co.com



 
タ,220365,有限会社タック
〒468-0003,愛知県名古屋市天⽩区鴻の巣１−１３０１
2024-10-19
 
タ,220974,株式会社タック
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥⼀丁⽬２３番７号
2025-04-05
http://www.i-tac.co.jp/
 
タ,224337,株式会社ＴＡＫイーヴァック
〒136-0075,東京都江東区新砂⼀丁⽬７番９号
2025-03-01
http://www.tak-e.co.jp/
 
タ,505582,株式会社ＴＡＣエンジ
〒106-0032,東京都港区六本⽊７−３−７
2024-04-22
 
タ,226649,株式会社ＴＡＫシステムズ
〒541-0053,⼤阪府⼤阪市中央区本町４丁⽬１番１３号（御堂ビル２階）
2026-04-01
https://www.tak-s.co.jp/
 
タ,226780,有限会社タックス・ゼロ
〒940-0041,新潟県⻑岡市学校町２丁⽬７番６号
2023-06-01
 
タ,105600,株式会社タックマシナリー
〒359-0027,埼⽟県所沢市松郷１５１−９
2025-06-21
http://www.tacm.co.jp/
 
タ,226773,株式会社ＴＡＫリビング
〒135-0042,東京都江東区⽊場２丁⽬１４番１６号
2026-06-01
https://www.takliving.co.jp/
 
タ,102815,株式会社タッグ
〒999-3775,⼭形県東根市野⽥字三ツ屋浦７８５
2025-10-07
http://tug-yamagata.co.jp
 
タ,221550,株式会社タッセイ
〒918-8218,福井県福井市河増町第３０号２０番地
2025-04-01
http://www.tassay.co.jp
 
タ,102416,株式会社タッチテック
〒254-0077,神奈川県平塚市東中原１−４−２
2025-03-05
http://www.touchtek.jp/
 
タ,112057,タッチパネル・システムズ株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜１−１９−２０ ＳＵＮ ＨＡＭＡＤＡ ＢＬＤＧ．２Ｆ



2023-11-28
http://www.tps.co.jp
 
タ,126237,株式会社⻯⾶精⼯
〒183-0035,東京都府中市四⾕５−１１−１５
2023-11-17
http://www.tappiseiko.co.jp
 
タ,215508,有限会社タップス
〒703-8227,岡⼭県岡⼭市中区兼基３２１−２
2024-07-31
 
タ,114307,⿓城⼯業株式会社
〒470-0206,愛知県みよし市莇⽣町⽔洗１２−１
2023-08-26
http://www.tatsuki.co.jp
 
タ,217006,株式会社⾠建
〒113-0033,東京都⽂京区本郷４ー３４ー１５
2025-08-27
http://tatsuken.biz
 
タ,114104,株式会社タツタ
〒579-8037,⼤阪府東⼤阪市新町１４−３０
2025-02-13
 
タ,124096,株式会社タツタ
〒550-0013,⼤阪市⻄区新町４−１７−２７
2025-02-28
http://www.kk-tatsuta.co.jp
 
タ,114284,⿓⽥化学株式会社
〒103-0004,東京都中央区東⽇本橋３−７−１９
2026-05-10
http://www.tatsutachemical.co.jp
 
タ,114393,タツタ⽴井電線株式会社
〒679-0221,兵庫県加東市河⾼黒⽯３５５−３９
2023-12-27
http://www.tatsuta-tachii.co.jp/
 
タ,104750,タツタ電線株式会社
〒578-8585,⼤阪府東⼤阪市岩⽥町２−３−１
2024-02-25
http://www.tatsuta.co.jp
 
タ,210598,有限会社⿓⽥⼯業
〒861-8019,熊本県熊本市東区下南部３丁⽬７ー７５
2024-10-06
 
タ,100130,株式会社タツノ
〒386-0043,⻑野県上⽥市下塩尻２３６−４
2025-08-03
http://www.tatsunet.co.jp
 



タ,218885,⾠野株式会社
〒541-0054,⼤阪府⼤阪市中央区南本町２丁⽬２番９号
2024-01-12
https://www.tatuno.co.jp
 
タ,230901,株式会社タツノ
〒108-8520,東京都港区三⽥３丁⽬２番６号
2025-09-27
https://tatsuno-corporation.com/jp/
 
タ,216285,株式会社タツノ開発
〒475-0966,愛知県半⽥市岩滑⻄町⼆丁⽬５３番地の１
2025-04-09
 
タ,224779,⿓埜建設有限会社
〒193-0833,東京都⼋王⼦市めじろ台３丁⽬４２番地の７⿓埜ビル１Ｆ
2025-04-01
http://www.tatsunokensetu.com/
 
タ,114560,⿓野コルク⼯業株式会社
〒679-4121,兵庫県たつの市⿓野町島⽥３２１
2024-06-22
http://www.tatsuno-cork.co.jp/
 
タ,505395,有限会社⾠野⽬⽴加⼯所
〒399-0421,⻑野県上伊那郡⾠野町⼤字⾠野１５５０
2023-06-15
http://www.saw-dr.co.jp
 
タ,105411,株式会社タツミ
〒326-0836,栃⽊県⾜利市南⼤町４４３
2025-01-11
https://www.tatsumi-ta.co.jp/
 
タ,114311,株式会社タツミ
〒634-0008,奈良県橿原市⼗市町９７０
2023-10-21
http://tatsumi-co.com/
 
タ,128348,株式会社タツミ
〒954-0087,新潟県⾒附市芝野町１２３２−１
2025-10-18
http://www.tatsumi-web.com
 
タ,216559,株式会社タツミ
〒332-0025,埼⽟県川⼝市原町３丁⽬８番
2025-06-04
http://www.tatsumi-eng.com
 
タ,216986,株式会社タツミ
〒343-0845,埼⽟県越⾕市南越⾕１ー１６ー１６
2025-08-20
 
タ,218306,株式会社タツミ
〒111-0041,東京都台東区元浅草１丁⽬９番１１号



2023-09-01
 
タ,220272,株式会社タツミ
〒319-1714,茨城県北茨城市関南町神岡上８２１番地１
2024-09-21
 
タ,213443,巽開発株式会社
〒500-8367,岐⾩県岐⾩市宇佐南四丁⽬８番２４号
2023-09-30
 
タ,124142,タツミ化成株式会社
〒474-0011,愛知県⼤府市横根町新江１５−１２
2025-05-07
http://www.tatsumikasei.co.jp
 
タ,212522,株式会社巽企業
〒426-0062,静岡県藤枝市⾼岡２丁⽬１６番地２号
2025-03-13
 
タ,210456,有限会社たつみ建設
〒125-0051,東京都葛飾区新宿３ー１２ー１５
2024-07-29
 
タ,218455,巽建設株式会社
〒277-0931,千葉県柏市藤ヶ⾕５８８−１
2023-09-29
 
タ,102814,株式会社タツミ興業
〒990-0051,⼭形県⼭形市銅町２−１０−４
2025-10-04
 
タ,225398,タツミ⼯業株式会社
〒133-0056,東京都江⼾川区南⼩岩⼀丁⽬１番８号
2025-06-01
 
タ,124037,⾠⺒産業株式会社
〒141-8555,東京都品川区⻄五反⽥５−１−５
2024-12-22
http://www.tatumi-sangyo.co.jp/
 
タ,129337,タツミ産業株式会社
〒672-8078,兵庫県姫路市飾磨区英賀甲１９４４−２
2024-02-27
http://www.tatsumisangyo.co.jp/
 
タ,114501,タツミ商事株式会社
〒466-8711,愛知県名古屋市昭和区⽩⾦３−２０−１５
2024-09-04
http://www.tmy-net.co.jp
 
タ,229754,⾠観盛業株式会社
〒334-0056,埼⽟県川⼝市⼤字峯６３９−１
2020-06-03
 
タ,114212,タツミ精⼯株式会社



〒547-0001,⼤阪市平野区加美北９−７−１９
2026-02-12
http//www.tatsumi-s.co.jp
 
タ,219551,⾠⺒設備⼯業株式会社
〒331-0075,埼⽟県さいたま市⻄区⼤字峯岸３８番地の６
2024-04-13
http://www.tatsumisetsubi.co.jp/
 
タ,114415,株式会社⾠美電機製作所
〒584-0023,⼤阪府富⽥林市若松町東３−５−９
2024-02-07
http://www.tatsumi-emc.co.jp
 
タ,125443,⽴⺒物産株式会社
〒102-0082,東京都千代⽥区⼀番町９−８
2023-05-17
http://www.tatsumi-b.co.jp/
 
タ,216519,株式会社⾠⺒菱機
〒136-0074,東京都江東区東砂６丁⽬１２番５号
2025-05-28
http://www.ttmrk.co.jp/
 
タ,124121,タツモ株式会社
〒701-1221,岡⼭県岡⼭市北区芳賀５３１１
2025-07-09
http://www.tazmo.co.jp
 
タ,231184,株式会社タテイシ広美社
〒726-0025,広島県府中市河南町１１４番地
2025-10-25
http://www.t-kobisha.co.jp
 
タ,229816,株式会社⽴⽯⼯務店
〒459-8008,愛知県名古屋市緑区⽂久⼭１１３７
2023-07-02
http://www.tateic.co.jp
 
タ,225565,タテイシ重機株式会社
〒769-0104,⾹川県⾼松市国分寺町新名１５８６番地１
2025-06-01
 
タ,211073,株式会社⽴⽯塗装店
〒390-0852,⻑野県松本市島⽴３７４７ー７
2025-04-20
 
タ,124016,⽴⽯フィルター株式会社
〒104-0042,東京都中央区⼊船３−１−１３
2025-02-23
http://www.tateishi-filter.co.jp
 
タ,213091,⽴⽯⽊材株式会社
〒377-1711,群⾺県吾妻郡草津町⼤字草津５４２ー６
2026-03-05



 
タ,231033,⽴尾電設株式会社
〒867-0002,熊本県⽔俣市初野７５番地１
2025-10-11
http://tateo.co.jp
 
タ,128689,有限会社竪川スプリング製作所
〒188-0003,東京都⻄東京市北原町１−２３−４
2023-01-11
 
タ,212184,有限会社舘組
〒290-0056,千葉県市原市五井８８８７
2024-05-23
 
タ,211093,株式会社タテケイ
〒430-0917,静岡県浜松市中区常盤町１４３番地の２
2022-04-27
 
タ,226625,株式会社舘⼯務店
〒232-0066,神奈川県横浜市南区六ッ川４ー１２１９ー１
2026-04-01
 
タ,217742,株式会社⽴芝
〒733-0002,広島県広島市⻄区楠⽊町２丁⽬４番３号
2026-05-19
https://tateshiba.co.jp/
 
タ,127813,株式会社舘野機械製作所
〒174-0043,東京都板橋区坂下２−１５−７ 富⼭ビル５Ｆ
2025-03-16
http://www.tateno-machinery.co.jp
 
タ,106689,株式会社タテノ精⼯
〒374-0042,群⾺県館林市近藤町３１８−８
2025-06-10
 
タ,226231,株式会社タテバヤシ商店
〒601-8449,京都府京都市南区⻄九条⼤国町３７番地
2025-12-01
 
タ,219049,有限会社舘林設備⼯業
〒264-0007,千葉県千葉市若葉区⼩倉町１２５５ー３
2024-02-09
 
タ,114013,株式会社楯菱電産
〒675-1112,兵庫県加古郡稲美町六分⼀１３１４−３
2024-06-05
http://www.tatebishi.co.jp/
 
タ,114579,タテホ化学⼯業株式会社
〒678-0239,兵庫県⾚穂市加⾥屋字加藤９７４
2024-09-04
http://www.tateho.co.jp
 
タ,214002,株式会社⽴松鉄⼯



〒490-1405,愛知県弥富市神⼾７丁⽬２２番地１
2025-04-01
http://www.tatematu.jp/
 
タ,219270,株式会社建物診断センター
〒164-0012,東京都中野区本町２−１−１
2024-03-09
 
タ,114156,⽴⼭科学株式会社
〒939-8051,富⼭県富⼭市⼤泉１区中部１５８３
2025-07-06
https://www.tateyama.jp/
 
タ,504337,建⼭建設⼯業株式会社
〒136-0073,東京都江東区北砂２−１４−１３
2026-04-24
 
タ,125293,⽴⼭⼯業株式会社
〒547-0002,⼤阪市平野区加美東３−４−８
2026-03-07
http://www.tateyamakogyo.com
 
タ,502616,株式会社舘⼭製作所
〒981-4413,宮城県加美郡加美町⿃屋ヶ崎字泥坂屋敷１４３
2024-04-10
 
タ,114299,⽴⼭製紙株式会社
〒930-0214,富⼭県中新川郡⽴⼭町五百⽯１４１
2026-05-24
http://www.tateyamaseishi.jp/
 
タ,101802,⽴⼭電化⼯業株式会社
〒933-0806,富⼭県⾼岡市⾚祖⽗５４６
2024-10-17
http://www.tateyamadenka.co.jp/
 
タ,129322,株式会社⽴⼭電⼯
〒578-0985,⼤阪府東⼤阪市中野南１−３９
2024-02-23
 
タ,106427,⽴⼭マシン株式会社
〒930-1305,富⼭県富⼭市下番３０
2024-11-30
 
タ,221785,株式会社⽥所室内装飾
〒781-8007,⾼知県⾼知市仲⽥町１５番１９号
2025-07-01
http://www.kojyanto.net/tadokoro/
 
タ,123861,株式会社タナカ
〒300-4115,茨城県⼟浦市藤沢３４９５−１
2025-05-12
http://www.tanakanet.co.jp
 
タ,212853,株式会社タナカ



〒134-0088,東京都江⼾川区⻄葛⻄２−１−６
2025-10-09
 
タ,218152,株式会社多名加
〒812-0023,福岡県福岡市博多区奈良屋町１２−２０
2023-08-04
 
タ,114558,⽥中藍株式会社
〒830-0022,福岡県久留⽶市城南町８−２７
2024-10-25
http://www.tanakaai.co.jp
 
タ,213162,⽥中運輸倉庫株式会社
〒535-0002,⼤阪府⼤阪市旭区⼤宮２丁⽬１０番９号
2026-03-25
https://tanaka-unyusouko.com/
 
タ,114519,株式会社⽥中化学研究所
〒910-3131,福井県福井市⽩⽅町砂浜割字５−１０
2024-09-01
http://www.tanaka-chem.co.jp/
 
タ,222723,株式会社⽥中ガラス
〒178-0061,東京都練⾺区⼤泉学園町７ー２０ー１３
2024-03-01
 
タ,104836,有限会社⽥中機械⼯業
〒236-0002,神奈川県横浜市⾦沢区⿃浜町５−２０
2023-06-26
 
タ,104630,⽥中貴⾦属⼯業株式会社
〒100-6422,東京都千代⽥区丸の内２−７−３ 東京ビル２２階
2023-12-26
http://gold.tanaka.co.jp/index.php
 
タ,230657,⽥中機⼯建設株式会社
〒416-0937,静岡県富⼠市前⽥３２６番地の１
2025-08-02
 
タ,225799,⽥中基礎⼯業株式会社
〒580-0046,⼤阪府松原市三宅中⼀丁⽬８番１３号
2025-08-01
 
タ,226543,株式会社⽥中共栄商会
〒730-0852,広島県広島市中区猫屋町４番２１号
2026-04-01
http://www.tanaka-kyouei.co.jp/
 
タ,218788,株式会社⽥中協業
〒187-0001,東京都⼩平市⼤沼町４−４５−２６
2023-12-15
http://tanaka-kyogyo.com/
 
タ,223313,⽥中⾦属株式会社
〒165-0034,東京都中野区⼤和町３−３２−１



2024-07-01
http://www.tanakametal.co.jp
 
タ,106444,株式会社タナカ技研
〒368-0101,埼⽟県秩⽗郡⼩⿅野町下⼩⿅野１６５８
2024-12-13
http://www.tanakagiken.co.jp/
 
タ,106594,⽥中技研株式会社
〒799-1313,愛媛県⻄条市旦之上甲４３３−１
2025-03-08
https://www.tanakag.co.jp/
 
タ,210119,株式会社⽥中組
〒646-0014,和歌⼭県⽥辺市新万１ー４
2023-12-25
http://www.aikis.or.jp/~kktanaka
 
タ,215246,⽥中建機⼯業株式会社
〒840-0842,佐賀県佐賀市鍋島町⼤字⼋⼾溝９５５番地の１
2024-02-20
 
タ,101417,株式会社⽥中建設
〒212-0012,川崎市幸区中幸町４−２５
2024-06-14
 
タ,213046,⽥中建設株式会社
〒915-0806,福井県越前市本保町２１号１０番地
2026-02-12
http://www.tanakakensetu-f.jp
 
タ,216063,⽥中建設株式会社
〒034-0012,⻘森県⼗和⽥市東⼀番町２番５０号
2025-02-19
http://www.tanaka-net.co.jp/
 
タ,223098,株式会社⽥中建設
〒791-1102,愛媛県松⼭市来住町１０７４番地５
2024-05-01
 
タ,224743,有限会社⽥中建設
〒852-8007,⻑崎県⻑崎市江の浦町１１番１３号
2025-04-01
https://tanakakensetsu.biz/
 
タ,211007,株式会社⽥中建設⼯業
〒166-0015,東京都杉並区成⽥東１丁⽬１１番９号
2025-03-29
http://www.sumidashi-tanaka.com
 
タ,226323,株式会社⽥中建設⼯業
〒251-0001,神奈川県藤沢市⻄富７０７ー７
2026-01-01
http://www.tanaka-kk.com
 



タ,228763,⽥中建設⼯業株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋４丁⽬２４番１１号
2024-12-14
https://www.tanaken-1982.co.jp/ja/index.html
 
タ,223172,株式会社タナカ建装
〒861-8006,熊本県熊本市北区⿓⽥８ー１５ー４３
2024-06-01
 
タ,229351,⽥中建装⼯業株式会社
〒984-0012,宮城県仙台市若林区六丁の⽬中町１７ー４１
2025-10-31
http://www.tanakakk.co.jp
 
タ,226926,株式会社⽥中建築設計事務所
〒123-0851,東京都⾜⽴区梅⽥７丁⽬２５番１３ー２０９号
2023-08-01
 
タ,230812,有限会社⽥中建築店
〒158-0092,東京都世⽥⾕区野⽑⼀丁⽬８番１号
2025-08-30
 
タ,211059,株式会社⽥中建塗
〒849-5131,佐賀県唐津市浜⽟町浜崎１７８４番地
2025-04-15
 
タ,121904,有限会社タナカ⼯機
〒481-0035,愛知県北名古屋市宇福寺神明１２９−１
2024-07-04
 
タ,213033,株式会社⽥中⼯業
〒253-0102,神奈川県⾼座郡寒川町⼩動３８０番地
2026-02-05
http://www.tekkin-tanaka.co.jp
 
タ,213915,⽥中⼯業株式会社
〒477-0034,愛知県東海市養⽗町諸之⽊８
2024-12-01
 
タ,215039,有限会社⽥中⼯業
〒573-0102,⼤阪府枚⽅市⻑尾家具町３丁⽬１番６号
2023-10-10
 
タ,217334,株式会社⽥中⼯業
〒639-0266,奈良県⾹芝市旭ケ丘３丁⽬１８ー２４
2025-11-19
 
タ,223586,⽥中⼯業株式会社
〒532-0011,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島３丁⽬１４番２０号
2024-09-01
 
タ,222449,有限会社⽥中⼯務店
〒488-0823,愛知県尾張旭市庄南町２−６−２
2023-12-01
 



タ,226957,株式会社⽥中⼯務店
〒259-1142,神奈川県伊勢原市⽥中１４１番地１
2023-08-01
 
タ,211684,⽥中左官⼯業有限会社
〒655-0883,兵庫県神⼾市垂⽔区王居殿３丁⽬９番１５号
2023-06-09
 
タ,222879,⽥中サッシュ⼯業株式会社
〒236-0002,神奈川県横浜市⾦沢区⿃浜町１１ー７
2024-03-01
http://www.tanakasash.co.jp
 
タ,104218,⽥中産業株式会社
〒411-0824,静岡県三島市⻑伏１５５−３３
2024-12-22
http://www.tanaka-sng.co.jp/
 
タ,223021,⽥中産業株式会社
〒475-0922,愛知県半⽥市昭和町２ー３７
2024-04-01
 
タ,223254,⽥中産業株式会社
〒943-8505,新潟県上越市⼤字⼟橋１９２８番地
2024-06-01
http://www.tanakaird.co.jp
 
タ,224471,⽥中産業株式会社
〒984-0033,宮城県仙台市若林区荒浜字南⻑沼１４ー２０
2025-04-01
 
タ,503963,⽥中酸素株式会社
〒759-0204,⼭⼝県宇部市⼤字妻崎開作１５８７番地−１６
2024-04-25
http://www.tanaka-02.co.jp
 
タ,105243,株式会社⽥中紙器製作所
〒382-0000,⻑野県須坂市⼤字須坂１００４−１
2024-10-28
 
タ,212760,有限会社タナカシステム
〒731-0138,広島県広島市安佐南区祇園３丁⽬５２番１９号
2025-07-24
https://tanasys.jp/
 
タ,212627,⽥中シビルテック株式会社
〒529-0425,滋賀県⻑浜市⽊之本町⽊之本１７６８番地
2025-05-22
https://www.tanaka-ct.co.jp/
 
タ,217112,株式会社⽥中浚渫⼯業
〒581-0042,⼤阪府⼋尾市南⽊の本５丁⽬４９
2025-09-17
http://www.tanakashunsetu.co.jp/
 



タ,214700,⽥中商事株式会社
〒140-8543,東京都品川区南⼤井３−２−２
2020-04-25
 
タ,103366,株式会社⽥中商店
〒578-0975,⼤阪府東⼤阪市中鴻池町３−４−７
2023-08-25
 
タ,218395,有限会社⽥中事務所
〒460-0003,愛知県名古屋市中区錦⼀丁⽬１３番１９号
2023-09-15
 
タ,231714,⽥中⽔⼒株式会社
〒243-0215,神奈川県厚⽊市上古沢御⼦ヶ⾕２５５番４
2026-02-21
http://www.tanakahydro.jp
 
タ,124237,⽥中精機株式会社
〒386-0412,⻑野県上⽥市御嶽堂２５１５−４
2025-12-26
http://www.tanakaseiki.co.jp/
 
タ,114535,⽥中精⼯株式会社
〒611-0041,京都府宇治市槇島町⽬川１２９−１
2024-06-30
http://www.tanakaseiko.co.jp
 
タ,127643,⽥中精⼯産業株式会社
〒132-0025,東京都江⼾川区松江２−２７−７
2024-12-25
http://www.tanaka-seikoh.co.jp
 
タ,105667,株式会社⽥中製作所
〒854-0065,⻑崎県諫早市津久葉町９９−４２
2022-08-23
http://www.tanakaseisakusho.com/
 
タ,114171,株式会社⽥中製作所
〒689-0216,⿃取県⿃取市気⾼町宝⽊１５６２−１３２
2025-06-11
http://www.heart-tanaka.co.jp
 
タ,114295,有限会社タナカ製作所
〒189-0013,東京都東村⼭市栄町３−２５−２
2026-02-12
http://www.ts-tanakass.jp/
 
タ,124271,株式会社⽥中製作所
〒625-0062,京都府舞鶴市字森５００−１
2023-03-28
http://www.tanaka-seisakusho.co.jp
 
タ,106807,⽥中精密⼯業株式会社
〒939-2617,富⼭県富⼭市婦中町島⽥３２８
2025-12-09



http://www.tanasei.co.jp
 
タ,101552,株式会社⽥中精螺
〒324-0006,栃⽊県⼤⽥原市市野沢１８３１−２
2024-07-31
 
タ,219210,株式会社⽥中設備
〒573-1114,⼤阪府枚⽅市東⼭１丁⽬１−２
2024-03-02
 
タ,124238,株式会社タナカ善
〒612-8371,京都市伏⾒区⽵⽥松林町５５
2026-05-27
http://www.tanakazen.co.jp
 
タ,222603,株式会社⽥中荘介商店
〒462-0059,愛知県名古屋市北区駒⽌町２−８８
2024-01-01
 
タ,214611,⽥中測量事務所有限会社
〒354-0021,埼⽟県富⼠⾒市⼤字鶴⾺３５７０ー１
2026-03-07
http://tanakasokuryo.racms.jp/
 
タ,213838,株式会社⽥中測量設計事務所
〒601-8205,京都府京都市南区久世殿城町２２０ー１
2024-09-15
http://tsstanaka.com/
 
タ,225201,株式会社⽥中造園
〒543-0054,⼤阪府⼤阪市天王寺区南河堀町９番４８号天王寺スカイハイツ２０８号室
2025-05-01
 
タ,225698,⽥中武⼯務所株式会社
〒565-0861,⼤阪府吹⽥市⾼野台三丁⽬７番７号
2025-07-01
 
タ,219944,⽥中ダイヤ⼯業株式会社
〒274-0060,千葉県船橋市坪井東５丁⽬９番２５号
2024-06-29
 
タ,217322,⽥中打設⼯業株式会社
〒803-0826,福岡県北九州市⼩倉北区⾼峰町１−２
2025-11-19
 
タ,120499,有限会社⽥中⻑製作所
〒602-8341,京都市上京区中⽴売通七本松東⼊る三軒町７１
2023-10-11
 
タ,231013,⽥中通信⼯業株式会社
〒769-0210,⾹川県綾歌郡宇多津町３５１６番地１
2025-10-11
https://www.tanaka-tsushin.co.jp/
 
タ,217003,株式会社⽥中通信電設



〒411-0804,静岡県三島市多呂１１１ー６
2025-08-27
https://www.tanatsu.co.jp/
 
タ,225583,株式会社⽥中鉄筋
〒431-3104,静岡県浜松市東区貴平町６８ー２
2025-06-01
https://tanakatekkin.com/
 
タ,210273,株式会社⽥中鉄筋⼯業
〒861-4215,熊本県熊本市南区城南町沈⽬１６８６
2024-04-15
 
タ,224191,株式会社⽥中鉄筋⼯業
〒885-0036,宮崎県都城市広原町４３４５番地
2025-02-01
 
タ,230630,株式会社⽥中鉄⼯所
〒031-0812,⻘森県⼋⼾市⼤字湊町字⼤沢４番地の２
2025-08-02
http://www.tanatetu.co.jp/
 
タ,120156,⽥中電気株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥１−１５−１３
2023-07-26
http://www.tanaka-denki.co.jp
 
タ,220517,⽥中電気株式会社
〒165-0023,東京都中野区江原町⼀丁⽬４０番１４号
2024-12-07
http://www.tanaka-d.com
 
タ,504512,株式会社 ⽥中電気研究所
〒156-0052,東京都世⽥⾕区経堂３丁⽬３０番１０号
2025-02-01
https://www.tanaka-e-lab.jp
 
タ,114399,有限会社タナカ電機⼯業
〒640-8303,和歌⼭市鳴神５２１−１
2023-10-20
 
タ,231759,株式会社⽥中電気⼯事
〒243-0432,神奈川県海⽼名市中央三丁⽬１番２３−６０３号
2026-03-07
 
タ,503384,株式会社⽥中電気⼯事
〒649-7161,和歌⼭県伊都郡かつらぎ町笠⽥東６９９
2025-03-23
 
タ,230392,有限会社タナカ電業舎
〒230-0001,神奈川県横浜市鶴⾒区⽮向⼆丁⽬１０番１６号
2025-07-12
 
タ,114096,⽥中電⼯株式会社
〒535-0031,⼤阪市旭区⾼殿７−１６−３１



2024-05-29
http://www.tei-tanaka.co.jp
 
タ,222085,⽥中電設株式会社
〒114-0023,東京都北区滝野川５丁⽬５ー２
2026-02-01
https://tanakad.co.jp/
 
タ,210996,⽥中塗装株式会社
〒500-8268,岐⾩県岐⾩市茜部菱野２丁⽬６０番地の１
2022-03-18
 
タ,219012,株式会社⽥中塗装
〒179-0076,東京都練⾺区⼟⽀⽥２丁⽬８番２２号
2024-02-02
 
タ,217198,⽥中⼟建株式会社
〒558-0004,⼤阪府⼤阪市住吉区⻑居東４ー９ー１８
2025-10-08
 
タ,212597,株式会社⽥中⼟⽊
〒950-1114,新潟県新潟市⻄区⼩平⽅１６４７番地
2025-05-01
 
タ,227166,⽥中板⾦⼯業株式会社
〒675-1328,兵庫県⼩野市⼆葉町９７０ー２０７
2023-11-01
http://www.b-tanaka.co.jp
 
タ,227427,有限会社タナカ美建
〒675-1327,兵庫県⼩野市市場町５１６−３
2024-02-22
http://www.tanakabiken.co.jp/
 
タ,211840,株式会社⽥中美装
〒543-0062,⼤阪府⼤阪市天王寺区逢阪１丁⽬２番３号
2023-09-15
http://www.tanakabiso.co.jp
 
タ,126483,株式会社タナカファクトリー
〒578-0901,東⼤阪市加納５−１０−２３
2024-01-18
http://www.tanakaf.co.jp
 
タ,102386,タナカマシーナリー株式会社
〒719-1122,岡⼭県総社市下林７００−１１
2025-02-28
 
タ,217828,株式会社⽥中⽊材⼯業
〒910-0028,福井県福井市学園２丁⽬６ー５
2026-06-23
 
タ,231407,株式会社⽥中⽊⼯所
〒143-0003,東京都⼤⽥区京浜島⼆丁⽬７番３号
2025-12-06



http://www.tanaka-mokkojo
 
タ,219447,株式会社⽥中冷熱設備⼯業
〒899-8606,⿅児島県曽於市末吉町深川１３８３−１
2024-03-23
http://www.tanaka-reinetsu.co.jp/
 
タ,224464,株式会社タナケン
〒252-0312,神奈川県相模原市南区相南１丁⽬２２番２１号
2025-04-01
 
タ,220633,株式会社タナ建⼯業
〒520-0243,滋賀県⼤津市堅⽥１丁⽬１４番３３号
2025-01-25
 
タ,104243,株式会社棚澤⼋光社
〒579-8013,⼤阪府東⼤阪市⻄⽯切町２−１−１０
2025-07-09
 
タ,124267,有限会社⽥無野村⼯業所
〒190-1232,東京都⻄多摩郡瑞穂町⻑岡３−５−４
2026-01-10
 
タ,218496,株式会社種瀬組
〒510-0956,三重県四⽇市市⾙家町１７２０番地
2023-10-06
http://www.tanasegumi.co.jp/index.html
 
タ,224085,棚⽥建材株式会社
〒657-0035,兵庫県神⼾市灘区友⽥町３丁⽬２番１号
2025-02-01
http://tanadakenzai.co.jp/
 
タ,221028,株式会社タナチョー
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町三丁⽬２番１号
2025-01-01
http://www.tanacho.com/
 
タ,124498,株式会社タナック
〒579-8014,⼤阪府東⼤阪市中⽯切町７−２−５
2025-09-22
http://www.tnak.co.jp
 
タ,124227,株式会社ＴＡＮＡＸ
〒600-8105,京都市下京区五条通烏丸東⼊松屋町４３８ タナックスビル
2025-12-25
https://www.tana-x.co.jp
 
タ,228920,棚橋鋼材株式会社
〒500-8146,岐⾩県岐⾩市九重町４丁⽬１３番地
2025-03-13
http://www.tnkg.co.jp/
 
タ,104682,棚橋電機株式会社
〒536-0016,⼤阪市城東区蒲⽣１−４−１３



2026-03-17
http://tanahashidenki.co.jp/
 
タ,127823,株式会社タナパックス
〒497-0001,愛知県あま市七宝町沖之島⼗坪２０−２
2025-03-19
http://www.tanapacx.co.jp
 
タ,128380,株式会社タナベ
〒941-0071,新潟県⽷⿂川市⼤字⼤野９７８
2025-11-14
http://www.tanabe-co.co.jp
 
タ,217086,⽥辺運輸株式会社
〒949-0301,新潟県⽷⿂川市⼤字須沢字後久３８２８番地
2025-09-10
http://www.tanabe-unyu.co.jp/
 
タ,101028,株式会社⽥邊空気機械製作所
〒566-0001,⼤阪府摂津市千⾥丘２−１４−６
2024-02-06
http://www.tanacomp.co.jp/
 
タ,224245,⽥辺建設株式会社
〒942-0072,新潟県上越市栄町２丁⽬３ー１１
2025-03-01
http://www.tanabe-kensetu.co.jp/
 
タ,102316,⽥辺⼯業株式会社
〒942-0032,新潟県上越市福⽥２０
2025-02-20
http://www.tanabe-ind.co.jp/
 
タ,220435,株式会社⽥邊⼯務店
〒781-2120,⾼知県吾川郡いの町枝川６５２番地２４
2024-11-09
http://tanabe-c.jp/
 
タ,101452,タナベ産業株式会社
〒515-2344,三重県松阪市美濃⽥町１４４６
2024-07-06
http://mie-tanabe.com
 
タ,114518,有限会社⽥辺精機
〒242-0029,神奈川県⼤和市上草柳１１０４−４
2024-10-19
 
タ,103554,有限会社タナベ鉄⼯
〒379-2311,群⾺県みどり市笠懸町阿左美３５３−６
2024-01-09
http://www.kenmeasure.co.jp
 
タ,100956,株式会社⽥辺鉄⼯所
〒920-0844,⽯川県⾦沢市⼩橋町５−３５
2023-12-13



http://www.hidaka.gr.jp/
 
タ,229317,たなべ物産株式会社
〒192-0051,東京都⼋王⼦市元本郷町４丁⽬８番１０号
2025-10-11
http://www.tanabe-bussan.co.jp
 
タ,217455,株式会社⾕川電機製作所
〒332-0031,埼⽟県川⼝市⻘⽊２ー３ー４６
2026-01-14
http://tanikawa-denki.co.jp/
 
タ,226404,⾕垣⼯業株式会社
〒655-0003,兵庫県神⼾市垂⽔区⼩束⼭本町１丁⽬５番１号
2026-03-01
http://www.tanigaki.com
 
タ,505332,⾕川⾦属株式会社
〒577-0013,⼤阪府東⼤阪市⻑⽥中５−４−３１
2026-01-21
http://www.tanigawa.cn/jp
 
タ,214992,株式会社タニガワ技⼯
〒653-0016,兵庫県神⼾市⻑⽥区細⽥町１丁⽬３−２２
2023-09-12
 
タ,505195,株式会社⾕川建設
〒852-8115,⻑崎県⻑崎市岡町９番１号
2025-03-25
https://www.tg-k.jp/
 
タ,231920,有限会社タニ空調サービス
〒252-0028,神奈川県座間市⼊⾕東⼆丁⽬８番３−１４１１号東建座間ハイツ
2026-04-18
 
タ,212920,⾕⼝建設株式会社
〒915-0083,福井県越前市押⽥２ー１０ー２７
2025-11-20
 
タ,226906,⾕⼝建設株式会社
〒703-8227,岡⼭県岡⼭市中区兼基１０２番地
2026-07-01
 
タ,230935,株式会社⾕⼝通信社
〒802-0022,福岡県北九州市⼩倉北区上富野⼆丁⽬１３番４６号
2025-09-27
https://tanitu.co.jp/
 
タ,213998,⾕⼝⼟⽊株式会社
〒114-0003,東京都北区豊島２丁⽬９番３号
2025-02-09
 
タ,214809,有限会社タニグチ内装
〒826-0042,福岡県⽥川市⼤字川宮１２３番地
2026-06-27



 
タ,216482,有限会社⾕⼝板⾦⼯業所
〒073-0021,北海道滝川市本町２丁⽬３番５号
2025-05-21
http://buriki.biz/metal/
 
タ,210737,有限会社⾕⼝補修業務店
〒464-0096,愛知県名古屋市千種区下⽅町５丁⽬１９番地
2024-12-02
 
タ,221445,株式会社⾕組
〒734-0057,広島県広島市南区仁保沖町１番５１号
2025-04-01
https://www.tanigumi.net
 
タ,211913,株式会社⾕黒組
〒329-2921,栃⽊県那須塩原市塩原１１００
2023-11-17
http://www.tanigurogumi.com
 
タ,211495,株式会社タニケン
〒453-0067,愛知県名古屋市中村区宿跡町２丁⽬９８番の３
2026-01-12
http://taniken-p.co.jp
 
タ,214781,⾕建設株式会社
〒926-0837,⽯川県七尾市温井町ヌ部８５番地１
2023-06-13
 
タ,211830,タニコー株式会社
〒142-0041,東京都品川区⼾越⼀丁⽬７番２０号
2023-09-01
http://www.tanico.co.jp/
 
タ,219580,有限会社タニコー総合設備
〒571-0073,⼤阪府⾨真市北巣本町２６番８−３号
2024-04-13
 
タ,125939,株式会社⾕崎製作所
〒316-0007,⽇⽴市中丸町２−１−１９
2023-10-25
http://www.tanizaki-ss.com
 
タ,215085,株式会社⾕沢製作所
〒104-0041,東京都中央区新富２ー８ー１
2023-11-07
http://www.tanizawa.co.jp
 
タ,217990,⾕商設備株式会社
〒241-0023,神奈川県横浜市旭区本宿町７８
2023-07-21
 
タ,129695,⾕精密⼯業株式会社
〒221-0057,神奈川県横浜市神奈川区⻘⽊町３−２１
2024-12-11



 
タ,231285,株式会社⾕装
〒455-0008,愛知県名古屋市港区九番町三丁⽬４３番地の２
2025-11-15
 
タ,502894,株式会社タニタ
〒174-8630,東京都板橋区前野町１−１４−２
2022-11-22
https://www.tanita.co.jp
 
タ,100358,ＴＡＮＩＤＡ株式会社
〒929-1215,⽯川県かほく市⾼松ヱ２７−１
2025-09-29
http://www.tanida.co.jp/
 
タ,214644,株式会社⾕⽥家具
〒480-0105,愛知県丹⽻郡扶桑町⼤字南⼭名字⻄寺⼦１１番地
2026-03-28
http://tanidakagu.com/
 
タ,100905,ＴＡＮＩＸ株式会社
〒510-0074,三重県四⽇市市鵜の森１−１３−４３
2023-10-20
http://www.tanixkk.co.jp
 
タ,129810,株式会社タニックス
〒101-0024,東京都千代⽥区神⽥和泉町１−９−２ 住友不動産神⽥和泉町ビル５Ｆ
2025-03-04
https://www.tanix.co.jp
 
タ,220863,株式会社⾕電気⼯業
〒582-0017,⼤阪府柏原市⼤平寺⼀丁⽬３番５号
2025-03-15
http://www.tanidenki.jp
 
タ,219081,⾕中運輸倉庫株式会社
〒574-0044,⼤阪府⼤東市諸福１丁⽬８番６号
2024-02-09
 
タ,230493,株式会社タニヒコ
〒557-0051,⼤阪府⼤阪市⻄成区橘三丁⽬４番７号
2025-07-19
http://www.tanihiko.co.jp
 
タ,224739,⾕洋⼯業株式会社
〒060-0011,北海道札幌市中央区北⼗⼀条⻄１９丁⽬３６ー３６
2025-04-01
 
タ,219080,株式会社⾕村
〒130-0023,東京都墨⽥区⽴川３丁⽬１４番８号
2024-02-09
 
タ,214863,株式会社⾕村⼯務店
〒246-0006,神奈川県横浜市瀬⾕区上瀬⾕町２５−９
2023-07-11



 
タ,214180,株式会社⾕村製作所
〒274-0053,千葉県船橋市豊富町７２１番地４
2026-04-01
http://www.tanimura-s.com
 
タ,219679,株式会社タニモト
〒761-8075,⾹川県⾼松市多肥下町１５９３番地７
2024-04-27
 
タ,224264,有限会社⾕本業務店
〒216-0033,神奈川県川崎市宮前区宮崎６６５番地
2025-03-01
 
タ,127683,株式会社⾕本製作所
〒612-8272,京都市伏⾒区納所中河原３−４６
2025-01-17
 
タ,228523,⾕元フスマ⼯飾株式会社
〒581-0815,⼤阪府⼋尾市宮町４丁⽬１ー１５
2024-09-20
 
タ,224443,⾕本物流株式会社
〒781-0811,⾼知県⾼知市弘化台１０番１号
2025-04-01
 
タ,227582,⾕⼭塗装 ⾕⼭義隆（その他）
〒071-8144,北海道旭川市春光台４条２丁⽬９番２２号
2024-03-09
 
タ,221126,株式会社⾕脇組
〒070-0010,北海道旭川市⼤雪通４丁⽬４９０番地の６３
2025-03-01
http://www.taniwakigumi.com/
 
タ,213084,株式会社ＴＡＮＵＭＡ
〒238-0024,神奈川県横須賀市⼤⽮部１丁⽬１３番１号
2026-03-05
 
タ,226904,株式会社⽥沼タイル店
〒239-0807,神奈川県横須賀市根岸町５−１７−２８
2023-07-01
http://www.tanumatile.co.jp/
 
タ,210081,株式会社タネイケ
〒561-0859,⼤阪府豊中市服部豊町２ー２０ー１
2023-12-02
 
タ,222400,株式会社種市建業
〒039-2205,⻘森県上北郡おいらせ町深沢平８８番地
2020-11-01
 
タ,105245,株式会社ＴＡＮＯＩ
〒322-0026,栃⽊県⿅沼市茂呂８１１−５
2024-09-25



http://www.tanoi-inc.com
 
タ,211810,有限会社⽥埜ガス圧接
〒770-8061,徳島県徳島市⻄⼆軒屋町１丁⽬４２ー５
2023-08-19
 
タ,219176,株式会社⽥野⾦属
〒921-8141,⽯川県⾦沢市⾺替３丁⽬８８ー８
2024-03-02
https://www.tanokinzoku.co.jp/
 
タ,120009,株式会社⽥野製作所
〒362-0806,埼⽟県北⾜⽴郡伊奈町⼤字⼩室７０８０
2026-07-01
http://www.tano.co.jp/
 
タ,154021,株式会社タノムラ
〒706-0151,岡⼭県⽟野市⻑尾７６５
2024-10-01
 
タ,129070,⽥原株式会社
〒537-0024,⼤阪市東成区東⼩橋１−１４−２５
2023-08-25
http://www.taharakk.co.jp/
 
タ,217443,株式会社⽥原組
〒581-0875,⼤阪府⼋尾市⾼安町南六丁⽬５５番地
2026-01-07
 
タ,224311,⽥原鉄筋⼯業株式会社
〒064-0953,北海道札幌市中央区宮の森三条１１丁⽬１番１１号
2025-03-01
 
タ,214056,株式会社⽥畑技建⼯業
〒720-0836,広島県福⼭市瀬⼾町⼤字⻑和６８６番地１
2025-03-08
http://www.tabatagikenkougyou.jp/
 
タ,218350,有限会社⽥畠建設運輸
〒939-0256,富⼭県射⽔市広上２０００番地２２
2023-09-08
 
タ,218259,有限会社⽥畑⼯業
〒899-7306,⿅児島県曽於郡⼤崎町永吉２２８７−２
2023-08-18
 
タ,222344,有限会社⽥畑⼯業
〒259-1117,神奈川県伊勢原市東成瀬４９ー４
2023-11-01
 
タ,222781,株式会社⽥畑⼯業所
〒120-0005,東京都⾜⽴区綾瀬１ー３３ー２８
2024-03-01
 
タ,216324,株式会社⽥畑⼯務店



〒253-0071,神奈川県茅ケ崎市萩園２３３１−３
2025-04-23
 
タ,219321,有限会社⽥端設備
〒819-0036,福岡県福岡市⻄区吉武４０３番地２１
2024-03-16
 
タ,505434,株式会社タヒラ
〒370-2115,群⾺県⾼崎市吉井町多⽐良３０４１番地
2023-07-02
https://www.tahira.co.jp
 
タ,217724,有限会社⽥平ガラス
〒671-0245,兵庫県姫路市四郷町明⽥４４番地１
2026-04-27
 
タ,105283,タピルス株式会社
〒108-0074,東京都港区⾼輪３−１９−１５
2025-01-09
http://www.tapyrus.co.jp/
 
タ,219195,有限会社⽥吹保温⼯業
〒270-1132,千葉県我孫⼦市湖北台８丁⽬９番６号
2024-03-02
 
タ,214339,株式会社⽥伏⽯材商店
〒606-8274,京都府京都市左京区北⽩川⼤堂町６２番地
2025-08-23
http://www.eonet.ne.jp/~tabushihaka/
 
タ,124065,株式会社タブチ
〒547-0023,⼤阪市平野区⽠破南２−１−５６
2024-11-24
http://www.tabuchi.co.jp/
 
タ,103276,株式会社⽥渕商会
〒530-0047,⼤阪市北区⻄天満６−６−４
2023-07-08
 
タ,123643,株式会社⽥渕製作所
〒571-0051,⼤阪府⾨真市向島町４−７
2025-02-26
http://www.tabuchi-ss.co.jp
 
タ,126274,タプロゲジャパン株式会社
〒652-0837,兵庫県神⼾市兵庫区北逆瀬川町１−３４
2023-11-24
http://www.taprogge.de
 
タ,123816,有限会社⽥部化成
〒739-0041,広島県東広島市⻄条町寺家４６６８−２
2025-04-19
 
タ,227980,⽥部鉄⼯エンジニアリング株式会社
〒959-4301,新潟県東蒲原郡阿賀町向⿅瀬７１番地



2024-04-27
 
タ,223944,⽥甫⼟⽊⽯材有限会社
〒657-0846,兵庫県神⼾市灘区岩屋北町５丁⽬１ー１１
2024-12-01
 
タ,210950,⽟井株式会社
〒481-0037,愛知県北名古屋市鍜治ケ⼀⾊東⼆丁⽬１７２番地
2025-03-04
http://www.tamai-corporation.co.jp
 
タ,215263,⽟⽯重機株式会社
〒678-0215,兵庫県⾚穂市御崎１５１番地の８
2024-03-06
http://www.tamaishi.co.jp
 
タ,102606,多摩ウッドベル株式会社
〒206-0025,東京都多摩市永⼭６−３０−１
2025-06-14
http://www.twb.co.jp
 
タ,103148,多摩運送株式会社
〒190-8508,東京都⽴川市富⼠⾒町６−４９−１８
2026-04-16
http://www.tamaunsou.co.jp
 
タ,114565,有限会社多摩エンジニアリング
〒198-0102,東京都⻄多摩郡奥多摩町川井２５４−８
2024-07-04
 
タ,230611,多摩エンジニアリング株式会社
〒583-0841,⼤阪府⽻曳野市駒ケ⾕２番地の１８７
2025-08-02
 
タ,114005,多摩岡産業株式会社
〒183-0011,東京都府中市⽩⽷台２−３２−２
2023-08-20
http://www.tamaoka.co.jp
 
タ,114258,多摩化学⼯業株式会社
〒210-0005,神奈川県川崎市川崎区東⽥町６−１
2023-07-21
http://www.tama-chem.co.jp
 
タ,101682,株式会社⽟川製作所
〒982-0014,宮城県仙台市太⽩区⼤野⽥３−１０−１９
2024-09-24
http://www.tamakawa.co.jp
 
タ,218091,株式会社多摩川機⼯
〒216-0035,神奈川県川崎市宮前区⾺絹１−３０−１４
2023-08-04
http://tamagawakikou.co.jp/
 
タ,211168,株式会社⽟川組



〒061-1495,北海道恵庭市相⽣町四丁⽬６番３０号
2025-05-31
https://www.tamagawagumi.co.jp/
 
タ,114554,多摩川精機販売株式会社
〒395-8515,⻑野県飯⽥市⼤休１８７９
2024-08-23
http://www.tamagawa-seiki.co.jp
 
タ,220170,⽟川設備⼯業株式会社
〒579-8064,⼤阪府東⼤阪市池島町４丁⽬３番３６号
2024-08-24
http://www.tamagawa.co.jp/
 
タ,102981,多摩川電気株式会社
〒163-1021,東京都新宿区⻄新宿３−７−１ 新宿パークタワー２１階
2026-01-28
http://www.tamagawa.gr.jp/greeting.html
 
タ,114083,⽟川電器株式会社
〒240-0005,横浜市保⼟ヶ⾕区神⼾町１３４ 横浜ビジネスパークイーストタワー１２Ｆ
2024-06-24
http://www.td-pla.jp/
 
タ,114256,多摩川電機株式会社
〒206-0804,東京都稲城市百村１２８９−６
2023-06-24
http://www.trec.jp/
 
タ,114300,株式会社多摩川電⼦
〒252-1113,神奈川県綾瀬市上⼟棚中３−１１−２３
2026-07-20
http://www.tmele.jp
 
タ,114028,有限会社⽟川ネームプレート
〒158-0098,東京都世⽥⾕区上⽤賀６−１２−１５
2024-07-02
 
タ,129953,多摩川ハイテック株式会社
〒039-2245,⻘森県⼋⼾市北インター⼯業団地１−３−４７
2025-04-26
http://www.tamagawa-hightech.co.jp
 
タ,211243,株式会社⽟⽊⼯務店
〒188-0002,東京都⻄東京市緑町１丁⽬４番３１号
2025-06-29
 
タ,213585,株式会社たまき⼯務店
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町１ー２ー７⼈形町サンシティビル６階
2024-02-09
http://www.tamakikoumuten.com
 
タ,127649,有限会社⽟起製作所
〒514-1107,三重県久居市中町１３３−２
2024-12-27



 
タ,215009,株式会社多摩ケイテクノ
〒192-0046,東京都⼋王⼦市明神町２ー２４ー６
2023-09-26
http://www.tama-kt.co.jp
 
タ,224755,株式会社多摩建⼯
〒466-0058,愛知県名古屋市昭和区⽩⾦１丁⽬６番１０号鈴⽊ビル内
2025-04-01
https://www.tamakenko.com/
 
タ,114528,⽟⼯業株式会社
〒143-0015,東京都⼤⽥区⼤森⻄２−２０−４
2024-10-20
http://www.tama.emclabo.com/
 
タ,214179,株式会社たま⼯建
〒206-0025,東京都多摩市永⼭３ー２１ー７
2025-05-10
 
タ,124262,タマ⼯芸株式会社
〒146-0082,東京都⼤⽥区池上８−１６−１１
2025-11-29
http://www.tama-kougei.co.jp/
 
タ,211475,株式会社多摩タイル
〒187-0042,東京都⼩平市仲町６１１番地
2025-12-13
http://www.tamatile.co.jp
 
タ,231016,タマダ株式会社
〒920-0332,⽯川県⾦沢市無量寺町ハ６１番地１
2025-10-11
https://www.tamada.co.jp
 
タ,114098,タマチ電機株式会社
〒108-0073,東京都港区三⽥３−１−１７
2024-08-01
http://www.tamachi.co.jp
 
タ,211674,株式会社⽟⻑
〒370-0069,群⾺県⾼崎市問屋町三丁⽬６番４号
2020-06-02
http://www.tamachou.com
 
タ,215165,多摩通信⼯業株式会社
〒226-0019,神奈川県横浜市緑区中⼭３ー２０ー２９
2024-01-10
 
タ,219821,有限会社⽟造設備
〒173-0033,東京都板橋区⼤⼭⻄町３７ー１２
2024-06-08
 
タ,500050,タマテクノシステム株式会社
〒151-0064,東京都渋⾕区上原１−２６−１６



2023-08-05
http://www.tamats.co.jp/
 
タ,104358,株式会社タマテック
〒969-0402,福島県岩瀬郡鏡⽯町諏訪町５７０
2025-04-05
http://www.k-tamatec.co.jp/
 
タ,128988,株式会社多摩電機
〒214-0008,神奈川県川崎市多摩区菅北浦３−４−２３
2023-06-12
http://www.tamadenki.co.jp/
 
タ,504052,多摩電気⼯事株式会社
〒191-0065,東京都⽇野市旭が丘３−１−１０
2024-01-23
http://www.tamadenko.co.jp
 
タ,218472,株式会社多摩電業
〒190-1231,東京都⻄多摩郡瑞穂町⻑岡⻑⾕部２９６−５
2023-10-06
 
タ,114002,多摩電⼦株式会社
〒229-1132,神奈川県相模原市緑区橋本台３−２−２６
2023-08-30
http://tama-denshi.co.jp
 
タ,103438,有限会社多摩電⼦硝⼦
〒214-0038,神奈川県川崎市多摩区⽣⽥２−１９−１５
2023-10-01
 
タ,225019,多摩道路株式会社
〒196-0033,東京都昭島市東町４ー１７ー５
2025-04-01
 
タ,124159,多摩パーツ株式会社
〒214-0031,川崎市多摩区東⽣⽥１−１３−５ 多摩パーツビル
2025-06-27
http://www.tama-p.co.jp
 
タ,101906,タマパック株式会社
〒196-0022,東京都昭島市中神町１−１２−１４
2024-11-13
http://tama.mpx-group.jp
 
タ,106119,タマパック株式会社
〒196-0022,東京都昭島市中神町１−１２−１４
2024-01-06
http://tama.mpx-group.jp/
 
タ,111747,タマパック株式会社
〒196-0022,東京都昭島市中神町１−１２−１４
2023-11-22
http://www.tama.mpx-group.jp
 



タ,113273,タマパック株式会社
〒196-0022,東京都昭島市中神町１−１２−１４
2025-10-29
http://tama.mpx-group.jp
 
タ,231329,多摩ふるさと建設業協同組合
〒185-0012,東京都国分寺市本町⼆丁⽬２番１５号
2025-11-21
 
タ,122836,多摩プラスチック⼯業株式会社
〒190-0022,東京都⽴川市錦町１−１９−１９
2024-11-26
http://www.tamaplastic.co.jp/
 
タ,226916,多摩防⽔技研株式会社
〒193-0803,東京都⼋王⼦市楢原町１４５７番地１
2023-07-01
http://www.tamabou.com/
 
タ,214984,株式会社⽟⽔建装
〒664-0862,兵庫県伊丹市若菱町３ー７０ー１
2023-09-05
http://www.tamamizukenso.co.jp/
 
タ,126595,タマヤ株式会社
〒623-0011,京都府綾部市⻘野町下⼊ヶ⼝１２
2024-02-15
http://www.tamayakk.co.jp
 
タ,215576,株式会社たまや
〒700-0822,岡⼭県岡⼭市北区表町１ー１０ー１０
2024-09-18
http://www.omotecho-tamaya.co.jp
 
タ,218535,タマヤ電気株式会社
〒983-0014,宮城県仙台市宮城野区⾼砂１−１７−２
2023-10-13
 
タ,114363,株式会社⽟吉製作所
〒418-0006,静岡県富⼠宮市外神１４７
2023-12-15
http://www.tamayoshi.co.jp/
 
タ,102830,株式会社タマリ⼯業
〒445-0802,愛知県⻄尾市⽶津町五郎⽥１−１
2025-10-15
 
タ,101151,株式会社タマル⼯業
〒327-0816,栃⽊県佐野市栄町３−３
2024-03-12
 
タ,215494,株式会社⽥丸電機
〒135-0013,東京都江東区千⽥１０番６号
2021-07-17
http://www.tamaru-denki.co.jp/



 
タ,212842,有限会社タミヤホーム
〒359-0002,埼⽟県所沢市中富１２８２ー４
2025-09-25
 
タ,106492,株式会社タムラ
〒629-2503,京都府京丹後市⼤宮町周枳１５０８
2025-01-12
http://www.ktamura.co.jp/
 
タ,124670,株式会社タムラ
〒480-0303,愛知県春⽇井市明知町１４２３−７４
2025-12-06
http://www.tamura-corp.jp/
 
タ,211899,株式会社タムラ
〒296-0034,千葉県鴨川市滑⾕７７７
2023-11-11
 
タ,222098,株式会社⽥村
〒135-0014,東京都江東区⽯島２０ー３
2026-02-01
 
タ,227649,株式会社⽥村
〒271-0064,千葉県松⼾市上本郷３４５４番地の１
2024-03-15
 
タ,102752,⽥村印刷所
〒990-0043,⼭形県⼭形市本町２−３−１５
2025-08-26
 
タ,222548,⽥村化⼯株式会社
〒733-0002,広島県広島市⻄区楠⽊町３ー１２ー１１
2024-01-01
 
タ,217131,株式会社タムラカントウ
〒261-0002,千葉県千葉市美浜区新港２２３ー２
2025-09-24
http://www.tamurakanto.co.jp/
 
タ,127908,⽥村技研⼯業株式会社
〒997-1122,⼭形県鶴岡市友江字川向２０−８
2025-06-04
http://www.t-giken.jp/
 
タ,221907,株式会社⽥村組
〒409-0112,⼭梨県上野原市上野原７５４６番地
2025-08-01
_
 
タ,100337,有限会社⽥村軽合⾦鋳造所
〒335-0002,埼⽟県蕨市塚越３−６−１７
2022-09-24
http://www.tamura-tac.co.jp/
 



タ,226172,⽥村建材株式会社
〒973-8403,福島県いわき市内郷綴町⾦⾕１ー７
2025-11-01
http://www.tamurakenzai.co.jp
 
タ,214811,株式会社⽥村建設
〒950-2201,新潟県新潟市⻄区四ツ郷屋字岩⼭３１５３番地１
2026-06-27
 
タ,220124,株式会社⽥村建設
〒519-2161,三重県多気郡多気町⼟⽻６８０−４
2024-08-03
https://www.tamuken.biz/
 
タ,222118,株式会社⽥村建設
〒010-1427,秋⽥県秋⽥市仁井⽥新⽥⼀丁⽬１７番２５号
2026-03-01
https://www.tamurakk.co.jp/
 
タ,228208,株式会社⽥村建設
〒537-0013,⼤阪府⼤阪市東成区⼤今⾥南２丁⽬１３番３８号
2024-06-21
http://tamura-kensetsu.co.jp/
 
タ,210170,株式会社タムラコーポレーション
〒273-0122,千葉県鎌ケ⾕市東初富３−８−１２
2024-02-05
https://www.tm-c.biz/
 
タ,223362,⽥村⼯業株式会社
〒571-0033,⼤阪府⾨真市⼀番町１７番２４号
2024-07-01
 
タ,211800,有限会社⽥村⼯業所
〒181-0002,東京都三鷹市牟礼６丁⽬２３番地４号館２０９号
2023-08-09
 
タ,222936,株式会社⽥村⼯務店
〒963-8817,福島県郡⼭市⼤平町字⼤平１６９番地の１
2024-04-01
 
タ,314100,⽥村駒株式会社
〒541-8580,⼤阪府⼤阪市中央区安⼟町３丁⽬３番９号
2024-07-02
https://tamurakoma.co.jp/
 
タ,222591,⽥村左官⼯業株式会社
〒569-0065,⼤阪府⾼槻市城⻄町４−１１
2024-01-01
http://www.tamura-sakan.com
 
タ,216747,⽥村産業株式会社
〒802-0038,福岡県北九州市⼩倉北区神幸町１０番１２号
2025-06-25
https://tamura-sangyo.co.jp



 
タ,104030,株式会社タムラ製作所
〒178-8511,東京都練⾺区東⼤泉１−１９−４３
2025-03-29
http://www.tamura-ss.co.jp
 
タ,106489,株式会社⽥村製作所
〒525-0005,滋賀県草津市志那町１１２−３
2025-01-11
 
タ,123102,株式会社タムラ製作所
〒178-8511,東京都練⾺区東⼤泉１−１９−４３
2025-01-26
http://www.tamura-ss.co.jp
 
タ,124185,株式会社⽥村製作所
〒571-0043,⼤阪府⾨真市桑才新町３４−５
2025-04-25
http://www.tamura-seisakusyo.com/
 
タ,222511,⽥村タイル株式会社
〒534-0012,⼤阪府⼤阪市都島区御幸町２丁⽬８−３
2023-12-01
 
タ,124268,株式会社タムラプラスチック
〒366-0810,埼⽟県深⾕市宿根字東通り２４０−２
2026-06-07
http://www.tamurapla.co.jp/
 
タ,124071,株式会社タムロン
〒337-8556,埼⽟県さいたま市⾒沼区蓮沼１３８５
2025-02-16
http://www.tamron.co.jp
 
タ,224744,爲井塗装株式会社
〒939-2706,富⼭県富⼭市婦中町速星３６１番地
2025-04-01
 
タ,231507,為岡緑地建設株式会社
〒659-0062,兵庫県芦屋市宮塚町１７番６号
2025-12-27
 
タ,216764,株式会社タメゴエンジニアリング
〒532-0012,⼤阪府⼤阪市淀川区⽊川東３ー２ー４
2025-06-25
http://tamego.co.jp/
 
タ,505454,株式会社 ⽥本⼯務店
〒312-0033,茨城県ひたちなか市市⽑４４０番１３
2023-08-24
tamoto-kk.com
 
タ,216857,株式会社⽥守建装
〒039-1524,⻘森県三⼾郡五⼾町⼤字豊間内字上⾕地１９ー３
2025-07-09



https://www.tamori-kensou.com
 
タ,222456,株式会社⽥⼭⼤理⽯
〒861-2236,熊本県上益城郡益城町⼤字広崎４７９ー８
2020-12-01
 
タ,123516,タルイシ機⼯株式会社
〒010-0956,秋⽥市⼭王臨海町２−５４
2026-04-05
http://seizo.taruishikikoh.co.jp
 
タ,217175,樽居設備株式会社
〒581-0075,⼤阪府⼋尾市渋川町６ー１ー５
2025-10-01
 
タ,223154,株式会社垂⽔⼯務店
〒792-0802,愛媛県新居浜市新須賀町３ー３ー６
2024-06-01
 
タ,502310,タレスＤＩＳジャパン株式会社
〒108-0075,東京都港区⾚坂２丁⽬１７番７号⾚坂溜池タワー８階
2026-03-28
 
タ,504872,タレンタ株式会社
〒150-0022,東京都渋⾕区恵⽐寿南１−５−５
2023-08-22
https://www.talenta.co.jp/
 
タ,504787,タワーシステムズ株式会社
〒102-0073,東京都千代⽥区九段北１丁⽬１０番５号
2023-08-15
https://www.towersystems.co.jp/
 
タ,214052,⽥和塗装⼯業株式会社
〒660-0811,兵庫県尼崎市常光寺１丁⽬８番２３号
2025-04-01
https://www.tawa-tosou.co.jp/
 
タ,502833,株式会社 俵⼯業所
〒811-4301,福岡県遠賀郡遠賀町⼤字島津４７７番地１
2025-06-04
http://www.k-tawara.jp/
 
タ,220163,株式会社丹勝
〒983-0035,宮城県仙台市宮城野区⽇の出町３−３−３２
2024-08-17
http://www.tankatsu.co.jp/
 
タ,114140,株式会社タンガロイ
〒970-1144,福島県いわき市好間⼯業団地１１−１
2026-06-21
http://www.tungaloy.co.jp
 
タ,225970,丹下建設⼯業株式会社
〒799-1363,愛媛県⻄条市⽟之江５４９番地２



2025-09-01
 
タ,505651,⼀般社団法⼈胆江農業管理センター
〒023-0813,岩⼿県奥州市⽔沢中町６番
2024-12-15
https://www.tanko-nokan.or.jp/
 
タ,125391,有限会社丹後⽊⼯所
〒629-3121,京都府京丹後市網野町島津２１５９
2026-04-07
https://tangomokkou.com
 
タ,105413,丹治印刷株式会社
〒960-8204,福島県福島市岡部字内川原２０−１
2025-06-12
 
タ,210941,株式会社タンセイ
〒277-0863,千葉県柏市豊四季１６７−３０７号
2025-03-04
https://www.tansei.co.jp/
 
タ,215399,株式会社丹⻘社
〒108-0075,東京都港区港南１ー２ー７０
2024-05-15
 
タ,104199,反⽥商事株式会社
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町２−３４−８ ⼈形町ＷＩＮＧ５階
2024-12-09
http://www.tanda-shoji.com
 
タ,217327,株式会社タンデム
〒579-8063,⼤阪府東⼤阪市横⼩路町４丁⽬３ー２７
2025-11-19
 
タ,228887,但南建設株式会社
〒669-5193,兵庫県朝来市⼭東町滝⽥１４８番地の１
2025-02-13
https://www.tn-net.co.jp/
 
タ,219513,株式会社丹野設備⼯業所
〒259-1141,神奈川県伊勢原市上粕屋４４８−１９
2024-03-30
 
タ,230856,有限会社丹野総業
〒289-1103,千葉県⼋街市⼋街に５４番地１
2025-09-20
 
タ,218637,株式会社丹野林業建設
〒989-1501,宮城県柴⽥郡川崎町⼤字前川字松葉森⼭１２番地２
2023-11-17
 
タ,220239,株式会社丹陽組
〒921-8056,⽯川県⾦沢市押野２−５１９−１
2024-09-14
https://tanyougumi.com



 
タ,114473,株式会社但陽精⼯
〒679-4137,兵庫県たつの市誉⽥町⽚吹１１８−１
2024-06-01
 
タ,222220,丹和建材株式会社
〒621-0021,京都府⻲岡市曽我部町重利軍垂１６番地１
2026-07-01
 
ダ,129964,⼤亜真空株式会社
〒276-0046,千葉県⼋千代市⼤和⽥新⽥４９５
2025-05-06
https://www.diavac.co.jp
 
ダ,222214,⼤亜ソイル株式会社
〒103-0001,東京都中央区⽇本橋⼩伝⾺町５番１５号
2026-06-01
https://www.daiasoil.co.jp
 
ダ,230125,ダイア電機株式会社
〒468-0055,愛知県名古屋市天⽩区池場三丁⽬７２１番地
2025-05-24
 
ダ,216893,株式会社⼤亜電業
〒145-0065,東京都⼤⽥区東雪⾕⼆丁⽬３５番６号
2025-07-23
 
ダ,104057,⼤亜電⼦株式会社
〒819-0052,福岡県福岡市⻄区下⼭⾨１−１９−８−７０３
2024-10-13
https://www.dia-electron.co.jp
 
ダ,114172,株式会社第⼀
〒105-0013,東京都港区浜松町１−７−３
2024-11-17
http://www.d-1.co.jp
 
ダ,213934,株式会社ダイイチ
〒664-0858,兵庫県伊丹市⻄台２−５−３
2024-12-15
 
ダ,218334,株式会社太⼀
〒270-1432,千葉県⽩井市冨⼠５２ー４２
2023-09-08
 
ダ,225848,株式会社ダイイチ
〒114-0023,東京都北区滝野川１ー１５ー１１
2025-08-01
 
ダ,229704,株式会社ダイイチ
〒157-0067,東京都世⽥⾕区喜多⾒５−１−７
2023-05-09
http://www.co-daiichi.co.jp
 
ダ,123963,株式会社ダイイチ・ファブ・テック



〒311-4164,茨城県⽔⼾市⾕津町１−７２
2025-06-15
http://www.d-f-t.jp
 
ダ,219279,株式会社第⼀圧送
〒525-0064,滋賀県草津市御倉町１９番地
2024-03-09
https://daiichi-assou.com/
 
ダ,220202,有限会社第⼀圧送
〒983-0003,宮城県仙台市宮城野区岡⽥字上岡⽥７４−２
2024-08-31
https://www.daiichiasso.co.jp
 
ダ,213531,株式会社第⼀インテリア
〒324-0043,栃⽊県⼤⽥原市浅⾹２ー３３８９ー１１０
2023-12-16
 
ダ,120663,株式会社第⼀エレクトロニクス
〒121-8639,東京都⾜⽴区⼀ツ家１−１１−１３
2023-11-25
http://www.daiichi-ele.co.jp/
 
ダ,211417,第⼀園芸株式会社
〒140-0012,東京都品川区勝島１丁⽬５番２１号
2025-10-28
https://www.daiichi-engei.jp/
 
ダ,230945,株式会社ダイイチ⼤阪営業所
〒546-0013,⼤阪府⼤阪市東住吉区湯⾥四丁⽬１７番２３号
2025-10-04
 
ダ,221655,第⼀温調⼯業株式会社
〒960-0102,福島県福島市鎌⽥字卸町１５ー１
2025-05-01
http://onchopublis.co.jp
 
ダ,114541,第⼀カーボン株式会社
〒224-0053,横浜市都筑区池辺町３８８８
2024-09-07
http://www.daiichi-carbon.co.jp/
 
ダ,114226,株式会社第⼀科学
〒113-8450,東京都⽂京区本郷２−１２−１３
2026-06-17
https://www.daiichi-kagaku.co.jp
 
ダ,104690,第⼀化成株式会社
〒329-0502,栃⽊県下野市下古⼭１５４
2024-02-13
http://www.ikka.co.jp
 
ダ,105028,第⼀化成株式会社
〒541-0054,⼤阪府⼤阪市中央区南本町１−７−１５ 明治安⽥⽣命堺筋本町ビル８階
2024-02-02



http://www.dik-k.co.jp/
 
ダ,227356,第⼀カッター興業株式会社
〒253-0071,神奈川県茅ヶ崎市萩園８３３
2024-02-01
https://www.daiichi-cutter.co.jp
 
ダ,225235,第⼀ガラス建材株式会社
〒169-0073,東京都新宿区百⼈町３丁⽬９番１号
2025-05-01
_
 
ダ,129172,第⼀稀元素化学⼯業株式会社
〒541-0041,⼤阪市中央区北浜４−４−９ ９階
2023-11-25
http://www.dkkk.co.jp
 
ダ,114483,第⼀⾦属株式会社
〒545-0034,⼤阪府⼤阪市阿倍野区阿倍野元町１３−１
2024-06-02
http://metal-daiichi.co.jp/
 
ダ,114433,第⼀⾦属⼯業株式会社
〒231-0813,横浜市中区かもめ町４１
2024-05-19
http://www.jp-dkk.com/
 
ダ,124056,株式会社第⼀⾦属製作所
〒331-0047,埼⽟県さいたま市⻄区指扇３７４
2025-02-26
http://www.daiichikinzoku.co.jp
 
ダ,212710,株式会社第⼀技研
〒113-0033,東京都⽂京区本郷⼀丁⽬２８番２１号第⼆荒井ビル６Ｆ
2025-06-26
 
ダ,218384,第⼀技建株式会社
〒791-8011,愛媛県松⼭市吉藤３丁⽬６番２４号
2023-09-08
http://www.dai1giken.com/
 
ダ,215961,株式会社第⼀建⼯
〒143-0011,東京都⼤⽥区⼤森本町２丁⽬１番７号
2025-01-29
http://daiichi-kenko.com/
 
ダ,216772,第⼀建興江島株式会社
〒065-0023,北海道札幌市東区北⼆⼗三条東１８丁⽬２番３号
2025-06-25
https://daiichikenko-ejima.co.jp/
 
ダ,124068,第⼀検査株式会社
〒113-0033,東京都⽂京区本郷３−４−５（３・４・５ビル）
2025-04-03
http://www.fi-c.jp/



 
ダ,212174,第⼀建材株式会社
〒550-0003,⼤阪府⼤阪市⻄区京町堀２丁⽬１１番２３号
2024-05-16
 
ダ,213561,第⼀建材⼯業株式会社
〒243-0031,神奈川県厚⽊市⼾室１丁⽬２８番１２号
2024-01-20
 
ダ,225101,第⼀建設株式会社
〒389-0111,⻑野県北佐久郡軽井沢町⼤字⻑倉３３４８番地
2025-05-01
 
ダ,220063,第⼀交易株式会社
〒939-1592,富⼭県南砺市苗島４７８５番地
2025-02-01
https://www.daiichikoeki.com/
 
ダ,104610,第⼀光機株式会社
〒143-0021,東京都⼤⽥区北⾺込１−１７−１０
2023-12-20
http://www.d1k.co.jp/
 
ダ,120968,第⼀光機株式会社
〒394-0042,⻑野県岡⾕市成⽥町１−１−６
2024-03-07
http://dk-nagano.jp/
 
ダ,114469,第⼀⼯業株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内３−３−１ 新東京ビル６Ｆ
2024-03-31
http://www.ichiko.co.jp
 
ダ,121806,⼤⼀⼯業株式会社
〒411-0912,静岡県駿東郡清⽔町卸団地３４７
2024-06-05
 
ダ,128306,第⼀⼯業株式会社
〒431-3112,静岡県浜松市東区⼤島町９５５−９
2025-09-18
http://www.daiichikogyo.co.jp/
 
ダ,222720,株式会社第⼀⼯芸
〒650-0011,兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通８−２−３７
2024-03-01
 
ダ,125251,第⼀⾼周波⼯業株式会社
〒103-0002,東京都中央区⽇本橋⾺喰町１−６−２ 吉野第⼀ビル４Ｆ
2026-02-25
http://www.dhf.co.jp
 
ダ,505605,第⼀⼯事株式会社
〒183-0026,東京都府中市南町１−４３−４２
2024-07-20
 



ダ,225547,第⼀コンテク株式会社
〒731-1142,広島県広島市安佐北区安佐町⼤字飯室４８４７番地１
2025-06-01
https://dcontech.co.jp/
 
ダ,127354,⼤⼀コンテナー株式会社
〒427-0103,静岡県島⽥市中河１００１
2024-09-04
 
ダ,106953,株式会社第⼀コンピューター
〒150-0031,東京都渋⾕区桜丘町２４−１ 橋本ビル８Ｆ
2026-04-26
https://www.kdc-shibuya.co.jp/
 
ダ,104104,株式会社第⼀コンピュータサービス
〒212-0014,神奈川県川崎市幸区⼤宮町１３１０ ミューザ川崎セントラルタワー２１Ｆ
2024-10-20
http://www.dcs21.co.jp/
 
ダ,104131,株式会社第⼀コンピュータリソース
〒460-0003,名古屋市中区錦１−１６−２０ グリーンビル８階
2024-10-26
https://www.dcr.co.jp/
 
ダ,114053,第⼀合成株式会社
〒192-0051,東京都⼋王⼦市元本郷町１−２５−５
2024-06-13
http://www.daiichigosei.co.jp/
 
ダ,102488,第⼀ゴム株式会社
〒047-0013,北海道⼩樽市奥沢３−２９−３２
2025-03-25
http://www.daiichi-gomu.co.jp/
 
ダ,215017,第⼀ゴルフ⼯事株式会社
〒158-0081,東京都世⽥⾕区深沢７ー１８ー２３
2023-09-26
http://www.d-g-k.com
 
ダ,217140,株式会社第⼀サービスソリューションズ
〒105-0003,東京都港区⻄新橋１丁⽬６番１３号
2025-09-24
https://www.daiichi-s.net/
 
ダ,223470,第⼀栄⼯業株式会社
〒108-0014,東京都港区芝５丁⽬１２番７号
2024-08-01
 
ダ,214418,第⼀サッシ⼯業株式会社
〒264-0007,千葉県千葉市若葉区⼩倉町１２４８ー１
2025-10-04
http://www.daiichi-sash.co.jp
 
ダ,124554,⼤⼀産業株式会社
〒650-0022,兵庫県神⼾市中央区元町通５−１−２０



2025-10-21
http://www.daiichisangyo.co.jp/
 
ダ,127329,株式会社第⼀産業
〒175-0094,東京都板橋区成増１−７−２１
2024-08-14
http://www.daiichi-sangyo.co.jp/
 
ダ,230885,株式会社ダイイチシーリング
〒734-0014,広島県広島市南区宇品⻄三丁⽬４番１３−１０４号
2025-09-20
 
ダ,129176,ダイイチシコウ株式会社
〒155-0031,東京都世⽥⾕区北沢３−１４−１５
2023-11-28
http://www.daiichishiko.co.jp
 
ダ,210527,有限会社第⼀システム⼯業
〒540-0003,⼤阪府⼤阪市中央区森之宮中央１丁⽬１６番１７号
2024-09-11
 
ダ,102429,第⼀施設⼯業株式会社
〒811-0123,福岡県糟屋郡新宮町上府北３−９−２２
2025-03-07
http://www.daiichi-shisetsu.co.jp
 
ダ,105091,株式会社⼤⼀商会
〒455-0046,愛知県名古屋市港区⼤⼿町６−１０
2024-04-17
 
ダ,114185,第⼀商⼯株式会社
〒386-0005,⻑野県上⽥市古⾥１４８８−１
2024-09-08
http://daiichi-s.co.jp/
 
ダ,114323,第⼀正和⼯業株式会社
〒372-0827,群⾺県伊勢崎市⼋⽃島町７２２
2023-12-06
 
ダ,114420,第⼀実業株式会社
〒101-8222,東京都千代⽥区神⽥駿河台４−６
2023-08-13
http://www.djk.co.jp
 
ダ,101274,株式会社第⼀樹脂⼯業
〒411-0044,静岡県三島市徳倉１１２１−１
2024-04-10
http://www.daiichijushi.com/
 
ダ,114343,第⼀樹脂⼯業株式会社
〒581-0067,⼤阪府⼋尾市神武町１−６８
2023-12-07
http://www.daiichijushi.co.jp/
 
ダ,504958,株式会社第⼀情報システムズ



〒150-0021,東京都渋⾕区恵⽐寿⻄⼀丁⽬５番８号
2023-09-21
https://www.kkdis.co.jp/
 
ダ,101188,第⼀精機株式会社
〒114-0033,東京都北区⼗条台１−６−４４
2024-03-16
http://www.daiichi-ak.co.jp/
 
ダ,100755,株式会社第⼀精⼯舎
〒574-0064,⼤阪府⼤東市御領２−２−７
2023-05-24
http://www.f-b-i.co.jp/
 
ダ,114158,株式会社第⼀製作所
〒191-0012,東京都⽇野市⽇野１５７７
2025-10-05
http://www.daiichiseisakusho.co.jp
 
ダ,214130,第⼀⽯産運輸株式会社
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋２ー２ー１
2026-04-01
https://sekisan.co.jp/
 
ダ,221030,第⼀設備⼯業株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦４丁⽬１５番３３号
2025-01-01
http://www.issetsu.co.jp
 
ダ,213462,株式会社第⼀装飾
〒230-0076,神奈川県横浜市鶴⾒区⾺場７−２１−３
2023-10-07
 
ダ,126204,株式会社第⼀創版
〒538-0041,⼤阪市鶴⾒区今津北４−８−２１
2023-11-14
 
ダ,114131,株式会社第⼀測範製作所
〒947-0044,新潟県⼩千⾕市坪野８２６−２
2025-05-22
https://www.issoku.jp
 
ダ,210989,第⼀造園⼟⽊株式会社
〒300-0835,茨城県⼟浦市⼤岩⽥５３４番
2025-03-18
http://dai1zouen.jp
 
ダ,228848,有限会社第⼀タイル商事
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾４−４９−１３ リバーハイツ４０３
2022-01-23
 
ダ,223798,第⼀ダイヤモンド⼯事株式会社
〒157-0067,東京都世⽥⾕区喜多⾒３−１４−２７
2024-11-01
http://www.daiichi-daimond.co.jp



 
ダ,120343,第⼀段ボール株式会社
〒411-0832,静岡県三島市南⼆⽇町２８−５８
2023-08-28
 
ダ,101246,第⼀段ボール⼯業株式会社
〒639-1122,奈良県⼤和郡⼭市丹後庄町２４０
2024-03-29
 
ダ,129933,第⼀通商株式会社
〒386-0401,⻑野県上⽥市塩川２８９５−１
2025-04-15
http://www.daiichi-ts.co.jp
 
ダ,220118,第⼀通信建設株式会社
〒567-0054,⼤阪府茨⽊市藤の⾥⼀丁⽬１７番３１号
2024-08-03
 
ダ,505154,株式会社第⼀テクノ
〒140-0013,東京都品川区南⼤井６−１３−１０
2024-12-06
http://www.daii.co.jp/
 
ダ,211662,株式会社第⼀テック
〒646-0051,和歌⼭県⽥辺市稲成町３３６番地の１
2026-06-02
https://www.daiichitech.co.jp/
 
ダ,226218,第⼀テッコウ商事株式会社
〒910-0017,福井県福井市⽂京１丁⽬３番１１号
2025-12-01
https://www.daiichi-t.co.jp/
 
ダ,114348,第⼀電機株式会社
〒158-0092,東京都世⽥⾕区野⽑３−２−２
2024-01-18
http://www.j-dec.co.jp
 
ダ,211177,第⼀電機⼯業株式会社
〒921-8536,⽯川県⾦沢市森⼾１丁⽬１６６番地
2025-05-31
http://www.daiichi-ec.co.jp/
 
ダ,227646,⼤⼀電気システム株式会社
〒986-2231,宮城県牡⿅郡⼥川町浦宿浜字⼗⼆神２−２
2024-03-15
 
ダ,219807,⼤⼀電気通信株式会社
〒910-2146,福井県福井市下毘沙⾨町１９−２
2024-06-01
 
ダ,103766,第⼀電算株式会社
〒222-0033,横浜市港北区新横浜３−２ 新横浜ビジネスセンタービル
2024-04-01
http://www.d-densan.co.jp/



 
ダ,114257,第⼀電材株式会社
〒182-0026,東京都調布市⼩島町３−６６−９
2026-03-12
https://www.didc.co.jp/
 
ダ,104940,第⼀電⼦⼯業株式会社
〒135-0042,東京都江東区⽊場１−５−１ ㈱フジクラ本社別館３Ｆ
2024-05-01
https://www.ddknet.co.jp/
 
ダ,114209,第⼀電⼦産業株式会社
〒661-0025,兵庫県尼崎市⽴花町３−１８−２１
2026-05-10
http://www.daiichi-denshi.co.jp/
 
ダ,225077,第⼀電設⼯業株式会社
〒950-0911,新潟県新潟市中央区笹⼝３丁⽬１５番１
2025-04-01
https://www.ichiden.co.jp/
 
ダ,217581,第⼀電路⼯業株式会社
〒171-0031,東京都豊島区⽬⽩５ー２２ー１３
2026-02-10
https://www.d-denro.co.jp/
 
ダ,226184,株式会社第⼀特殊⾦属
〒822-0031,福岡県直⽅市⼤字植⽊１２４５−１６
2025-11-01
 
ダ,223038,⼤⼀塗装株式会社
〒760-0066,⾹川県⾼松市福岡町２丁⽬１３−５
2024-04-01
 
ダ,114102,第⼀塗装⼯業株式会社
〒224-0054,横浜市都筑区佐江⼾町７３９
2024-10-08
http://www.daiichi-toso.co.jp/
 
ダ,218932,株式会社第⼀⼟建コンサルタント
〒380-0832,⻑野県⻑野市⼤字⻑野東後町２１番地グランドハイツ表参道弐番館１０８
2024-01-19
 
ダ,225378,株式会社第⼀ネーム
〒381-2215,⻑野県⻑野市稲⾥町中氷鉋４２４ー１
2025-06-01
https://www.daiichi-name.jp
 
ダ,217382,有限会社第⼀⻑⾕川電業社
〒310-0914,茨城県⽔⼾市⼩吹町１９８８番地の１
2025-12-17
 
ダ,231181,第⼀美研興業株式会社
〒731-5116,広島県広島市佐伯区⼋幡三丁⽬１６番１３号
2025-10-25



http://www.daiichi-biken.com
 
ダ,214869,第⼀復建株式会社
〒815-0031,福岡県福岡市南区清⽔四丁⽬２番８号
2023-07-18
http://www.dfk.co.jp
 
ダ,105370,第⼀物産株式会社
〒933-8666,富⼭県⾼岡市宮⽥町９−１６
2024-11-11
http://www.dib.co.jp/
 
ダ,114412,第⼀物産株式会社
〒998-0823,⼭形県酒⽥市卸町１−１２
2024-02-28
http://www.ichibutsu.co.jp/
 
ダ,221843,第⼀物産株式会社
〒400-0864,⼭梨県甲府市湯⽥１ー１５ー１５
2025-08-01
 
ダ,114515,第⼀プラスチック株式会社
〒581-0043,⼤阪府⼋尾市空港１−１１７
2024-06-29
http://www.daiichiplastic.co.jp
 
ダ,218007,株式会社⼤⼀プログレス
〒243-0033,神奈川県厚⽊市温⽔２２５７番地６
2026-07-28
https://www.daiiti-pro.com/index.html
 
ダ,114113,第⼀縫製株式会社
〒169-0073,東京都新宿区百⼈町２−２３−１９
2025-07-27
 
ダ,124067,株式会社第⼀メカテック
〒101-8222,東京都千代⽥区神⽥駿河台４−６
2025-01-04
http://www.dmt.co.jp
 
ダ,121840,⼤⼀螺⼦⼯業株式会社
〒477-0037,愛知県東海市⾼横須賀町町新⽥３４
2024-06-16
http://www.daiichirashi.co.jp/
 
ダ,222380,第⼀レンタル株式会社
〒939-1511,富⼭県南砺市⾼堀８番地
2023-11-01
http://www.doffice.co.jp
 
ダ,103708,⼤宇宙ジャパン株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥２−２８−５ 第２オークラビル８階
2024-03-17
http://www.tci-cn.co.jp
 



ダ,106693,株式会社ダイウレ
〒574-0064,⼤阪府⼤東市御領４−３−１１
2025-06-17
http://www.daiure.co.jp/
 
ダ,128986,ダイエー⼯機株式会社
〒521-1215,滋賀県東近江市佐⽣町１５
2026-06-12
 
ダ,212838,株式会社ダイエーコンサルタンツ
〒105-0004,東京都港区新橋六丁⽬４番９号
2025-09-25
http://www.daiei-c.com
 
ダ,125628,ダイエーテック株式会社
〒370-0615,群⾺県⾢楽郡⾢楽町⼤字篠塚１９８２−２
2023-07-01
 
ダ,212280,ダイエープロビス株式会社
〒940-0016,新潟県⻑岡市宝４ー２ー２５
2024-07-25
http://www.daiei-probis.com/
 
ダ,114008,太榮株式会社
〒463-0003,名古屋市守⼭区下志段味⻑筬２０３−１
2024-06-26
https://www.a-daiei.co.jp
 
ダ,224832,⼤栄株式会社
〒803-0801,福岡県北九州市⼩倉北区⻄港町６１番１３
2025-04-01
http://www.daiei-eng.co.jp
 
ダ,227347,⼤栄運輸株式会社
〒671-1124,兵庫県姫路市広畑区鶴町２丁⽬７番地
2024-02-01
http://www.daiei-unyu.co.jp
 
ダ,124187,⼤英エレクトロニクス株式会社
〒193-0834,東京都⼋王⼦市東浅川町５５５−５
2025-05-28
https://daiei-e.jp
 
ダ,210766,⼤栄開発株式会社
〒389-2253,⻑野県飯⼭市⼤字飯⼭５１６４−１
2024-12-16
 
ダ,500920,⼤栄環境株式会社
〒594-1144,⼤阪府和泉市テクノステージ⼆丁⽬３番２８号
2024-08-04
http://daieikankyo.jp/
 
ダ,230024,⼤栄機械⼯業株式会社
〒116-0001,東京都荒川区町屋⼀丁⽬３６番１４号
2025-04-19



 
ダ,124791,株式会社⼤栄機械製作所
〒233-0016,横浜市港南区下永⾕２−１９−１９
2026-01-04
 
ダ,215729,⼤栄建設株式会社
〒755-0036,⼭⼝県宇部市北琴芝⼆丁⽬１２番１ー２号
2024-11-06
 
ダ,218677,⼤栄建設株式会社
〒001-0908,北海道札幌市北区新琴似⼋条６丁⽬１−６
2023-12-01
 
ダ,224427,⼤英建設株式会社
〒959-2705,新潟県胎内市鴻ノ巣３５６番地
2025-04-01
 
ダ,227268,⼤栄建設機⼯株式会社
〒721-0956,広島県福⼭市箕沖町４５番地の１
2023-12-21
 
ダ,218233,⼤栄⼯機株式会社
〒526-0842,滋賀県⻑浜市春近町９０番地
2023-08-18
 
ダ,112174,⼤栄⼯業株式会社
〒641-0015,和歌⼭市布引６７８
2022-07-15
http://www.daiei-gr.co.jp/
 
ダ,114238,⼤栄⼯業株式会社
〒641-0015,和歌⼭県和歌⼭市布引６７８
2023-07-16
http://www.daiei-gr.co.jp
 
ダ,214439,有限会社⼤栄⼯業
〒299-0257,千葉県袖ヶ浦市神納２３９９−２
2025-10-18
 
ダ,215105,⼤栄⼯業株式会社
〒166-0003,東京都杉並区⾼円寺南４−５−５
2023-11-28
 
ダ,154200,⼤栄鋼業株式会社
〒720-0812,広島県福⼭市霞町１−１−１ 福⼭信愛ビル
2025-08-10
 
ダ,224022,株式会社⼤栄左官⼯業所
〒661-0022,兵庫県尼崎市尾浜町１丁⽬４番８号
2025-01-01
 
ダ,126504,有限会社⼤栄産業
〒230-0046,神奈川県横浜市鶴⾒区⼩野町３３
2024-01-23
 



ダ,224521,⼤永産業株式会社
〒984-0835,宮城県仙台市若林区今泉⼀丁⽬１２番３号
2025-04-01
 
ダ,124289,株式会社⼤栄商会
〒466-0046,名古屋市昭和区広⾒町１−１３
2026-03-08
http://www.daiei-shokai.jp
 
ダ,217870,株式会社⼤永商会
〒661-0978,兵庫県尼崎市久々知⻄町２丁⽬２番４号
2023-06-30
http://www.daiei-syoukai.com/
 
ダ,102774,株式会社⼤栄製作所
〒601-8121,京都府京都市南区上⿃⽻⼤物町２６
2025-09-09
http://www.daiei-ss.co.jp
 
ダ,230510,株式会社⼤英成熱
〒240-0003,神奈川県横浜市保⼟ケ⾕区天王町⼀丁⽬２７番７号
2025-07-26
 
ダ,210757,⼤栄設備株式会社
〒850-0007,⻑崎県⻑崎市⽴⼭５丁⽬１７番７号
2021-12-08
 
ダ,102368,⼤永設備⼯業有限会社
〒680-0912,⿃取県⿃取市商栄町４１９−２
2025-02-25
 
ダ,219930,有限会社⼤栄設備興業
〒305-0876,茨城県つくば市⻄栗⼭１６６番地の３
2024-06-29
 
ダ,228502,株式会社⼤栄鉄⼯所
〒299-1607,千葉県富津市湊１２３５番地１
2024-09-14
 
ダ,221131,⼤栄電気株式会社
〒104-0043,東京都中央区湊１丁⽬１４番１５号
2025-03-01
http://www.daieidenki.com/
 
ダ,222034,⼤栄電業株式会社
〒733-0035,広島県広島市⻄区南観⾳⼀丁⽬３番３号
2025-11-01
http://daieidg.co.jp/
 
ダ,114504,⼤栄電興株式会社
〒571-0045,⼤阪府⾨真市殿島町２０−４
2024-08-07
http://www.daiei-denko.co.jp
 
ダ,124464,⼤栄パーカー株式会社



〒213-0005,川崎市⾼津区北⾒⽅３−８−８
2025-09-08
 
ダ,102595,⼤栄物産株式会社
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町３−１３−６ 第ニ⽇⾼ビル
2025-06-07
 
ダ,128473,⼤栄鍍⾦⼯業株式会社
〒581-0052,⼤阪府⼋尾市⽵渕２−１３５
2025-12-18
https://www.daieimekki.com
 
ダ,223237,株式会社⼤榮⽊⼯
〒016-0122,秋⽥県能代市扇⽥字扇渕１２ー２
2024-06-01
https://www.daieimokko.co.jp/
 
ダ,101144,株式会社⼤栄螺旋⼯業
〒677-0012,兵庫県⻄脇市富吉南町８５−１
2024-03-09
http://www.d-rasen.co.jp/
 
ダ,216788,株式会社ダイエックス
〒270-2231,千葉県松⼾市稔台七丁⽬７番地の１３井上ビル２階
2025-06-25
https://www.dyex.net/
 
ダ,106899,株式会社ダイエン
〒590-0025,⼤阪府堺市堺区向陵東町１−４−２８
2026-02-27
https://www.daien.jp/
 
ダ,106750,ダイオーミウラ株式会社
〒130-0025,東京都墨⽥区千歳２−３−９
2023-08-26
https://www.dmps.co.jp/
 
ダ,230454,⼤央企業株式会社
〒245-0018,神奈川県横浜市泉区上飯⽥町４０００番地
2025-07-19
https://daiokigyo.com
 
ダ,230509,⼤桜⼯業株式会社
〒744-0071,⼭⼝県下松市清瀬町三丁⽬６番１１号
2025-07-19
 
ダ,218621,⼤旺新洋株式会社
〒781-0112,⾼知県⾼知市仁井⽥１６２５番地２
2023-11-10
http://www.daioh.co.jp/
 
ダ,112411,⼤王パッケージ株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町２−５−２ 須⽥町佐志⽥ビル５Ｆ
2024-07-31
http://www.daio-package.co.jp/



 
ダ,231499,株式会社ダイカ
〒550-0003,⼤阪府⼤阪市⻄区京町堀⼀丁⽬１７番８号
2025-12-27
https://www.daika-net.co.jp
 
ダ,229562,⼤嘉産業株式会社
〒550-0012,⼤阪府⼤阪市⻄区⽴売堀４丁⽬６番９号
2026-03-12
http://www.daika.co.jp/
 
ダ,216623,株式会社⼤兼⼯務店
〒521-1215,滋賀県東近江市佐⽣町１５０番地
2025-06-18
https://www.daikane.co.jp/
 
ダ,226930,株式会社⼤⻲⼯務店
〒610-1123,京都府京都市⻄京区⼤原野上⾥南ノ町５４４番地の８
2023-08-01
http://www.daikamekoumuten.co.jp
 
ダ,220242,有限会社ダイカン
〒014-0045,秋⽥県⼤仙市⼤曲若葉町２−１１
2024-09-14
https://daikanterui.wixsite.com/company-limited
 
ダ,219442,⼤管⼯業株式会社
〒810-0014,福岡県福岡市中央区平尾３丁⽬１番３号
2024-03-23
http://www.daikan-k.com/
 
ダ,211964,株式会社ダイキ
〒273-0048,千葉県船橋市丸⼭⼆丁⽬３８番１４号
2023-12-27
 
ダ,217359,株式会社⼤紀
〒638-0032,奈良県吉野郡下市町⼤字原⾕４番地の１
2025-12-03
https://www.daiki-net.jp/
 
ダ,220298,株式会社ダイキ
〒564-0044,⼤阪府吹⽥市南⾦⽥１−１０−２８
2024-09-28
 
ダ,226390,株式会社⼤企
〒791-0101,愛媛県松⼭市溝辺町甲１４５番地
2023-02-01
 
ダ,230542,株式会社⼤希
〒870-0126,⼤分県⼤分市⼤字横尾４０９８番地の２
2025-07-26
 
ダ,221784,株式会社ダイキアクシス
〒791-8022,愛媛県松⼭市美沢１丁⽬９ー１
2025-07-01



https://www.daiki-axis.com/
 
ダ,100403,株式会社⼤紀アルミニウム⼯業所
〒550-0001,⼤阪府⼤阪市⻄区⼟佐堀１−４−８
2025-10-18
http://www.dik-net.com/
 
ダ,114326,株式会社⼤喜⾦属製作所
〒547-0027,⼤阪市平野区喜連５−１−５４
2023-11-11
http://www.daiki-metal.com
 
ダ,120432,⼤喜⼯業株式会社
〒596-0013,⼤阪府岸和⽥市臨海町２０
2023-09-24
http://www.daikikougyo.com
 
ダ,220774,⼤輝⼯業株式会社
〒918-8051,福井県福井市桃園⼀丁⽬２番１号
2025-03-01
 
ダ,505262,⼤機ゴム⼯業株式会社
〒277-0804,千葉県柏市新⼗余⼆１１番地
2022-07-30
http://www.daiki-rubber.co.jp
 
ダ,100032,有限会社⼤輝産業
〒577-0827,⼤阪府東⼤阪市⾐摺６−５−１
2025-06-30
http://www.daikisangyo.co.jp/
 
ダ,104033,⼤喜産業株式会社
〒550-0012,⼤阪市⻄区⽴売堀１−５−９
2025-02-24
http://www.daiki-sangyo.co.jp
 
ダ,214957,有限会社ダイキ産業
〒905-1631,沖縄県名護市字屋我３３番地
2023-08-29
 
ダ,129371,株式会社⼤⻲鋳⼯所
〒362-0066,埼⽟県上尾市領家１１３６−３
2024-03-10
https://daikicasting.co.jp
 
ダ,114521,ダイキョーニシカワ株式会社
〒739-0049,広島県東広島市寺家産業団地５−１
2024-09-07
http://www.daikyonishikawa.co.jp
 
ダ,122881,ダイキョーニシカワ株式会社
〒739-0049,広島県東広島市寺家産業団地５−１
2024-12-10
 
ダ,219817,株式会社⼤強



〒381-2204,⻑野県⻑野市真島町真島１０４３番地３
2024-06-08
 
ダ,224789,⼤京建機株式会社
〒144-0051,東京都⼤⽥区⻄蒲⽥４丁⽬３番３号
2025-04-01
https://www.daikyo-kenki.co.jp/
 
ダ,222518,⼤協建⼯株式会社
〒761-8013,⾹川県⾼松市⾹⻄東町５４７ー３
2023-12-01
 
ダ,222323,株式会社⼤協建材
〒556-0016,⼤阪府⼤阪市浪速区元町１ー１３ー７
2023-11-01
https://daikyo-kenzai.com/
 
ダ,211565,株式会社⼤協建設
〒260-0007,千葉県千葉市中央区祐光４丁⽬４−７
2026-03-03
https://daikyo-kensetsu.co.jp/
 
ダ,114530,⼤京⼯業株式会社
〒144-0033,東京都⼤⽥区東糀⾕５−４−１３
2024-06-20
http://www.daikyo-group.com
 
ダ,210022,株式会社⼤協⼯業
〒189-0003,東京都東村⼭市久⽶川町２丁⽬３７番９号
2023-10-27
 
ダ,210822,株式会社⼤京サイン
〒140-0002,東京都品川区東品川４丁⽬６番７−３０４号
2025-01-06
 
ダ,124007,株式会社⼤京精研
〒571-0043,⼤阪府⾨真市桑才新町２１−５
2024-12-18
http://www.daikyo-seiken.co.jp
 
ダ,218208,⼤協物産株式会社
〒981-0104,宮城県宮城郡利府町中央１丁⽬１２−４
2023-08-11
 
ダ,220814,⼤京ワーク株式会社
〒892-0871,⿅児島県⿅児島市吉野町３５７３番地１８４
2025-03-15
 
ダ,220919,株式会社⼤⾦
〒153-0064,東京都⽬黒区下⽬黒三丁⽬１６番１号
2025-03-29
 
ダ,114342,株式会社ダイキンアプライドシステムズ
〒108-0023,東京都港区芝浦４−１３−２３ ＭＳ芝浦ビル
2023-08-10



http://www.daps.co.jp
 
ダ,211564,ダイキンエアテクノ株式会社
〒130-0026,東京都墨⽥区両国２丁⽬１０番８号住友不動産両国ビル
2026-03-03
https://www.daikin-at.co.jp/
 
ダ,103758,ダイキン⼯業株式会社
〒530-8323,⼤阪市北区中崎⻄２−４−１２
2024-03-31
 
ダ,102572,⼤⾦電⼦⼯業株式会社
〒999-4224,⼭形県尾花沢市新町５−１−２
2025-05-24
http://www.daikindenshi.co.jp
 
ダ,114145,⼤⾦電⼦⼯業株式会社
〒999-4224,⼭形県尾花沢市新町５−１−２
2024-08-21
http://www.daikindenshi.co.jp/
 
ダ,503334,ダイキンＨＶＡＣソリューション東京株式会社
〒151-8583,東京都渋⾕区代々⽊２丁⽬２番１号 ⼩⽥急サザンタワー１４階
2025-01-07
 
ダ,215252,株式会社⼤義建設
〒845-0033,佐賀県⼩城市三⽇⽉町樋⼝９８１番地３
2024-02-27
http://www.daigi-net.co.jp/
 
ダ,216052,⼤組鋼材株式会社
〒709-0863,岡⼭県岡⼭市東区瀬⼾町笹岡８０２番地１
2025-02-19
 
ダ,225449,⼤家建材株式会社
〒780-0052,⾼知県⾼知市⼤川筋１丁⽬７番１８号
2025-06-01
_
 
ダ,129801,株式会社ダイケン
〒140-0013,東京都品川区南⼤井３−２４−１３
2025-03-01
 
ダ,210318,株式会社ダイケン
〒410-2202,静岡県伊⾖の国市天野１８６ー１
2021-05-14
http://www.daiken-inc.jp
 
ダ,215626,株式会社ダイケン
〒457-0841,愛知県名古屋市南区豊⽥三丁⽬２０番２６号
2021-10-02
 
ダ,210163,ダイケンウォール⼯業株式会社
〒453-0055,愛知県名古屋市中村区⾹取町⼀丁⽬８６番地
2024-02-05



 
ダ,214150,ダイケンエンジニアリング株式会社
〒530-8210,⼤阪府⼤阪市北区中之島３丁⽬２ー４
2026-04-01
https://www.daiken.jp/company/info/group/eg/
 
ダ,217907,ダイケンエンジニアリング株式会社
〒102-0084,東京都千代⽥区⼆番町１２−２
2023-07-07
https://www.dkg.co.jp/dke/
 
ダ,126875,⼤研化学製造販売株式会社
〒536-0011,⼤阪市城東区放出⻄２−７−１９
2024-05-26
http://www.daiken-chem.co.jp/
 
ダ,216438,⼤建基礎株式会社
〒183-0035,東京都府中市四⾕１丁⽬２７番地の２３
2025-05-14
 
ダ,219759,⼤健組⼯業株式会社
〒192-0914,東京都⼋王⼦市⽚倉町７０６−７ＧコートＢ棟２号室
2024-05-18
 
ダ,211159,有限会社⼤健⼯業
〒161-0033,東京都新宿区下落合３丁⽬２番１８号
2025-05-25
 
ダ,223954,株式会社⼤兼⼯業
〒572-0037,⼤阪府寝屋川市葛原新町１０番９号
2024-12-01
 
ダ,224305,⼤建⼯業株式会社
〒501-0111,岐⾩県岐⾩市鏡島１９８７番地の５
2025-03-01
 
ダ,228650,⼤兼⼯業株式会社
〒361-0016,埼⽟県⾏⽥市藤原町２丁⽬１７番１
2024-11-16
 
ダ,229656,⼤建⼯業株式会社
〒860-0855,熊本県熊本市北千反畑町８番１号
2020-04-18
 
ダ,231708,⼤建鋼業株式会社
〒306-0216,茨城県古河市前林１７０４番地
2026-02-21
http://www.daiken-koga.com/
 
ダ,503206,⼤建⼯業株式会社
〒932-0298,富⼭県南砺市井波１‐１
2024-05-25
https://www.daiken.jp/
 
ダ,210036,株式会社ダイケン産業



〒335-0001,埼⽟県蕨市北町⼀丁⽬１０番１３号
2023-11-05
http://amido-dieken.com/index.htm
 
ダ,106419,⼤健⽯英硝⼦株式会社
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町１−１４
2024-11-22
 
ダ,216282,株式会社⼤建測量エンジニア
〒803-0861,福岡県北九州市⼩倉北区篠崎２丁⽬３番１０号
2025-04-09
 
ダ,218640,株式会社⼤建築事務所
〒171-0022,東京都豊島区南池袋２−１２−５英ビル３０３号
2023-11-17
 
ダ,124138,⼤健電器株式会社
〒102-0082,東京都千代⽥区⼀番町１３−６−３０２
2025-10-04
http://www.n-daiken.co.jp/
 
ダ,216192,⼤建⼟⽊株式会社
〒070-0823,北海道旭川市緑町１７丁⽬３０１７番地の７
2025-03-26
https://daikendoboku.co.jp/
 
ダ,219991,株式会社ダイケンリース
〒939-8281,富⼭県富⼭市今泉⻄部町８番地２
2024-07-06
https://www.daikenlease.co.jp/
 
ダ,124240,株式会社⼤元堂
〒466-0843,名古屋市昭和区菊園町１−１１
2025-10-25
http://www.daigendo.co.jp
 
ダ,105406,株式会社ダイコ
〒578-0955,⼤阪府東⼤阪市横枕南１−１
2024-12-27
http://www.daiko-co.com
 
ダ,129416,株式会社ダイコー
〒140-0004,東京都品川区南品川３−１−８
2024-04-10
http://www.daikous.co.jp/
 
ダ,222115,ダイコー株式会社
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨⼀丁⽬１番１号
2026-03-01
https://www.daiko-s.co.jp
 
ダ,231144,株式会社ダイコー
〒457-0004,愛知県名古屋市南区中江⼆丁⽬２番９号
2025-10-25
 



ダ,120475,ダイコー化学⼯業株式会社
〒431-3101,静岡県浜松市東区豊町３２２６−１
2023-10-04
http://www.daikohkk.co.jp/
 
ダ,106194,株式会社ＤＡＩＫＯ ＴＯＯＬ
〒800-0064,福岡県北九州市⾨司区松原１−７−７
2024-04-01
http://www.daikokenma.co.jp
 
ダ,214420,ダイコー通産株式会社
〒791-8012,愛媛県松⼭市姫原３丁⽬６番１１号
2025-10-04
http://www.daiko-tsusan.co.jp/
 
ダ,114598,株式会社ダイコーロジサービス
〒525-0072,滋賀県草津市笠⼭４−１−１８
2024-10-30
 
ダ,124147,株式会社⼤広
〒478-0021,愛知県知多市岡⽥字上中⽥４８
2025-05-24
https://daiko-sensor.com/
 
ダ,218250,株式会社⼤興
〒039-1113,⻘森県⼋⼾市⻄⽩⼭台五丁⽬１３−１３
2023-08-18
 
ダ,218406,株式会社⼤晃
〒915-0852,福井県越前市松森町第１０号５番地の２
2023-09-15
 
ダ,218505,⼤綱株式会社
〒552-0007,⼤阪府⼤阪市港区弁天６丁⽬１番５号
2023-10-13
https://www.wirerope.co.jp/
 
ダ,220604,株式会社⼤光
〒007-0880,北海道札幌市東区丘珠町５８３番地１
2025-01-11
https://daikou.in
 
ダ,224329,株式会社⼤晃
〒586-0024,⼤阪府河内⻑野市⻄之⼭町２ー３３
2025-03-01
 
ダ,226716,⼤光株式会社
〒120-0036,東京都⾜⽴区千住仲町１８番１０号
2026-05-01
http://www.daikou-as.jp
 
ダ,504044,株式会社⼤広
〒530-8263,⼤阪府⼤阪市北区中之島２丁⽬２番７号
2026-06-08
https://www.daiko.co.jp/



 
ダ,216967,⼤光運輸株式会社
〒579-0901,⼤阪府東⼤阪市⻄⽯切町４丁⽬１番３１号
2025-08-06
https://www.daiko-unyu.co.jp/
 
ダ,210760,株式会社⼤興技建
〒486-0958,愛知県春⽇井市⻄本町２ー１０ー９
2024-12-16
 
ダ,231940,⼤光建設株式会社
〒231-0007,神奈川県横浜市中区弁天通⼆丁⽬２８番地
2026-04-25
http://www.daiko.e-const.jp
 
ダ,226361,⼤弘建材株式会社
〒640-8137,和歌⼭県和歌⼭市吹上３丁⽬４番１５号
2026-02-01
http://daikokenzai.co.jp/
 
ダ,214352,⼤幸建設株式会社
〒333-0861,埼⽟県川⼝市柳崎２ー５ー３
2025-09-06
https://bso15652.bsj.jp/
 
ダ,217999,株式会社⼤幸建設
〒983-0013,宮城県仙台市宮城野区中野５丁⽬９−１１
2023-07-21
 
ダ,218570,⼤晃建設株式会社
〒270-1613,千葉県印⻄市鎌苅６７６番地７
2023-10-27
 
ダ,225087,⼤幸建陶株式会社
〒569-0844,⼤阪府⾼槻市柱本３丁⽬１９番１号
2025-04-01
_
 
ダ,126532,有限会社⼤興⼯機
〒612-8154,京都市伏⾒区向島津⽥町１０５−１ シャルマンコーポ伏⾒向島３０８号
2024-01-30
 
ダ,219237,⼤昂⼯業株式会社
〒558-0004,⼤阪府⼤阪市⻄成区南津守５丁⽬５番１７号
2024-03-09
 
ダ,225135,⼤幸⼯業株式会社
〒559-0025,⼤阪府⼤阪市住之江区平林南２ー８ー３７
2025-05-01
http://www.daiko-group.com
 
ダ,505668,株式会社ＤａｉｋｏＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ
〒175-0091,東京都板橋区三園２−４−２
2025-02-10
https://daiko-tk.com/



 
ダ,231609,⼤鋼サッシ⼯業株式会社
〒660-0892,兵庫県尼崎市東難波町三丁⽬９番２２号
2026-01-24
 
ダ,124076,株式会社⼤幸産業
〒564-0063,⼤阪府吹⽥市江坂町１−２１−８
2025-02-27
http://daiko-sangyo.jp/
 
ダ,227092,⼤興産業株式会社
〒435-8533,静岡県浜松市東区安間町２６４ー１
2023-10-01
http://www.daiko-sangyo.co.jp
 
ダ,231234,⼤鋼産業株式会社
〒541-0057,⼤阪府⼤阪市中央区北久宝寺町四丁⽬４番７号
2025-11-01
 
ダ,216962,株式会社⼤幸社寺⼯務店
〒123-0871,東京都⾜⽴区椿２−２２−４
2025-07-30
http://www.daikoushaji.jp/
 
ダ,227324,株式会社⼤⾼商会
〒558-0004,⼤阪府⼤阪市住吉区⻑居東３ー１１ー２３
2024-01-25
http://daikoshokai.com
 
ダ,231830,有限会社⼤晃重機
〒328-0007,栃⽊県栃⽊市⼤塚町５０１番地
2026-03-28
 
ダ,114192,株式会社⼤光製作所
〒438-0801,静岡県磐⽥市⾼⾒丘１２２９
2024-12-16
http://www.daiko112.co.jp
 
ダ,114374,株式会社⼤光製作所
〒457-0811,愛知県名古屋市南区⼤同町５−４７
2023-09-21
 
ダ,125754,株式会社⼤興製作所
〒601-8207,京都市南区久世中久町６７６−３
2023-08-30
http://www.daico.co.jp
 
ダ,230340,株式会社⼤幸電業商会
〒566-0043,⼤阪府摂津市⼀津屋三丁⽬３番４号
2025-07-05
https://daikoudengyo.jp
 
ダ,114015,⼤興電⼦通信株式会社
〒162-8565,東京都新宿区揚場町２−１
2023-08-29



https://www.daikodenshi.jp
 
ダ,212468,⼤光電設株式会社
〒171-0031,東京都豊島区⽬⽩４丁⽬１３番７号
2025-02-13
http://www.daiko-e.co.jp
 
ダ,215585,⼤幸道路管理株式会社
〒652-0833,兵庫県神⼾市兵庫区島上町２丁⽬２ー２２ー２Ｆ
2024-09-18
 
ダ,229238,株式会社⼤黒商⼯
〒125-0062,東京都葛飾区⻘⼾８−５−５
2025-08-09
 
ダ,121815,⼤国段ボール⼯業株式会社
〒824-0018,福岡県⾏橋市今井１１３３
2024-06-09
http://www.daikoku-cci.co.jp/
 
ダ,219874,⼤黒電機株式会社
〒169-0075,東京都新宿区⾼⽥⾺場四丁⽬１番７号市川ビルデンス３０１号室
2024-06-22
http://www.daikokudenki.com/
 
ダ,114173,⼤黒電線株式会社
〒324-0244,栃⽊県⼤⽥原市蜂巣字⾼蕨７６７−９０
2025-08-19
http://www.daikokudensen.co.jp/
 
ダ,228131,株式会社⼤黒屋
〒359-0023,埼⽟県所沢市東所沢和⽥３丁⽬２２番地１１
2024-05-31
http://www.daikokuya-net.com
 
ダ,224283,⼤黒屋建材株式会社
〒331-0804,埼⽟県さいたま市北区⼟呂町１ー４５ー９
2025-03-01
 
ダ,124047,⼤五株式会社
〒575-0003,⼤阪府四條畷市岡⼭東３−８−１５
2024-12-26
 
ダ,124170,株式会社⼤合商会
〒503-0932,岐⾩県⼤垣市本今町５８
2025-04-12
 
ダ,220036,第五建設株式会社
〒631-0055,奈良県奈良市⼤和⽥町１１２６番地
2024-07-20
 
ダ,217071,⼤悟⼯業株式会社
〒151-0073,東京都渋⾕区笹塚⼀丁⽬３１番１１号
2025-09-10
https://daigo-kogyo.co.jp/



 
ダ,228196,株式会社醍醐⼯業
〒613-0023,京都府久世郡久御⼭町野村村東２００−１
2024-06-21
 
ダ,124081,⼤五ゴム⼯業株式会社
〒547-0006,⼤阪市平野区加美正覚寺４−６−２１
2025-02-16
http://www.daigo-rb.co.jp
 
ダ,500199,株式会社第五電⼦⼯業
〒252-0132,神奈川県相模原市緑区橋本台２−７−２３
2024-01-31
http://www.netdaigo.com
 
ダ,114556,ダイサン株式会社
〒533-0013,⼤阪市東淀川区豊⾥６−５−４
2024-09-25
http://daisan-i.com
 
ダ,124495,株式会社⼤三
〒610-0311,京都府京⽥辺市草内⼭ノ下１７
2025-09-21
 
ダ,212390,株式会社ダイサン
〒541-0054,⼤阪府⼤阪市中央区南本町２丁⽬６番１２号
2024-11-21
http://www.daisan-g.co.jp
 
ダ,218492,株式会社ダイサン
〒738-0053,広島県廿⽇市市阿品台２丁⽬１６−１２
2023-10-06
 
ダ,216028,有限会社⼤三建装⼯業
〒904-0112,沖縄県中頭郡北⾕町字浜川１６９−５
2025-02-12
 
ダ,223331,⼤三⼯業株式会社
〒760-0032,⾹川県⾼松市本町１番１７号
2024-07-01
 
ダ,220561,株式会社ダイサンマテリアル
〒135-0051,東京都江東区枝川⼆丁⽬２５番４号
2024-12-21
 
ダ,217073,株式会社⼤三洋⾏
〒108-0075,東京都港区港南２丁⽬５番１１号
2022-09-10
 
ダ,220957,株式会社⼤周テクノ
〒314-0127,茨城県神栖市⽊崎２４０６番地５６２
2025-03-29
 
ダ,114215,株式会社ダイショープレイン
〒421-1211,静岡県静岡市葵区慈悲尾１１−１



2026-01-12
 
ダ,114141,株式会社⼤承
〒581-0843,⼤阪府⼋尾市福万寺町南１−４３−７
2025-05-27
 
ダ,123659,株式会社⼤商
〒570-0034,⼤阪府守⼝市⻄郷通２−１１−１０
2025-03-01
http://www.daisho-osc.co.jp
 
ダ,216619,株式会社⼤湘
〒251-0053,神奈川県藤沢市本町２ー１ー２５Ｄｓｔａｇｅ１ー２Ｆ
2025-06-11
https://www.daisho-net.jp/
 
ダ,220495,⼤翔株式会社
〒984-0038,宮城県仙台市若林区伊在２丁⽬１番地の２
2024-11-30
http://daisho-kk.jp
 
ダ,220541,株式会社⼤翔
〒311-4144,茨城県⽔⼾市開江町１５９３番地
2024-12-14
 
ダ,223155,⼤祥化⼯株式会社
〒187-0023,東京都⼩平市上⽔新町１丁⽬９番４号
2024-06-01
 
ダ,219122,有限会社⼤松管⼯
〒485-0084,愛知県⼩牧市⼤字⼊⿅出新⽥字郷中４８４番地３
2024-02-16
 
ダ,230763,株式会社⼤勝機⼯⼯事
〒451-0071,愛知県名古屋市⻄区⿃⾒町⼀丁⽬１９番地の２
2025-08-30
 
ダ,216218,有限会社⼤翔建設
〒510-0076,三重県四⽇市市堀⽊１丁⽬２番２５号
2025-03-26
_
 
ダ,229723,株式会社⼤匠建設
〒811-1255,福岡県那珂川市恵⼦１丁⽬４７番地
2026-05-22
https://dai-sho.net/
 
ダ,211623,有限会社⼤翔コーポレーション
〒676-0815,兵庫県⾼砂市阿弥陀１丁⽬５ー１７ー７０７
2026-04-27
 
ダ,216942,⼤商鋼材株式会社
〒650-0012,兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通４ー９ー２６
2025-07-23
http://dk-net.co.jp



 
ダ,105032,⼤昭産業株式会社
〒660-0051,兵庫県尼崎市東七松町２−２−１０
2024-02-06
https://daishosangyo1.jimdo.com/
 
ダ,125306,⼤松精機株式会社
〒701-0105,岡⼭県倉敷市⽮部２３２−１
2026-03-11
http://www.daishoseiki.com
 
ダ,105279,有限会社⼤昭電機製作所
〒601-8347,京都市南区吉祥院観⾳堂南町１−３８
2024-10-15
 
ダ,104873,株式会社⼤昌電⼦
〒145-0071,東京都⼤⽥区⽥園調布２−１６−５
2023-09-16
http://www.daisho-denshi.co.jp
 
ダ,220903,株式会社⼤翔電設
〒314-0343,茨城県神栖市⼟合本町⼀丁⽬８７６２番地２７５
2025-03-22
http://www.daisyo-densetsu.net
 
ダ,231439,有限会社⼤勝電設
〒895-0031,⿅児島県薩摩川内市勝⽬町５０９４番地７
2025-12-13
 
ダ,219430,株式会社⼤昌都市企画
〒190-0012,東京都⽴川市曙町⼀丁⽬１６番４号
2024-03-23
http://www.daishotoshikikaku.co.jp/
 
ダ,103917,株式会社ダイシン
〒540-0024,⼤阪市中央区南新町１−１−６−７０２
2024-07-27
 
ダ,105896,株式会社ダイシン
〒671-2234,兵庫県姫路市⻄脇１０５９−２
2026-04-06
 
ダ,114573,ダイシン株式会社
〒546-0044,⼤阪市東住吉区北⽥辺１−８−１２
2024-10-16
http://daishin-co.com/
 
ダ,124108,株式会社ダイシン
〒576-0034,⼤阪府交野市天野が原町３−１−２６
2025-10-02
 
ダ,213280,株式会社ダイシン
〒034-0032,⻘森県⼗和⽥市東四番町７番３号
2020-06-17
 



ダ,213349,株式会社⼤進
〒362-0062,埼⽟県上尾市泉台⼆丁⽬８番地４
2023-07-22
 
ダ,218104,株式会社⼤新
〒820-1106,福岡県鞍⼿郡⼩⽵町⼤字南良津１９７６
2023-08-04
 
ダ,220390,株式会社⼤伸
〒132-0021,東京都江⼾川区中央１−１−１２
2024-10-26
http://www.daisin-net.co.jp
 
ダ,216833,⼤真エンジニアリング株式会社
〒001-0930,北海道札幌市北区新川７１８番地
2022-07-09
http://www.daisin-e.co.jp/
 
ダ,217413,有限会社⼤進家具製作所
〒485-0802,愛知県⼩牧市⼤字⼤草字久捨２９１５−１
2025-12-24
 
ダ,505468,⼤新化⼯株式会社
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨２−５−８ 芝⼤⾨牧⽥ビル５Ｆ
2023-10-02
 
ダ,114285,株式会社⼤伸化成
〒183-0014,東京都府中市是政５−１７−６
2026-02-08
 
ダ,105080,株式会社⼤真空
〒675-0194,兵庫県加古川市平岡町新在家１３８９
2024-06-20
http://www.kds.info
 
ダ,105322,⼤真空販売株式会社
〒650-0022,神⼾市中央区元町通６−３−２０ ＫＬＴビル
2024-10-26
 
ダ,220364,株式会社ダイシン建材
〒703-8233,岡⼭県岡⼭市中区⾼屋２９０−１
2024-10-19
 
ダ,227529,⼤進建設⼯業株式会社
〒011-0917,秋⽥県秋⽥市飯島道東三丁⽬２番２号
2024-02-28
 
ダ,120637,⼤新⼯業株式会社
〒216-0015,神奈川県川崎市宮前区菅⽣２−８−１２
2023-11-18
http://daishinkogyo.jp/
 
ダ,126949,⼤⾠⼯業株式会社
〒018-0147,秋⽥県にかほ市象潟町字⽴⽯４−３３
2024-06-20



 
ダ,213362,株式会社⼤伸⼯業
〒895-0005,⿅児島県薩摩川内市永利町４０９１ー２
2023-07-29
 
ダ,216237,⼤新興業株式会社
〒914-0131,福井県敦賀市公⽂名４号３１番地
2025-03-26
_
 
ダ,223775,⼤神⼯業株式会社
〒573-0032,⼤阪府枚⽅市岡東町２６番３号
2024-11-01
 
ダ,229130,株式会社ダイシン⼯業
〒250-0207,神奈川県⼩⽥原市曽我光海１２ー１５
2025-06-21
http://www.daisin-k.jp
 
ダ,229437,⼤信⼯業株式会社
〒490-1111,愛知県あま市甚⽬寺⼭之浦６５番地
2026-01-08
 
ダ,230842,株式会社⼤進興業
〒359-0023,埼⽟県所沢市東所沢和⽥⼆丁⽬２４番７号
2025-09-20
http://daishin-gr.com/top.html
 
ダ,106164,株式会社ダイシンコラボレーション
〒541-0052,⼤阪府⼤阪市中央区安⼟町１−５−８ 本町ＤＳビル１Ｆ
2024-03-03
http://daishin-inc.co.jp/
 
ダ,123716,⼤伸産業株式会社
〒989-2422,宮城県岩沼市空港南２−２−１
2025-03-17
 
ダ,125967,⼤新産業株式会社
〒259-1146,神奈川県伊勢原市鈴川５−６
2023-10-31
 
ダ,210514,有限会社ダイシン産業
〒814-0022,福岡県福岡市早良区原５ー９ー６
2024-09-02
 
ダ,216987,⼤信産業株式会社
〒576-0017,⼤阪府交野市星⽥北１丁⽬３１番１号
2025-08-20
 
ダ,124194,⼤信紙⼯株式会社
〒566-0074,⼤阪府摂津市東⼀津屋７−２２
2025-06-18
 
ダ,505306,⼤進精機株式会社
〒144-0045,東京都⼤⽥区南六郷１丁⽬２８番８号



2022-11-28
http://daishin-s-k.jp/
 
ダ,502211,株式会社⼤信製作所
〒144-0055,東京都⼤⽥区仲六郷２−２３−１
2023-02-25
 
ダ,128902,⼤進段ボール株式会社
〒246-0038,横浜市瀬⾕区宮沢３−２２−１
2026-03-27
 
ダ,214738,⼤新電⼯株式会社
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町三丁⽬３番１３号
2026-05-23
http://www.dai-g.co.jp
 
ダ,216839,⼤進電設株式会社
〒311-0105,茨城県那珂市菅⾕２４７１ー５
2025-07-09
 
ダ,230544,⼤新電設⼯業株式会社
〒792-0861,愛媛県新居浜市清⽔町９番１２号
2025-07-26
 
ダ,216544,株式会社⼤信電装
〒194-0213,東京都町⽥市常盤町３６１２番地５
2025-05-28
 
ダ,229573,有限会社⼤新陶業
〒359-1141,埼⽟県所沢市⼩⼿指町４ー１６ー１６ホームライク⼩⼿指１０１号
2026-03-17
 
ダ,218290,⼤新⼟⽊株式会社
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町三丁⽬３番１３号
2023-09-01
 
ダ,314160,ダイシン物流株式会社
〒553-0003,⼤阪府⼤阪市福島区福島８−１９−９
2024-12-15
http://www.daisinet.co.jp/
 
ダ,125797,ダイシンモールド株式会社
〒300-0504,茨城県稲敷市江⼾崎甲４３４４−３５３
2023-09-15
http://daisin-mold.co.jp
 
ダ,114477,ダイジェット⼯業株式会社
〒547-0002,⼤阪市平野区加美東２−１−１８
2024-03-10
https://www.dijet.co.jp
 
ダ,220965,株式会社⼤樹設備⼯業
〒030-0943,⻘森県⻘森市⼤字幸畑字阿部野１２番地５０
2025-04-05
https://daiju.work



 
ダ,212140,⼤⽔⼯業株式会社
〒420-0923,静岡県静岡市葵区川合３ー２３ー２２
2024-04-18
 
ダ,216541,株式会社⼤清
〒992-0045,⼭形県⽶沢市中央４丁⽬１番６号
2022-05-28
 
ダ,218975,株式会社ＤＡＩＳＥＩ
〒273-0018,千葉県船橋市栄町２ー１４ー５
2024-01-26
https://daisei-a.com
 
ダ,124161,株式会社ダイ精研
〒999-3766,⼭形県東根市神町⻄３−２−２９
2025-08-02
http://www.daiseiken.co.jp
 
ダ,217977,有限会社ダイセイ⼯芸
〒711-0907,岡⼭県倉敷市児島上の町２−１０−２１
2023-07-21
 
ダ,104930,株式会社ダイセキ
〒580-0043,⼤阪府松原市阿保５−１８−１５
2023-09-13
 
ダ,228512,株式会社ダイセキ環境ソリューション
〒467-0852,愛知県名古屋市瑞穂区明前町８番１８号
2024-09-20
https://www.daiseki-eco.co.jp/
 
ダ,227342,株式会社ダイセツ
〒314-0022,茨城県⿅嶋市⻑栖１８７９番３７２
2024-02-01
 
ダ,216836,株式会社⼤設産業
〒564-0002,⼤阪府吹⽥市岸部中ニ丁⽬１６番７号
2025-07-09
http://daisetsu-ind.com/
 
ダ,124015,ダイセル・エボニック株式会社
〒163-0913,東京都新宿区⻄新宿２−３−１ 新宿モノリス１３Ｆ
2024-11-17
https://www.daicel-evonik.com/
 
ダ,100395,ダイセン株式会社
〒370-0303,群⾺県太⽥市新⽥⼩⾦井町３２０−７
2025-10-15
http://www.ds-daisen.co.jp/
 
ダ,126829,ＤＡＩＳＥＮ株式会社
〒508-0014,岐⾩県中津川市駒場町２−２５
2024-04-28
http://www.daisen-inc.co.jp/



 
ダ,213094,株式会社ダイセン
〒444-0531,愛知県⻄尾市吉良町岡⼭背撫⼭４番地５
2026-03-05
http://www.daisen-g.com
 
ダ,217087,株式会社ダイセン
〒639-1001,奈良県⼤和郡⼭市九条町４６７ー１５
2025-09-10
 
ダ,218291,株式会社ダイセン
〒300-0061,茨城県⼟浦市並⽊４−１１−１３
2023-09-01
 
ダ,224344,株式会社⼤仙
〒440-8521,愛知県豊橋市下地町字柳⽬８番地
2025-03-01
https://www.daisen.co.jp/
 
ダ,225272,株式会社⼤千
〒224-0045,神奈川県横浜市都筑区東⽅町３７１
2025-06-01
http://www.oh-daisen.co.jp/
 
ダ,215352,⼤泉運輸株式会社
〒039-3215,⻘森県上北郡六ヶ所村⼤字倉内字笹崎１１５７
2024-04-10
 
ダ,215353,⼤泉建設株式会社
〒039-3215,⻘森県上北郡六ヶ所村⼤字倉内字笹崎１１５７
2024-04-10
 
ダ,129959,⼤扇産業株式会社
〒534-0021,⼤阪府⼤阪市都島区都島本通１−１５−１７
2025-04-27
http://www.daisen-sangyo.co.jp/
 
ダ,224008,⼤銑産業株式会社
〒541-0042,⼤阪府⼤阪市中央区今橋２丁⽬１番１０号
2025-01-01
http://www.daisensangyo.co.jp
 
ダ,114534,⼤善株式会社
〒701-0164,岡⼭県岡⼭市北区撫川１５１３
2024-08-18
http://www.daizen.biz/
 
ダ,125985,株式会社ダイソー
〒870-0278,⼤分市⻘崎２−６−１０
2023-11-04
http://oita-daiso.co.jp/
 
ダ,219365,有限会社ダイソー環境開発
〒870-0943,⼤分県⼤分市⼤字⽚島２９９５番地の５
2024-03-16



http://www.e-daiso.com/
 
ダ,502790,ダイソーケミカル株式会社
〒550-0011,⼤阪府⼤阪市⻄区阿波座１丁⽬１２番１８号
2025-01-29
http://www.daiso-chem.co.jp
 
ダ,228794,ダイソー⼯業株式会社
〒485-0802,愛知県⼩牧市⼤字⼤草字年上坂６１８４番地
2024-12-26
http://www.daisoo.co.jp
 
ダ,114577,株式会社⼤創
〒570-0033,⼤阪府守⼝市⼤宮通４−７−９
2024-08-04
 
ダ,225778,株式会社ダイソウ
〒178-0061,東京都練⾺区⼤泉学園町五丁⽬２９番２８号
2025-07-01
http://www.daisoh.com
 
ダ,226445,株式会社⼤装
〒358-0004,埼⽟県⼊間市鍵⼭１丁⽬１４番４号
2026-03-01
 
ダ,229595,有限会社⼤創⼯業
〒031-0801,⻘森県⼋⼾市江陽２丁⽬７ー１８
2026-03-19
 
ダ,212009,株式会社ダイソク
〒761-8085,⾹川県⾼松市寺井町１２０番地１
2024-02-02
http://www.daisoku.co.jp
 
ダ,500095,株式会社ダイゾー
〒552-0013,⼤阪府⼤阪市港区福崎３丁⽬１番２０１号
2023-09-11
http://www.daizo.co.jp
 
ダ,101656,⼤泰化⼯株式会社
〒566-0072,⼤阪府摂津市⿃飼⻄３−１１−２
2024-09-12
http://daitai.co.jp/
 
ダ,214236,株式会社⼤拓
〒510-0834,三重県四⽇市市ときわ４丁⽬５番３７号
2025-06-14
https://dai-taku.jp/
 
ダ,220832,⼤拓電気株式会社
〒671-2221,兵庫県姫路市⻘⼭北三丁⽬２５０番地の１
2025-03-15
https://www.daitakudenki.co.jp/
 
ダ,229837,有限会社⼤拓美装



〒578-0973,⼤阪府東⼤阪市東鴻池町５ー９ー４１
2023-07-10
 
ダ,222330,有限会社⼤⾕製作所
〒933-0073,富⼭県⾼岡市荻布５８１
2023-11-01
 
ダ,214005,ダイダン株式会社
〒550-8520,⼤阪府⼤阪市⻄区江⼾堀１ー９ー２５
2026-04-01
http://www.daidan.co.jp
 
ダ,220252,ダイダンサービス関東株式会社
〒135-0033,東京都江東区深川⼆丁⽬３０番９号
2024-09-14
https://ds-kt.co.jp/
 
ダ,232035,ダイダンサービス中部株式会社
〒460-0011,愛知県名古屋市中区⼤須四丁⽬１０番３２号上前津ＫＤビル８階
2026-05-23
 
ダ,106645,株式会社ダイチ
〒836-0067,福岡県⼤牟⽥市四⼭町１０１−１７
2025-05-09
http://daichi-psm.co.jp
 
ダ,218301,株式会社ダイチ
〒957-0017,新潟県新発⽥市新富町３−９−１
2023-09-01
 
ダ,214578,株式会社⼤地開発
〒969-1403,福島県⼆本松市渋川字上原２４番地
2026-02-14
http://daichinouta.co.jp
 
ダ,215468,有限会社⼤地建設
〒367-0232,埼⽟県児⽟郡神川町⼤字新⾥１１３９−１
2024-06-26
 
ダ,227280,株式会社ダイチ⼯業
〒752-0958,⼭⼝県下関市⻑府⾦屋浜町７番８号
2024-01-10
 
ダ,129920,株式会社ダイチューテクノロジーズ
〒348-8555,埼⽟県⽻⽣市弥勒７０４−４
2025-04-13
http://www.daichutec.co.jp/
 
ダ,222308,株式会社⼤忠建⼯
〒703-8205,岡⼭県岡⼭市中区中井６１ー９
2023-11-01
 
ダ,219428,有限会社⼤中建測
〒340-0012,埼⽟県草加市神明２−２−１６−２０５号
2024-03-23



 
ダ,212890,⼤中ビルド株式会社
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾７丁⽬６５番１９号
2025-10-23
 
ダ,114259,⼤朝理化学巧業株式会社
〒505-0125,岐⾩県可児郡御嵩町伏⾒１８５８
2026-05-17
http://www.daicho.jp
 
ダ,214991,有限会社⼤地リース
〒007-0880,北海道札幌市東区丘珠町４９９番地４３
2023-09-12
http://www13.plala.or.jp/daichilease
 
ダ,213237,ダイツー株式会社
〒474-0011,愛知県⼤府市横根町新江１５番地１１
2026-05-20
 
ダ,100862,株式会社⼤通
〒534-0014,⼤阪市都島区都島北通２−１０−２１
2023-09-05
https://www.k-daitsu.co.jp
 
ダ,125106,⼤通電⼦株式会社
〒580-0003,⼤阪府松原市⼀津屋３−８−１６
2026-01-18
http://www.daitu.co.jp/
 
ダ,124179,株式会社⼤鶴
〒300-0815,茨城県⼟浦市中⾼津２−２−２
2025-06-29
 
ダ,120827,株式会社ダイテック
〒370-1124,群⾺県佐波郡⽟村町⾓渕５２０６−３
2024-02-05
http://www.p-daitec.co.jp
 
ダ,129539,ダイテック株式会社
〒570-0016,⼤阪府守⼝市⼤⽇東町２９−２０
2024-08-21
http://www.dai-tech.jp
 
ダ,211310,ダイテック株式会社
〒334-0074,埼⽟県川⼝市江⼾２ー１２ー１１
2025-08-02
http://www.daitech.jp/
 
ダ,221968,ダイテック株式会社
〒607-8122,京都府京都市⼭科区⼤塚⾼岩７ー２４
2025-09-01
_
 
ダ,223152,株式会社ダイテック
〒791-1102,愛媛県松⼭市来住町９８４ー２５



2024-06-01
http://kk-daitec.jp/
 
ダ,226717,ダイテック株式会社
〒593-8303,⼤阪府堺市⻄区上野芝向ケ丘町２丁１９番７号
2026-05-01
 
ダ,101597,ダイテツ⼯業株式会社
〒720-0017,広島県福⼭市千⽥町４−１５−５０
2024-08-16
 
ダ,230227,株式会社⼤天建設
〒146-0085,東京都⼤⽥区久が原四丁⽬１５番２１号
2025-06-14
 
ダ,114190,⼤電株式会社
〒830-8511,福岡県久留⽶市２−１５−１
2026-07-05
https://www.dyden.co.jp
 
ダ,218188,株式会社⼤電
〒535-0031,⼤阪府⼤阪市旭区⾼殿２−１０−１４
2023-08-11
 
ダ,230674,⼤電⼯株式会社
〒381-2241,⻑野県⻑野市⻘⽊島町⻘⽊島⼄１６９番地３
2025-08-09
https://www.daidenko.jp
 
ダ,102808,⼤電産業株式会社
〒910-8550,福井県福井市春⼭１−６−１５
2022-10-03
http://www.daiden.co.jp
 
ダ,105050,株式会社⼤電社
〒556-0004,⼤阪市浪速区⽇本橋⻄１−６−１７
2024-06-14
http://www.daidensha.co.jp
 
ダ,215015,有限会社ダイデン設備
〒223-0053,神奈川県横浜市港北区綱島⻄３ー２８ー２６
2023-09-26
 
ダ,215881,株式会社ダイデンテクノス
〒224-0003,神奈川県横浜市都筑区中川中央１丁⽬５番地１８号
2024-12-25
https://daiden-tech.co.jp
 
ダ,224953,株式会社⼤都
〒552-0022,⼤阪府⼤阪市港区海岸通２丁⽬１番１１号
2025-04-01
http://www.daito.biz
 
ダ,114135,ダイトー株式会社
〒158-0082,東京都世⽥⾕区等々⼒３−２８−２１



2024-08-20
http://www.d-d-s.co.jp
 
ダ,212173,ダイトー株式会社
〒464-0858,愛知県名古屋市千種区千種三丁⽬１ー９
2024-05-16
http://www.daito-com.co.jp/
 
ダ,216843,株式会社ダイトー
〒165-0035,東京都中野区⽩鷺１丁⽬１４番１７号
2025-07-09
http://www.be-daito.jp
 
ダ,225469,株式会社ダイトー
〒557-0055,⼤阪府⼤阪市⻄成区千本南２丁⽬１６番４３号
2025-06-01
http://www.k-daito.com/
 
ダ,114569,ダイトーエムイー株式会社
〒486-0953,愛知県春⽇井市御幸町２−７−３
2024-09-04
http://www.daito-me.com
 
ダ,212551,株式会社ダイトーセキュリティー
〒110-0016,東京都台東区台東４丁⽬２７番５号
2025-03-25
https://daito-g.jp/
 
ダ,226583,⼤東株式会社
〒500-8358,岐⾩県岐⾩市六条南３ー１４ー１
2026-04-01
http://www.daito-co.info/
 
ダ,114394,⼤東エンジニアリング株式会社
〒550-0021,⼤阪市⻄区川⼝３−１０−２３
2023-09-24
http://www.daito-eng.com
 
ダ,124286,株式会社⼤東エンジニアリング
〒851-2108,⻑崎県⻄彼杵郡時津町⽇並郷３４４９−１６
2026-04-12
 
ダ,500079,⼤東化成⼯業株式会社
〒535-0005,⼤阪府⼤阪市旭区⾚川１−６−２８
2023-08-15
http://www.daitokasei.com/
 
ダ,218847,株式会社⼤東環境科学
〒020-0836,岩⼿県盛岡市津志⽥⻄⼀丁⽬２番２３号
2023-12-22
 
ダ,101899,有限会社⼤東⼯業
〒224-0044,神奈川県横浜市都筑区川向町９５７−４
2024-11-12
 



ダ,124011,株式会社⼤東⼯業
〒146-0093,東京都⼤⽥区⽮⼝２−２−５
2025-02-08
http://www.daito-kk.jp/
 
ダ,222738,⼤東興産株式会社
〒136-0073,東京都江東区北砂１丁⽬１５番９号シーダエイトビル２階２０１号
2024-03-01
 
ダ,101002,⼤東産業株式会社
〒103-0004,東京都中央区東⽇本橋１−３−１０ 六波羅ビル４Ｆ
2024-01-25
https://www.daitosangyo.jp
 
ダ,505781,⼤東産業株式会社
〒283-0044,千葉県東⾦市⼩沼⽥１６６１−１
2026-02-16
http://www.daitohsangyou.co.jp/
 
ダ,128767,株式会社⼤東システム
〒312-0061,茨城県ひたちなか市稲⽥１０５１−７
2023-02-12
http://www.daitosystem.com/
 
ダ,125261,⼤東潤滑株式会社
〒103-0006,東京都中央区⽇本橋富沢町１２−８ 昭和ビル３Ｆ
2026-02-25
http://www.liqui-moly.co.jp
 
ダ,100168,⼤東精機株式会社
〒015-0202,秋⽥県由利本荘市東由利蔵字上の⼭１６−４
2025-08-09
 
ダ,102921,⼤東精機株式会社
〒660-0832,兵庫県尼崎市東初島町２−２６
2025-12-16
http://www.daito-seiki.com/
 
ダ,114445,株式会社⼤東製作所
〒342-0005,埼⽟県吉川市川藤７９８−２
2024-02-17
 
ダ,101216,⼤東精密株式会社
〒989-2303,宮城県亘理郡亘理町逢隈⼗⽂字字⽵ノ内５−１
2024-03-22
http://www.daito-japan.co.jp/
 
ダ,105233,⼤東通信機株式会社
〒153-8671,東京都⽬黒区下⽬黒２−１７−７
2024-10-03
http://www.daitotusin.co.jp
 
ダ,210099,⼤東鉄筋株式会社
〒133-0041,東京都江⼾川区上⼀⾊２ー２ー１１
2023-12-11



 
ダ,104361,有限会社⼤東鉄⼯
〒102-0093,東京都千代⽥区平河町２−１１−２ 平河町グラスゲート２階
2025-04-08
 
ダ,126562,株式会社⼤東電機
〒252-0311,神奈川県相模原市南区東林間８−２２−２９
2024-02-09
http://www.daitou-denki.co.jp/
 
ダ,224267,⼤東電気株式会社
〒510-0845,三重県四⽇市市海⼭道町１丁⽬１５８２番地の５
2025-03-01
http://www.daito-elc.co.jp
 
ダ,215694,⼤東電気⼯業株式会社
〒579-8038,⼤阪府東⼤阪市箱殿町４番１２号
2024-10-23
 
ダ,102751,有限会社⼤東電機製作所
〒224-0026,神奈川県横浜市都筑区南⼭⽥町４１４４
2025-08-26
 
ダ,504055,⼤東電材株式会社
〒564-0043,⼤阪府⼤阪市北区⻄天満４丁⽬１１番２９号
2025-11-14
https://www.daito-d.co.jp
 
ダ,212582,⼤東ハウス株式会社
〒351-0032,埼⽟県朝霞市⽥島⼀丁⽬１１番１号
2025-04-10
http://www.daitohouse.co.jp
 
ダ,502942,株式会社⼤東マーク⼯業
〒131-0042,東京都墨⽥区東墨⽥２−１７−９
2023-04-09
http://www.daitomark.com
 
ダ,224073,株式会社⼤東マーブル
〒567-0864,⼤阪府茨⽊市沢良宜浜１丁⽬１番２号
2025-01-01
 
ダ,214511,ダイトウリース株式会社
〒569-1051,⼤阪府⾼槻市⼤字原８９１番１
2025-12-20
 
ダ,225036,株式会社⼤東和
〒812-0062,福岡県福岡市東区松島１丁⽬１ー２９
2025-04-01
https://daitohwa.co.jp/
 
ダ,127979,株式会社ダイトク
〒264-0029,千葉県千葉市若葉区桜⽊北３−１７−４
2025-07-24
https://www.kk-daitoku.co.jp/



 
ダ,216597,有限会社⼤徳
〒811-1346,福岡県福岡市南区⽼司２丁⽬２３番８１号
2025-06-11
https://daitoku-fukuoka.co.jp/
 
ダ,212862,有限会社⼤徳建業
〒981-3624,宮城県黒川郡⼤和町宮床字中野３０ー１宮床ビレッジ１０６
2025-10-17
 
ダ,129523,⼤都⼯業株式会社
〒108-0014,東京都港区芝４−５−１２
2024-08-03
http://www.daito-web.co.jp/
 
ダ,212897,⼤都鉄⼯株式会社
〒349-1134,埼⽟県加須市北下新井４１１ー１
2025-10-30
https://www.daitotekkou.co.jp/
 
ダ,104740,ダイトロン株式会社
〒532-0003,⼤阪府⼤阪市淀川区宮原４−６−１１
2024-02-22
http://www.daitron.co.jp
 
ダ,124174,ダイドー株式会社
〒450-0003,名古屋市中村区名駅南４−１２−１９
2025-06-15
http://www.daido-net.co.jp
 
ダ,120118,株式会社ダイドー電⼦
〒509-9132,岐⾩県中津川市茄⼦川１６４２−１４４
2023-07-22
http://www.daido-electronics.co.jp
 
ダ,104606,株式会社ダイドーハント
〒564-0063,⼤阪府吹⽥市江坂町１−１２−３８ 江坂ソリトンビル３Ｆ
2025-11-25
 
ダ,102920,株式会社⼤同
〒551-0033,⼤阪市⼤正区北恩加島１−１２−１３
2025-12-16
 
ダ,126914,⼤道エンジニアリング株式会社
〒010-1622,秋⽥県秋⽥市新屋⽇吉町４２−９
2024-06-08
http://www.daido-eng.co.jp/
 
ダ,121848,⼤同化⼯株式会社
〒963-6204,福島県⽯川郡浅川町⼤字浅川字背⼾⾕地１４９
2024-06-18
http://www.daido-signal.co.jp
 
ダ,124697,⼤同⾦網株式会社
〒210-0002,神奈川県川崎市川崎区榎町６−１



2025-12-10
 
ダ,210141,株式会社⼤同機械
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾２丁⽬２５番１４号
2024-01-16
http://www.daidoc.co.jp/
 
ダ,226235,⼤同基礎⼯業株式会社
〒466-0016,愛知県名古屋市昭和区北⼭本町１丁⽬３番地
2025-12-01
https://daidokiso-kenzai.com/
 
ダ,218599,⼤道機電⼯業株式会社
〒136-0072,東京都江東区⼤島１−８−５
2023-11-04
 
ダ,228336,⼤同建材産業株式会社
〒100-0011,東京都中央区銀座２丁⽬３番６号
2024-08-10
https://www.d-s-s.co.jp/daido/
 
ダ,114346,⼤同興業株式会社
〒461-8583,愛知県名古屋市東区東桜１−１−１０ アーバンネット名古屋ビル
2023-11-12
http://www.daidokogyo.co.jp
 
ダ,124083,⼤同⼯業株式会社
〒922-8686,⽯川県加賀市熊坂町イ１９７
2025-03-19
https://www.did-daido.co.jp
 
ダ,215230,株式会社⼤同⼯務店
〒841-0004,佐賀県⿃栖市神辺町１４１８番地４
2024-02-20
http://www.dak.co.jp
 
ダ,121836,⼤同紙⼯業株式会社
〒583-0008,⼤阪府藤井寺市⼤井４−６−３７
2024-06-16
http://daido-paper.jp
 
ダ,124274,⼤同信号株式会社
〒105-8650,東京都港区新橋６−１７−１９ 新御成⾨ビル
2026-01-24
http://www.daido-signal.co.jp
 
ダ,124157,⼤同精機株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町１−３４
2025-05-24
http://www.daido-s.co.jp/
 
ダ,114303,株式会社⼤同製作所
〒210-0858,神奈川県川崎市川崎区⼤川町８−４
2023-11-30
 



ダ,100003,有限会社⼤道製作所
〒311-1201,茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦町１５０１−４
2025-06-08
 
ダ,114414,⼤同精密⼯業株式会社
〒171-0021,東京都豊島区⻄池袋３−１−１５
2024-03-13
http://www.daidoseimitu.co.jp/
 
ダ,122878,⼤同端⼦製造株式会社
〒689-1121,⿃取県⿃取市南栄町１５−３
2024-12-08
http://www.daido-tanshi.jp/
 
ダ,105385,⼤同通商株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町２−１１−９ イトーピア橋本ビル３Ｆ
2024-12-17
http://www.daidocorp.co.jp
 
ダ,114208,株式会社⼤同鉄⼯所
〒822-0003,福岡県直⽅市⼤字上頓野４６３６−５
2026-07-12
 
ダ,120357,⼤同ＤＭソリューション株式会社
〒574-0062,⼤阪府⼤東市氷野３−１５２
2023-08-30
http://www.daidodms.co.jp
 
ダ,114349,⼤同電氣⼯業株式会社
〒283-0816,千葉県東⾦市⻄福俵６２−８
2023-10-04
http://www.daido-denki.com
 
ダ,150044,⼤同特殊鋼株式会社
〒461-8581,愛知県名古屋市東区東桜⼀丁⽬１番１０号 アーバンネット名古屋ビル
2025-12-14
 
ダ,125255,⼤同プラント⼯業株式会社
〒457-0819,愛知県名古屋市南区滝春町９
2026-02-25
https://www.daido-plant.co.jp
 
ダ,106746,株式会社⼤同ポリマー
〒191-0031,東京都⽇野市⾼幡１００９−７ ＴＩＫビル１Ｆ
2025-07-28
http://www.daido-polymer.co.jp
 
ダ,129878,⼤同メタル⼯業株式会社
〒460-0008,愛知県名古屋市中区栄２−３−１ 名古屋広⼩路ビルヂング１３階
2025-04-02
 
ダ,124282,ダイナオックス株式会社
〒659-0072,兵庫県芦屋市川⻄町５−２
2025-11-29
http://www.dynaox.com/



 
ダ,219137,株式会社ダイナカ
〒453-0055,愛知県名古屋市中村区⾹取町２丁⽬１２番地
2024-02-22
 
ダ,218146,ダイナカ建⼯株式会社
〒566-0052,⼤阪府摂津市⿃飼本町５−５−２６
2023-08-04
 
ダ,100485,株式会社ダイナックス
〒183-0055,東京都府中市府中町１−１２−７ センタービル
2025-12-13
http://www.dynax-corp.com/
 
ダ,220962,株式会社ダイナナ
〒411-0816,静岡県三島市梅名３７１番地の２
2025-04-05
https://www.dainana.jp/
 
ダ,105983,ダイナパック株式会社 静岡事業所
〒460-0003,愛知県名古屋市中区錦３−１４−１５
2025-12-11
http://www.dynapac-gr.co.jp
 
ダ,112428,ダイナパック株式会社 福島事業所
〒460-0003,愛知県名古屋市中区錦３−１４−５
2024-09-14
http://www.dynapac-gr.co.jp
 
ダ,115174,Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社
〒135-8505,東京都江東区豊洲５−６−１５ ＮＢＦ豊洲ガーデンフロント８Ｆ
2024-01-18
https://dynabook.com/
 
ダ,114583,Ｄｙｎａｂｏｏｋ多摩情報機器株式会社
〒190-0003,東京都⽴川市栄町６−１−３ ⽴⾶ビル２号館
2024-10-19
http://dbj.dynabook.com
 
ダ,114392,ダイナミック ソリューションズ株式会社
〒103-0015,東京都中央区⽇本橋箱崎町１７−８ ７⼭京ビル
2023-08-25
http://www.dynasol.co.jp
 
ダ,216081,株式会社第⼆開発技⼯
〒710-0845,岡⼭県倉敷市⻄富井４４６番地の２
2025-02-26
http://www.d2-kaihatu.com
 
ダ,224833,株式会社第⼆建設センター
〒781-8005,⾼知県⾼知市南新⽥町３番５号
2025-04-01
https://www.d2center.co.jp/
 
ダ,215204,第⼆建築株式会社



〒763-0044,⾹川県丸⻲市福島町８番地５
2024-02-06
 
ダ,120531,株式会社ダイニ⼯業
〒955-0013,新潟県三条市井栗２−１−８
2023-10-21
 
ダ,101628,株式会社⼤⽇
〒877-0055,⼤分県⽇⽥市⼤字⾼瀬１２４８−１
2024-08-27
http://www.dainichi-lohas.jp
 
ダ,212358,株式会社ダイニチ
〒532-0032,⼤阪府⼤阪市淀川区三津屋北１ー１ー２
2024-10-24
https://www.dainichi-k.com/
 
ダ,223391,株式会社ダイニチ
〒815-0074,福岡県福岡市南区寺塚１−１０−３
2024-08-01
http://dainithi.co.jp/
 
ダ,104790,⼤⽇化⼯株式会社
〒664-0842,兵庫県伊丹市森本３−２１
2024-03-04
http://www.dainichikakoh.co.jp/
 
ダ,124231,⼤⽇機械⼯業株式会社
〒220-0004,神奈川県横浜市⻄区北幸１−１１−１５
2023-03-20
http://www.dainichikikai.co.jp
 
ダ,126896,株式会社⼤⽇機鋼
〒767-0031,⾹川県三豊市三野町⼤⾒⼄３８−１３
2024-06-01
http://www.dainichikikou.co.jp/
 
ダ,124275,⼤⽇⼯業株式会社
〒480-0304,愛知県春⽇井市神屋町１−４２
2025-11-13
http://www.dainichi-mfg.co.jp
 
ダ,106202,⼤⽇産業株式会社
〒451-0053,愛知県名古屋市⻄区枇杷島４−３−５
2024-04-12
http://www.dainichi-net.com/
 
ダ,225112,⼤⽇産業株式会社
〒490-1104,愛知県あま市⻄今宿⼭伏⼆５１番地１
2025-05-01
http://www.dainichi.ne.jp
 
ダ,114004,⼤⽇商事株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦４−１５−３３
2023-11-29



http://www.dainichi-shoji.co.jp/
 
ダ,504097,⼤⽇精化⼯業株式会社
〒103-8383,東京都中央区⽇本橋⾺喰町１−７−６
2026-01-05
http://www.daicolor.co.jp
 
ダ,103692,株式会社⼤⽇製作所
〒676-0815,兵庫県⾼砂市阿弥陀１−１３−１２
2024-03-11
http://www.dainichiss.co.jp/
 
ダ,129113,⼤⽇設備株式会社
〒468-0006,名古屋市天⽩区植⽥東２−５０１
2023-10-14
 
ダ,124093,⼤⽇通信⼯業株式会社
〒660-0806,兵庫県尼崎市⾦楽寺町１−２−６５
2025-03-19
http://www.dainichi.posta.co.jp
 
ダ,114357,⼤⽇電機⼯業株式会社
〒211-0021,川崎市中原区⽊⽉住吉町３２−２４
2023-09-06
http://www.dainichidenki.co.jp/
 
ダ,127468,有限会社⼤⽇電気⼯業
〒457-0011,名古屋市南区呼続元町１０−３６
2024-10-18
 
ダ,100120,⼤⽇電⼦株式会社
〒660-0806,兵庫県尼崎市⾦楽寺町１−２−６５
2025-07-30
http://www.dainichidenshi.co.jp
 
ダ,114551,ダイニチ電⼦株式会社
〒222-0011,横浜市港北区菊名３−１４−５
2024-09-08
http://www.dainichi-denshi.jp/
 
ダ,126325,株式会社⼤⽇電⼦
〒564-0053,⼤阪府吹⽥市江の⽊町１２−２７
2023-12-05
http://www.dainichi-el.co.jp/
 
ダ,504220,⼤⽇貿易株式会社
〒105-0013,東京都港区浜松町２−１０−１
2025-03-01
http://www.daitra.co.jp/
 
ダ,123536,ダイニッカ株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀１−９−５
2025-02-13
http://www.dainikka.co.jp
 



ダ,105173,ダイニック株式会社
〒615-0812,京都市右京区⻄京極⼤⾨町２６
2024-08-31
http://www.dynic.co.jp
 
ダ,125783,株式会社⼤⽇光・エンジニアリング
〒321-2342,栃⽊県⽇光市根室６９７−１
2023-09-12
http://www.dne.co.jp
 
ダ,221078,株式会社ダイニッセイ
〒290-0056,千葉県市原市五井８８５７
2025-02-01
 
ダ,104490,⼤⽇本印刷株式会社
〒162-8001,東京都新宿区市⾕加賀町１−１−１
2023-07-30
http://www.dnp.co.jp
 
ダ,105537,株式会社⼤⽇本科研
〒617-0002,京都府向⽇市寺⼾町久々相１
2025-04-24
http://www.kakenjse.co.jp
 
ダ,502368,⼤⽇本商事株式会社
〒162-8001,東京都新宿区市⾕加賀町⼀丁⽬１番１号 ⼤⽇本印刷株式会社内
2023-06-13
http://www.dnp.co.jp/dnp_trading
 
ダ,105352,株式会社⼤⽇本精機
〒617-0833,京都府⻑岡京市神⾜棚次８
2024-11-14
http://www.dnseiki.co.jp/
 
ダ,100223,⼤⽇本塗料株式会社
〒542-0081,⼤阪市中央区南船場１−１８−１１ ＳＲビル⻑堀
2022-08-23
http://www.dnt.co.jp
 
ダ,114344,⼤⽇本アガ株式会社
〒455-0046,名古屋市港区⼤⼿町６−２３
2023-09-17
http://www.dainihonaga.jp
 
ダ,220448,株式会社⼤⽇本左官
〒121-0055,東京都⾜⽴区加平２−１２−１５
2024-11-16
 
ダ,100404,株式会社⼤⽇本ネームプレート製作所
〒245-0015,神奈川県横浜市泉区中⽥⻄３−９−１１
2025-10-19
http://www.dainihon-np.co.jp/
 
ダ,124481,⼤⽇本パックス京都株式会社
〒610-0343,京都府京⽥辺市⼤住⻄北向１３−１



2025-09-13
http://www.dainihonpacks.co.jp/
 
ダ,218167,⼤⽇本ファスナー株式会社
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾５−５−１１第⼀ビル１０２号
2023-08-11
http://dnf.co.jp/
 
ダ,103881,⼤⽇本⽊材防腐株式会社
〒455-8680,愛知県名古屋市港区千⿃１−３−１７
2024-06-15
http://www.d-m-b.co.jp
 
ダ,219251,⼤熱⼯業株式会社
〒558-0013,⼤阪府⼤阪市住吉区我孫⼦東３丁⽬１番３０号
2024-03-09
 
ダ,105771,株式会社ダイネン産業
〒672-8035,兵庫県姫路市飾磨区中島３００１
2025-12-02
http://www.dainentrading.com
 
ダ,106076,株式会社ダイネンマテリアル
〒672-8035,兵庫県姫路市飾磨区中島２９８５−１９
2023-11-09
 
ダ,106046,株式会社⼤⽩
〒371-0804,群⾺県前橋市六供町１−１−２
2023-10-01
 
ダ,123618,⼤博鋼業株式会社
〒550-0025,⼤阪府⼤阪市⻄区九条南２−２３−２０
2025-02-20
http://www.dh-daihaku.co.jp/
 
ダ,218447,有限会社⼤⼋⼯務店
〒897-0003,⿅児島県南さつま市加世⽥川畑４２４１番地
2023-09-29
https://www.dai88.biz/
 
ダ,106289,ダイハツディーゼル東⽇本株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野２−１−１３
2024-07-30
http://www.ddh.co.jp
 
ダ,505567,株式会社ダイバーシティ
〒530-0003,⼤阪府⼤阪市北区堂島２−１−２７ 桜橋千代⽥ビル ４Ｆ
2024-03-22
https://diversity-biz.com/
 
ダ,122357,ダイパック株式会社
〒574-0011,⼤阪府⼤東市北条２−１−４１
2024-08-22
 
ダ,211319,⼤⽩商事株式会社



〒732-0802,広島県広島市南区⼤州５ー４ー２２
2025-08-02
 
ダ,114347,株式会社ダイフク
〒555-0012,⼤阪市⻄淀川区御幣島３−２−１
2023-09-06
http://www.daifuku.co.jp
 
ダ,106526,株式会社ダイフク⼯業
〒720-2413,広島県福⼭市駅家町法成寺１５７５−２７
2025-01-21
http://www.daifukukogyo.com/index.html
 
ダ,210457,⼤福⼯業株式会社
〒693-0017,島根県出雲市枝⼤津町２番地７
2024-07-29
 
ダ,222719,株式会社ダイフジ
〒561-0852,⼤阪府豊中市服部本町４ー１ー１０
2024-03-01
 
ダ,505046,株式会社ダイブ
〒107-0052,東京都港区⾚坂４−７−１５ ⾚坂丹後ビル４Ｆ
2024-03-08
https://www.dive-ec.com/
 
ダ,104823,株式会社ダイヘン
〒532-8512,⼤阪市淀川区⽥川２−１−１１
2023-08-23
http://www.daihen.co.jp/
 
ダ,224345,ダイヘンスタッド株式会社
〒658-0033,兵庫県神⼾市東灘区向洋町⻄４丁⽬１番
2025-03-01
https://www.daihenstud.co.jp/
 
ダ,100313,株式会社ダイヘンテクノサポート
〒658-0033,兵庫県神⼾市東灘区向洋町⻄４−１
2025-09-16
 
ダ,127613,ダイヘン電機システム株式会社
〒532-8512,⼤阪府⼤阪市淀川区⽥川２−１−１１
2024-12-13
https://www.daihen.co.jp/
 
ダ,102770,⼤宝⼯業株式会社
〒570-0003,⼤阪府守⼝市⼤⽇町１−３−７
2024-09-17
https://www.daiho-gr.co.jp
 
ダ,104150,⼤宝⼯業株式会社
〒570-0003,⼤阪府守⼝市⼤⽇町１−３−７
2025-08-07
https://www.daiho-gr.co.jp
 



ダ,114486,⼤宝⼯業株式会社 関東カンパニー
〒326-0332,栃⽊県⾜利市福富新町１４７５
2024-05-12
http://www.daiho-hq.com/
 
ダ,224288,⼤毎電設⼯業株式会社
〒531-0076,⼤阪府⼤阪市北区⼤淀中４丁⽬１２番１８号
2025-03-01
 
ダ,223550,株式会社⼤松
〒564-0051,⼤阪府吹⽥市豊津町１２ー３８
2024-09-01
 
ダ,229885,株式会社⼤松
〒983-0826,宮城県仙台市宮城野区鶴ケ⾕東２丁⽬３５ー１５
2023-08-06
 
ダ,230200,株式会社⼤松商事
〒611-0021,京都府宇治市宇治下居３９番地２エスパシオビル１階
2025-06-14
 
ダ,213537,株式会社⼤松⼟建
〒531-0074,⼤阪府⼤阪市北区本庄東２ー１０ー１５
2023-12-22
http://www.daimatu.co.jp
 
ダ,504018,⼤丸株式会社
〒060-8692,北海道札幌市中央区南⼀条⻄３丁⽬２番地
2025-10-16
http://www.daimaru-inc.com
 
ダ,230619,有限会社⼤丸化⼯
〒732-0063,広島県広島市東区⽜⽥東⼀丁⽬１２番１５号
2025-08-02
 
ダ,229742,⼤丸硝⼦株式会社
〒830-0061,福岡県久留⽶市津福今町字新堀２２６番地の５
2026-05-27
http://daimaru-glass.com/wp/
 
ダ,210535,⼤丸機⼯株式会社
〒915-0072,福井県越前市万代町６ー１６
2024-09-11
 
ダ,219973,⼤丸通商株式会社
〒710-0835,岡⼭県倉敷市四⼗瀬３ー５
2024-07-06
 
ダ,121441,株式会社⼤丸鋲螺製作所
〒537-0002,⼤阪市東成区深江南３−１−１２
2024-04-17
http://www.daimaru-neji.co.jp
 
ダ,210734,⼤丸防⾳株式会社
〒103-0001,東京都中央区⽇本橋⼩伝⾺町１４ー９



2024-12-02
http://www.daimaru-bouon.co.jp
 
ダ,229709,株式会社ダイムワカイ
〒600-8804,京都府京都市下京区中堂寺前⽥町３４番地
2026-05-09
https://dymwakai.co.jp/
 
ダ,217189,有限会社⼤明建装
〒550-0024,⼤阪府⼤阪市⻄区境川１ー６ー１９
2025-10-08
 
ダ,219556,⼤明通産株式会社
〒136-0082,東京都江東区新⽊場２ー１５ー２０ミライト新⽊場ビル
2024-04-13
https://www.daimei-tusan.co.jp/
 
ダ,106919,⼤明電⼦株式会社
〒577-0824,⼤阪府東⼤阪市⼤蓮東３−６−８
2026-03-14
http://www.damingdenshi.com
 
ダ,231483,有限会社ダイモ穿孔⼯事商会
〒630-8033,奈良県奈良市五条三丁⽬１３番２６号
2025-12-19
 
ダ,102321,株式会社⼤⾨
〒124-0006,東京都葛飾区堀切１−２５−１２
2025-02-20
http://www.daimon-ss.co.jp
 
ダ,105857,株式会社⼤⽂字洋紙店
〒103-0024,東京都中央区⽇本橋⼩⾈町８−４
2026-03-02
http://www.daimonjipaper.co.jp
 
ダ,214477,株式会社ダイヤ⻘写真
〒747-0833,⼭⼝県防府市⼤字浜⽅２７２番地の２９
2025-11-22
http://www.daiya-copy.co.jp/
 
ダ,214798,株式会社ダイヤエクシード
〒490-1111,愛知県あま市甚⽬寺⾶殿９３番地
2023-06-20
 
ダ,106886,ダイヤ化成株式会社
〒532-0002,⼤阪市淀川区東三国６−１０−４
2026-02-06
 
ダ,215712,ダイヤ機⼯株式会社
〒135-0053,東京都江東区⾠⺒３−１１−２２
2024-10-30
 
ダ,212934,ダイヤ技建株式会社
〒733-0822,広島県広島市⻄区庚午中３丁⽬１３ー８



2025-11-27
http://daiyagiken.jp/
 
ダ,103971,ダイヤクラフト株式会社
〒190-1232,東京都⻄多摩郡瑞穂町⻑岡２−６−２
2024-09-18
http://www.craft-corp.com/
 
ダ,213228,株式会社⼤⽮建⼯
〒132-0023,東京都江⼾川区⻄⼀之江４ー２ー２４
2026-05-13
 
ダ,214941,株式会社ダイヤコンサルタント
〒102-0075,東京都千代⽥区三番町６番地３
2023-08-22
http://www.diaconsult.co.jp/
 
ダ,104507,⼤弥精機株式会社
〒438-0806,静岡県磐⽥市東名６４
2025-08-17
http://www.daiya-eng.co.jp
 
ダ,129713,ダイヤ精機株式会社
〒146-0083,東京都⼤⽥区千⿃２−４０−１５
2024-12-18
http://www.daiyaseiki.co.jp
 
ダ,114408,株式会社ダイヤ精機製作所
〒394-0084,⻑野県岡⾕市⻑地⽚間町１−４−２０
2024-06-09
https://daiya.co.jp/
 
ダ,104090,ダイヤゼブラ電機株式会社
〒532-0026,⼤阪府⼤阪市淀川区塚本１−１５−２７
2025-04-17
https://www.diaelec-hd.co.jp/
 
ダ,216008,有限会社ダイヤテック
〒084-0904,北海道釧路市新富⼠町５丁⽬３番１１号
2025-02-05
 
ダ,502726,ダイヤテック株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥６−５−４偕楽ビル４階（外神⽥）
2024-09-06
https://www.diatec.co.jp/
 
ダ,503332,ダイヤトレンド株式会社
〒530-0011,⼤阪府⼤阪市北区⼤深町３−１ グランフロント⼤阪タワーＢ ２８Ｆ
2024-12-25
https://www.diatrend.com/
 
ダ,125342,株式会社ダイヤプレス
〒213-0031,神奈川県川崎市⾼津区宇奈根７０８−１
2026-03-23
http://www.diapress.co.jp/



 
ダ,505160,ダイヤモンドエアサービス株式会社
〒480-0293,愛知県⻄春⽇井郡豊⼭町⼤字豊場１
2024-12-14
http://www.das.co.jp
 
ダ,104068,ダイヤモンドオフィスサービス株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦３−１７−１２ 吾妻ビル
2024-10-15
https://www.mhi.com/jp/group/dmos/
 
ダ,228695,ダイヤモンド機⼯株式会社
〒814-0143,福岡県福岡市城南区南⽚江２丁⽬３０番２１号
2024-11-22
http://www.diamond-kiko.co.jp
 
ダ,231754,有限会社ダイヤモンド⼯営
〒251-0001,神奈川県藤沢市⻄富⼆丁⽬６番２１号
2026-03-07
 
ダ,114221,ダイヤモンド電機株式会社
〒689-1192,⿃取県⿃取市南栄町１８
2026-05-28
 
ダ,228591,株式会社ダイヤモンドバレー
〒769-2702,⾹川県東かがわ市松原１５５１番地２
2024-10-26
 
ダ,218858,株式会社ダイヤモンドワーク
〒201-0004,東京都狛江市岩⼾北４丁⽬９ー６
2024-01-05
http://diamondwork.tokyo/
 
ダ,229277,株式会社ダイユー
〒136-0072,東京都江東区⼤島８丁⽬４１番１５ー１０７号
2025-09-07
http://www.dai-yu.co.jp/
 
ダ,106446,ダイユー商事株式会社
〒462-0064,愛知県名古屋市北区⼤我⿇町９５
2024-12-13
 
ダ,218507,株式会社⼤豊
〒458-0006,愛知県名古屋市緑区細⼝３丁⽬６１７番地
2023-10-13
 
ダ,216445,⼤雄機材（その他）
〒418-0021,静岡県富⼠宮市杉⽥２２８
2022-05-14
 
ダ,154052,⼤裕鋼業株式会社
〒590-0977,⼤阪府堺市堺区⼤浜⻄町９−２
2025-06-12
 
ダ,216976,株式会社⼤勇フリーズ



〒333-0831,埼⽟県川⼝市⼤字⽊曽呂７ー１
2025-08-13
http://www.daiyufreeze.co.jp/
 
ダ,214032,⼤由産業株式会社
〒576-0012,⼤阪府交野市妙⾒東３丁⽬２番１７号
2025-04-01
 
ダ,221536,⼤容基功⼯業株式会社
〒781-8122,⾼知県⾼知市⾼須新町２丁⽬１５番７号
2025-04-01
https://daiyo.co.jp
 
ダ,228558,⼤陽塗装⼯業株式会社
〒700-0053,岡⼭県岡⼭市北区下伊福本町１番３１号
2024-10-16
https://www.daiyo-tosou.co.jp
 
ダ,220307,⼤翼電機株式会社
〒123-0864,東京都⾜⽴区⿅浜６−２９−７
2024-09-28
 
ダ,212813,⼤義⼯業株式会社
〒447-0868,愛知県碧南市松江町５ー２１
2025-09-04
 
ダ,217731,ダイリ建設株式会社
〒963-0211,福島県郡⼭市⽚平町字新蟻塚８０番地の１
2026-05-12
https://dairi-i.com/
 
ダ,104780,⼤⻯化成株式会社
〒574-0053,⼤阪府⼤東市新⽥旭町６−６
2024-03-01
http://www.dairyu-net.com/
 
ダ,114272,⼤隆⼯業株式会社
〒824-0121,福岡県京都郡みやこ町豊津８７７
2026-03-01
https://www.dairyuu.co.jp/
 
ダ,212423,株式会社⼤鈴
〒321-0166,栃⽊県宇都宮市今宮１−１７−９
2024-12-19
 
ダ,218151,株式会社ダイリン
〒395-0807,⻑野県飯⽥市⿍切⽯４３４０−１
2023-08-04
 
ダ,224625,⼤冷⼯業株式会社
〒461-0005,愛知県名古屋市東区東桜２ー１６ー３６
2025-04-01
http://www.dairei.com/
 
ダ,100148,株式会社ダイワ



〒399-0033,⻑野県松本市⼤字笹賀７８２４
2025-08-05
http://www.da-i-wa.com
 
ダ,114021,株式会社ダイワ
〒453-0021,名古屋市中村区松原町４−１６
2024-03-17
 
ダ,120642,株式会社台和
〒110-8531,東京都台東区上野５−６−１０
2023-11-19
http://www.daiwa-grp.co.jp/
 
ダ,216582,株式会社⼤和
〒116-0013,東京都荒川区⻄⽇暮⾥５丁⽬２ー１５
2025-06-04
 
ダ,219166,株式会社⼤和
〒550-0011,⼤阪府⼤阪市⻄区阿波座⼆丁⽬４番２３号
2024-02-22
https://daiwa-osaka.co.jp/
 
ダ,220571,株式会社⼤和
〒359-0025,埼⽟県所沢市上安松１２８３番地
2024-12-21
 
ダ,223887,株式会社ダイワ
〒511-0284,三重県いなべ市⼤安町梅⼾字笹⾕１３１６
2024-12-01
http://www.daiwa-pc.co.jp/
 
ダ,106742,⼤和エレクトロン株式会社
〒503-0203,岐⾩県安⼋郡輪之内町楡俣新⽥１９９−１
2025-07-25
https://www.daiwa-el.co.jp
 
ダ,219292,ダイワエンジニアリング株式会社
〒971-8111,福島県いわき市⼩名浜⼤原字丁新地１３２番地
2024-03-09
 
ダ,114493,⼤和化成⼯業株式会社
〒444-0004,愛知県岡崎市保⺟町字上平地１
2024-06-06
http://www.daiwa-kasei.co.jp/
 
ダ,126785,ダイワ化成販売株式会社
〒338-0011,埼⽟県さいたま市中央区新中⾥５−６−１４
2024-03-31
 
ダ,225155,⼤和機械産業株式会社
〒770-0944,徳島県徳島市南昭和町２−５１−１
2022-05-01
 
ダ,124208,⼤和企画株式会社
〒484-0931,愛知県⽝⼭市南⼤橋１４１



2026-05-22
http://www.d-plan.co.jp/
 
ダ,230698,⼤和機⼯株式会社
〒474-0071,愛知県⼤府市梶⽥町⼀丁⽬１７１番地
2025-08-09
http://www.daiwakiko.co.jp
 
ダ,124034,⼤和⾦属⼯業株式会社
〒547-0002,⼤阪府⼤阪市平野区加美東１−１−１５
2025-01-19
http://daiwakinzoku.co.jp/
 
ダ,232033,⼤和⾦属⼯業株式会社
〒818-0115,福岡県太宰府市⼤字内⼭５４３番地２
2026-05-23
http://www.daiwa-kinzoku.jp
 
ダ,227130,⼤和空調株式会社
〒770-0944,徳島県徳島市南昭和町２丁⽬５１番地１
2023-11-01
 
ダ,217942,ダイワ空調設備株式会社
〒514-0002,三重県津市島崎町２４８番地
2023-07-14
 
ダ,214904,株式会社⼤和クレーン
〒830-0062,福岡県久留⽶市荒⽊町⽩⼝１８２１−４
2023-07-25
http://daiwa-crane.com/
 
ダ,222038,⼤和建⼯株式会社
〒759-0122,⼭⼝県宇部市⼤字吉⾒字⼤道ヶ迫８６７番地
2022-11-01
 
ダ,220704,株式会社⼤和建設
〒849-2304,佐賀県武雄市⼭内町⼤字⼤野８０５２番地３
2025-02-15
https://daiwa-saga.com/
 
ダ,231596,⼤和建設株式会社
〒596-0816,⼤阪府岸和⽥市尾⽣町５２３番地の２
2026-01-24
https://www.daiwa-kishiwada.com/greeting/
 
ダ,221831,⼤和建鉄株式会社
〒230-0077,神奈川県横浜市鶴⾒区東寺尾６丁⽬１８番３５号
2025-08-01
https://daiwa-kentetsu.co.jp/
 
ダ,103777,⼤和⼯業株式会社
〒150-0022,東京都渋⾕区恵⽐寿南２−９−２
2024-04-06
http://www.daiwadengyo.co.jp/kougyo/
 



ダ,104579,⼤和⼯業株式会社
〒503-0203,岐⾩県安⼋郡輪之内町楡俣新⽥１９９−１
2025-10-24
http://www.daiwa-el.co.jp
 
ダ,106090,⼤和⼯業株式会社
〒293-0023,千葉県富津市川名４７５
2023-11-18
 
ダ,106959,ダイワ⼯業株式会社
〒018-0302,秋⽥県にかほ市黒川字平森５８−４
2026-05-12
http://daiwa-kougyo.net
 
ダ,215136,⼤和興業株式会社
〒151-0071,東京都渋⾕区本町３−４９−１５
2023-12-12
 
ダ,222437,⼤和宏業株式会社
〒510-0881,三重県四⽇市市⼤字六呂⾒７６０ー１
2023-12-01
 
ダ,211008,⼤和航空株式会社
〒110-0003,東京都台東区根岸３丁⽬３番１８号
2025-03-29
http://www.daiwa-a.co.jp/
 
ダ,211103,⼤和興産株式会社
〒570-0005,⼤阪府守⼝市⼋雲中町２ー７ー２５
2025-04-27
 
ダ,504093,ダイワコンピューテック株式会社
〒103-0007,東京都中央区⽇本橋浜町２−１−１ ⽥辺浜町ビル２Ｆ
2025-10-05
https://www.dcot.co.jp/
 
ダ,108353,⼤和産業株式会社
〒537-0024,⼤阪市東成区東⼩橋１−１−９
2024-12-04
http://www.daiwage.jp
 
ダ,226070,⼤和産商株式会社
〒875-0041,⼤分県⾅杵市⼤字⾅杵２の１０７番地５５１
2025-10-01
 
ダ,226810,⼤和シヤツター株式会社
〒593-8324,⼤阪府堺市⻄区鳳東町７丁８２０番地
2023-06-01
http://www5.ocn.ne.jp/~daiwanet/
 
ダ,226658,株式会社⼤和商会
〒543-0062,⼤阪府⼤阪市天王寺区逢阪２丁⽬３番４号
2026-05-01
 
ダ,129372,株式会社⼤和照明製作所



〒581-0869,⼤阪府⼋尾市桜ヶ丘２−１２９
2024-03-10
 
ダ,105723,株式会社⼤和真空
〒571-0017,⼤阪府⾨真市四宮３−１−３７
2024-12-05
http://www.daiwashinku.co.jp/
 
ダ,218252,⼤和重⼯株式会社
〒731-0221,広島県広島市安佐北区可部⼀丁⽬２１番２３号
2023-08-18
 
ダ,212286,⼤和ステンレス株式会社
〒506-0055,岐⾩県⾼⼭市上岡本町８丁⽬４８０番地の１
2024-07-25
https://daiwasus.co.jp/
 
ダ,105220,⼤和製罐株式会社
〒100-7009,東京都千代⽥区丸の内２−７−２ ＪＰタワー９Ｆ
2024-07-25
http://www.daiwa-can.co.jp
 
ダ,154275,⼤和製罐株式会社
〒100-7009,東京都千代⽥区丸の内２−７−２
2026-02-28
 
ダ,100333,株式会社⼤和製作所
〒744-0002,⼭⼝県下松市⼤字東豊井１０３５
2025-09-24
http://www.k-daiwa.co.jp/
 
ダ,216415,⼤和設備株式会社
〒143-0016,東京都⼤⽥区⼤森北１丁⽬２６番３号Ｋビル２階
2022-05-14
 
ダ,219878,株式会社ダイワ装美
〒573-0073,⼤阪府枚⽅市⾼⽥２丁⽬１ー２６
2024-06-22
https://daiwasoubi.co.jp
 
ダ,212631,株式会社⼤和測地
〒981-3624,宮城県黒川郡⼤和町宮床字⼾崎５８番地
2025-05-22
http://www.daisok.co.jp/
 
ダ,230248,株式会社⼤和測量
〒175-0083,東京都板橋区徳丸七丁⽬２２番１０−２０２号
2025-06-21
 
ダ,231700,株式会社⼤輪通商
〒982-0842,宮城県仙台市太⽩区越路４番８号
2026-02-21
http://www.daiwa-tsusho.com/
 
ダ,502154,⼤和通信⼯業株式会社



〒232-0064,神奈川県横浜市南区別所１−２−２６−２
2026-02-02
http://www.daiwatsushin.com
 
ダ,225326,株式会社ダイワテクノ
〒546-0002,⼤阪府⼤阪市東住吉区杭全１丁⽬１８番１７号
2025-06-01
_
 
ダ,218641,ダイワテクノ⼯業株式会社
〒987-2203,宮城県栗原市築館字下宮野⼋ツ⼜沢１３−１
2023-11-17
 
ダ,101339,株式会社⼤和テクノシステムズ
〒194-0041,東京都町⽥市⽟川学園４−２４−２４
2024-05-14
http://www.daiwatechno.co.jp/
 
ダ,231163,株式会社⼤和鉄筋
〒422-8047,静岡県静岡市駿河区中村町８４番地の２
2025-10-25
 
ダ,210554,ダイワテック株式会社
〒546-0022,⼤阪府⼤阪市東住吉区住道⽮⽥８丁⽬１３番２６号
2024-09-11
https://www.daiwa-tec.co.jp/
 
ダ,218633,株式会社ダイワテック
〒452-0803,愛知県名古屋市⻄区⼤野⽊３−４３
2023-11-17
 
ダ,231109,株式会社⼤和テック
〒712-8044,岡⼭県倉敷市東塚六丁⽬４番３号
2025-10-18
https://www.daiwa-tech.jp/
 
ダ,124006,⼤和鉄原⼯産株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀３−２７−４
2025-02-20
http://www.daiwa-tk.co.jp
 
ダ,222135,⼤和電気⼯事株式会社
〒306-0014,茨城県古河市下⼭町１３番１６号
2026-04-01
https://www.daiwa-ec.com/
 
ダ,114487,⼤和電業株式会社
〒150-0022,東京都渋⾕区恵⽐寿南２−９−２
2024-03-10
http://www.daiwadengyo.co.jp
 
ダ,100628,⼤和電設⼯業株式会社
〒601-8316,京都府京都市南区吉祥院池ノ内町８３
2026-02-21
http://www.d-d-k.co.jp/



 
ダ,504051,⼤和電設⼯業株式会社
〒980-0804,宮城県仙台市⻘葉区⼤町２−５−１
2024-06-28
http://www.ddk.co.jp/index.html
 
ダ,124180,⼤和特殊鋼株式会社
〒550-0012,⼤阪市⻄区⽴売堀４−１−３
2025-04-16
http://www.susdaiwa.co.jp
 
ダ,121339,⼤和⻭⾞製作株式会社
〒577-0044,⼤阪府東⼤阪市⻄堤学園町１−２−２３
2024-03-31
http://www.daiwa-gear.jp/
 
ダ,226985,⼤和鈑⾦⼯業株式会社
〒951-8081,新潟県新潟市中央区寄附町４９７９番地
2023-08-01
 
ダ,114442,株式会社ダイワパックス
〒577-0066,⼤阪府東⼤阪市⾼井⽥本通７−１−１１
2024-02-28
http://www.daiwapax.co.jp
 
ダ,211360,株式会社⼤和ホーム⼯業
〒390-0833,⻑野県松本市双葉１４番１８号
2025-09-17
http://www.kagami-group.co.jp/daiwa/
 
ダ,105093,ダイワボウ情報システム株式会社
〒530-0005,⼤阪府⼤阪市北区中之島３−２−４ 中之島フェスティバルタワー・ウェスト１０Ｆ
2024-06-10
http://www.pc-daiwabo.co.jp
 
ダ,217408,⼤和防⽔株式会社
〒700-0076,岡⼭県岡⼭市北区⽮坂⻄町７番３６号
2025-12-24
 
ダ,104360,⼤和無線電機株式会社
〒113-0034,東京都⽂京区湯島３−１３−８
2026-03-22
https://www.daiwa-musen.com
 
ダ,105393,⼤和無線電器株式会社
〒615-0053,京都市右京区⻄院久保⽥町１８
2025-05-29
http://www.dmd.co.jp/
 
ダ,121400,⼤和薬品株式会社
〒981-3408,宮城県黒川郡⼤和町松坂平８−３−２
2024-04-07
http://www.daiwa-yakuhin.com
 
ダ,221859,⼤和リース株式会社



〒540-0011,⼤阪府⼤阪市中央区農⼈橋２丁⽬１番３６号
2025-08-01
https://www.daiwalease.co.jp/
 
ダ,218476,株式会社ＤＡＯ．ＣＣ
〒214-0021,神奈川県川崎市多摩区宿河原６丁⽬３３番１号エトワール・タナカ１Ｆ
2023-10-06
http://dao-cc.com/index.html
 
ダ,505461,株式会社ダスキンサーヴ北関東
〒379-2153,群⾺県前橋市上⼤島町３９０−１
2023-09-09
 
ダ,504190,株式会社 ダタ通信⼯業
〒339-0021,埼⽟県さいたま市岩槻区末⽥１８４１番１１４号
2026-04-25
https://www.datatsu.jp
 
ダ,219683,株式会社ダック技建
〒806-0064,福岡県北九州市⼋幡⻄区割⼦川２−１３−１１
2024-04-27
 
ダ,504744,株式会社ダックス
〒424-0826,静岡県静岡市清⽔区万世町⼆丁⽬２番６号
2026-07-10
http://dacks.co.jp/
 
ダ,114506,株式会社ダッド
〒444-3511,愛知県岡崎市舞⽊町堂⼭１３
2024-09-14
http://www.dad.co.jp
 
ダ,114095,株式会社伊達電器製作所
〒183-0055,東京都府中市府中町１−２４−７
2023-08-30
http://www.date.co.jp
 
ダ,314020,株式会社ダナックス
〒910-0151,福井県福井市栄町１０−１
2024-06-02
http://www.danax.co.jp
 
ダ,101854,ＷＣＱジャパン株式会社
〒231-0033,神奈川県横浜市中区⻑者町５−８５ 三共横浜ビル９Ｆ
2024-10-31
http://www.wcq.com
 
ダ,106341,ＷＤＢ株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内２−３−２ 郵船ビルディング２Ｆ
2024-09-07
https://www.wdb.co.jp/
 
ダ,102482,株式会社ダブル・エー・ピー
〒323-0819,栃⽊県⼩⼭市横倉新⽥３１５−３８
2025-03-19



http://www.wap-japan.com
 
ダ,102979,ＷＪ株式会社
〒540-0028,⼤阪市中央区常盤町２−１−８ ＦＧビル⼤阪６０１
2026-01-28
 
ダ,114246,株式会社ダブレス
〒120-0044,東京都⾜⽴区千住緑町３−６−８
2023-06-22
http://dubles.co.jp/
 
ダ,222356,株式会社ダルトン
〒104-0045,東京都中央区築地５ー６ー１０
2023-11-01
https://www.dalton.co.jp
 
ダ,211238,ＤＡＮ株式会社
〒491-0816,愛知県⼀宮市千秋町浅野⽻根字笹井１０−１
2025-06-29
https://dan-dan-dan.com
 
ダ,210629,有限会社暖・アプローチ
〒461-0001,愛知県名古屋市東区泉⼆丁⽬２６番４号
2024-10-16
 
ダ,219311,ダン環境設備株式会社
〒739-1752,広島県広島市安佐北区上深川町２４４番１
2024-03-16
 
ダ,101990,株式会社ダンク
〒319-1221,茨城県⽇⽴市⼤みか町４−１３−２３ ナフコビル２Ｆ
2024-11-30
https://www.nsb-dank.co.jp
 
ダ,121657,株式会社ダン・タクマ
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜３−１９−１ ＬＩＶＭＯライジングビル２階
2024-05-19
http://www.dan-net.com/
 
ダ,505420,株式会社ダンデライオンズ
〒453-0841,愛知県名古屋市中村区稲葉地町六丁⽬８番地の１宝３１１号
2023-06-23
https://dandelions.co.jp
 
ダ,227650,株式会社ダンネツ
〒070-8045,北海道旭川市忠和５条４丁⽬６３ー６３６
2024-03-15
https://www.dan-netsu.co.jp
 
ダ,215355,ダンパック⼯業株式会社
〒880-0835,宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜４２７６番１０６１
2024-04-17
 
ダ,218837,暖冷⼯業株式会社
〒104-0043,東京都中央区湊３−３−２



2023-12-22
 
チ,210293,チークの館株式会社鈴⽊建設事務所（その他）
〒220-0003,神奈川県横浜市⻄区楠町１７−８
2024-04-28
 
チ,230662,株式会社ＴＥＡＭ ＩＷＡＫＩＲＩ ＰＲＯＤＵＣＴＳ
〒106-0031,東京都港区⻄⿇布⼀丁⽬９番７号
2025-08-02
http://teamiwakiriproducts.jp
 
チ,211794,有限会社チームエフ
〒262-0033,千葉県千葉市花⾒川区幕張本郷１丁⽬６−３２
2023-08-03
 
チ,219376,株式会社千明通信
〒350-2206,埼⽟県鶴ヶ島市藤⾦６７６−１
2024-03-16
http://chiaki-t.co.jp/
 
チ,223074,千秋鉄筋⼯業株式会社
〒441-8083,愛知県豊橋市東脇３ー８ー５
2024-05-01
 
チ,504157,株式会社チエ・オプティマム・ソリューションズ
〒102-0083,東京都千代⽥区麹町２−１０−２ プレミアムオフィス麹町３階
2024-12-06
 
チ,223284,株式会社近澤
〒510-0057,三重県四⽇市市昌栄町６−７
2024-07-01
 
チ,212247,近鉄筋⼯業株式会社
〒950-0802,新潟県新潟市東区⼀⽇市９番地２
2024-07-04
http://www.chikatetukinn.co.jp
 
チ,223537,ちかなかタイル株式会社
〒606-8357,京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町１番地１７
2024-09-01
 
チ,222575,近松建設株式会社
〒500-8136,岐⾩県岐⾩市雪⾒町１ー５
2024-01-01
 
チ,100078,チカラ機電⼯具株式会社
〒310-0851,茨城県⽔⼾市千波町２８３２
2025-07-27
 
チ,230868,株式会社チカラ屋
〒150-0043,東京都渋⾕区道⽞坂２−１８−１１
2025-09-20
 
チ,105688,株式会社茅ヶ崎技研
〒253-0071,神奈川県茅ヶ崎市萩園２４８３ サンライズビル２Ｆ



2025-09-10
http://www.chigi.co.jp
 
チ,121869,株式会社チキリ
〒411-0912,静岡県駿東郡清⽔町卸団地７３
2024-06-24
http://www.chikiri.com
 
チ,216103,株式会社筑紫
〒290-0074,千葉県市原市東国分寺台４丁⽬２番地１７
2025-03-05
http://www.kk-chikushi.co.jp/
 
チ,126642,株式会社筑紫電機
〒661-0031,兵庫県尼崎市武庫之荘本町１−１６−１４
2024-02-23
 
チ,217444,筑紫トーヨー住器株式会社
〒811-1252,福岡県福岡市博多区半道橋２丁⽬１６番８号
2026-01-07
 
チ,106535,⽵伸精密株式会社
〒614-8191,京都府⼋幡市野尻北ノ⼝９−１
2025-01-21
 
チ,221447,株式会社⽵僊堂
〒730-0044,広島県広島市中区宝町８番１４号
2025-04-01
_
 
チ,124023,千曲樹脂⼯業株式会社
〒389-0602,⻑野県埴科郡坂城町中之条１０８７−４
2025-03-07
 
チ,502227,株式会社ちくま精機
〒399-7104,⻑野県安曇野市明科七貴６０４３
2026-03-04
http://www.chikumaseiki.co.jp/
 
チ,128191,株式会社千曲精⼯
〒387-0015,⻑野県千曲市⼤字鋳物師屋６５４−１
2026-01-07
http://www.chikumaseiko.co.jp/
 
チ,129197,千曲精密⼯業株式会社
〒434-0002,静岡県浜松市浜北区尾野２４８１
2023-12-15
http://www.chikuma-s.co.jp
 
チ,101731,株式会社千曲設備
〒385-0013,⻑野県佐久市横和２３
2024-10-09
 
チ,231556,千熊ハウジング有限会社
〒289-1101,千葉県⼋街市朝⽇３７９番地



2026-01-10
 
チ,114007,株式会社千曲ライト
〒386-0013,⻑野県上⽥市中央東２−９
2023-11-01
http://www.chikumalite.jp/
 
チ,214202,株式会社筑陵建設
〒839-0814,福岡県久留⽶市⼭川追分１丁⽬２番１２号
2025-05-24
 
チ,231695,ちぐさ技研⼯業株式会社
〒791-0213,愛媛県東温市⽜渕１９９番地５６
2026-02-14
http://www.chigusa-group.co.jp/
 
チ,211031,地建興業株式会社
〒448-0810,愛知県刈⾕市場割町１ー４ー１
2025-04-13
http://www.ckn.co.jp/
 
チ,213145,有限会社智建⼯業
〒870-1168,⼤分県⼤分市松が丘４丁⽬１２番１７号
2026-03-19
 
チ,218903,株式会社地巧社
〒160-0022,東京都新宿区新宿⼀丁⽬１３番１２号中⽴ビル
2024-01-12
http://www.chikousha.co.jp/
 
チ,230257,株式会社苣⽊電気
〒599-0223,⼤阪府阪南市光陽台四丁⽬１８番３号
2025-06-21
 
チ,215084,地崎道路株式会社
〒108-0075,東京都港区港南２丁⽬１３−３１
2023-11-07
 
チ,226277,株式会社千島組
〒343-0022,埼⽟県越⾕市東⼤沢３丁⽬１３番地１８
2025-12-01
 
チ,216112,株式会社千城製作所
〒132-0035,東京都江⼾川区平井４丁⽬２６番１０号
2025-03-05
_
 
チ,223485,株式会社地⽔研
〒110-0005,東京都台東区上野７ー１１ー１１
2024-08-01
 
チ,120222,智頭電機株式会社
〒571-0051,⼤阪府⾨真市向島町１−８
2023-08-02
http://www.chizudenki.co.jp



 
チ,220455,株式会社地層科学研究所
〒242-0017,神奈川県⼤和市⼤和東３−１−６
2024-11-16
https://www.geolab.jp
 
チ,211733,株式会社知多業務店
〒470-2212,愛知県知多郡阿久⽐町⼤字卯坂字仙⼊坊６５番地
2023-06-29
 
チ,226278,有限会社知多重機
〒476-0002,愛知県東海市名和町砂崎２番地
2025-12-01
http://chitajyuki.co.jp
 
チ,128388,チタン⼯業株式会社
〒755-8567,⼭⼝県宇部市⼤字⼩串１９７８−２５
2025-11-20
http://www.titankogyo.co.jp
 
チ,102279,株式会社千⽥精密⼯業
〒029-4208,岩⼿県奥州市前沢字五合⽥１９−１
2025-02-15
http://www.chidaseimitsu.com/
 
チ,121409,株式会社秩⽗精密産業
〒369-1304,埼⽟県秩⽗郡⻑瀞町本野上３４４
2024-04-09
 
チ,120052,秩⽗電⼦株式会社
〒368-0004,埼⽟県秩⽗市⼭⽥２１７８
2026-07-10
https://www.cec-kk.co.jp/
 
チ,114334,株式会社秩⽗富⼠
〒368-0193,埼⽟県秩⽗郡⼩⿅野町⼩⿅野７５５−１
2023-09-17
http://www.ccf.co.jp/
 
チ,220445,地中空間開発株式会社
〒530-0003,⼤阪府⼤阪市北区堂島１丁⽬５ー３０
2024-11-16
https://ugitec.co.jp
 
チ,127730,株式会社チップワンストップ
〒222-8525,横浜市港北区新横浜３−１９−１ ＬＩＶＭＯライジングビル１０Ｆ
2025-02-08
http://www.chip1stop.com
 
チ,224900,株式会社千歳
〒510-0961,三重県四⽇市市波⽊町１０９７−４４
2022-04-01
 
チ,127476,千年エンジニアリング株式会社
〒457-0815,名古屋市南区柴⽥町１−４−４



2024-10-24
http://www.chitoce.jp/
 
チ,114268,チトセ⼯業株式会社
〒581-0852,⼤阪府⼋尾市⻄⾼安町５−３
2023-07-19
http://www.chitose-kk.co.jp
 
チ,219712,千歳⼯業株式会社
〒156-0045,東京都世⽥⾕区桜上⽔３丁⽬２４番４ー１０３号
2024-05-11
 
チ,106671,千歳市環境整備事業協同組合
〒066-0077,北海道千歳市上⻑都４−５
2025-06-02
http://web-ckk.com
 
チ,100036,株式会社千歳電機産業
〒270-0132,千葉県流⼭市駒⽊４９３−５
2025-07-02
http://www.chitose-denki.co.jp/
 
チ,211201,有限会社ちどり⼯房
〒690-0822,島根県松江市下東川津町５６０−２
2025-06-11
http://www.sign-chidori.co.jp/
 
チ,211849,千⿃造園⼯事株式会社
〒210-0863,神奈川県川崎市川崎区夜光１丁⽬５番７号
2023-09-15
http://www.chidori-zouen.co.jp
 
チ,227135,株式会社ちの
〒193-0833,東京都⼋王⼦市めじろ台２丁⽬６６番地１４
2023-11-01
 
チ,100542,株式会社チノー
〒173-8632,東京都板橋区熊野町３２−８
2026-01-11
http://www.chino.co.jp/
 
チ,105021,株式会社知能情報システム
〒600-8815,京都市下京区中堂寺粟⽥町９１ ＫＲＰ９号館６０９号室
2024-01-25
https://www.chino-js.com/
 
チ,122302,株式会社ちの技研
〒391-0213,⻑野県茅野市豊平３７６−１
2024-08-12
http://www.chino-giken.co.jp/
 
チ,220677,株式会社ちの⼯務店
〒405-0006,⼭梨県⼭梨市⼩原⻄１９０番地１０
2025-02-07
http://www.chinokoumuten.jp/



 
チ,100335,有限会社茅根製作所
〒319-2221,茨城県常陸⼤宮市⼋⽥５２８−７
2025-09-24
http://chinone-ss.jp
 
チ,210216,株式会社千葉エンジニア
〒292-0826,千葉県⽊更津市畑沢南⼀丁⽬１７番１７号
2024-03-11
 
チ,229499,千葉エンジニアリング株式会社
〒261-0005,千葉県千葉市美浜区稲⽑海岸２ー１ー３１
2026-02-15
http://www.chiba-eng.co.jp
 
チ,114468,千葉⾦属株式会社
〒174-0062,東京都板橋区富⼠⾒町１０−１７
2024-06-16
http://www.chibakin.co.jp/
 
チ,114594,千葉⾦属⼯業株式会社
〒262-0011,千葉市花⾒川区三⾓町９９
2024-08-30
http://www.chibakin.com
 
チ,215007,株式会社千葉ケイテクノ
〒260-0843,千葉県千葉市中央区末広４ー２０ー１３
2023-09-26
http://chiba-k-techno.com/index.html
 
チ,106357,⼀般財団法⼈千葉県薬剤師会検査センター
〒260-0024,千葉県千葉市中央区中央港１−１２−１１
2024-09-27
https://www.chiba-kensacenter.or.jp
 
チ,124266,株式会社チバコー
〒210-0014,川崎市川崎区⾙塚１−９−８
2026-04-09
http://chibako.co.jp
 
チ,213449,有限会社千葉⼯業
〒283-0066,千葉県東⾦市南上宿１１−６
2023-09-30
 
チ,230161,有限会社千葉⼯業
〒420-0881,静岡県静岡市葵区北安東四丁⽬１４番４５号
2025-05-31
https://chibakogyo.jp
 
チ,229231,株式会社千葉サトー
〒263-0002,千葉県千葉市稲⽑区⼭王町１３０番地の２２
2025-08-06
 
チ,503650,株式会社千葉システムコンサルタント
〒260-0021,千葉県千葉市中央区新宿２−５−１６ ＬＫパークビル ３Ｆ



2025-09-03
https://www.cscinfo.co.jp/
 
チ,129079,千葉スリーボンド株式会社
〒260-0013,千葉県千葉市中央区中央３−１０−６ 北野京葉ビル９０２
2023-09-02
http://www.threebond.co.jp
 
チ,114222,株式会社千葉製作所
〒252-0331,神奈川県相模原市南区⼤野台３−２５−３０
2026-02-17
 
チ,118327,千葉精密プレス株式会社
〒297-0061,千葉県茂原市⼭崎８７４
2023-10-13
http://www.chiba-pp.co.jp
 
チ,102498,千葉⽯油株式会社
〒297-0026,千葉県茂原市茂原１８５
2025-03-29
http://www.chibasekiyu.co.jp
 
チ,217987,株式会社千葉測量技研
〒986-0871,宮城県⽯巻市清⽔町⼀丁⽬４−２
2023-07-21
 
チ,215078,株式会社千葉測機
〒981-1107,宮城県仙台市太⽩区東中⽥四丁⽬２１番１号
2023-10-31
 
チ,114497,株式会社チバ・テクノ
〒222-0033,横浜市港北区新横浜１−１３−１２ クリンゲルンベルグビル２０３
2024-03-13
http://www.chb.co.jp
 
チ,102851,株式会社チバデン
〒198-0088,東京都⻘梅市裏宿町６８７−１
2022-10-25
 
チ,228359,千葉東⼯シャッター株式会社
〒260-0833,千葉県千葉市中央区稲荷町２ー５ー８
2024-08-10
 
チ,214620,千葉東⽴電設株式会社
〒262-0012,千葉県千葉市花⾒川区千種町１０７ー２１
2026-03-07
 
チ,215620,株式会社千葉春
〒029-0302,岩⼿県⼀関市東⼭町⻑坂字町１０８
2024-10-02
 
チ,215878,株式会社千葉パワーテクノ
〒260-0021,千葉県千葉市中央区新宿２丁⽬１番２４号
2024-12-25
https://www.chiba-pt.com/



 
チ,224276,千葉窯業株式会社
〒289-1732,千葉県⼭武郡横芝光町横芝１０９２
2025-03-01
http://www.chibayogyo.co.jp/
 
チ,212047,千広建設株式会社
〒388-8007,⻑野県⻑野市篠ノ井布施⾼⽥３７０−１
2024-02-23
http://www.chihirok.co.jp
 
チ,214232,株式会社チャコール東海
〒487-0006,愛知県春⽇井市⽯尾台５丁⽬２番地９
2025-06-14
 
チ,100024,茶⾕産業株式会社
〒532-0003,⼤阪市淀川区宮原４−１−４３
2025-06-25
http://www.chatani.co.jp
 
チ,100744,茶屋町鉄⼯株式会社
〒701-0145,岡⼭県岡⼭市北区今保４８
2026-05-16
http://www.chayamachi.co.jp/
 
チ,128323,株式会社ＣＨＡＭＰＩＯＮ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
〒578-0956,⼤阪府東⼤阪市横枕⻄３−２８
2025-09-26
http://www.champ-j.com
 
チ,124135,株式会社チューガイ
〒454-0027,名古屋市中川区広川町１−１
2025-04-19
http://www.chu-gai.co.jp/
 
チ,214330,チューケン株式会社
〒745-0816,⼭⼝県周南市遠⽯３ー９ー２０
2025-08-23
http://chuken.info
 
チ,114157,株式会社チューゲン
〒470-1161,愛知県豊明市栄町新左⼭１−７６１
2025-02-10
https://www.chugen.co.jp/
 
チ,114161,チューナー株式会社
〒203-0053,東京都東久留⽶市本町１−２−２０ エルフレア東久留⽶
2025-06-01
http://www.tuner.co.jp/
 
チ,121985,株式会社チューブフォーミング
〒236-0004,横浜市⾦沢区福浦２−１５−１２
2024-07-29
https://www.tube-forming.co.jp/
 



チ,504005,中越運送株式会社
〒950-8621,新潟県新潟市中央区美咲町１−２３−２６
2025-03-22
http://www.chuetsu-group.co.jp/
 
チ,314150,株式会社中越エクスプレス
〒950-0148,新潟県新潟市江南区東早通３丁⽬１番３５号
2024-12-05
http://www.chuetsu-soko.co.jp/index/framepage2.htm
 
チ,210321,中越環境開発株式会社
〒940-2121,新潟県⻑岡市喜多町１０７８番地１
2024-05-14
 
チ,126719,株式会社中越⼯業
〒224-0053,横浜市都筑区池辺町３４４９
2024-03-10
http://www.kk-chuetsu.co.jp/
 
チ,215349,株式会社中越興業
〒940-2186,新潟県⻑岡市喜多町１０７８番地１
2024-04-10
http://www.chuetsukogyo.jp/
 
チ,229865,中越鉄⼯株式会社
〒939-1621,富⼭県南砺市和泉１２０番地
2020-07-24
http://www.chutetsu.com/
 
チ,114438,中越パッケージ株式会社
〒113-0033,東京都⽂京区本郷２−３−９ ツインビュー御茶の⽔
2024-06-14
http://www.chuetsu-pk.co.jp
 
チ,210270,中央株式会社
〒182-0012,東京都調布市深⼤寺東町５ー１５ー２９
2024-04-15
http://www.chuo-web.co.jp/
 
チ,220864,株式会社中央アイデン
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿四丁⽬２４番１６号
2025-03-15
https://chuoaiden.co.jp
 
チ,214703,中央開発株式会社
〒169-8612,東京都新宿区⻄早稲⽥３ー１３ー５
2026-05-01
http://www.ckcnet.co.jp
 
チ,114582,中央化学産業株式会社
〒153-8586,東京都⽬黒区中町２−５−２
2024-07-17
http://www.chuo-kagaku.com
 
チ,125740,中央化成品株式会社



〒104-0061,東京都中央区銀座７−１４−１３
2023-08-22
http://www.chuo-chem.co.jp/
 
チ,124284,中央可鍛⼯業株式会社
〒470-0128,愛知県⽇進市浅⽥平⼦１−３００
2026-02-04
https://www.chuokatan.co.jp/
 
チ,220555,中央管機⼯業株式会社
〒101-0063,東京都千代⽥区神⽥淡路町⼀丁⽬１５番１７号
2024-12-21
 
チ,216886,中央環境株式会社
〒169-0073,東京都新宿区百⼈町２ー１ー１２
2025-07-16
 
チ,227543,株式会社中央機⼯
〒999-8437,⼭形県飽海郡遊佐町藤崎字茂り松１５７の２２
2024-03-09
 
チ,216761,株式会社中央クリエイト
〒162-0042,東京都新宿区早稲⽥町８１番地
2025-06-25
https://www.ccrt.co.jp/
 
チ,219559,株式会社中央組
〒453-0856,愛知県名古屋市中村区並⽊１丁⽬５３番地
2024-04-13
https://chuogumi.com/
 
チ,221640,中央建材⼯業株式会社
〒464-0073,愛知県名古屋市千種区⾼⾒１丁⽬６番１号
2025-04-01
https://www.c-kenzai.co.jp/
 
チ,210493,中央建設株式会社
〒981-8002,宮城県仙台市泉区南光台南⼀丁⽬１番１８号
2024-08-19
 
チ,212958,中央建設株式会社
〒710-0842,岡⼭県倉敷市吉岡２９３番地１
2025-12-11
http://www.chuo-kensetsu.co.jp
 
チ,215830,中央建設株式会社
〒105-0014,東京都港区芝２丁⽬１番３０号
2024-12-11
https://www.chuokensetsu.com/
 
チ,220744,中央建設株式会社
〒289-1326,千葉県⼭武市成東３１０３番地
2025-03-01
https://chuoh-c.jp
 



チ,224426,株式会社中央建設
〒918-8057,福井県福井市加茂河原１ー７ー２７
2025-04-01
 
チ,229029,中央建設株式会社
〒512-0913,三重県四⽇市市⻄坂部町３５８１番地
2025-05-31
http://www.chuo-groups.co.jp/
 
チ,217746,株式会社中央建築設備
〒106-0032,東京都港区六本⽊七丁⽬１２番２５号
2026-05-26
http://www.chuken-e.com/
 
チ,227113,中央建鉄株式会社
〒169-0075,東京都新宿区⾼⽥⾺場２ー２ー１３
2023-10-01
http://www.chuo-kentetsu.co.jp
 
チ,114329,中央⼯機株式会社
〒466-8511,名古屋市昭和区髙辻町４−３
2023-10-01
http://www.chuo-koki.co.jp/
 
チ,121037,中央⼯機株式会社
〒492-8422,愛知県稲沢市⾼重町郷クロ９１
2024-03-19
http://chuokoki-jn.co.jp
 
チ,114479,中央⼯機産業株式会社
〒104-0031,東京都中央区京橋３−７−５ 京橋スクエア１３階
2024-04-03
http://www.cks21.co.jp/
 
チ,104701,中央⼯業株式会社
〒739-0008,広島県東広島市⻄条吉⾏東１−６−４６
2026-03-31
http://www.chuo-kogyo.co.jp/
 
チ,114213,中央⼯業株式会社
〒490-1112,愛知県あま市上萱津北の川６２
2026-06-30
http://www.chuokogyo.co.jp/
 
チ,212968,中央興業株式会社
〒371-0841,群⾺県前橋市⽯倉町３ー１３ー３前橋マンション２０５
2025-12-25
 
チ,214450,株式会社中央興業
〒236-0004,神奈川県横浜市⾦沢区福浦２丁⽬１７番地１８
2025-10-31
 
チ,222799,中央鋼建株式会社
〒983-0034,宮城県仙台市宮城野区扇町７丁⽬７番１４号
2024-03-01



 
チ,212256,中央鋼材株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀⼆丁⽬１０番９号
2024-07-11
http://www.chuo-c.co.jp/
 
チ,225238,株式会社中央⼯装
〒963-8071,福島県郡⼭市富久⼭町久保⽥字古坦１５４番４号
2025-05-01
http://chuokoso.so.land.to/
 
チ,502191,中央コンピューター株式会社
〒530-6691,⼤阪府⼤阪市北区中之島六丁⽬２番２７号
2026-02-17
https://www.chuo-computer.co.jp/
 
チ,219698,中央サービス株式会社
〒890-0033,⿅児島県⿅児島市⻄別府町３１１６−１０６
2024-04-27
 
チ,114124,中央紙器⼯業株式会社
〒452-0961,愛知県清須市春⽇宮重町３６３
2025-02-13
http://www.mcpack.co.jp
 
チ,503801,中央システム株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿⼋丁⽬１７−１住友不動産新宿グランドタワー１５Ｆ
2026-07-22
http://www.chuosystem.co.jp
 
チ,102535,中央システム技研株式会社
〒185-0032,東京都国分寺市⽇吉町４−１３−２
2025-04-18
http://www.csr.co.jp
 
チ,105724,中央商⼯株式会社
〒103-0007,東京都中央区⽇本橋浜町２−４４−４
2025-10-25
http://www.chuo-shoko.co.jp/
 
チ,213888,中央⾃動⾞倉庫株式会社
〒370-0024,群⾺県⾼崎市⼋幡原町３３７番地
2024-11-10
https://www.hi-cjs.co.jp/
 
チ,227005,株式会社中央ステンレス
〒799-0127,愛媛県四国中央市川滝町下⼭２００９番地の１
2023-09-01
 
チ,100235,中央精機株式会社
〒101-0063,東京都千代⽥区神⽥淡路町１−５
2025-08-27
http://www.chuo.co.jp
 
チ,212882,株式会社中央精機



〒862-0969,熊本県熊本市南区良町５丁⽬１６ー７
2025-10-23
http://www.kumamoto-chuoh.co.jp/
 
チ,114513,中央精⼯株式会社
〒105-0013,東京都港区浜松町１−９−９
2024-10-03
http://www.chuo-sk.co.jp/
 
チ,121820,中央精⼯株式会社
〒079-8412,北海道旭川市永⼭⼆条１１−１−２８
2024-06-11
 
チ,124120,中央精⼯株式会社
〒424-0052,静岡県静岡市清⽔区北脇３６２−２
2025-04-06
http://www.chuo-seiko.com/
 
チ,211545,株式会社中央設備
〒700-0066,岡⼭県岡⼭市北区野殿⻄町４４８ー４
2026-02-09
 
チ,217085,中央設備株式会社
〒649-2211,和歌⼭県⻄牟婁郡⽩浜町１４７２−２
2025-09-10
 
チ,219894,有限会社中央設備
〒069-0833,北海道江別市⽂京台２２番地３
2024-06-22
 
チ,228327,中央繊維⼯業株式会社
〒103-0014,東京都中央区⽇本橋蛎殻町１−１７−１
2024-07-27
 
チ,225254,中央総業株式会社
〒251-0052,神奈川県藤沢市藤沢１０３１番地の１
2025-06-01
http://www.chuo-sogyo.com/
 
チ,220713,株式会社中央テクノ
〒612-8012,京都府京都市伏⾒区桃⼭町遠⼭２８番地１９
2025-02-15
 
チ,214414,中央鉄建株式会社
〒004-0839,北海道札幌市清⽥区真栄６０ー１
2025-10-04
http://chuo-tekken.co.jp/
 
チ,221605,株式会社中央鐵⾻
〒512-8062,三重県四⽇市市⻩⾦町４７番地
2025-04-01
http://www.chuou-tk.co.jp
 
チ,219111,中央電気株式会社
〒144-0055,東京都⼤⽥区仲六郷４−２３−８



2024-02-16
http://www.chuoelectric.co.jp/index.htm
 
チ,106626,株式会社中央電機計器製作所
〒534-0013,⼤阪府⼤阪市都島区内代町２−７−１２
2025-04-08
https://www.e-cew.co.jp/
 
チ,114216,株式会社中央電機⼯業
〒503-0944,岐⾩県⼤垣市横曽根３−２−７
2026-06-17
http://chuo-denki-kogyo.co.jp/
 
チ,214092,中央電気⼯事株式会社
〒460-8434,愛知県名古屋市中区栄３ー１４ー２２
2025-04-01
http://www.chuodenki.co.jp
 
チ,231711,中央電機⼯事株式会社
〒451-0025,愛知県名古屋市⻄区上名古屋四丁⽬１１番６号
2026-02-21
http://www.chuo-denki.co.jp
 
チ,124869,株式会社中央電機製作所
〒332-0017,埼⽟県川⼝市栄町３−２−２０ 川⼝駅前ビル７０２
2026-01-12
 
チ,215884,中央電機通信株式会社
〒320-0057,栃⽊県宇都宮市中⼾祭１ー９ー１２
2024-12-25
http://chuoudenki-tsushin.jp/
 
チ,231192,中央電気防災株式会社
〒856-0017,⻑崎県⼤村市荒瀬町３６８番地
2025-10-25
 
チ,216508,中央電⼯株式会社
〒671-0218,兵庫県姫路市飾東町庄６１番地３
2025-05-28
http://www.chuodenko.co.jp/
 
チ,114152,中央電材株式会社
〒196-0015,東京都昭島市昭和町４−１−２７
2024-11-11
http://www.chuo-dz.co.jp
 
チ,120229,中央電⼦株式会社
〒192-8532,東京都⼋王⼦市元本郷町１−９−９
2023-08-05
http://www.cec.co.jp/
 
チ,219071,株式会社中央電設
〒761-8071,⾹川県⾼松市伏⽯町２１７３番地１６
2024-02-09
 



チ,223766,中央電設株式会社
〒553-0001,⼤阪府⼤阪市福島区海⽼江１丁⽬１番３１号
2024-11-01
http://www.cde.co.jp
 
チ,215625,株式会社中央塗⼯社
〒036-8241,⻘森県弘前市⼤字桜ヶ丘１−３−２
2024-10-02
 
チ,224587,中央塗装株式会社
〒805-0019,福岡県北九州市⼋幡東区中央３丁⽬２番１１号
2025-04-01
http://chuou-toso.co.jp
 
チ,212464,株式会社中央トラフィック・システム
〒193-0835,東京都⼋王⼦市千⼈町２丁⽬１６番１号
2025-02-13
https://www.cts802.co.jp/
 
チ,227928,中央動⼒⼯業株式会社
〒290-0059,千葉県市原市⽩⾦町四丁⽬１２番１
2024-04-20
 
チ,215060,中央道路株式会社
〒799-0112,愛媛県四国中央市⾦⽣町⼭⽥井８１８ー１
2023-10-24
http://www.chuoroad.co.jp
 
チ,230344,株式会社中央⼟⽊
〒573-0027,⼤阪府枚⽅市⼤垣内町三丁⽬３番５号２Ｆ
2025-07-05
 
チ,215977,株式会社中央内装
〒319-0104,茨城県⼩美⽟市三箇９８７番地の７
2025-01-29
https://www.chuou-naisou.com/
 
チ,123684,株式会社中央ネームプレート製作所
〒007-0839,北海道札幌市東区北３９条東１−２−１７
2025-03-10
http://www.cnpnet.co.jp
 
チ,105123,中央発條株式会社
〒458-8505,名古屋市緑区鳴海町字上汐⽥６８
2024-07-28
http://www.chkk.co.jp
 
チ,124070,中央発条⼯業株式会社
〒877-8501,⼤分県⽇⽥市新治町５０３
2024-11-14
http://www.chksp.co.jp/
 
チ,114305,株式会社中央パッキング
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨１−２−１７
2023-07-26



 
チ,101056,株式会社中央パッケージング
〒422-8021,静岡県静岡市駿河区⼩⿅１−６３−１
2024-02-13
http://www.chuopkg.co.jp
 
チ,227170,中央ビルト⼯業株式会社
〒103-0006,東京都中央区⽇本橋富沢町１１ー１２
2023-11-01
http://www.chuo-build.co.jp
 
チ,127344,中央物産株式会社
〒810-0072,福岡市中央区⻑浜２−４−１ 東芝福岡ビル２階
2024-08-25
http://chuou-bussan.co.jp
 
チ,227396,中央プラント建設株式会社
〒981-3117,宮城県仙台市泉区市名坂字原⽥１７７番地の１
2024-02-15
 
チ,216411,株式会社中央防災技研
〒221-0821,神奈川県横浜市神奈川区富家町１番地１３
2025-05-14
https://www.cbg.co.jp/
 
チ,504059,中央無線電機株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀４−１−４
2024-03-13
http://www.cmd-net.co.jp/
 
チ,127442,株式会社中央銘板
〒210-0822,神奈川県川崎市川崎区⽥町２−５−４
2024-10-03
http://www.chuomeiban.co.jp/
 
チ,213467,中央窯業株式会社
〒165-0034,東京都中野区⼤和町３−４０−１４
2023-10-14
 
チ,226807,中央理化⼯業株式会社
〒170-0002,東京都豊島区巣鴨１丁⽬４番１７号
2026-06-01
https://www.chirika.co.jp/
 
チ,212889,株式会社中央建装社
〒814-0153,福岡県福岡市城南区樋井川６丁⽬４ー２２
2025-10-23
 
チ,214944,株式会社中間ＴＲＣ
〒515-2514,三重県津市⼀志町⼩⼭８３７番地の２０
2023-08-22
 
チ,114076,株式会社中外
〒460-0012,愛知県名古屋市中区千代⽥５−２１−１１
2024-05-23



http://www.chg.co.jp
 
チ,122981,中外印刷株式会社
〒381-0022,⻑野県⻑野市⼤字⼤⾖島３８９３−１０
2025-01-15
https://www.chugai-printing.co.jp
 
チ,226088,中外建商株式会社
〒563-0027,⼤阪府池⽥市上池⽥２ー２ー４１
2025-10-01
http://chugai-kensho.co.jp/
 
チ,129363,中外⼯業株式会社
〒574-0056,⼤阪府⼤東市新⽥中町１−２４
2024-03-06
 
チ,223193,中外商⼯株式会社
〒550-0004,⼤阪府⼤阪市⻄区靭本町１ー９ー１５
2024-06-01
http://www.chugai-af.co.jp
 
チ,105463,中外商事株式会社
〒141-8608,東京都品川区⼤崎１−６−３ ⽇精ビル１６Ｆ
2025-07-31
http://www.nsk.com/chugai/
 
チ,124005,中外テクノス株式会社
〒733-0013,広島市⻄区横川新町９−１２
2024-11-17
http://www.chugai-tec.co.jp
 
チ,123683,中外電気⼯業株式会社
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町２−１７−１２
2025-03-10
https://e-chugai.co.jp/
 
チ,230123,株式会社中京⼯事
〒470-0101,愛知県⽇進市三本⽊町下川⽥５６番地
2025-05-24
 
チ,214255,中京サツシ合資会社
〒453-0862,愛知県名古屋市中村区岩塚町４の１６
2025-06-28
 
チ,114296,中京産商株式会社
〒460-0012,名古屋市中区千代⽥４−９−１２
2026-06-30
http://www.e-csc.net
 
チ,212254,株式会社中京スポーツ施設
〒488-0022,愛知県尾張旭市狩宿新町２丁⽬２７番地
2024-07-04
http://chukyosports.com/
 
チ,103068,株式会社中京電⼦⼯業



〒516-0007,三重県伊勢市⼩⽊町箕曲４８
2026-03-05
http://www.chukyo.ne.jp
 
チ,224239,株式会社中京ビルクリーン
〒488-0068,愛知県尾張旭市南原⼭町南原⼭１１−１４
2022-03-01
 
チ,218924,中京フロン株式会社
〒121-0812,東京都⾜⽴区⻄保⽊間三丁⽬１６番２６号
2024-01-19
http://www.fron.co.jp
 
チ,100228,中興化成⼯業株式会社
〒107-0052,東京都港区⾚坂２−１１−７ ＡＴＴ新館１０階
2025-08-25
https://www.chukoh.co.jp/
 
チ,100513,中興精密技術株式会社
〒176-0005,東京都練⾺区旭丘１−５８−１３ ＴＭビル２Ｆ
2022-12-20
 
チ,221880,中国⾦網⼯業株式会社
〒728-0023,広島県三次市東酒屋町３０６番３７号
2025-08-01
http://www.chugokukanaami.co.jp/
 
チ,101044,中国化薬株式会社
〒737-8507,広島県呉市天応塩⾕町１−６
2024-02-10
https://www.chugokukayaku.co.jp/
 
チ,114481,中国ケミー株式会社
〒739-0263,広島県東広島市志和流通１−８５
2024-04-20
http://www.chemy.co.jp
 
チ,221325,中国建材⼯業株式会社
〒730-0048,広島県広島市中区⽵屋町３番３０号
2025-04-01
_
 
チ,226004,中国建設⼯業株式会社
〒700-0944,岡⼭県岡⼭市南区泉⽥⼆丁⽬７番２６号
2025-09-01
https://www.c-chuken.co.jp/
 
チ,221959,中国⾼圧コンクリート⼯業株式会社
〒730-0041,広島県広島市中区⼩町４ー３３
2025-09-01
http://e-grid-gr.energia.co.jp/kouatsu/
 
チ,219514,中国システック株式会社
〒733-0001,広島県広島市⻄区⼤芝２丁⽬１４−１０
2024-03-30



http://www.c-systech.co.jp/
 
チ,104774,中国芝浦電⼦株式会社
〒753-0812,⼭⼝市宝町１−７６
2026-05-16
http://www.chushiba.co.jp
 
チ,213733,中国商⼯株式会社
〒712-8061,岡⼭県倉敷市神⽥２ー２ー３０
2024-06-16
 
チ,221960,株式会社中国スタッド⼯業
〒731-0102,広島県広島市安佐南区川内六丁⽬６ー４
2025-09-01
https://cyuugokustudkougyou.p-kit.com
 
チ,121464,中国精螺株式会社
〒739-0146,広島県東広島市⼋本松飯⽥２−８−４
2024-04-25
http://www.chugokuseira.co.jp
 
チ,219226,株式会社中国調和
〒703-8213,岡⼭県岡⼭市東区藤井１１５番地
2024-03-02
https://www.c-chouwa.co.jp/
 
チ,230774,中国鉄管継⼿株式会社
〒733-0833,広島県広島市⻄区商⼯センター六丁⽬６番２９号
2025-08-30
http://www.chugoku-tekkan.co.jp
 
チ,100046,中国電化⼯業株式会社
〒747-0833,⼭⼝県防府市浜⽅古浜６２−１
2025-09-10
https://www.cdknet.co.jp/
 
チ,219961,有限会社中国電気システム
〒684-0072,⿃取県境港市渡町２９６９−２
2024-06-29
 
チ,504070,中国電機製造株式会社
〒732-8564,広島県広島市南区⼤州四丁⽬４番３２号
2024-08-12
https://chuki.jp/
 
チ,231021,中国電設⼯業株式会社
〒730-0052,広島県広島市中区千⽥町三丁⽬１０番５号
2025-10-11
https://chusetsu.co.jp/
 
チ,127576,中国電線⼯業株式会社
〒583-0006,⼤阪府藤井寺市国府２−４−５６
2024-11-24
http://www.chugokudensen.co.jp
 



チ,504060,中国電⼒株式会社
〒730-8701,広島県広島市中区⼩町４番３３号
2024-08-02
http://www.energia.co.jp
 
チ,114091,株式会社中国パワーシステム
〒730-0015,広島市中区橋本町１０−６
2024-04-18
 
チ,216928,株式会社中国⽇⽴
〒735-0029,広島県安芸郡府中町茂陰⼀丁⽬２番１０号
2025-07-23
https://www.hitachi-hansya.jp/chugoku-hitachi/
 
チ,221448,中国冨⼠化⼯建設株式会社
〒732-0042,広島県広島市東区⽮賀１丁⽬５番５２号
2025-04-01
http://fujikako519.co.jp/
 
チ,502409,株式会社中国放送
〒730-8504,広島県広島市中区基町２１−３
2023-08-03
 
チ,114183,株式会社中後製作所
〒143-0013,東京都⼤⽥区⼤森南２−３−１１
2025-08-24
 
チ,103741,中信アスナ株式会社
〒390-0874,⻑野県松本市⼤⼿１−３−２６
2024-03-27
http://www.chushin.net/
 
チ,124085,株式会社中信⼯業
〒386-0412,⻑野県上⽥市御嶽堂２５１５−７
2024-11-28
http://www.chushin-inc.jp/
 
チ,224563,株式会社中信鉄筋
〒390-1243,⻑野県松本市⼤字神林１５５５
2025-04-01
 
チ,228888,株式会社中條重機
〒989-6223,宮城県⼤崎市古川字⻘塚７６番地の１
2025-02-13
 
チ,231861,株式会社チュウセイ
〒510-0303,三重県津市河芸町東千⾥１２０番地の１
2026-04-04
http://www.kk-chusei.com
 
チ,211113,株式会社中勢レッカー
〒513-0818,三重県鈴⿅市安塚町４１１番地の２
2025-05-10
 
チ,217636,ＣＨＵＳＯ ＴＥＣＨＮＯ ＳＥＲＶＩＣＥ株式会社



〒444-3526,愛知県岡崎市蓑川新町２丁⽬１３番地７
2026-03-10
http://ct-security.jp/
 
チ,504075,中電技術コンサルタント株式会社
〒734-8510,広島県広島市南区出汐２丁⽬３−３０
2026-01-22
http://www.cecnet.co.jp
 
チ,504065,株式会社 中電⼯
〒730-0855,広島県広島市中区⼩網町６番１２号
2026-01-22
http://www.chudenko.co.jp
 
チ,220921,株式会社中電⼯エレテック広島・島根
〒733-0861,広島県広島市⻄区草津東⼀丁⽬１番２９号
2025-03-29
https://www.chudenko.co.jp/hiroshima-eletech/
 
チ,225232,中電⼯業株式会社
〒734-0001,広島県広島市南区出汐２丁⽬３番２４号
2025-05-01
https://www.chuden-kogyo.co.jp/
 
チ,222669,中電配電サポート株式会社
〒461-0005,愛知県名古屋市東区東桜⼀丁⽬３番１０号
2024-02-01
 
チ,229143,中電プラント株式会社
〒734-0001,広島県広島市南区出汐⼆丁⽬３番１８号
2025-06-27
http://www.chuden-plant.co.jp
 
チ,504014,株式会社中⽇アド企画
〒460-0001,愛知県名古屋市中区三の丸１の６の１ 中⽇新聞社内
2026-03-26
http://www.chunichi-adnet.co.jp/
 
チ,213175,中⽇運送株式会社
〒452-0905,愛知県清須市須ケ⼝１９００番地１
2026-04-01
http://www.chunichi-unso.co.jp
 
チ,219114,中⽇ガス圧接株式会社
〒458-0041,愛知県名古屋市緑区鳴⼦町２丁⽬１００番地
2024-02-16
 
チ,216171,株式会社中⽇キーサービス
〒500-8069,岐⾩県岐⾩市今⼩町２３番地
2025-03-19
_
 
チ,126246,中⽇クラフト株式会社
〒338-0823,埼⽟県さいたま市桜区栄和３−３−１
2023-11-18



 
チ,215378,中⽇建設株式会社
〒460-0016,愛知県名古屋市中区橘⼀丁⽬１番２０号
2024-05-01
 
チ,504072,株式会社中⽇新聞社
〒460-8511,愛知県名古屋市中区三の丸⼀丁⽬６番１号
2024-04-04
https://www.chunichi.co.jp/
 
チ,114338,株式会社中⽇諏訪オプト電⼦
〒391-0213,⻑野県茅野市豊平５２３９−１
2024-01-17
http://www.swoptronics.co.jp/
 
チ,114255,中⽇電機⼯業株式会社
〒454-0037,名古屋市中川区富川町５−２−６
2026-01-28
http://www.chunichi-dk.co.jp
 
チ,114599,中⽇電熱株式会社
〒105-0011,東京都港区芝公園１−６−７
2024-09-04
https://www.sjh.co.jp
 
チ,102489,中⽇塗装⼯業株式会社
〒511-0923,三重県桑名市桑部⼋左エ⾨新⽥１０８２−１
2025-03-25
 
チ,216392,中⽇トラスト株式会社
〒101-0044,東京都千代⽥区鍛冶町１丁⽬６番１７号
2025-05-14
http://www.chunichi-trust.com/
 
チ,114482,中発販売株式会社
〒457-0066,名古屋市南区鳴尾２−１１４
2024-03-02
http://www.chuhan.co.jp
 
チ,216742,株式会社中部
〒409-3813,⼭梨県中央市⼀町畑９１２番地１
2025-06-25
http://www.k-chubu.co.jp/
 
チ,222451,株式会社中部
〒441-8588,愛知県豊橋市神野新⽥町字トノ割２８
2023-12-01
http://www.chubu.sala.jp
 
チ,214283,株式会社中部圧送
〒425-0001,静岡県焼津市花沢１１４６ー１
2025-07-12
http://chuub-assou.com/
 
チ,221691,中部岩佐塗装株式会社



〒466-0855,愛知県名古屋市昭和区川名本町４の４
2025-06-01
https://c-iwasa.biz/
 
チ,123761,中部印刷株式会社
〒432-8052,静岡県浜松市南区東若林町１５１６−２
2025-03-29
http://www.chu-bu.co.jp/
 
チ,124038,中部ＮＯＫ販売株式会社
〒454-0012,名古屋市中川区尾頭橋４−４−１
2025-03-26
http://www.chubu-nok.com
 
チ,222275,株式会社中部オールサービス
〒474-0011,愛知県⼤府市横根町新江１５ー１９
2023-10-01
http://www.chubu-as.co.jp
 
チ,104399,中部オリオン株式会社
〒492-8095,愛知県稲沢市下津南⼭２−１−１
2025-06-01
http://www.chubu-orion.co.jp
 
チ,102469,中部科学機器株式会社
〒458-0035,愛知県名古屋市緑区曽根１−１２８
2025-03-14
http://www.chubu-science.co.jp/
 
チ,215828,中部化⼯建設株式会社
〒456-0063,愛知県名古屋市熱⽥区⻄野町２丁⽬７０番地
2024-12-11
http://www.chubu-kako.co.jp/
 
チ,223009,中部仮設株式会社
〒462-0041,愛知県名古屋市北区浪打町１ー１０ー１
2024-04-01
http://www.chubukasetsu.co.jp/
 
チ,229891,株式会社中部機器⼯業所
〒465-0064,愛知県名古屋市名東区⼤針３丁⽬１５４番地
2023-08-11
 
チ,213098,中部技建株式会社
〒473-0928,愛知県豊⽥市⽣駒町⽴⼊９３番地
2026-03-05
http://www.chubu-giken.jp/
 
チ,211523,株式会社中部技術サービス
〒441-8077,愛知県豊橋市神野新⽥町字トノ割２８番地
2026-01-26
https://www.ces.sala.jp/
 
チ,217277,中部クレーン株式会社
〒390-0851,⻑野県松本市⼤字島内６２０番地



2025-11-05
 
チ,215071,株式会社忠武建基
〒167-0051,東京都杉並区荻窪五丁⽬１０番２２号
2023-10-31
http://www.chuubu.co.jp
 
チ,212763,中部建材株式会社
〒498-0046,愛知県弥富市三好四丁⽬１５番地３
2025-07-24
http://chubukenzai.p-kit.com/
 
チ,229223,中部建材株式会社
〒461-0048,愛知県名古屋市東区⽮⽥南三丁⽬８番３号
2025-08-06
 
チ,227323,中部建設株式会社
〒167-0022,東京都杉並区下井草４丁⽬２９番１９号
2024-01-25
 
チ,231705,中部建設株式会社
〒489-0929,愛知県瀬⼾市⻄⻑根町２６番地の２
2026-02-21
http://www.chu-ken.co.jp/index.html
 
チ,210697,中部建装株式会社
〒447-0855,愛知県碧南市天王町３丁⽬１０５番地
2024-11-12
 
チ,122691,中部⼯営株式会社
〒939-1272,富⼭県⾼岡市下⿇⽣１７２０−１
2024-10-24
http://www.chubukoei.co.jp
 
チ,222276,中部⼯業株式会社
〒483-8062,愛知県江南市⾼屋町神⼾９２番地
2023-10-01
 
チ,114281,中部鋼材株式会社
〒455-0056,名古屋市港区砂美町３０
2026-06-15
http://chubu-kouzai.com/
 
チ,224693,中部コンクリートパイル協同組合
〒450-0002,愛知県名古屋市中村区名駅３ー２１ー４
2022-04-01
 
チ,123677,中部合成樹脂⼯業株式会社
〒442-0061,愛知県豊川市穂ノ原３−２−５
2025-03-09
http://www.chubu-gousei.co.jp
 
チ,210908,中部商事株式会社
〒514-0031,三重県津市北丸之内１９１番地
2025-02-17



http://www.chubu-s.co.jp/
 
チ,127825,中部ステンレス株式会社
〒456-0012,名古屋市熱⽥区沢上２−９−２０
2025-03-19
 
チ,103196,中部精機株式会社
〒487-8650,愛知県春⽇井市気噴町３−５−１
2023-06-05
http://www.chubuseiki.co.jp/
 
チ,216463,中部総合クリーナー株式会社
〒444-0858,愛知県岡崎市上六名１丁⽬２番地２１
2025-05-21
 
チ,217698,中部地質株式会社
〒921-8061,⽯川県⾦沢市森⼾１丁⽬２２８番地
2026-04-14
http://geo-chubu.jp/
 
チ,114108,中部抵抗器株式会社
〒492-8548,愛知県稲沢市北島町⼤⾨東３７−１
2025-09-03
 
チ,212740,中部テクノサービス株式会社
〒496-0902,愛知県愛⻄市須依町⽩⼭３７ー１
2025-07-10
 
チ,122827,中部電⼦株式会社
〒515-0052,三重県松阪市⼭室町２３３５−８
2024-11-26
 
チ,218938,中部電設⼯業株式会社
〒421-0103,静岡県静岡市駿河区丸⼦６６９１番地の１
2024-01-19
 
チ,129278,中部トスバックシステム株式会社
〒460-0003,愛知県名古屋市中区錦３−８−１４ 名電ビル３Ｆ
2024-02-13
http://www.chubu-tosbac.co.jp/
 
チ,221676,中部塗装株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町１丁⽬８番１５号
2025-06-01
http://chubutoso.co.jp/
 
チ,214069,中部⼟⽊株式会社
〒465-0092,愛知県名古屋市名東区社台３丁⽬１２５番地
2025-03-15
http://www.chubudoboku.co.jp
 
チ,501932,中部⽇化サービス株式会社
〒481-0038,愛知県北名古屋市徳重御宮前６２番地
2025-10-26
http://www.chubu-nikka.co.jp



 
チ,106773,中部⽇信電⼦株式会社
〒514-0006,三重県津市広明町１１２−５ 第三いけだビル５階
2025-09-26
http://www.chubu-nisshin.co.jp
 
チ,215997,中部⽇本重機株式会社
〒470-1101,愛知県豊明市沓掛町⼤峡間２４番地
2025-02-05
 
チ,106458,中部⽇本電⼦株式会社
〒399-8602,⻑野県北安曇郡池⽥町⼤字会染４８４４−１
2024-12-20
http://www.cnd.jp
 
チ,225307,中部フローリング株式会社
〒451-0064,愛知県名古屋市⻄区名⻄⼆丁⽬３３番１０号４階
2025-06-01
http://www.e-flooring.co.jp
 
チ,224976,株式会社中部物産
〒963-8026,福島県郡⼭市並⽊４丁⽬８番地８
2025-04-01
https://www.chububusan.com/
 
チ,504047,株式会社中部プラントサービス
〒456-8516,愛知県名古屋市熱⽥区五本松町１１番２２号
2024-10-02
http:/www.chubuplant.co.jp
 
チ,213347,中部ホームサービス株式会社
〒441-8086,愛知県豊橋市問屋町５番地３
2023-07-22
 
チ,231866,中部保全株式会社
〒939-8212,富⼭県富⼭市掛尾町３９８番地の４
2026-04-11
https://chubuhozen-toyama.jp/
 
チ,102668,中部⽔処理株式会社
〒939-8181,富⼭県富⼭市若⽵町３−７４−４
2025-07-11
 
チ,105673,中部三菱電機機器販売株式会社
〒466-0064,名古屋市昭和区鶴舞２−１８−１
2024-09-05
http://www.chubumelco.co.jp/
 
チ,211343,株式会社中部リサイクル⼯業
〒475-0831,愛知県半⽥市１１号地１９番１１
2025-08-26
http://www.chuburecycle.co.jp/
 
チ,213968,株式会社中部レックス
〒477-0031,愛知県東海市⼤⽥町松崎３３１ー１



2025-01-19
 
チ,213723,株式会社中⾺⼯業
〒115-0055,東京都北区⾚⽻⻄六丁⽬６番１２号
2024-06-02
 
チ,114279,中陽電機株式会社
〒460-0008,名古屋市中区栄５−７−１２
2026-05-20
http://www.chuyodenki.co.jp
 
チ,114544,株式会社中予精⼯
〒791-0301,愛媛県東温市南⽅２２５０−８
2024-08-21
http://chuyo-seiko.jp/
 
チ,120247,中⽴電機株式会社
〒460-0011,名古屋市中区⼤須４−１２−８
2023-08-07
http://www.churitsu.co.jp/
 
チ,125424,中和機械株式会社
〒108-0075,東京都港区港南１−８−２３ ＳｈｉｎａｇａｗａＨＥＡＲＴ
2026-04-28
https://www.chuwa-machinery.co.jp
 
チ,114512,中和産業株式会社
〒110-0016,東京都台東区台東１−１−１４
2024-07-05
http://www.chuwasangyo.co.jp/
 
チ,125832,株式会社⻑英⼯業所
〒223-0051,横浜市港北区箕輪町２−１３−３０
2023-09-26
 
チ,215021,⻑永スポーツ⼯業株式会社
〒157-0076,東京都世⽥⾕区岡本３ー２３ー２６
2023-09-26
https://www.choei-s.co.jp/
 
チ,114314,⻑栄鉄⼯株式会社
〒486-0932,愛知県春⽇井市松河⼾町６−１０−１
2023-09-13
http://www.chouei.jp
 
チ,114242,⻑栄物産株式会社
〒550-0013,⼤阪市⻄区新町１−１７−５ 信栄商会ビル
2023-02-24
http://www.choyei.co.jp/
 
チ,124003,超⾳波⼯業株式会社
〒190-8522,東京都⽴川市柏町１−６−１
2025-03-01
https://www.cho-onpa.co.jp
 



チ,220966,調気⼯業株式会社
〒984-0013,宮城県仙台市若林区六丁の⽬南町２番２６号
2025-04-05
 
チ,227042,株式会社⻑⽊鉄筋
〒581-0075,⼤阪府⼋尾市渋川町５ー６ー１０
2023-09-01
http://www.choki.co.jp
 
チ,101770,株式会社⻑慶
〒036-8316,⻘森県弘前市⼤字⽯渡字⽥浦６１−２
2024-10-15
 
チ,100747,⻑建⼯業株式会社
〒851-2101,⻑崎県⻄彼杵郡時津町⻄時津郷１０００−１４５
2026-05-16
http://www.cyouken.co.jp/
 
チ,227315,超⾼圧関東株式会社
〒314-0116,茨城県神栖市奥野⾕６２９３−１
2024-01-19
http://www.uhpkanto.co.jp
 
チ,114042,⻑産業株式会社
〒327-0324,栃⽊県佐野市⼭形町１２３３
2023-10-03
http://www.cho-san.co.jp/
 
チ,100002,⻑州産業株式会社
〒757-8511,⼭⼝県⼭陽⼩野⽥市新⼭野井３７４０
2025-06-04
http://www.choshu.co.jp
 
チ,223526,株式会社⻑南⼯務店
〒185-0035,東京都国分寺市⻄町４丁⽬６番５
2024-09-01
http://www.chounan.co.jp
 
チ,226553,株式会社チョウビ⼯業
〒616-8142,京都府京都市右京区太秦樋ノ内町１番地４
2026-04-01
 
チ,129687,株式会社朝陽
〒570-0014,⼤阪府守⼝市藤⽥町３−４４−１
2024-12-10
http://www.choyo-net.co.jp
 
チ,223924,朝陽電気株式会社
〒530-0002,⼤阪府⼤阪市北区曽根崎新地１丁⽬１番４９号
2024-12-01
http://www.choyo.co.jp
 
チ,504035,蝶理株式会社
〒541-0047,⼤阪府⼤阪市中央区淡路町１−７−３
2025-07-27



http://www.chori.co.jp
 
チ,127144,蝶理ＧＬＥＸ株式会社
〒108-6216,東京都港区港南２−１５−３ 品川インターシティＣ棟１６階
2025-08-16
http://www.c-glex.co.jp
 
チ,125817,⻑菱ハイテック株式会社
〒854-0063,⻑崎県諫早市⾙津町２１６５
2023-09-20
http://www.choryo-ht.co.jp
 
チ,215718,株式会社直⾓
〒811-3117,福岡県古賀市今の庄２丁⽬２０番４６号
2024-11-06
 
チ,218756,⼀⼨⽊電設株式会社
〒250-0862,神奈川県⼩⽥原市成⽥１０５２ー１
2023-12-15
 
チ,229675,千代⼀⼯業株式会社
〒236-0004,神奈川県横浜市⾦沢区福浦１丁⽬１５番地の１０
2026-04-23
http://chiyoichi.com/
 
チ,230318,株式会社千代システム
〒241-0812,神奈川県横浜市旭区⾦が⾕⼀丁⽬２６番１３号
2025-07-05
http://chiyo-system.com
 
チ,223633,チヨダ株式会社
〒110-0004,東京都台東区下⾕１丁⽬４番７号
2024-10-01
 
チ,224603,株式会社千代⽥
〒104-0033,東京都中央区新川１丁⽬５番３号
2025-04-01
_
 
チ,105170,千代⽥インテグレ株式会社
〒104-0044,東京都中央区明⽯町４−５
2024-07-13
http://www.chiyoda-i.co.jp
 
チ,124469,チヨダウーテ株式会社
〒510-8570,三重県四⽇市市住吉町１５−２
2025-09-09
http://www.chiyoda-ute.co.jp
 
チ,231554,千代⽥エンジニアリング株式会社
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨⼆丁⽬３番１２号
2026-01-10
http://www.chiyoda-eng.co.jp/
 
チ,114220,千代⽥機⼯株式会社



〒110-8577,東京都台東区台東１−１−１４
2026-07-10
https://www.ckk-corp.co.jp
 
チ,101681,千代⽥⾦属⼯業株式会社
〒670-0944,兵庫県姫路市阿保甲４０３−３
2024-09-24
http://www.c-k.jp
 
チ,114578,千代⽥空調機器株式会社
〒599-8247,⼤阪府堺市東⼭４６１
2024-10-26
http://www.chiyoku.co.jp/
 
チ,224350,株式会社千代⽥組
〒105-0003,東京都港区⻄新橋１丁⽬２番９号⽇⽐⾕セントラルビル
2025-03-01
https://www.chiyodagumi.co.jp/
 
チ,219498,千代⽥計装株式会社
〒814-0006,福岡県福岡市早良区百道１丁⽬１８番２５号
2024-03-30
https://www.ckcnw.co.jp/
 
チ,228823,千代⽥建⼯株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀２丁⽬１９番６号
2025-01-18
http://www.chiyodakenkou.co.jp
 
チ,100930,千代⽥検査⼯業株式会社
〒554-0024,⼤阪市此花区島屋１−１−２４
2023-11-17
 
チ,216437,千代⽥⼯営株式会社
〒330-0855,埼⽟県さいたま市⼤宮区上⼩町９４０番地
2025-05-14
https://chiyodakouei.com/
 
チ,114142,千代⽥交易株式会社
〒101-0029,東京都千代⽥区神⽥相⽣町１
2024-11-10
http://www.chiyoda-trade.co.jp/
 
チ,105261,千代⽥興業株式会社
〒530-0001,⼤阪府⼤阪市北区北区梅⽥２−４−９ ブリーゼタワー１２Ｆ
2024-10-09
http://www.chiyodakogyo.com
 
チ,221196,株式会社千代⽥興業
〒300-0011,茨城県⼟浦市神⽴中央５丁⽬３５番６号
2025-03-01
http://chiyoda-g.jp/
 
チ,222031,千代⽥興業株式会社
〒010-0941,秋⽥県秋⽥市川尻町字⼤川反１７０番地の４９



2025-11-01
http://www.k-chiyoda.jp/
 
チ,228878,株式会社千代⽥⼯業所
〒815-0032,福岡県福岡市南区塩原四丁⽬２８番２５号
2025-02-07
http://chiyoda-co.com
 
チ,216321,千代⽥⼯建株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋５丁⽬１４番４号
2025-04-23
http://www.chiyokou.com/
 
チ,129259,有限会社千代⽥⼯作所
〒670-0993,兵庫県姫路市千代⽥町８２０
2024-02-12
 
チ,114436,千代⽥興産株式会社
〒810-0012,福岡市中央区⽩⾦２−５−１６
2024-05-01
http://www.cknet.co.jp/
 
チ,150115,千代⽥鋼鉄⼯業株式会社
〒120-0005,東京都⾜⽴区綾瀬６−１０−６
2026-04-30
 
チ,504012,千代⽥⼯販株式会社
〒104-8115,東京都中央区京橋⼀丁⽬１０番７号 ＫＰＰ⼋重洲ビル９階
2023-08-20
http://www.chiyodakohan.co.jp/
 
チ,129645,千代⽥産業株式会社
〒141-0021,東京都品川区上⼤崎３−１４−３７ ＴＧＭビル３階
2024-11-30
http://www.chiyoda-s.co.jp/
 
チ,114536,千代⽥商事株式会社
〒670-0976,兵庫県姫路市中地４２１−１
2024-09-22
http://www.chiyoda-x.co.jp/
 
チ,227046,千代⽥重機⼯事株式会社
〒125-0054,東京都葛飾区⾼砂１−４−５
2023-09-01
https://cjkco.jp/
 
チ,120511,千代⽥情報システム株式会社
〒810-0012,福岡市中央区⽩⾦２−１１−９ ＣＲ福岡ビル９Ｆ
2023-10-15
http://www.cjsnet.com
 
チ,213168,株式会社千代⽥設備⼯業
〒731-0122,広島県広島市安佐南区中筋２ー１４ー９
2026-03-25
 



チ,220166,千代⽥測器株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野１−１−１１
2024-08-17
https://chiyodasokki.com
 
チ,121871,千代⽥鋳造株式会社
〒354-0043,埼⽟県⼊間郡三芳町⽵間沢３２０
2024-06-24
http://www.chiyochu.co.jp/
 
チ,502183,株式会社千代⽥テクノル
〒113-8681,東京都⽂京区湯島１丁⽬７番１２号
2026-02-16
https://www.c-technol.co.jp/
 
チ,226677,千代⽥電気株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座２ー１４ー５
2026-05-01
 
チ,114199,千代⽥電気⼯業株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋５−１６−３
2025-05-15
http://www.chiyoda-dk.co.jp
 
チ,216479,千代⽥電気⼯事株式会社
〒467-0864,愛知県名古屋市瑞穂区⾖⽥町１丁⽬１番地
2025-05-21
https://chiyodadenki.jp/
 
チ,216384,千代⽥電気産業株式会社
〒140-0013,東京都品川区南⼤井６丁⽬２０番８号
2025-05-14
 
チ,114439,千代⽥電興株式会社
〒105-0013,東京都港区浜松町１−１８−１０
2024-03-24
http://chdenko.co.jp/
 
チ,216870,千代⽥電興株式会社
〒150-0011,東京都渋⾕区東３ー１５ー６
2025-07-16
http://www.d-chiyoda.co.jp
 
チ,114034,千代⽥電資株式会社
〒153-0062,東京都⽬黒区三⽥２−５−１２
2023-12-06
http://chiyoda-d.co.jp/
 
チ,104463,千代⽥電⼦機器株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥３−３−９
2025-12-09
http://www.cec-chiyoda.co.jp/
 
チ,124102,千代⽥電⼦⼯業株式会社
〒442-0061,愛知県豊川市穂ノ原３−１４−４



2025-04-26
http://www.chiyoda-denshi.co.jp
 
チ,214627,千代⽥電⼦システム株式会社
〒453-0849,愛知県名古屋市中村区稲⻄町１０１番地の１
2026-03-14
http://www.chiyoda-ele.co.jp
 
チ,129641,千代⽥砥⽯株式会社
〒332-0012,埼⽟県川⼝市本町２−６−１２
2024-11-30
http://www.chiyodatoishi.co.jp/
 
チ,217187,千代⽥塗装⼯業株式会社
〒672-8088,兵庫県姫路市飾磨区英賀⻄町１丁⽬２９番地
2025-10-08
http://www.chiyoda-p.co.jp/
 
チ,127503,千代⽥ネームプレート株式会社
〒156-0052,東京都世⽥⾕区経堂５−３８−１９
2024-11-10
http://www.chiyoda-np.co.jp
 
チ,126514,株式会社千代⽥発條製作所
〒589-0013,⼤阪府⼤阪狭⼭市茱萸⽊８−２０７０−７
2024-01-26
http://www.chiyodaspg.co.jp
 
チ,104860,千代⽥物産株式会社
〒635-0804,奈良県北葛城郡広陵町⼤字沢３１２−１
2024-09-27
 
チ,217122,千代⽥紡織株式会社
〒123-0851,東京都⾜⽴区梅⽥２ー１０ー３
2025-09-17
http://www.cb-group.jp
 
チ,214803,千代⽥レール株式会社
〒151-0025,東京都千代⽥区神⽥佐久間町２丁⽬２５番地
2026-06-20
 
チ,213066,株式会社チヨテク
〒300-0011,茨城県⼟浦市神⽴中央５ー３５ー６
2026-02-26
 
チ,100754,千代電⼦⼯業株式会社
〒689-1402,⿃取県⼋頭郡智頭町智頭１８６１−１
2026-05-20
https://www.chiyodenshi.co.jp
 
チ,230210,株式会社鎮⻄商会
〒880-0817,宮崎県宮崎市江平東町８番地１９
2025-06-14
 
ツ,214519,株式会社ツーケン⼯業



〒333-0801,埼⽟県川⼝市東川⼝３丁⽬５番４号
2025-12-20
https://www.2-ken.com/
 
ツ,114241,ツーシックスジャパン株式会社
〒261-7126,千葉市美浜区中瀬２−６−１
2023-06-10
http://www.ii-vi.co.jp/
 
ツ,217707,株式会社ツーテック
〒920-0961,⽯川県⾦沢市⾹林坊１丁⽬２番２４号
2026-04-14
http://tutec.jp/
 
ツ,215591,株式会社ツールズ
〒160-0022,東京都新宿区新宿１ー９ー３
2024-09-25
http://tools.jp/
 
ツ,502838,株式会社ツール・ディポ
〒105-0013,東京都港区浜松町１−２−５マーベルビル２Ｆ
2025-06-29
http://www.tooldepot.co.jp/
 
ツ,104003,株式会社ツールボックスシステム
〒542-0012,⼤阪府⼤阪市中央区⾕町６−６−７ 第５松屋ビル８０３号
2024-10-01
http://www.toolbox-sys.co.jp/
 
ツ,114437,株式会社ツーワン
〒513-0032,三重県鈴⿅市池⽥町１２２８
2024-03-07
http://www.twoone.jp/
 
ツ,219033,有限会社ツーワン設備⼯業
〒188-0013,東京都⻄東京市向台町２丁⽬６番１１号
2024-02-09
 
ツ,103512,有限会社ついひじ製作所
〒370-0603,群⾺県⾢楽郡⾢楽町中野３１３０−１
2023-11-17
http://www.tsuihiji.com
 
ツ,219724,株式会社ツイル
〒142-0042,東京都品川区豊町４−２０−３
2024-05-11
https://www.twillnakama.com/
 
ツ,103458,株式会社ツインズ
〒273-0853,千葉県船橋市⾦杉７−１−９ ツインヒルズ⻄館３階
2023-10-09
http://twins-corp.com
 
ツ,504011,株式会社つうけん
〒060-0004,北海道札幌市中央区北４条⻄１５丁⽬１番２３号



2024-04-24
https://www.tsuken.co.jp/
 
ツ,223866,株式会社つうけんアクト
〒004-0015,北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク２丁⽬３−１
2024-12-01
 
ツ,501825,株式会社つうけんアドバンスシステムズ
〒003-0026,北海道札幌市⽩⽯区本通１９丁⽬南６番８号
2025-06-03
http://www.tads.co.jp/
 
ツ,500052,通研エンジニアリング株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥５−５−５
2023-08-05
 
ツ,124292,通研電気⼯業株式会社
〒981-3206,宮城県仙台市泉区明通３−９
2025-12-12
http://www.2ken.co.jp
 
ツ,129732,株式会社通信企画
〒812-0015,福岡県福岡市博多区⼭王２−５−２７
2024-12-25
http://www.tu-k.co.jp/
 
ツ,218693,株式会社通信企画
〒331-0065,埼⽟県さいたま市⻄区⼆ツ宮３７５ー１
2023-12-08
http://www.t-kikaku.org/
 
ツ,230242,通信機⼯事株式会社
〒140-0001,東京都品川区北品川⼀丁⽬８番２０号
2025-06-21
https://www.tusin.co.jp
 
ツ,215943,通信設備株式会社
〒240-0064,神奈川県横浜市保⼟ケ⾕区峰岡町１丁⽬３番地の２
2025-01-29
http://www.tsushin-setsubi.co.jp/
 
ツ,214196,通信道路株式会社
〒982-0014,宮城県仙台市太⽩区⼤野⽥２丁⽬２番２７号
2025-05-24
http://tsushinroad.co.jp/
 
ツ,214093,通信⼟⽊コンサルタント株式会社
〒135-0042,東京都江東区⽊場５丁⽬８番４０号
2025-03-29
http://www.tsushin-doboku.co.jp/
 
ツ,220727,株式会社通信ネットワーク
〒078-8237,北海道旭川市豊岡七条三丁⽬２番３号
2025-02-21
 



ツ,100658,通菱テクニカ株式会社
〒661-0001,兵庫県尼崎市塚⼝本町８−１−１
2026-03-11
https://www.tsuryo.co.jp/
 
ツ,505108,株式会社塚腰運送
〒600-8266,京都府京都市下京区⽊津屋橋通⼤宮東⼊上之町４４４番地
2024-08-02
http://www.tsukagoshi.ne.jp/
 
ツ,213730,株式会社塚越鉄筋⼯業
〒369-0314,埼⽟県児⽟郡上⾥町⼤字三町５９８ー１
2024-06-16
 
ツ,213606,株式会社ツカサ
〒534-0012,⼤阪府⼤阪市都島区御幸町１丁⽬３番２号
2024-02-24
 
ツ,220657,有限会社司圧送
〒333-0823,埼⽟県川⼝市⼤字⽯神９６４番地の２
2025-02-01
 
ツ,124039,ツカサ化⼯株式会社
〒752-0953,⼭⼝県下関市⻑府港町１１−１４
2025-02-02
 
ツ,216531,株式会社司硝⼦
〒385-0052,⻑野県佐久市原２６９番地４
2025-05-28
_
 
ツ,214398,司佐基⼯株式会社
〒734-0026,広島県広島市南区仁保２ー５ー２２
2025-10-04
http://tsukasakikou.com
 
ツ,104929,株式会社ツカサ技研
〒564-0044,⼤阪府吹⽥市南⾦⽥２−１４−３５ 中央社ビル２０１
2023-09-13
http://www.tsukasa-g.co.jp
 
ツ,504603,株式会社 司ケース
〒468-0064,愛知県名古屋市天⽩区道明町１９２番地
2025-09-27
 
ツ,216921,司建設株式会社
〒314-0408,茨城県神栖市波崎６５０７−１
2025-07-23
 
ツ,210418,株式会社司建装
〒839-0862,福岡県久留⽶市野中町９１９番地２
2024-07-10
http://tsukasa-kenso.co.jp
 
ツ,218274,ツカサ⼯業有限会社



〒981-1242,宮城県岩沼市志賀字⽯⼭９−３
2023-08-25
 
ツ,220961,ツカサ⼯業株式会社
〒857-0402,⻑崎県佐世保市⼩佐々町⼩坂６０６番地３２
2025-04-05
 
ツ,212670,株式会社司⼯業所
〒133-0061,東京都江⼾川区篠崎町６ー２０ー２
2025-06-05
 
ツ,125455,司ゴム電材株式会社
〒335-0002,埼⽟県蕨市塚越２−１９−２１
2023-05-20
http://www.tsukasa-net.co.jp/
 
ツ,104297,司産業株式会社
〒104-0031,東京都中央区京橋２−１２−４ 光和ビル４Ｆ
2025-02-16
 
ツ,120990,有限会社司産業
〒132-0033,東京都江⼾川区東⼩松川４−４６−１
2024-03-12
 
ツ,103984,司システム株式会社
〒105-0003,東京都港区⻄新橋１−２２−１０ ⻄新橋アネックスビル７Ｆ
2024-09-28
https://www.tsukasasys.co.jp
 
ツ,211524,株式会社司重機建設運輸
〒779-3610,徳島県美⾺市脇町⼤字脇町１０１６番地
2026-01-26
 
ツ,106797,有限会社ツカサ樹脂化⼯
〒485-0075,愛知県⼩牧市三ツ渕１８７５−４
2025-11-21
 
ツ,120801,株式会社ツカサ精密
〒321-0404,栃⽊県宇都宮市芦沼町３２７０−１
2024-01-27
http://www.your-tukasa.co.jp
 
ツ,103324,株式会社司測研
〒158-0087,東京都世⽥⾕区⽟堤１−１９−４
2023-08-01
http://www.sokken.co.jp
 
ツ,218896,司電気⼯事有限会社
〒160-0016,東京都新宿区信濃町２０番地花村ビル ３０１
2024-01-12
 
ツ,120604,ツカサトレーディング株式会社
〒190-0022,東京都⽴川市錦町５−５−３５
2023-11-12
http://www.tukasast.co.jp



 
ツ,222288,司板⾦社（その他）
〒492-8217,愛知県稲沢市稲沢町前⽥３３９ー１
2023-11-01
 
ツ,504522,株式会社塚崎製作所
〒146-0083,東京都⼤⽥区千⿃２丁⽬３５番３号
2025-03-01
 
ツ,222439,株式会社塚⽥⼯業
〒111-0055,東京都台東区三筋２−１４−２
2023-12-01
http://www.ae-tsukada.com
 
ツ,104188,株式会社塚⽥製作所
〒144-0035,東京都⼤⽥区南蒲⽥２−２７−１７
2024-11-26
 
ツ,228101,株式会社ツカダ・テクノス
〒270-0034,千葉県松⼾市新松⼾３丁⽬２９６番地
2024-05-25
 
ツ,124127,塚⽥理研⼯業株式会社
〒399-4117,⻑野県駒ヶ根市⾚穂１６３９７−５
2025-05-21
http://www.tukada-riken.co.jp
 
ツ,114500,有限会社塚野製作所
〒192-0045,東京都⼋王⼦市⼤和⽥町６−１２−２３
2024-06-20
http://www.tsukano.co.jp
 
ツ,228982,塚原建設株式会社
〒755-0057,⼭⼝県宇部市⼤字藤曲１７５３番地４６
2025-04-19
http://www.tsukahara-c.co.jp/
 
ツ,124134,株式会社ツカモト
〒920-0377,⽯川県⾦沢市打⽊町東１３２９
2025-06-07
http://tsukamoto-p.com/
 
ツ,231210,株式会社塚本鍛冶⼯業
〒471-0056,愛知県豊⽥市⽩⼭町出崎１４番地２
2025-11-01
https://www.tsukamoto-kk.jp
 
ツ,210006,有限会社塚本ガス圧接
〒730-0836,広島県広島市中区江波栄町６番２３号
2023-10-22
 
ツ,216693,有限会社塚本空調設備
〒488-0804,愛知県尾張旭市⻄の野町⼆丁⽬１３５番地
2025-06-25
http://tsukamotoair.jp/



 
ツ,221624,塚本建材株式会社
〒272-0035,千葉県市川市新⽥５丁⽬８番２７号
2025-04-01
https://www.tsukamoto-kenzai.co.jp/
 
ツ,212466,株式会社塚本建装
〒305-0023,茨城県つくば市上ノ室３８３ー１
2025-02-13
http://tsukamotokenso.jp
 
ツ,229874,塚本商事機械株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座四丁⽬２番１５号
2026-07-28
https://www.tsg-tsukamoto.co.jp/
 
ツ,225132,塚本總業株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座４丁⽬２番１５号塚本素⼭ビル
2025-05-01
http://www.tsukamoto-sogyo.co.jp/
 
ツ,224015,株式会社塚本造園⼯務所
〒665-0823,兵庫県宝塚市安倉南２丁⽬１９番６号
2025-01-01
 
ツ,231007,塚本避雷針⼯業株式会社
〒605-0981,京都府京都市東⼭区本町⼗丁⽬１７６番地
2025-10-11
 
ツ,101247,塚本鍍⾦⼯業株式会社
〒534-0014,⼤阪市都島区都島北通１−３−２３
2024-03-29
http://www.tukamoto-mekki.co.jp/
 
ツ,225605,津上産業株式会社
〒806-0047,福岡県北九州市⼋幡⻄区鷹の巣２丁⽬１０ー１９
2025-07-01
http://www.tsugami-s.com
 
ツ,223023,有限会社津軽躯体⼯業
〒036-8093,⻘森県弘前市⼤字城東中央２丁⽬７ー６
2024-04-01
 
ツ,105976,ツガル精密機器株式会社
〒037-0017,⻘森県五所川原市⼤字漆川字鍋懸１５１−２３
2023-07-22
https://www.tsmd-gosho.com
 
ツ,114037,株式会社ツガワ
〒223-0057,神奈川県横浜市港北区新⽻町１１８１
2023-11-11
http://www.tsugawa.com
 
ツ,212647,有限会社⽉川
〒206-0013,東京都多摩市桜ヶ丘１丁⽬５１番地の８



2025-05-29
https://www.tsukikawa.co.jp/
 
ツ,217475,株式会社⽉寒製作所
〒004-0871,北海道札幌市清⽥区平岡⼀条５丁⽬２番１号
2026-01-14
http://www.tsukisamu.co.jp
 
ツ,100684,⽉産業有限会社
〒154-0023,東京都世⽥⾕区若林２−１９−６
2026-03-31
http://www.tsuki3gyo.co.jp/
 
ツ,125466,株式会社⽉嶋製作所
〒295-0021,千葉県安房郡千倉町平館７９７
2026-05-26
 
ツ,129660,⽉島発条株式会社
〒104-0052,東京都中央区⽉島３−３０−４
2024-12-02
http://tsukishima.la.coocan.jp
 
ツ,211213,株式会社ツキジ
〒811-1351,福岡県福岡市南区屋形原３丁⽬３８ー１２
2025-06-17
http://www.ts-tsukiji.com
 
ツ,124225,有限会社⽉島⼯作所
〒517-0045,三重県⿃⽻市船津町榎⾕１３７１−１
2025-11-02
 
ツ,228052,株式会社ツキタニ⼯業
〒735-0014,広島県安芸郡府中町柳ヶ丘３７ー２２
2024-05-17
 
ツ,106833,株式会社⽉⾕製作所
〒601-8203,京都府京都市南区久世築⼭町２１０−４
2025-12-21
http://www.tsukitani.co.jp
 
ツ,212237,⽉館測量設計株式会社
〒040-0073,北海道函館市宮前町２０番６号
2021-06-27
 
ツ,114115,⽉電⼯業株式会社
〒960-8163,福島県福島市⽅⽊⽥字吉ノ内５５−１
2024-08-08
https://www.tsukiden.com
 
ツ,104077,⽉電ソフトウェア株式会社
〒960-8151,福島県福島市太平寺字沖⾼６８
2024-10-16
https://www.tsukiden.co.jp/
 
ツ,103791,株式会社⽉虎⾦属



〒550-0003,⼤阪市⻄区京町堀１−１７−１６
2024-04-15
http://tktra.com
 
ツ,221250,株式会社⽉永組
〒041-1122,北海道⻲⽥郡七飯町⼤川６丁⽬１２番３４号
2025-03-01
 
ツ,213752,株式会社つきの
〒891-0115,⿅児島県⿅児島市東開町３番地１２０
2024-07-07
 
ツ,216869,⽉野建設株式会社
〒213-0029,神奈川県川崎市⾼津区東野川１丁⽬５ー２９
2025-07-16
 
ツ,154064,⽉星商事株式会社
〒104-8533,東京都中央区⼋丁堀４丁⽬４番２号
2025-12-26
 
ツ,120973,株式会社⽉星製作所
〒922-8611,⽯川県加賀市永井町７１−１−１
2024-03-10
http://www.tsukiboshi.co.jp
 
ツ,114549,株式会社續橋製作所
〒511-0923,三重県桑名市⼤字桑部７５９
2024-09-04
 
ツ,223312,株式会社つくーる
〒920-0061,⽯川県⾦沢市問屋町⼀丁⽬２１番地
2024-07-01
 
ツ,503020,株式会社津久井樹脂
〒252-0161,神奈川県相模原市緑区⻘野原２１８８番地
2024-01-14
 
ツ,218919,津久井電気管理事務所 津久井宣孝（その他）
〒373-0031,群⾺県太⽥市脇屋町２０４番地１９
2024-01-19
 
ツ,222816,株式会社築柴
〒604-0964,京都府京都市中京区富⼩路通夷川下る鍛冶屋町３８７番地
2024-03-01
 
ツ,211661,ツクシ⼯業株式会社
〒617-0003,京都府向⽇市森本町野⽥１番地１
2026-05-30
https://www.tukusi-kogyo.co.jp/
 
ツ,220472,つくし⼯業株式会社
〒253-0114,神奈川県⾼座郡寒川町⽥端１５７８−２
2024-11-22
http://www.tukusi.com/index.html
 



ツ,231671,株式会社つくし⼯房
〒175-0092,東京都板橋区⾚塚三丁⽬３１番７号
2026-02-14
https://www.tukusi.co.jp/
 
ツ,227141,附⽥建設株式会社
〒039-3212,⻘森県上北郡六ケ所村⼤字尾駮字⼆⼜２３ー２
2023-11-01
 
ツ,114379,株式会社ツクノ
〒257-0031,神奈川県秦野市曽屋９８９−６
2023-10-08
http://www.tsukuno.co.jp
 
ツ,108463,株式会社筑波エレクトロン
〒309-1712,茨城県笠間市⻑兎路１０８４
2025-02-24
http://www.tsukuba-electron.co.jp
 
ツ,219962,筑波コーリング有限会社
〒300-1260,茨城県つくば市⻄⼤井１７３４−７９
2024-06-29
http://www.t-coring.co.jp
 
ツ,212094,津久波⼯業株式会社
〒115-0042,東京都北区志茂２丁⽬２２番１１号
2024-03-15
 
ツ,227204,つくばコンクリート⼯事株式会社
〒300-0812,茨城県⼟浦市下⾼津４−１８−１２
2023-12-01
 
ツ,102031,株式会社つくば情報システム
〒305-0047,茨城県つくば市千現１−１４−２２
2024-12-11
https://tisys.jp
 
ツ,114233,有限会社筑波精器
〒325-0013,栃⽊県那須塩原市鍋掛１０８５−７８６
2023-07-02
 
ツ,106533,つくばソフトウェアエンジニアリング株式会社
〒300-0034,茨城県⼟浦市港町１−７−２３
2025-01-21
http://www.tse.co.jp/
 
ツ,114078,筑波ダイカスト⼯業株式会社
〒114-0023,東京都北区滝野川７−２２−６ ＩＭＡビル４Ｆ
2024-07-18
http://www.tsukuba-dc.co.jp/
 
ツ,214983,株式会社筑波鉄筋⼯業
〒304-0002,茨城県下妻市江１６９１ー５
2023-09-05
http://www.tsukubatekkin.jp



 
ツ,216805,株式会社つくば電送
〒315-0048,茨城県⽯岡市三村５９１７番地４
2025-06-25
 
ツ,221517,株式会社つくも
〒299-3251,千葉県⼤網⽩⾥市⼤網６５２番地３
2025-04-01
http://www.k-tukumo.co.jp
 
ツ,122875,株式会社九⼗九⼯業
〒435-0006,静岡県浜松市東区下⽯⽥町１２９−１
2024-12-08
 
ツ,216804,有限会社九⼗九電気
〒252-0001,神奈川県座間市相模が丘１丁⽬５番２０号
2025-06-25
_
 
ツ,502953,ツクモ電⼦⼯業株式会社
〒143-0024,東京都⼤⽥区中央８−４０−１０
2026-05-27
http://www.emonotsukuri.com/
 
ツ,217440,有限会社創
〒901-2134,沖縄県浦添市港川２ー２１ー５
2026-01-07
 
ツ,223290,つげ⽯材株式会社
〒509-8301,岐⾩県中津川市蛭川３２８８ー２１
2024-07-01
http://www.tsuge-sekizai.co.jp
 
ツ,217411,津下ダイヤモンド⼯業株式会社
〒651-0072,兵庫県神⼾市中央区脇浜町３丁⽬２番１６号
2025-12-24
http://www.tsuge-diamond.com/
 
ツ,217856,株式会社津島技建
〒485-0039,愛知県⼩牧市外堀⼀丁⽬２３６番地
2023-06-30
 
ツ,212405,株式会社津嶋組
〒007-0844,北海道札幌市東区北四⼗四条東⼀丁⽬３番２１号
2024-12-05
_
 
ツ,212375,株式会社津島建材
〒500-8268,岐⾩県岐⾩市茜部菱野４丁⽬１０９番地
2024-11-14
http://tsushima-k.co.jp
 
ツ,219977,ツシマ⼯業株式会社
〒808-0109,福岡県北九州市若松区南⼆島２丁⽬１８番８号
2024-07-06



 
ツ,222255,有限会社都島⼯業
〒466-0037,愛知県名古屋市昭和区恵⽅町１丁⽬１４番地
2023-10-01
 
ツ,230706,株式会社津島⼯業
〒701-1145,岡⼭県岡⼭市北区横井上２３０番地の１
2025-08-09
http://www.tsushima-ind.co.jp
 
ツ,210754,津嶋測量設計株式会社
〒130-0004,東京都墨⽥区本所２丁⽬１１番３号
2024-12-08
 
ツ,223997,株式会社対⾺造園店
〒651-0056,兵庫県神⼾市中央区熊内町１丁⽬４番９号
2025-01-01
 
ツ,103282,株式会社津島鉄⼯所
〒601-8465,京都府京都市南区唐橋花園町１５
2023-07-10
http://www.tsm-tk.com
 
ツ,120163,株式会社辻井製作所
〒332-0011,埼⽟県川⼝市元郷１−３２−９
2023-07-29
http://tsujii-ss.co.jp/
 
ツ,217802,株式会社辻井造園
〒520-0113,滋賀県⼤津市坂本２丁⽬７番１８号
2023-06-23
 
ツ,129351,株式会社辻⼀平商店
〒670-0902,兵庫県姫路市⽩銀町４３ ハリマヤ興産⽩銀町ビル５Ｆ
2024-03-03
http://www.tsujiippei.jp/
 
ツ,114236,辻内鋳物鉄⼯株式会社
〒511-0426,三重県いなべ市北勢町其原２０７７−１
2026-06-18
 
ツ,214647,株式会社辻クレーン
〒515-2314,三重県松阪市嬉野新屋庄町１３４８番地１
2026-03-28
https://www.tsuji-crane.net/
 
ツ,224291,株式会社辻組
〒515-0321,三重県多気郡明和町斎宮３５３７番地
2025-03-01
https://tsuji-gumi.jp/
 
ツ,222615,辻建設株式会社
〒930-0093,富⼭県富⼭市内幸町６ー１
2024-01-01
http://www.tsuji-kensetsu.co.jp



 
ツ,220309,株式会社辻⼯務店
〒770-0037,徳島県徳島市南佐古七番町８番８号
2024-09-28
https://www.tsujikomuten.co/
 
ツ,231988,株式会社辻さく
〒920-0865,⽯川県⾦沢市⻑町⼆丁⽬５番１３号
2026-05-09
https://www.tsujisaku.co.jp/
 
ツ,106259,辻産業株式会社
〒598-0092,⼤阪府泉南郡⽥尻町吉⾒３５５−５
2024-07-07
http://www.tsujisangyo.com/
 
ツ,220058,辻商事株式会社
〒921-8027,⽯川県⾦沢市神⽥１丁⽬３番５号
2025-02-01
 
ツ,103848,株式会社辻製作所
〒601-8204,京都府京都市南区久世東⼟川町３７６−７
2024-05-22
http://www.tsujiss.net
 
ツ,104135,有限会社辻製作所
〒613-0023,京都府久世郡久御⼭町野村字村東４１０−２
2025-09-22
 
ツ,231709,株式会社ツジタ
〒470-2301,愛知県知多郡武豊町字壱町⽥４７番地
2026-02-21
https://tsujita-katawaku.com/
 
ツ,124050,辻鉄⼯株式会社
〒590-0421,⼤阪府泉南郡熊取町七⼭２−６−１５
2024-11-10
http://www.tsuji-steel.co.jp/
 
ツ,224911,株式会社辻鉄商⼯
〒135-0001,東京都江東区⽑利１丁⽬１９番１０号江間忠錦⽷町ビル７階
2025-04-01
http://www.ttsk.co.jp/
 
ツ,124097,株式会社ツジデン
〒168-0072,東京都杉並区⾼井⼾東４−８−３
2025-01-17
http://www.tsujiden.co.jp
 
ツ,231422,株式会社辻中
〒561-0882,⼤阪府豊中市南桜塚⼆丁⽬６番２７号
2025-12-13
https://tsujinaka.com/household/
 
ツ,219470,株式会社辻野組



〒849-1323,佐賀県⿅島市⼤字⾳成丙１６６６番地
2024-03-23
 
ツ,230919,有限会社辻野電気⼯事
〒819-0006,福岡県福岡市⻄区姪浜駅南三丁⽬１１番２２号
2025-09-27
 
ツ,501954,株式会社辻󠄀プロテック⼯業
〒519-0272,三重県鈴⿅市東庄内町３９０５
2025-11-19
http://tsujipro.jp/
 
ツ,124115,株式会社辻村技研
〒639-2121,奈良県葛城市新村１１３
2025-04-18
 
ツ,230074,辻村⼯業株式会社
〒445-0803,愛知県⻄尾市桜町中新⽥６２番地
2025-05-10
http://www.tujimura.co.jp/
 
ツ,230917,辻村鋼材株式会社
〒559-0011,⼤阪府⼤阪市住之江区北加賀屋五丁⽬５番６１号
2025-09-27
 
ツ,124026,辻本化成株式会社
〒869-1205,熊本県菊池市旭志川辺１１２６−１７
2025-02-23
 
ツ,227997,株式会社辻本建設
〒618-0011,⼤阪府三島郡島本町広瀬４丁⽬２５番９号
2024-04-27
 
ツ,226826,辻元⼯業株式会社
〒679-4101,兵庫県たつの市神岡町奥村４６ー１
2026-06-01
http://www.tujimoto.co.jp
 
ツ,221809,辻元塗⼯株式会社
〒085-0036,北海道釧路市若⽵町１番１２号
2025-07-01
http://www.tujimoto-tokou.co.jp
 
ツ,224771,株式会社辻本⿓松園
〒556-0011,⼤阪府⼤阪市浪速区難波中⼆丁⽬２番２０号
2025-04-01
http://www.ryushouen.com
 
ツ,220867,有限会社辻⼭電気
〒463-0052,愛知県名古屋市守⼭区⼩幡宮ノ腰８番９号
2025-03-15
 
ツ,114203,株式会社蔦⽊
〒435-0022,静岡県浜松市南区鶴⾒町２７０２−４３
2026-06-30



http://www.tsutaki.co.jp/
 
ツ,120629,蔦機械⾦属株式会社
〒670-0996,兵庫県姫路市⼟⼭１−４−８
2023-11-15
http://www.tsuta.co.jp
 
ツ,215793,株式会社ツダカズ
〒125-0063,東京都葛飾区⽩⿃４丁⽬３番１３号
2024-11-27
 
ツ,221474,津⽥硝⼦株式会社
〒468-0033,愛知県名古屋市天⽩区⼀つ⼭１ー２
2025-04-01
 
ツ,500747,津⽥企業株式会社
〒769-2401,⾹川県さぬき市津⽥町津⽥２８８０番地３４
2024-08-04
http://tsuda-k.jp/
 
ツ,103649,津⽥⼯業株式会社
〒448-8657,愛知県刈⾕市幸町１−１−１
2024-02-20
http://www.tsuda-inc.co.jp/
 
ツ,124195,津⽥⼯業株式会社
〒355-0812,埼⽟県⽐企郡滑川町都２５−３５
2025-04-26
http://www.tsudaindustrial.co.jp
 
ツ,217303,株式会社津⽥⼯業
〒601-8318,京都府京都市南区吉祥院三ノ宮⻄町６１ー１
2025-11-12
 
ツ,114452,ツダコマ⼯業株式会社
〒921-8650,⾦沢市野町５−１８−１８
2024-03-01
http://www.tsudakoma.co.jp/
 
ツ,219346,津⽥産業株式会社
〒559-8550,⼤阪府⼤阪市住之江区平林南１−８−１９
2024-03-16
 
ツ,228590,株式会社津⽥商店
〒546-0013,⼤阪府⼤阪市東住吉区湯⾥２丁⽬１７番１５号
2021-10-26
 
ツ,223823,ツダ新装株式会社
〒542-0074,⼤阪府⼤阪市中央区千⽇前⼀丁⽬４番８号
2024-11-01
 
ツ,114490,株式会社津⽥製作所
〒223-0066,横浜市港北区⾼⽥⻄１−７−２４
2024-02-04
http://www.tuda-seisakusyo.co.jp



 
ツ,114533,株式会社津⽥製作所
〒216-0033,神奈川県川崎市宮前区宮崎３−１−１
2024-10-05
http://www.tsuda-ss.jp
 
ツ,504010,津⽥電線株式会社
〒613-0022,京都府久世郡久御⼭町市⽥新珠城２７
2023-08-12
https://www.tsuda-densen.co.jp
 
ツ,106874,津⽥特殊電気株式会社
〒536-0006,⼤阪府⼤阪市城東区野江３−２３−２３
2026-02-01
http://www.tsuda-sp-elec.co.jp
 
ツ,219230,株式会社鎚絵
〒803-0802,福岡県北九州市⼩倉北区東港１−１−２１
2024-03-02
https://tsuchie.jp
 
ツ,214206,株式会社⼟新建材
〒537-0002,⼤阪府⼤阪市東成区深江南２丁⽬２０番１６号
2025-05-24
http://www.jinkoumoku.com
 
ツ,226620,ツチダ開発株式会社
〒529-1422,滋賀県東近江市五個荘⼩幡町６８番地３０
2026-04-01
 
ツ,100535,株式会社⼟⽥化学
〒669-3306,兵庫県丹波市柏原町北中１１
2026-01-04
http://www.tsuchidakagaku.co.jp/
 
ツ,213460,⼟⽥建材株式会社
〒529-1422,滋賀県東近江市五個荘⼩幡町６８番地３０
2023-10-07
 
ツ,216481,有限会社⼟⽥⼯業
〒812-0053,福岡県福岡市東区箱崎７丁⽬２−２３
2025-05-21
https://tsuchidakogyo.com/
 
ツ,231528,有限会社⼟⽥⼯務店
〒277-0931,千葉県柏市藤ケ⾕５４４番地の９
2025-12-27
 
ツ,221516,ツチダ塗装株式会社
〒940-0853,新潟県⻑岡市中沢４丁⽬３８７番地１６
2025-04-01
http://www.tsuchida-web.jp/
 
ツ,219893,株式会社つち寅
〒559-0007,⼤阪府⼤阪市住之江区粉浜⻄１丁⽬８番８号



2024-06-22
 
ツ,102667,株式会社ツチハシ
〒910-8508,福井県福井市新保町１９−２４
2025-07-11
 
ツ,222850,有限会社⼟橋塗装
〒362-0806,埼⽟県北⾜⽴郡伊奈町⼤字⼩室１５２ー１
2024-03-02
 
ツ,103492,⼟平鋳⼯株式会社
〒475-0803,愛知県半⽥市⼄川末広町１
2023-10-27
 
ツ,114112,株式会社槌屋
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨２−５−３
2024-10-09
 
ツ,114182,株式会社槌屋
〒460-8330,名古屋市中区上前津２−９−２９
2024-12-05
http://www.tsuchiya-group.co.jp/
 
ツ,114517,株式会社槌屋
〒812-0013,福岡市博多区博多駅東３−１２−１ アバンダント９５ ８Ｆ
2024-07-21
http://www.tsuchiya-group.co.jp
 
ツ,226238,ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社
〒503-0917,岐⾩県⼤垣市神⽥町⼆丁⽬５５番地
2025-12-01
https://www.tsuchiya-corp.com/
 
ツ,212377,有限会社ツチヤクレーン
〒389-0501,⻑野県東御市新張７７９ー７
2024-11-14
 
ツ,114389,⼟屋⼯業株式会社
〒183-0046,東京都府中市⻄原町１−１７−１
2023-10-08
http://www.tpd.co.jp/
 
ツ,210359,株式会社⼟屋⼯業
〒400-0062,⼭梨県甲府市池⽥⼀丁⽬４番２０号
2024-06-12
http://www.wp-tcy.co.jp
 
ツ,216724,株式会社ツチヤ⼯業
〒133-0044,東京都江⼾川区本⼀⾊３丁⽬４１番１号
2025-06-25
http://tsuchiya-kogyo.com/
 
ツ,229354,⼟屋⼯業株式会社
〒960-0711,福島県伊達市梁川町粟野字北ノ内４３
2025-10-31



 
ツ,114476,⼟⾕ゴム化成株式会社
〒133-0051,東京都江⼾川区北⼩岩６−７−５
2024-05-11
http://www.tsuchiya-gk.com.cn/
 
ツ,106856,株式会社⼟屋精⼯
〒307-0001,茨城県結城市⼤字結城１１７３８−５
2026-01-16
https://www.tsuchiya-sk.com
 
ツ,122741,株式会社⼟屋通信
〒311-4152,茨城県⽔⼾市河和⽥１−１５３５−１３４
2024-11-07
 
ツ,114333,ツチヤ電機株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥３−９−８
2023-12-06
https://www.tsuchiya-denki.com/
 
ツ,114372,⼟屋電線株式会社
〒243-0807,神奈川県厚⽊市⾦⽥３３９−１
2023-08-24
http://www.tew-j.com
 
ツ,211147,有限会社⼟⾕塗装⼯業所
〒514-0812,三重県津市津興２７番地の５
2025-05-20
_
 
ツ,227409,株式会社⼟屋ホーム
〒060-0809,北海道札幌市北区北９条⻄３丁⽬７番地
2021-02-15
http://www.tsuchiya.co.jp
 
ツ,101049,⼟⼭産業株式会社
〒675-0045,兵庫県加古川市⻄神吉町岸２８１−６
2024-02-13
http://www.tsuchiyama-sangyo.com/
 
ツ,231316,有限会社筒井電気
〒761-0612,⾹川県⽊⽥郡三⽊町⼤字氷上９０３番地３
2025-11-21
 
ツ,216950,株式会社堤⽡商店
〒602-8137,京都府京都市上京区猪熊通下⽴売下る⼤黒町４５４ー１１
2025-07-30
http://www13.plala.or.jp/tutumikawara/
 
ツ,213535,株式会社ツツミコーポレーション
〒252-0028,神奈川県座間市⼊⾕東四丁⽬４番１４号
2023-12-22
 
ツ,120967,ツツミ産業株式会社
〒252-0132,神奈川県相模原市緑区橋本台２−５−３０



2024-03-07
http://www.tsutsumi-s.co.jp
 
ツ,114590,株式会社堤製作所
〒341-0026,埼⽟県三郷市幸房７０７−３
2024-06-23
 
ツ,125128,株式会社堤鉄⼯所
〒514-2302,三重県津市安濃町安濃２１３９−１
2026-01-24
http://tsutsumi-iw.com
 
ツ,114325,株式会社津々⺒電機
〒143-0015,東京都⼤⽥区⼤森⻄４−１４−１６
2023-07-28
http://www.tsutsumi-elec.co.jp
 
ツ,216699,堤電気有限会社
〒378-0074,群⾺県沼⽥市下発知町６４７
2025-06-25
http://www.tutumi-denki.com/
 
ツ,211410,堤防⽔塗装⼯業株式会社
〒733-0833,広島県広島市⻄区商⼯センター８丁⽬１２ー４１
2025-10-22
http://www.tsutsumi-group.co.jp
 
ツ,211284,株式会社ツツミワークス
〒170-0013,東京都豊島区東池袋三丁⽬４番３号ＮＢＦ池袋イースト１４Ｆ
2025-07-21
https://www.t-works1.com/
 
ツ,213615,都築株式会社
〒559-0013,⼤阪府⼤阪市住之江区御崎７−２−２４
2024-03-03
 
ツ,226462,株式会社ツヅキ
〒579-8013,⼤阪府東⼤阪市⻄⽯切町５丁⽬１番４２号
2026-03-01
http://www.tuzuki.co.jp
 
ツ,215141,ツヅキインフォテクノ⻄⽇本株式会社
〒541-0056,⼤阪府⼤阪市中央区久太郎町３丁⽬４番３０号
2023-12-19
http://www.tsuzuki.co.jp/TIW
 
ツ,102467,ツヅキインフォテクノ東⽇本株式会社
〒142-0061,東京都品川区⼩⼭台１−２０−２０
2025-03-14
https://www.tsuzuki.co.jp/TIE/
 
ツ,105223,都築エンベデッドソリューションズ株式会社
〒105-8420,東京都港区⻄新橋２−５−３
2024-09-26
http://www.tsuzuki-es.co.jp



 
ツ,226467,株式会社都筑業務店
〒470-2211,愛知県知多郡阿久⽐町⼤字草⽊字末広１４番地の１
2026-03-01
 
ツ,223986,都築産業株式会社
〒532-0011,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島５丁⽬２番５号
2025-01-01
 
ツ,216821,株式会社ツヅキ通信特機
〒400-0053,⼭梨県甲府市⼤⾥町５０８０番地
2025-07-02
 
ツ,501849,都築テクノサービス株式会社
〒105-0022,東京都港区海岸１−１１−１ ニューピア⽵芝ノースタワー
2025-07-16
http://www.tsuzuki-techno.com/
 
ツ,114087,都築電気株式会社
〒105-8665,東京都港区新橋６−１９−１５
2023-11-26
http://www.tsuzuki.co.jp/
 
ツ,218288,株式会社集建築事務所
〒812-0016,福岡県福岡市博多区博多駅南６−７−１
2023-09-01
 
ツ,126547,ツドイ産業株式会社
〒221-0863,横浜市神奈川区⽻沢町６６−１
2024-02-06
http://www.tudoi.net
 
ツ,122401,津⽌合⾦⼯業株式会社
〒140-0004,東京都品川区南品川６−５−１５
2024-09-05
 
ツ,215137,株式会社つなぎ電気
〒901-2223,沖縄県宜野湾市⼤⼭４丁⽬１４番２０号
2020-12-19
 
ツ,216086,有限会社綱島タイル興業所
〒296-0043,千葉県鴨川市⻄町１２２１番地の５
2025-02-26
 
ツ,231119,株式会社ＴＳＵＮＥ
〒573-1134,⼤阪府枚⽅市養⽗丘⼆丁⽬７番１１号
2025-10-18
https://tsune.biz/
 
ツ,124177,ツネイシ商事株式会社
〒558-0014,⼤阪府⼤阪市住吉区我孫⼦１−２−２２
2022-05-25
 
ツ,114144,恒川フエルト⼯業株式会社
〒451-0044,名古屋市⻄区菊井２−２２−２５



2025-02-24
http://www.tifco.co.jp
 
ツ,104328,常⽊鍍⾦⼯業株式会社
〒114-0012,東京都北区⽥端新町３−８−２
2025-03-14
http://www.tsuneki-mf.co.jp/
 
ツ,215488,株式会社常富興業
〒391-0012,⻑野県茅野市⾦沢４２１５番地４
2021-07-17
http://www.tsunetomi.co.jp/
 
ツ,231026,常友防災株式会社
〒441-8083,愛知県豊橋市東脇三丁⽬２番地１
2025-10-11
 
ツ,114252,有限会社恒成⼯作所
〒807-0813,北九州市⼋幡⻄区⼣原町３−２０
2026-02-26
 
ツ,216863,ツネヤマ電設株式会社
〒371-0821,群⾺県前橋市上新⽥町１１７２−２
2025-07-09
 
ツ,221529,有限会社津野装設
〒781-8122,⾼知県⾼知市⾼須新町１丁⽬７番３号
2025-04-01
 
ツ,127795,株式会社ツノダ
〒174-0063,東京都板橋区前野町１−４７−３
2025-03-09
http://www.rightmfg.co.jp
 
ツ,227983,株式会社ツノダ測量
〒241-0801,神奈川県横浜市旭区若葉台１丁⽬１２−３０５
2024-04-27
 
ツ,114254,株式会社⾓⽥ブラシ製作所
〒140-0004,東京都品川区南品川２−１７−３０
2026-04-19
http://www.tsunoda-brush.co.jp
 
ツ,211312,有限会社椿⼯業
〒275-0001,千葉県習志野市東習志野８−１５−２０
2025-08-02
 
ツ,106588,株式会社都波岐システム
〒319-1116,茨城県那珂郡東海村⾈⽯川駅⻄１−２−１ ポケットプラザビル３Ｆ
2025-03-02
https://i-tsubaki.co.jp
 
ツ,125806,株式会社ツバキ・ナカシマ
〒639-2162,奈良県葛城市尺⼟１９
2023-09-20



http://www.tsubaki-nakashima.com/jp/
 
ツ,124020,椿野化⼯株式会社
〒670-0057,兵庫県姫路市北今宿２−４−４１
2024-11-06
http://www.tsubakino.co.jp/
 
ツ,114061,椿本興業株式会社
〒530-0001,⼤阪市北区梅⽥３−３−２０
2024-04-08
http://www.tsubaki.co.jp
 
ツ,504003,株式会社椿本チエイン
〒530-0005,⼤阪府⼤阪市北区中之島３−３−３（中之島三井ビルディング）
2025-03-12
http://www.tsubakimoto.jp/
 
ツ,105979,株式会社椿本マシナリー
〒550-0011,⼤阪府⼤阪市⻄区阿波座１−３−１５ ＪＥＩ⻄本町ビル
2023-07-27
https://www.tsubakimoto.jp/tmc/
 
ツ,122925,ツバキ⼭久チエイン株式会社
〒108-0074,東京都港区⾼輪２−１５−１６
2024-12-24
http://www.tsubaki-yamakyu.co.jp
 
ツ,102317,株式会社つばくろ電機
〒399-8501,⻑野県北安曇郡松川村５７９４−２９６
2025-02-20
http://www.tsubakuro.co.jp
 
ツ,104341,株式会社ツバコー・ケー・アイ
〒220-0004,神奈川県横浜市⻄区北幸２−１５−１０ オーク横浜ビル７Ｆ
2025-03-25
http://www.tsubaki.co.jp/tsubaco_ki/
 
ツ,120907,株式会社ツバコー・エス・ケー
〒600-8233,京都市下京区油⼩路通⽊津屋橋下る北不動堂町４８０
2024-02-24
http://www.tsubaki.co.jp/sk/
 
ツ,124279,ツバコー東海株式会社
〒446-0059,愛知県安城市三河安城本町２−５−１０
2026-03-05
http://www.tsubaki.co.jp/tokai/
 
ツ,215346,株式会社ツバサ建業
〒555-0031,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区出来島３ー１ー１８
2024-04-03
http://tsubasa-kengyou.com/
 
ツ,114011,ツバサ⼯業株式会社
〒666-0023,兵庫県川⻄市東久代１−２−１１
2024-03-14



http://www.tubasa-kougyou.co.jp
 
ツ,226180,つばさ⼯務店有限会社
〒442-0001,愛知県豊川市千両町数⾕原８４６番２
2025-11-01
 
ツ,212054,株式会社坪井
〒702-8002,岡⼭県岡⼭市中区桑野７０４ー１４
2024-02-23
https://www.kk-tsuboi.jp/
 
ツ,114302,有限会社坪井製作所
〒144-0056,東京都⼤⽥区⻄六郷１−３０−２
2023-08-06
 
ツ,211385,株式会社坪井利三郎商店
〒460-0008,愛知県名古屋市中区栄５ー２２ー７
2025-10-07
http://www.risaburo.com/
 
ツ,230581,壺阪電⼯ 壺阪孝（その他）
〒679-2323,兵庫県神崎郡市川町⽢地４３７ー１
2025-08-02
 
ツ,225951,株式会社坪島総合建設
〒734-0013,広島県広島市南区出島２丁⽬１４ー５１
2025-09-01
 
ツ,221045,株式会社坪⾕組
〒650-0022,兵庫県神⼾市中央区元町通６丁⽬７番５号
2025-01-01
 
ツ,228298,ツボ電気⼯事株式会社
〒921-8015,⽯川県⾦沢市東⼒３丁⽬７０番地
2024-07-24
http://tsubo-denki.co.jp
 
ツ,215415,有限会社坪野電気
〒123-0853,東京都⾜⽴区本⽊１−１５−１
2024-05-29
 
ツ,222418,壺⼭建設株式会社
〒554-0022,⼤阪府⼤阪市此花区春⽇出中１ー１５ー７
2023-11-01
http://www.tsuboyama.co.jp/
 
ツ,215982,有限会社妻本商店
〒299-5504,千葉県鴨川市浜荻４３０−１
2022-01-29
 
ツ,105016,株式会社積⽊製作
〒130-0022,東京都墨⽥区江東橋２−１４−７ 錦⽷町サンライズビル９Ｆ
2024-01-22
 
ツ,114355,津村鉄⼯株式会社



〒463-0015,名古屋市守⼭区⻄島町１６−２３
2023-08-02
 
ツ,220959,ツムラ電気株式会社
〒661-0953,兵庫県尼崎市東園⽥町⼀丁⽬１７１番地
2025-04-05
http://tumuracontractor.com/
 
ツ,214585,有限会社津守⼯業
〒870-0273,⼤分県⼤分市曙台１丁⽬１２番１号
2026-02-21
 
ツ,112155,津⼭段ボール株式会社
〒708-1211,岡⼭県津⼭市原３０８
2024-11-05
 
ツ,216879,露崎⼯業株式会社
〒136-0073,東京都江東区北砂１−１３−１６
2025-07-16
 
ツ,120292,株式会社ツリーベル
〒160-0002,東京都新宿区四⾕坂町９−６
2023-08-21
https://www.treebell.co.jp
 
ツ,104195,敦井産業株式会社
〒951-8052,新潟市中央区下⼤川前通四ノ町２２３０−１２
2025-10-27
https://www.tsurui.co.jp/
 
ツ,226966,有限会社鶴岡鉄⼯所
〒366-0812,埼⽟県深⾕市折之⼝１７９４ー１
2023-08-01
 
ツ,223493,株式会社ツルガ
〒651-2233,兵庫県神⼾市⻄区櫨⾕町福⾕３３９ー２
2024-08-01
http://tsuruga-span.co.jp/
 
ツ,220150,株式会社鶴ヶ崎⼯務店
〒270-1406,千葉県⽩井市中２１８−１４
2024-08-10
 
ツ,212143,敦賀断熱⼯業株式会社
〒914-0811,福井県敦賀市中央町２丁⽬６番１３号
2024-04-18
http://www.tsurudan.co.jp/
 
ツ,125692,鶴賀電機株式会社
〒558-0041,⼤阪市住吉区南住吉１−３−２３
2023-07-28
http://www.tsuruga.co.jp/
 
ツ,125463,鶴崎海陸運輸株式会社
〒870-0196,⼤分県⼤分市⼤字三佐１０００



2026-05-25
http://www.tsurukai.co.jp/
 
ツ,214361,株式会社鶴商メンテナンス⼯業
〒299-0106,千葉県市原市今津朝⼭２５２番地６号
2025-09-06
https://www.r-tmk.co.jp/
 
ツ,222246,ツルタ⼯業株式会社
〒514-1254,三重県津市森町５００８番地５
2023-09-01
 
ツ,224404,株式会社鶴⽥⼯業
〒838-0055,福岡県朝倉市下浦２１０４ー１
2025-04-01
http://www.tsuruta-industry.com
 
ツ,124162,ツルタ制御機器株式会社
〒604-8133,京都市中京区六⾓通⾼倉⻄⼊滕屋町１７４
2025-05-11
http://www.tsuruta-elec.co.jp/pub/seigyo/
 
ツ,230769,有限会社鶴⽥塗装
〒424-0003,静岡県静岡市清⽔区蜂ケ⾕２５５番地の１
2025-08-30
 
ツ,104462,ツルタボルト株式会社
〒955-0063,新潟県三条市神明町３−１８
2025-07-15
http://www.bolt-nut.co.jp
 
ツ,505188,株式会社鶴留建設
〒892-0848,⿅児島県⿅児島市平之町１２番８号
2025-03-18
http://turudomekensetu.selesite.com/
 
ツ,124216,株式会社鶴巻商事
〒182-0036,東京都調布市⾶⽥給１−３７−５
2026-03-29
 
ツ,105808,ツルミ印刷株式会社
〒230-0034,神奈川県横浜市鶴⾒区寛政町９−４
2025-12-19
http://www.tsurumi-p.co.jp
 
ツ,212829,鶴⾒コンクリート株式会社
〒230-0051,神奈川県横浜市鶴⾒区鶴⾒中央３丁⽬１０番４４号
2025-09-18
https://tsuru-con.co.jp
 
ツ,213119,株式会社ツルムラ
〒194-0032,東京都町⽥市本町⽥３１８０−４２
2026-03-12
 
ツ,219692,鶴屋株式会社



〒514-0104,三重県津市栗真⼩川町１５７８
2024-04-27
http://www.tsuruya-crane.com
 
テ,104925,株式会社テ・エム・シ
〒144-0052,東京都⼤⽥区蒲⽥４−４４−１１
2023-09-11
 
テ,126427,株式会社テーエーエヌ
〒289-1107,千葉県⼋街市⼋街は９６−２５
2023-12-27
 
テ,218484,株式会社テーオーフローリング
〒177-0033,東京都練⾺区⾼野台２−２６−５
2023-10-06
https://www.to-mokuzai.com/to-flooring
 
テ,220955,テーケー誠株式会社
〒131-0032,東京都墨⽥区東向島六丁⽬５１番９号
2025-03-29
 
テ,114150,株式会社テー・シー・アイ
〒144-0044,東京都⼤⽥区本⽻⽥１−１９−１
2026-06-27
http://www.tci-net.co.jp
 
テ,105399,株式会社テージー
〒455-0072,愛知県名古屋市港区須成町３−３１
2024-12-21
 
テ,124997,株式会社テージーケー
〒193-0942,東京都⼋王⼦市椚⽥町１２１１−４
2025-06-06
http://www.tgk-jp.com
 
テ,129536,テールアップ
〒519-3205,三重県北牟婁郡紀北町紀伊⻑島区⻑島１７１５−５
2024-08-17
 
テ,505143,株式会社 ティ・アイ・エム
〒456-0002,愛知県名古屋市熱⽥区⾦⼭町⼀丁⽬５番３号
2024-10-19
 
テ,124413,株式会社ティ・イー・エム
〒802-0077,福岡県北九州市⼩倉北区⾺借３−３−３１ ＣＯＳビル４階
2025-08-09
 
テ,115248,ＴＳＫ株式会社
〒939-3548,富⼭市三郷９
2024-09-20
http://www.tsk-corp.jp
 
テ,102729,ティ・エス・ネットワークス株式会社
〒317-0073,茨城県⽇⽴市幸町１−３−８ 東鉱ビル
2025-08-05



http://www.tsn.co.jp
 
テ,125965,ティ・ジー・エンジニアリング株式会社
〒133-0056,東京都江⼾川区南⼩岩２−１−１１
2023-10-31
 
テ,105684,株式会社ティ・ディ・エス
〒348-0041,埼⽟県⽻⽣市上新郷４３０３
2025-09-04
http://www.t-d-s.co.jp
 
テ,503684,株式会社ＴＤモバイル
〒105-0013,東京都港区浜松町１−３０−５ 浜松町スクエア
2022-09-14
http://www.tdmobile.co.jp/
 
テ,103301,株式会社ティー・エイ・シー
〒312-0045,茨城県ひたちなか市勝⽥中央１０−７ ＨＬ勝⽥中央ビル３Ｆ
2023-07-24
https://www.tac-netweb.co.jp
 
テ,126495,ティー・エス・ビー株式会社
〒182-0022,東京都調布市国領町５−５−１ アイクビル
2024-01-20
http://www.tsb-japan.com/
 
テ,102989,株式会社ティー・エム・ケー
〒168-0061,東京都杉並区⼤宮１−２２−１
2026-01-30
https://www.tmkgr.co.jp/
 
テ,125059,株式会社ティー・シー・シー
〒320-0051,栃⽊県宇都宮市上⼾祭町９４−２１
2026-01-17
http://versas.jp
 
テ,211632,株式会社ＴＲＡ・Ｋ
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀⼀丁⽬９番６号吉半⼋重洲通りビル７階
2026-05-10
http://www.tra-k.co.jp
 
テ,103357,株式会社ティーアイエム
〒329-2135,栃⽊県⽮板市中１５０−４８４
2023-08-20
 
テ,105431,株式会社ティーアイシー
〒399-3702,⻑野県上伊那郡飯島町飯島３８５６−３０４
2025-01-30
http://tic.co.jp/
 
テ,105637,株式会社ティー・アンド・アイ
〒339-0054,埼⽟県さいたま市岩槻区仲町１−１−２３
2025-07-23
https://www.t-and-i.jp/
 



テ,104529,株式会社Ｔ＆Ｔエナテクノ
〒110-0016,東京都台東区台東１−５−１
2025-09-08
http://www.tt-enertechno.co.jp/index.html
 
テ,231561,株式会社ＴＥＳ
〒731-4324,広島県安芸郡坂町横浜⻄⼆丁⽬４番３２号
2026-01-17
http://www.kktes.jp
 
テ,105970,株式会社ティーイーエヌ
〒192-0045,東京都⼋王⼦市⼤和⽥町３−９−２４
2023-07-13
 
テ,122797,株式会社ティー・イー・エム
〒162-0826,東京都新宿区市⾕船河原町９−１ ＮＢＣアネックス市⾕ビル２階
2024-11-20
https://www.tem-inc.co.jp/
 
テ,215608,株式会社ＴＡＣ
〒453-0865,愛知県名古屋市中村区川前町５４２番地１
2024-09-25
 
テ,218684,株式会社ＴＡＣサイエンス
〒564-0043,⼤阪府吹⽥市南吹⽥１−１４−１３
2023-12-01
http://www.tac-s.co.jp
 
テ,104982,ＴＳＲ株式会社
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨２−３−６ ⼤⾨アーバニスト６階
2023-11-17
http://www.tsr-company.com/
 
テ,213885,株式会社ＴＳエンジニアリング
〒615-0812,京都府京都市右京区⻄京極⼤⾨町２４番地１
2024-11-02
http://tseng.co.jp
 
テ,211398,株式会社ティーエスケー
〒273-0014,千葉県船橋市⾼瀬町３１−３
2022-10-14
http://www.kk-tsk.co.jp/
 
テ,214874,株式会社ティー・エス・ケー
〒514-0818,三重県津市城⼭三丁⽬１３番３７号
2023-07-18
http://www.tsk-tsu.com
 
テ,504992,ティーエスケイ情報システム株式会社
〒690-0826,島根県松江市学園南⼆丁⽬１０−１４ タイムプラザビル３Ｆ
2025-01-15
http://www.tskis.jp/
 
テ,220686,株式会社ティーエスジー
〒252-0335,神奈川県相模原市南区下溝５１５番地７



2025-02-07
 
テ,210005,株式会社ＴＳＪ
〒108-0023,東京都港区芝浦４丁⽬１２番３９号
2023-10-22
http://www.tsj-contract.co.jp/
 
テ,102217,株式会社ＴＳＤ
〒028-3142,岩⼿県花巻市⽯⿃⾕町⼋重畑第５地割３９−１
2025-01-24
http://www.tsdc.co.jp/
 
テ,231424,株式会社ＴＳＤ
〒670-0057,兵庫県姫路市北今宿三丁⽬１２番３０号
2025-12-13
 
テ,129621,ＴＳＤトレーディング株式会社
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町３−１９−４
2024-11-26
http://tsd-trading.co.jp/
 
テ,214610,株式会社ＴＳ東京
〒163-0430,東京都新宿区⻄新宿⼆丁⽬１番１号新宿三井ビル
2026-03-07
http://www.ts-tokyo.co.jp/
 
テ,100031,株式会社ＴＳＰ
〒150-0043,東京都渋⾕区道⽞坂１−１０−５ 渋⾕プレイス
2025-06-28
http://www.tsp-net.co.jp/
 
テ,105734,株式会社ＴＸＣ ＪＡＰＡＮ
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−１３−６ 第⼀Ｋ・Ｓビル２Ｆ
2025-11-11
http://www.txccorp.com/index_jp.php
 
テ,114440,ＴＨＫ株式会社
〒108-8506,東京都港区芝浦２−１２−１０
2023-08-13
http://www.thk.com/
 
テ,101462,ＴＮＫ株式会社
〒962-0512,福島県岩瀬郡天栄村飯豊字春⽇⼭１
2024-07-10
http://tnk-ltd.com/
 
テ,104503,ティーエヌジー株式会社
〒215-0003,神奈川県川崎市⿇⽣区⾼⽯３−１１−１４
2026-01-12
http://www.tngkk.jp
 
テ,228892,株式会社ティーエフエー企画
〒336-0911,埼⽟県さいたま市緑区⼤字三室１２０９番地３
2025-02-15
_



 
テ,121822,ティーエフティー株式会社
〒551-0022,⼤阪府⼤阪市⼤正区船町１−３−４７
2024-06-11
http://www.tayca.co.jp/tft/
 
テ,105859,株式会社ＴＭ ＴＥＣ
〒023-1131,岩⼿県奥州市江刺愛宕字後中野３３−１
2026-03-02
https://tmtec.hp.gogo.jp
 
テ,128822,株式会社ティーエム・ジャパン
〒500-8057,岐⾩県岐⾩市上⽵町７−１
2026-03-01
http://www.tm-j.co.jp
 
テ,217976,株式会社ＴＭＲ
〒121-0832,東京都⾜⽴区古千⾕本町２−２１−１１
2023-07-21
 
テ,102257,株式会社ＴＭＨ
〒870-0952,⼤分県⼤分市下郡北３−１４−６ メゾンドールⅡ−１号
2025-02-01
http://www.tmh-inc.co.jp
 
テ,220603,株式会社ティーエムオー東京
〒134-0084,東京都江⼾川区東葛⻄三丁⽬１７番２２号
2025-01-11
 
テ,231066,株式会社ティーエム技研
〒840-0016,佐賀県佐賀市南佐賀⼀丁⽬５番１４号
2025-10-18
 
テ,213275,有限会社ＴＭ建装
〒994-0047,⼭形県天童市駅⻄５ー４ー８
2023-06-17
 
テ,215760,株式会社ティー・エム・コーポレーション
〒410-0873,静岡県沼津市⼤諏訪３７１番地の３
2024-11-20
https://www.tmc3300.jp/
 
テ,211048,株式会社ティーエムサービス
〒431-0102,静岡県浜松市⻄区雄踏町宇布⾒８０６７−１
2025-04-13
 
テ,115165,ＴＭＣシステム株式会社
〒210-0001,川崎市川崎区本町１−６−１
2023-10-27
http://www.tmcsystem.co.jp
 
テ,210726,株式会社ティーエムスペース
〒343-0854,埼⽟県越⾕市北後⾕５４ー２
2024-12-02
 



テ,219379,ＴＭ断熱⼯業株式会社
〒861-2236,熊本県上益城郡益城町広崎１３６２−３５
2024-03-16
 
テ,129629,ＴＭＤフリクション・ジャパン株式会社
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町２−３１−１１ 本館ビル４Ｆ
2024-11-27
http://www.tmdfriction.com
 
テ,231906,株式会社ティーエンジ
〒105-0004,東京都港区新橋五丁⽬１３番１３号川勝ビル４Ｆ
2026-04-18
http://t-e.tokyo/
 
テ,104653,ＴＯＡ株式会社
〒650-0046,神⼾市中央区港島中町７−２−１
2026-03-13
https://www.toa.co.jp/
 
テ,503273,ＴＯＡエンジニアリング株式会社
〒135-0042,東京都江東区⽊場５−５−２ ＣＮ−１ビル
2024-11-02
http://www.toae.co.jp/index.html
 
テ,231388,株式会社ティーオーエス
〒662-0895,兵庫県⻄宮市上ヶ原五番町２番６０号
2025-12-06
http://tos-co.biz/
 
テ,114889,株式会社ＴＯＫ
〒174-8501,東京都板橋区⼩⾖沢１−１７−１２
2024-02-12
http://www.tok-inc.com
 
テ,502422,株式会社ティーガイア
〒150-8575,東京都渋⾕区恵⽐寿４−１−１８
2023-08-22
https://www.t-gaia.co.jp/
 
テ,105572,株式会社ティーキューオー
〒300-0005,茨城県⼟浦市中貫１４０５−１
2025-05-27
http://www.tqo.co.jp
 
テ,102828,有限会社ティークリエイト
〒578-0981,⼤阪府東⼤阪市島之内２−４−３５
2025-10-11
http://www.t-create.com
 
テ,104410,株式会社ＴＫＲ
〒146-8601,東京都⼤⽥区多摩川２−１９−３
2026-05-07
http://www.tkr.co.jp
 
テ,219904,有限会社Ｔ・Ｋエアー・カンパニー



〒802-0804,福岡県北九州市⼩倉南区下城野２丁⽬６−１０
2024-06-22
 
テ,213149,ＴＫＫ株式会社
〒276-0022,千葉県⼋千代市上⾼野１５６９番地
2026-03-25
https://www.tkkcoltd.com/
 
テ,220629,株式会社ティーケーケー
〒111-0054,東京都台東区⿃越⼆丁⽬１１番６号
2025-01-25
http://tkk-tokyo.co.jp
 
テ,217458,株式会社ティーケーシー
〒227-0063,神奈川県横浜市⻘葉区榎が丘１９番地６
2026-01-14
 
テ,231288,有限会社ティー・ケー・システム
〒989-3122,宮城県仙台市⻘葉区栗⽣六丁⽬９番地の３
2025-11-15
 
テ,217205,株式会社Ｔ．Ｋ．テック
〒581-0092,⼤阪府⼋尾市⽼原７−５６−Ｂ
2022-10-08
 
テ,216617,株式会社ＴＫＢ
〒460-0012,愛知県名古屋市中区千代⽥３丁⽬３１番１３号
2025-06-11
 
テ,128744,有限会社ＴＫ ＰＬＡＮＮＩＮＧ
〒468-0041,愛知県名古屋市天⽩区保呂町５０６ ライオンズマンション菅⽥第８−３０３
2026-02-04
 
テ,231203,株式会社ＴＫ・ワークス
〒053-0042,北海道苫⼩牧市三光町⼆丁⽬２０番１４号
2025-11-01
http://tk-works.net/index.html
 
テ,217447,株式会社ティーケーワン
〒344-0051,埼⽟県春⽇部市内牧４１４２−１
2026-01-07
 
テ,213113,株式会社Ｔ・Ｃ
〒733-0032,広島県広島市⻄区東観⾳町１３番２３号
2026-03-12
http://trustcorp.jp
 
テ,123451,株式会社ティーシーイーコーポレーション
〒331-0065,埼⽟県さいたま市⻄区⼆ツ宮５６８−１
2025-02-05
 
テ,218823,株式会社ＴＣＡ
〒982-0033,宮城県仙台市太⽩区富⽥字上野⻄３７ー５
2023-12-22
https://www.tec-con-act.co.jp/



 
テ,115047,ティーシーエスジャパン株式会社
〒252-0816,神奈川県藤沢市遠藤２００８−７
2026-04-12
http://www.tcsj.co.jp
 
テ,105072,ＴＣＳビジネスソリューションズ株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町４−８−１４ 東京建物第三室町ビル９Ｆ
2024-03-26
 
テ,104956,株式会社ＴＣＫ
〒812-0066,福岡県福岡市東区⼆⼜瀬１−１７
2023-10-17
http://www.tck-i.jp/
 
テ,211237,株式会社ティーシーシー
〒615-8212,京都府京都市⻄京区上桂北ノ⼝町２０５
2025-06-29
 
テ,231103,ＴＣ神鋼不動産サービス株式会社
〒651-0072,兵庫県神⼾市中央区脇浜町⼆丁⽬８番２０号
2025-10-18
https://www.tckobelco2103.jp/tss/
 
テ,214718,株式会社ティーシージャパン
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町⼀丁⽬５番１２号
2026-05-16
http://www.tc-japan.net
 
テ,216328,有限会社Ｔ．Ｃ設計
〒586-0015,⼤阪府河内⻑野市本町２７番１３号
2025-04-23
_
 
テ,221007,ティーシートレーディング株式会社
〒101-0048,東京都千代⽥区神⽥司町２丁⽬１３番地
2025-01-01
https://www.tc-trading.co.jp/
 
テ,219941,ＴＧ株式会社
〒133-0056,東京都江⼾川区南⼩岩４丁⽬１７番１９号
2024-06-29
 
テ,122018,株式会社ＴＧコーポレーション
〒105-8419,東京都港区⻄新橋１−１４−１
2025-03-21
http://www.tg-corp.co.jp
 
テ,227453,株式会社ＴＪＭデザイン
〒174-8503,東京都板橋区⼩⾖沢３ー４ー３
2024-02-28
http://www.tjmdesign.com
 
テ,217627,株式会社ティー・ジェイ
〒170-0002,東京都豊島区巣鴨１ー２０ー９



2026-03-03
https://www.t-j.co.jp/
 
テ,231953,株式会社ティーズ
〒454-0921,愛知県名古屋市中川区中郷⼀丁⽬９６番地の５
2026-04-25
 
テ,219588,株式会社Ｔ’ｓワークス
〒238-0114,神奈川県三浦市初声町和⽥２８８１−１２
2024-04-13
 
テ,103189,ＴＴＳジャパン株式会社
〒272-0031,千葉県市川市平⽥２−１２−７
2026-05-23
https://www.tts-grp.com
 
テ,216486,ＴＴコーポレーション株式会社
〒160-0022,東京都東京都新宿区新宿３−１１−１２ ７０４号
2022-05-21
 
テ,210155,Ｔ．Ｔ．Ｃ株式会社
〒273-0105,千葉県鎌ケ⾕市鎌ケ⾕８ー１ー８５
2024-01-28
http://www.ttc.natsu.gs/
 
テ,503635,株式会社ティーティーテック
〒107-0061,東京都港区北⻘⼭１丁⽬４番１号 ランジェ⻘⼭
2025-09-02
https://www.tttec.co.jp/
 
テ,124918,株式会社ＴＴトレーディング
〒104-0028,東京都中央区２−４−１ 住友不動産ビル６Ｆ
2025-10-03
http://www.tokushu-papertrade.jp/index.html
 
テ,230425,株式会社ティーテック
〒692-0023,島根県安来市黒井⽥町１８３８番地１
2025-07-12
http://t-tech-k-y.com
 
テ,102750,有限会社ティーテックサービス
〒238-0015,神奈川県横須賀市⽥⼾台１８−１
2025-08-26
 
テ,106618,ＴＤＩシステムサービス株式会社
〒163-6013,東京都新宿区⻄新宿６−８−１ 住友不動産新宿オークタワー１３Ｆ
2025-03-30
https://www.tdiss.co.jp
 
テ,105145,ＴＤＩプロダクトソリューション株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−５−５
2024-06-04
https://www.tdips.co.jp/
 
テ,217057,株式会社ＴＤＳ



〒486-0932,愛知県春⽇井市松河⼾町６−２−１
2025-09-03
https://www.tds2018.co.jp
 
テ,220410,ＴＤＳ株式会社
〒522-0073,滋賀県彦根市旭町６番２２号
2024-11-01
https://www.tds-kk.com
 
テ,106400,ＴＤＫラムダ株式会社
〒103-6128,東京都中央区⽇本橋２−５−１ ⽇本橋髙島屋三井ビルディング２７Ｆ
2024-01-31
http://www.tdk-lambda.co.jp
 
テ,104010,ＴＤＫ株式会社
〒103-6128,東京都中央区⽇本橋２−５−１ ⽇本橋⾼島屋三井ビルディング
2024-09-20
https://www.tdk.com/ja/index.html
 
テ,114834,ＴＤＣソフト株式会社
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊３−２２−７ 新宿⽂化クイントビル
2023-12-04
https://www.tdc.co.jp/
 
テ,124935,株式会社ティーディーワイ
〒253-0001,神奈川県茅ヶ崎市⾚⽻根１３６１
2025-04-23
http://www.tdy.co.jp
 
テ,129005,株式会社ティーネット
〒591-8007,⼤阪府堺市北区奥本町１丁２３６−１
2026-06-26
http://www.t-net-corp.com/
 
テ,503425,株式会社ティーネット
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥２−１４−１０ 第２電波ビル５Ｆ
2025-06-16
http://www.tnet.ne.jp
 
テ,105869,株式会社ティーネットジャパン
〒761-8081,⾹川県⾼松市成合町９３０−１０
2026-03-09
https://www.tn-japan.co.jp/ja/index.html
 
テ,503260,ティービー株式会社
〒594-1155,⼤阪府和泉市緑ヶ丘⼆丁⽬９番１０号
2024-10-15
https://tbank.co.jp/
 
テ,504806,株式会社ＴＢＳテレビ
〒107-8006,東京都港区⾚坂五丁⽬３番６号
2023-10-18
http://www.tbs.co.jp
 
テ,105689,株式会社ＴＢＭ



〒759-0204,⼭⼝県宇部市⼤字妻崎開作１７２７−６
2025-09-10
http://www.titankogyo.co.jp/tbm/
 
テ,125159,株式会社ティービーエム
〒399-4301,⻑野県上伊那郡宮⽥村６７５０
2026-01-31
http://www.tbm-corp.co.jp/
 
テ,113461,ＴＰＲサンライト株式会社
〒341-0024,埼⽟県三郷市三郷２−４−２ 第⼆徳重ビル
2023-08-18
http://www.tpr-sl.co.jp
 
テ,103535,株式会社ティーピーエス
〒231-0006,横浜市中区南仲通４−３９−２ 箕⽥関内ビル２階
2023-12-09
http://www.tpsjapan.com
 
テ,123604,ＴＰＭ株式会社
〒335-0012,埼⽟県⼾⽥市中町２−１４−２９
2025-02-19
 
テ,124959,ティーピーエム株式会社
〒314-0252,茨城県神栖市柳川４１１５
2025-07-03
http://www.tpm-corp.com/
 
テ,213762,株式会社ティー・ピー・オー
〒920-0164,⽯川県⾦沢市堅⽥町甲８４番地１
2024-07-14
 
テ,219617,Ｔ．Ｐ．Ｇ株式会社
〒232-0024,神奈川県横浜市南区浦⾈町３−３４−１９パンタシアⅢ−８０１号
2024-04-20
 
テ,504702,株式会社Ｔ４Ｃ
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥７−９−２ ＫＤＸ五反⽥ビル６Ｆ
2026-06-21
https://www.t4c.co.jp/
 
テ,212779,ティー・ブイ東海株式会社
〒424-0802,静岡県静岡市清⽔区⽮倉町４番３号
2025-08-12
http://tvtokai.co.jp
 
テ,230040,ＴＭＥＳ株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦四丁⽬１３番２３号ＭＳ芝浦ビル８階
2025-04-26
https://www.tm-es.co.jp/
 
テ,217562,株式会社ティーメック
〒791-8022,愛媛県松⼭市美沢⼀丁⽬８番４６号
2026-02-04
https://t-mec.co.jp/



 
テ,123917,株式会社ティーユーエレクトロニクス
〒759-0134,⼭⼝県宇部市⼤字善和字⽜明２０３−１４３
2025-06-02
https://www.ube-ind.co.jp/tuelec/
 
テ,218826,株式会社ＴーＬｉｎｋｓ
〒362-0022,埼⽟県上尾市⽡葺１３１７ー２
2023-12-22
 
テ,230305,株式会社Ｔ−ＷＯＲＫＳ
〒486-0817,愛知県春⽇井市東野町⼗丁⽬９番地１
2025-06-28
https://www.t-works2019.com/
 
テ,213375,有限会社ティー・ワイ⼯業
〒335-0021,埼⽟県⼾⽥市⼤字新曽１３８２番地第⼀グリーンハイツ１０２号室
2023-08-05
 
テ,504916,株式会社ＴＶＱ九州放送
〒812-8570,福岡県福岡市博多区住吉⼆丁⽬３番１号
2023-06-26
https://www.tvq.co.jp/
 
テ,103162,ＴＩＳソリューションリンク株式会社
〒163-1118,東京都新宿区⻄新宿６−２２−１ 新宿スクエアタワー１８Ｆ
2023-04-23
 
テ,505470,ＴＩＳ⻄⽇本株式会社
〒812-0013,福岡県福岡市博多区博多駅東２−５−１ アーバンネット博多ビル３階
2023-10-09
https://www.tis-w.co.jp/
 
テ,123949,ＴＩＳ北海道株式会社
〒060-0051,札幌市中央区南１条東１−３ パークイースト札幌６階
2025-06-11
http://www.tis-h.co.jp/
 
テ,106176,株式会社ティ・アイ・エム
〒312-0052,茨城県ひたちなか市東⽯川３０３６−２
2024-03-12
http://tim-web.co.jp/
 
テ,104065,株式会社ティ・アイ・シー
〒530-0041,⼤阪市北区天神橋２−５−２５ 若杉グランドビル本館５階
2024-10-14
http://www.ticnet.co.jp
 
テ,212727,株式会社ティ・アイ・シー
〒108-0073,東京都港区三⽥１ー２ー１８
2025-07-03
http://www.tic-inc.co.jp/
 
テ,505109,ティアック株式会社
〒206-8530,東京都多摩市落合１−４７



2024-08-08
https://www.teac.co.jp/
 
テ,114475,ティアック マニュファクチャリング ソリューションズ株式会社
〒198-0024,東京都⻘梅市新町８−１０−１２
2024-02-23
http://www.tms.teac.co.jp/
 
テ,105011,株式会社ティアテック
〒135-0034,東京都江東区永代２−１６−１
2024-01-18
http://www.tiatech.com
 
テ,214394,株式会社ティア福岡
〒835-0103,福岡県みやま市⼭川町清⽔１５２３番地３
2025-10-04
http://www.tia-f.co.jp/
 
テ,504477,ティアンドエス株式会社
〒220-0012,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい３−６−３ ＭＭパークビル１１階
2024-10-09
https://www.tecsvc.co.jp/
 
テ,223356,株式会社Ｔ・Ａ・Ｇ
〒498-0811,三重県桑名郡⽊曽岬町⼤字栄２８４番地
2024-07-01
 
テ,104134,ＴＨＳ株式会社
〒162-0056,東京都新宿区若松町３３−６ 菱和パレス若松町２Ｆ
2024-10-27
http://www.chinacom.jp
 
テ,105391,ＴＨＫプレシジョン株式会社
〒144-0033,東京都⼤⽥区東糀⾕４−９−１６ ＴＨＫテクノセンター２Ｆ
2024-12-19
http://www.thkprecision.co.jp
 
テ,217878,株式会社ＴＨシステム
〒556-0005,⼤阪府⼤阪市浪速区⽇本橋５丁⽬１番１９号
2026-07-07
 
テ,124862,株式会社ティエスイー
〒242-0018,神奈川県⼤和市深⾒⻄１−４−４２
2024-11-29
http://www.tse-corp.co.jp/
 
テ,505102,株式会社ティエスエスリンク
〒770-8053,徳島県徳島市沖浜東三丁⽬４６番地
2024-07-25
https://www.tsslk.jp/
 
テ,101481,ＴＳＫ株式会社
〒437-0032,静岡県袋井市豊沢１７９０−１
2024-07-17
http://tskcorp.com



 
テ,120144,有限会社Ｔ．Ｓ．Ｋ．
〒212-0016,川崎市幸区南幸町２−３３
2023-07-25
 
テ,228296,テイ・ヱス⼯商株式会社
〒980-0011,宮城県仙台市⻘葉区上杉⼀丁⽬７番３６号
2024-07-24
 
テ,103866,株式会社ティエスジー
〒105-0013,東京都港区浜松町２−７−１６ 第三⼩森⾕ビル
2024-05-28
http://www.tsg-co.jp
 
テ,220030,有限会社ティ・エス設備
〒184-0004,東京都⼩⾦井市本町２−２０−９−５０４号ハイホーム武蔵⼩⾦井
2024-07-13
 
テ,218960,ティエスト電機 瀧⽥剛（その他）
〒422-8044,静岡県静岡市駿河区⻄脇５９８ー２
2024-01-19
 
テ,500038,株式会社ＴｉＥＴ
〒183-8511,東京都府中市東芝町１番地
2023-07-29
 
テ,219054,有限会社ティ・エヌ・ケー企画
〒179-0076,東京都練⾺区⼟⽀⽥２丁⽬８番２２号
2024-02-09
 
テ,125143,有限会社ティエヌティ
〒923-1124,⽯川県能美市三道⼭町オ９５−２
2026-01-24
 
テ,219055,株式会社ティ・エフ・シー
〒492-8208,愛知県稲沢市松下１丁⽬２番１号
2024-02-09
https://tfc1987.com/
 
テ,221729,株式会社Ｔ．Ｍ．Ｉ
〒543-0013,⼤阪府⼤阪市天王寺区⽟造本町５ー１５
2025-06-01
 
テ,212305,株式会社ティ・エム・エス
〒101-0025,東京都千代⽥区神⽥佐久間町２ー２２秋葉原再開発ビル
2024-08-15
 
テ,104246,株式会社ティ・オー・エス
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥３−１１−７ ⽇⽴神⽥ビル６Ｆ
2025-01-19
https://www.tos-kk.co.jp
 
テ,217701,株式会社ティ・ケイ・エム
〒140-0013,東京都品川区南⼤井６−１９−１０フジテラス⼤森３階
2026-04-14



 
テ,102318,ＴＫＴ株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿１−１４−１０ ＫＯＡ新宿４Ｆ
2025-02-20
 
テ,125113,株式会社ティケイワイプロダクツ
〒192-0154,東京都⼋王⼦市下恩⽅町４２４−７
2026-01-20
http://www.tky-products.co.jp
 
テ,210085,株式会社ティ・シー・シー
〒700-0901,岡⼭県岡⼭市北区本町６番３６号
2023-12-05
http://www.housing-sanyo.jp/
 
テ,212612,株式会社ＴＧＣ
〒319-1713,茨城県北茨城市関南町仁井⽥６９番地５
2025-05-08
_
 
テ,220465,株式会社ＴｉＤＡ
〒811-0119,福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜２ー２４ー１０
2024-11-22
 
テ,219706,株式会社ティックインテリア
〒160-0022,東京都新宿区新宿２丁⽬１３番４号
2024-05-11
 
テ,504905,株式会社ＴＴＫ
〒984-8558,宮城県仙台市若林区新寺１−２−２３
2024-08-15
https://www.ttk-g.co.jp/
 
テ,100687,株式会社ＴＴＫテクノ
〒984-0051,宮城県仙台市若林区新寺１−２−２３
2023-04-07
http://www.ttk-g.co.jp
 
テ,125085,ＴＴピーエム株式会社
〒222-0033,横浜市港北区新横浜２−８−１２
2025-11-28
https://www.t-tpm.com/
 
テ,106106,株式会社ＴＤＨ⼭⾼商会
〒526-0843,滋賀県⻑浜市南⼩⾜町３０８−１８
2023-12-08
http://tdhyamataka.co.jp/comp/index.html#tops
 
テ,115181,ティディエス株式会社
〒394-0004,⻑野県岡⾕市神明町２−５−５
2024-02-17
http://www.tdsjp.co.jp
 
テ,231277,株式会社ティ・ビー・エム
〒359-1164,埼⽟県所沢市三ケ島３丁⽬１４２１番地



2025-11-15
 
テ,229909,株式会社ティ・ビー・シー・ダイヤモンド
〒587-0011,⼤阪府堺市美原区丹上３２１ー２
2023-08-21
http://www.tbc-diamond.co.jp
 
テ,105450,株式会社ティラド
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊３−２５−３
2024-12-26
http://www.trad.co.jp
 
テ,105692,株式会社ティワイエフ
〒323-0822,栃⽊県⼩⼭市駅南町４−４−４ つくばビル２０５
2025-09-11
 
テ,215325,株式会社ＴＹＴ
〒593-8312,⼤阪府堺市⻄区草部１５５９−２２
2024-03-27
 
テ,219968,株式会社ティ・ワイ・テクノ
〒487-0023,愛知県春⽇井市不⼆ガ丘１丁⽬２８番地
2024-06-29
http://www.tyt.ne.jp
 
テ,231185,ティンバラム株式会社
〒018-1734,秋⽥県南秋⽥郡五城⽬町⼤川⼤川字ウツフケ１４１番地１
2025-10-25
https://timberam.co.jp/
 
テ,124988,ＴＶＳ ＲＥＧＺＡ株式会社
〒212-0058,神奈川県川崎市幸区⿅島⽥１−１−２ 新川崎三井ビルディング ウエストタワー
2025-11-02
https://www.regza.com/corporate
 
テ,217123,有限会社テイー・テイー・エム
〒710-0053,岡⼭県倉敷市東町７の２２
2025-09-17
 
テ,105453,テイ・エス・コーポレイション株式会社
〒142-0053,東京都品川区中延４−１２−６
2025-07-28
http://www.tsc-ltd.com/
 
テ,129885,ＴＨＫインテックス株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦２−１２−１０
2025-04-05
http://www.thkintechs.co.jp/
 
テ,100805,株式会社テイエルブイ
〒675-8511,兵庫県加古川市野⼝町⻑砂８８１
2023-07-01
http://www.tlv.com
 
テ,228249,テイオー産業株式会社



〒431-3123,静岡県浜松市東区有⽟⻄町２４１４ー２
2024-07-04
http://www.teio.co.jp
 
テ,128714,帝王電機株式会社
〒144-0032,東京都⼤⽥区北糀⾕１−６−１２
2026-01-21
http://www.teio-net.co.jp
 
テ,126356,テイカ株式会社
〒540-0012,⼤阪府⼤阪市中央区⾕町４−１１−６ 中央⽇⼟地⾕町ビル１１階
2023-12-09
http://www.tayca.co.jp
 
テ,127879,株式会社テイク・システムズ
〒573-0094,⼤阪府枚⽅市南中振３−２−５０
2025-05-01
http://www.take-systems.co.jp
 
テ,504476,株式会社テイクス
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀三丁⽬１１番１２号 ⼤基ビル２階
2024-10-09
https://www.takes.ne.jp/
 
テ,218528,テイクワン株式会社
〒533-0006,⼤阪府⼤阪市東淀川区上新庄２−４−３８
2023-10-13
 
テ,215858,株式会社テイ・グラバー
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥１丁⽬２５番１１号
2024-12-18
https://www.t-glover.co.jp/
 
テ,210699,テイケイ株式会社
〒160-0021,東京都新宿区歌舞伎町１丁⽬１番１６号
2024-11-12
http://www.teikeigroup.co.jp
 
テ,101251,テイケイエレクトロニクス株式会社
〒340-0002,埼⽟県草加市⻘柳８−４９−８
2024-04-02
http://www.teikei-craft.com
 
テ,231423,ＴＫ建設株式会社
〒333-0851,埼⽟県川⼝市芝新町１７番２６号
2025-12-13
 
テ,502569,帝研化⼯株式会社
〒457-0802,愛知県名古屋市南区要町五丁⽬２０番地１
2024-02-02
http://www.teiken-kako.co.jp/
 
テ,127670,帝国カーボン⼯業株式会社
〒101-0046,東京都千代⽥区神⽥多町２−８
2025-01-11



http://www.teikoku-c.co.jp
 
テ,100807,帝国技研株式会社
〒532-0036,⼤阪市淀川区三津屋中３−４−３８
2023-07-04
http://www.teikokugiken.co.jp/
 
テ,104070,帝国通信⼯業株式会社
〒211-8530,川崎市中原区苅宿４５−１
2025-04-11
http://www.noble-j.co.jp
 
テ,129325,株式会社帝国電機製作所
〒679-4395,兵庫県たつの市新宮町平野６０
2024-02-25
http://www.teikokudenki.co.jp
 
テ,217432,株式会社ＴＣＭ
〒144-0054,東京都⼤⽥区新蒲⽥２丁⽬７ー６
2026-01-07
http://id-tcm.co.jp
 
テ,211677,株式会社逞匠
〒004-0033,北海道札幌市厚別区上野幌三条２丁⽬１１番１８号
2026-06-03
http://www.teishow.co.jp
 
テ,103184,帝商産業株式会社
〒918-8021,福井県福井市⾨前２−８１１
2023-05-13
http://www.teishosangyo.com/
 
テ,214582,テイシン警備株式会社
〒336-0018,埼⽟県さいたま市南区南本町⼀丁⽬２番１３号
2023-02-21
 
テ,224010,株式会社テイシンホールディングス
〒612-8448,京都府京都市伏⾒区⽵⽥東⼩屋ノ内町８６番地
2025-01-01
http://www.teisin.co.jp
 
テ,214415,株式会社ＴＧＰ
〒984-0037,宮城県仙台市若林区蒲町２０ー１０
2025-10-04
https://tsuku2.jp/tgp-yosetsu
 
テ,314830,帝⼈株式会社
〒100-8585,東京⼤阪府⼤阪市北区中之島３丁⽬２番４号
2024-06-02
https://www.teijin.co.jp/
 
テ,212019,帝⼈エコ・サイエンス株式会社
〒108-0073,東京都港区三⽥三丁⽬３番８号
2024-02-09
https://www.teijin-eco.jp/



 
テ,124880,帝⼈フロンティア株式会社
〒530-8605,⼤阪市北区中之島３−２−４ 中之島フェスティバルタワー・ウエスト
2024-11-10
http://www2.teijin-frontier.com/
 
テ,505348,株式会社テイデック
〒279-0013,千葉県浦安市⽇の出１丁⽬３番２号
2026-02-25
https://www.teidec.co.jp/
 
テ,231178,帝都運輸機⼯株式会社
〒131-0031,東京都墨⽥区墨⽥三丁⽬４１番６号
2025-10-25
http://teito-unyu.co.jp/
 
テ,124273,帝都⼯業資材株式会社
〒144-0052,東京都⼤⽥区蒲⽥４−４４−１３
2025-06-30
http://www.teito-kogyo.co.jp
 
テ,216787,貞導電⼯株式会社
〒351-0007,埼⽟県朝霞市岡２丁⽬１番２７号
2025-06-25
_
 
テ,231702,株式会社テイビョウ
〒537-0001,⼤阪府⼤阪市東成区深江北三丁⽬９番２７号
2026-02-21
https://teibyo.com/
 
テ,105534,株式会社帝北ロジスティックス
〒960-8031,福島県福島市栄町３−２２ 帝北ビル６Ｆ
2025-04-24
http://www.teihoku-log.co.jp/
 
テ,128676,テイボー株式会社
〒430-0851,浜松市中区向宿１−２−１
2026-01-10
http://www.teibow.co.jp
 
テ,103409,株式会社テイルウィンドシステム
〒190-0014,東京都⽴川市緑町３−１ ＧＲＥＥＮ ＳＰＲＩＮＧＳ Ｅ１−３階
2023-09-17
https://www.tailwind.co.jp/
 
テ,504164,株式会社テイルズケア
〒730-0013,広島県広島市中区⼋丁掘７−２ ６Ｆ
2024-12-12
https://tailscare.com
 
テ,218493,テクア⼯業株式会社
〒738-0025,広島県廿⽇市市平良⼀丁⽬１３番１２号
2023-10-06
 



テ,115086,株式会社テクサーブ
〒861-8046,熊本市東区⽯原１−２−１
2023-08-02
https://www.techserve.co.jp
 
テ,212746,テクサジャパン株式会社
〒663-8126,兵庫県⻄宮市⼩松北町２−８−２１
2025-07-17
https://texa-j.co.jp/
 
テ,114201,テクシアマシナリー株式会社
〒352-0014,埼⽟県新座市栄４−２−３２
2026-05-25
http://www.tsukadaneji.co.jp
 
テ,115050,株式会社テクス
〒190-1204,東京都⻄多摩郡瑞穂町富⼠⼭栗原新⽥２３１−７
2026-02-08
http://www.kk-tecs.co.jp
 
テ,219413,株式会社テクス福島
〒963-8061,福島県郡⼭市富久⼭町福原字⽵之内７ー１
2024-03-23
http://www.tecs-f.co.jp
 
テ,105548,テクター有限会社
〒813-0034,福岡県福岡市東区多の津５−４４−１９
2025-05-09
 
テ,127086,テクタイト株式会社
〒108-0073,東京都港区三⽥１−４−２８ 三⽥国際ビル２６Ｆ
2024-07-14
http://www.techtuit.co.jp
 
テ,102581,テクト株式会社
〒373-0071,群⾺県太⽥市原宿町３５１５
2025-05-31
http://www.rptopla.co.jp/tect/
 
テ,230208,株式会社テクト
〒010-0011,秋⽥県秋⽥市南通⻲の町６番５号６０１号
2025-06-14
 
テ,113527,株式会社テクトロニクス＆フルーク
〒108-6106,東京都港区港南２−１５−２ 品川インターシティＢ棟６階
2024-11-11
https://jp.tek.com/
 
テ,115276,株式会社テクトロン
〒417-0061,静岡県富⼠市伝法２８１６
2024-08-16
http//www.techtron.jp
 
テ,129447,株式会社テクナート
〒525-0037,滋賀県草津市⻄⼤路町２−２１



2024-05-20
http://www.tecnart.co.jp/
 
テ,120112,株式会社ＴＥＫＮＩＡ
〒454-0954,愛知県名古屋市中川区江松３−４５９
2023-07-22
http://www.teknia.co.jp
 
テ,105162,株式会社テクニカ
〒190-1232,東京都⻄多摩郡瑞穂町⻑岡３−７−１
2024-06-21
http://www.tch2200.co.jp/
 
テ,230280,株式会社テクニカ
〒734-0012,広島県広島市南区元宇品町４１番２５号
2025-06-28
 
テ,122471,株式会社テクニカル
〒036-8061,⻘森県弘前市⼤字神⽥５−２−１
2024-09-25
http://www.technical-prisms.com/
 
テ,505275,株式会社テクニカル・ユニオン
〒192-0081,東京都⼋王⼦市横⼭町３−１０ ⽇本地建ビル５階
2025-08-21
 
テ,104166,テクニカルエンジニアリング株式会社
〒350-0012,埼⽟県川越市萱沼２３５２−２
2024-11-12
 
テ,210861,株式会社テクニカルカンパニー
〒690-0803,島根県松江市⿅島町名分１３２６番地１
2025-01-29
https://www.technical-company.net/
 
テ,231718,株式会社テクニカルカンパニー
〒739-0313,広島県広島市安芸区瀬野⻄六丁⽬１２番２号
2026-02-28
 
テ,215191,有限会社テクニカル・キナイ
〒889-1702,宮崎県宮崎市⽥野町⼄９６３４ー７
2024-01-30
http://www.technical-kinai.com
 
テ,213950,テクニカルクラフト株式会社
〒170-0002,東京都豊島区巣鴨１丁⽬４番５号
2024-12-22
https://technical-craft.co.jp/
 
テ,216532,株式会社テクニカル・コンストラクション
〒590-0950,⼤阪府堺市堺区甲斐町⻄１丁１番３５号サンビル堺２０１号
2025-05-28
https://www.technical-c.co.jp/
 
テ,100113,テクニカルジャパン株式会社



〒254-0034,神奈川県平塚市宝町３−１ 平塚ＭＮビル５階
2025-07-30
http://www.tjp.co.jp
 
テ,218368,株式会社テクニカルリーフ
〒337-0042,埼⽟県さいたま市⾒沼区南中野３８３−４
2023-09-08
 
テ,106183,株式会社テクニカルワーク
〒321-0403,栃⽊県宇都宮市下⼩倉町５４３７−２
2024-03-17
http://technical-work.co.jp
 
テ,220770,有限会社テクニカルワーク
〒814-0155,福岡県福岡市城南区東油⼭五丁⽬６番２４号
2025-03-01
 
テ,125003,株式会社テクニス
〒573-1132,⼤阪府枚⽅市招提⽥近１−１０
2026-03-13
http://www.technis.co.jp/
 
テ,103624,株式会社テクニスコ
〒140-0004,東京都品川区南品川２−２−１５
2024-02-09
http://www.tecnisco.com/
 
テ,220737,株式会社テクネ
〒812-0882,福岡県福岡市博多区⻨野⼀丁⽬１３番６号
2025-03-01
http://tekune.jp
 
テ,103348,株式会社テクネ商事
〒223-0061,横浜市港北区⽇吉４−９−３５
2023-08-12
http://www.techne-co.com
 
テ,216528,株式会社ＴＥＣＮＥＳ
〒577-0063,⼤阪府東⼤阪市川俣１丁⽬６番１０号
2025-05-28
https://www.tecnes.co.jp/
 
テ,225089,株式会社テクネット
〒104-0031,東京都中央区京橋２丁⽬１８番３号宝町清⽔ビル
2025-04-01
http://www.tecnet.ne.jp/
 
テ,126358,株式会社テクノ
〒873-0231,⼤分県国東市安岐町下原１３８３−２
2023-12-12
http://www.oita-techno.co.jp/
 
テ,129799,株式会社テクノ
〒170-0002,東京都豊島区巣鴨３−３９−４
2025-02-24



http://www.techno-cf.jp/
 
テ,212965,株式会社テクノ
〒358-0021,埼⽟県⼊間市⾼倉４丁⽬７番４号
2025-12-18
http://www.e-tecno.jp/
 
テ,101004,テクノ アスティー株式会社
〒163-1129,東京都新宿区⻄新宿６−２２−１
2024-01-26
http://www.technoasty.com
 
テ,105167,株式会社テクノ・システム・リサーチ
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町３−７−４ ＴＳＲビル
2024-06-28
http://www.t-s-r.co.jp/
 
テ,104187,株式会社テクノ・セブン
〒154-0001,東京都世⽥⾕区池尻３−１−３
2024-11-26
https://www.techno7.co.jp/index.php
 
テ,504234,テクノ・マインド株式会社
〒983-8517,宮城県仙台市宮城野区榴岡⼀丁⽬６番１１号
2025-04-01
http://www.tmc.co.jp
 
テ,127445,有限会社テクノアート
〒338-0001,埼⽟県さいたま市中央区上落合４−１３−２７
2024-10-04
 
テ,227033,有限会社テクノアイ
〒791-8002,愛媛県松⼭市⾕町甲１８４番地５
2023-09-01
 
テ,229258,株式会社テクノアウター
〒378-0062,群⾺県沼⽥市町⽥町２４８ー６
2025-08-30
https://www.techno-outer.co.jp/
 
テ,104600,株式会社テクノアソシエ
〒550-0001,⼤阪市⻄区⼟佐堀３−３−１７
2023-11-01
http://www.technoassocie.co.jp
 
テ,224327,テクノアドバンス株式会社
〒532-0011,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島５丁⽬９番２号新⼤阪サンアールビル東館
2025-03-01
 
テ,102662,テクノアルファ株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥２−２７−４ 明治安⽥⽣命五反⽥ビル２Ｆ
2025-07-09
http://www.technoalpha.co.jp/
 
テ,106648,有限会社テクノイースト



〒403-0004,⼭梨県富⼠吉⽥市下吉⽥８−２１−４５
2025-05-11
 
テ,504729,株式会社 テクノウェア
〒190-0023,東京都⽴川市柴崎町３−５−９ なとりビル３Ｆ
2023-07-03
http://www.techno-ware.co.jp/
 
テ,102947,株式会社テクノウェル
〒743-0011,⼭⼝県光市光井７−４９−２
2026-01-14
http://www.technowell.co.jp
 
テ,505161,テクノ・エージェント株式会社
〒101-0003,東京都千代⽥区⼀ツ橋２−６−７ 広瀬ビル４階
2024-12-14
http://www.techno-agent.net/
 
テ,216507,有限会社テクノエース
〒143-0022,東京都⼤⽥区東⾺込⼀丁⽬２４番３号
2025-05-28
http://www.techno-ace.com/
 
テ,102630,テクノエクセル株式会社
〒382-0097,⻑野県須坂市⼤字須坂字⼋幡裏１５８８
2024-05-16
http://www.exl.jp
 
テ,501991,テクノエフアンドシー株式会社
〒168-0072,東京都杉並区⾼井⼾東⼆丁⽬４番５号
2025-12-28
http://techno-fc.misawa.co.jp/
 
テ,104921,株式会社テクノエレベーター
〒433-8118,静岡県浜松市中区⾼丘⻄１−８−２４
2023-09-08
http://www.techno-elevator.co.jp
 
テ,101373,株式会社テクノ⼤⻄
〒541-0047,⼤阪市中央区淡路町１−４−１０
2025-10-23
http://www.oonishi.info/
 
テ,230756,株式会社テクノカシワ
〒140-0004,東京都品川区南品川⼆丁⽬３番６号
2025-08-23
https://www.techno-kashiwa.co.jp/
 
テ,223161,株式会社テクノカメイ
〒542-0058,⼤阪府東⼤阪市⻑⽥東４丁⽬２番１４号
2024-06-01
http://www.techo-kamei.co.jp/
 
テ,102742,株式会社テクノギア
〒252-0823,神奈川県藤沢市菖蒲沢７０−１６



2025-08-12
http://technogear.jp/teg/
 
テ,128283,テクノクオーツ株式会社
〒164-0012,東京都中野区本町１−３２−２ ハーモニータワー１２Ｆ
2025-09-07
http://www.techno-q.com/
 
テ,104771,株式会社テクノクラート
〒214-0001,神奈川県川崎市多摩区菅５−１０−２４
2026-05-11
http://www.technocrat.jp
 
テ,106675,株式会社テクノクラウド
〒132-0031,東京都江⼾川区松島２−３５−１３
2025-06-03
http://www.techno-cloud.co.jp
 
テ,103873,株式会社テクノクラフト
〒245-0024,神奈川県横浜市泉区和泉中央北５−１７−１
2024-06-08
http://www.tcn-craft.com
 
テ,128349,株式会社テクノクラフト
〒373-0063,群⾺県太⽥市⿃⼭下町４８５−７
2025-10-18
 
テ,100475,株式会社テクノクリエート
〒980-0801,宮城県仙台市⻘葉区⽊町通１−８−２８ 三栄⽊町通ビル５階
2025-12-10
http://www.techno-create.com
 
テ,214893,株式会社テクノクリエイト
〒230-0062,神奈川県横浜市鶴⾒区豊岡町１６−１２
2023-07-25
http://www.technocreate.co.jp
 
テ,215317,テクノ建設サービス株式会社
〒171-0014,東京都豊島区池袋２丁⽬１４ー２池袋⼆丁⽬ビルディング８階
2024-03-20
 
テ,213108,株式会社テクノコーポレーション
〒132-0024,東京都江⼾川区⼀之江七丁⽬７３番１４号
2026-03-05
https://www.tokyo-techno.co
 
テ,105248,テクノ⼯業株式会社
〒236-0004,神奈川県横浜市⾦沢区福浦２−８−１３
2024-09-25
https://www.techno-kg.co.jp
 
テ,219352,株式会社テクノ⼯業
〒904-2161,沖縄県沖縄市古謝三丁⽬２６番１１号
2024-03-16
https://www.technokogyo-okinawa.com/



 
テ,217544,株式会社テクノコム
〒984-0011,宮城県仙台市若林区六丁の⽬⻄町８−１
2026-01-28
https://www.technocom-net.jp/
 
テ,220195,有限会社テクノサービス
〒689-1122,⿃取県⿃取市船⽊１３３−７
2024-08-31
 
テ,223413,テクノサービス株式会社
〒110-0005,東京都台東区上野３−１−８
2024-08-01
http://www.techno-s.biz
 
テ,101602,株式会社テクノサイエンス
〒264-0034,千葉市若葉区原町９２９−８
2024-08-16
http://www.techno-lab.co.jp
 
テ,502685,株式会社テクノサイト
〒427-0022,静岡県島⽥市本通五丁⽬４番の４
2024-07-26
http://www.technosite.co.jp/
 
テ,102959,有限会社テクノサポート⽇東
〒297-0029,千葉県茂原市⾼師５８５
2026-01-16
 
テ,225629,株式会社テクノ松栄
〒110-0016,東京都台東区台東３丁⽬１２番７号
2025-07-01
_
 
テ,105241,株式会社テクノ商会
〒329-0412,栃⽊県下野市柴１１３１−６
2024-09-18
 
テ,103698,株式会社テクノシリウス
〒310-0803,茨城県⽔⼾市城南１−６−１０ 越川ビル４Ｆ
2024-03-12
http://www.t-sirius.co.jp/
 
テ,125071,株式会社テクノシンエイ
〒485-0821,愛知県⼩牧市本庄字⽩池８２４−１
2026-02-18
 
テ,230441,株式会社テクノジェット
〒950-1241,新潟県新潟市南区北⽥中５１８番地１０
2025-07-12
http://kk-technojet.com
 
テ,505558,株式会社テクノ情報システム
〒170-0013,東京都豊島区東池袋１−３３−８ ＮＢＦ池袋タワー７Ｆ
2024-03-12



https://www.techno-jouhou.co.jp/
 
テ,121923,株式会社テクノス
〒140-0013,東京都品川区南⼤井３−３０−１
2024-07-09
http://www.technos-corp.co.jp
 
テ,122443,テクノス株式会社
〒630-8113,奈良県奈良市法蓮町１９７−１
2024-09-12
http://www.tecnos-net.co.jp
 
テ,124436,株式会社テクノス
〒211-0011,川崎市中原区下沼部１９１５
2025-08-23
http://www.technos-xe.co.jp
 
テ,125649,株式会社テクノス
〒223-0057,横浜市港北区新⽻町１９３９
2026-07-12
https://technos-global.jp
 
テ,215942,株式会社テクノス
〒974-8223,福島県いわき市佐糠町東２丁⽬１番地１
2025-01-29
https://www.technoss.biz/
 
テ,222589,テクノス株式会社
〒442-0061,愛知県豊川市穂ノ原２丁⽬１番地
2024-01-01
http://www.technos.info
 
テ,504205,株式会社 テクノス
〒316-0024,茨城県⽇⽴市⽔⽊町２−４１−４⽇の出ビル３０１
2025-02-12
 
テ,505347,株式会社テクノス
〒660-0892,兵庫県尼崎市東難波町５丁⽬２−１７−７０１
2023-02-20
http：//www.tecnostrap.com
 
テ,504359,テクノスクエア株式会社
〒210-0015,神奈川県川崎市川崎区南町１−１ ⽇本⽣命川崎ビル１２階
2026-06-13
http://www.tecsq.co.jp/
 
テ,102514,株式会社テクノスジャパン
〒163-1414,東京都新宿区⻄新宿３−２０−２ 東京オペラシティタワー１４Ｆ
2025-04-09
https://www.tecnos.co.jp
 
テ,214543,株式会社テクノスチールダイシン
〒321-0401,栃⽊県宇都宮市上⼩倉町２５８６番地
2026-01-24
http://www.tsdaisin.co.jp



 
テ,105397,株式会社テクノスフェロー
〒680-0911,⿃取県⿃取市千代⽔３−５７
2024-12-21
http://technosfellow.jp
 
テ,220399,テクノスメタル⼯業株式会社
〒901-1117,沖縄県島尻郡南⾵原町津嘉⼭１７０１
2024-10-26
 
テ,212365,テクノ創建株式会社
〒811-0110,福岡県糟屋郡新宮町夜⾅４丁⽬８番９号
2021-11-07
 
テ,129917,テクノソフト株式会社
〒312-0062,茨城県ひたちなか市⾼場２５６６−１０
2025-04-13
http://www.technosoft.co.jp/
 
テ,125073,テクノタカギ株式会社
〒509-0233,岐⾩県可児市柿下６３４
2026-04-03
http://www.technotakagi.jp
 
テ,127858,株式会社テクノ⾼槻
〒569-0095,⼤阪府⾼槻市⼋丁⻄町８−１６
2025-04-12
https://www.takatsuki.co.jp/
 
テ,105491,株式会社テクノ⾼布
〒520-2316,滋賀県野洲市上屋１４４−８
2025-03-20
http://www.t-takafu.co.jp
 
テ,120482,株式会社テクノタジマ
〒457-0863,名古屋市南区豊２−１２−１
2023-10-07
http://ta-ji-ma.co.jp/
 
テ,228951,株式会社テクノ中央
〒031-0813,⻘森県⼋⼾市⼤字新井⽥字重地下５１番地１２
2025-04-04
http://www.techno-chuo.jp
 
テ,217749,株式会社テクノ中部
〒455-8512,愛知県名古屋市港区⼤江町３番１２
2026-05-26
https://www.techno-chubu.co.jp
 
テ,223185,株式会社テクノテック
〒113-0033,東京都⽂京区本郷３ー６ー６
2024-06-01
http://www.technotech.co.jp
 
テ,102303,テクノデザイン株式会社



〒861-2202,熊本県上益城郡益城町⽥原２０８１−２７ テクノリサーチパーク内
2026-02-19
http://www.techno-d.jp
 
テ,126940,テクノ電気⼯業株式会社
〒259-1306,神奈川県秦野市⼾川３４５
2024-06-16
http://www.tecnoweb.jp/
 
テ,123971,株式会社テクノトップ
〒162-0844,東京都新宿区市⾕⼋幡町１４ 市ヶ⾕中央ビル２Ｆ
2025-06-16
https://www.ttop.co.jp/
 
テ,121949,株式会社テクノドライブ
〒924-0035,⽯川県⽩⼭市上柏野町１８３
2024-07-17
 
テ,128367,株式会社テクノドライブ
〒214-0037,神奈川県川崎市多摩区⻄⽣⽥３−１９−１
2022-11-05
http://www.technodrive.com
 
テ,222129,株式会社テクノ⻑島
〒381-0401,⻑野県下⾼井郡⼭ノ内町⼤字平穏３１７４
2026-04-01
 
テ,125809,株式会社テクノ⽇加
〒130-0024,東京都墨⽥区菊川３−２−７
2023-09-20
 
テ,112705,株式会社テクノネット
〒868-0415,熊本県球磨郡あさぎり町免⽥⻄９１０
2024-02-28
http://www.tnetweb.jp
 
テ,128737,株式会社テクノネット
〒252-0175,神奈川県相模原市緑区若柳５６４−７
2026-02-04
http://technonet-jp.com/
 
テ,215381,株式会社テクノハーツ
〒914-0812,福井県敦賀市昭和町２丁⽬２５１２ー１
2024-05-08
 
テ,220563,株式会社テクノ⻑⾕
〒980-0824,宮城県仙台市⻘葉区⽀倉町２番１０号
2024-12-21
https://www.t-hase.com/
 
テ,126362,テクノハンズ株式会社
〒235-0011,神奈川県横浜市磯⼦区丸⼭１−９−１
2023-12-12
http://www.technohands.co.jp
 



テ,128935,有限会社テクノバランス
〒455-0855,愛知県名古屋市港区藤前５−６２１
2026-04-28
https://techno-balance.com
 
テ,219890,テクノパワー株式会社
〒175-0094,東京都板橋区成増３ー２ー１８ー３０５
2024-06-22
https://tp-kui.localinfo.jp/
 
テ,106127,テクノヒューマンパワー株式会社
〒192-0081,東京都⼋王⼦市横⼭町１５−２
2024-01-14
http://www.tech-hp.com
 
テ,216637,株式会社テクノ・ファーバル
〒571-0013,⼤阪府⾨真市千⽯東町２１番３０号
2025-06-18
 
テ,125041,株式会社テクノフレックス
〒111-0051,東京都台東区蔵前１−５−１
2026-02-15
http://www.technoflex.co.jp
 
テ,115178,テクノブレーンズ株式会社
〒206-0811,東京都稲城市押⽴１７２０−１
2024-03-13
http://www.technobrains.co.jp/
 
テ,504704,テクノブレイブ株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１−２−８ 楠本第２ビル２階
2026-06-22
https://www.tbrave.com/
 
テ,103924,テクノプラスジャパン株式会社
〒103-0024,東京都中央区⽇本橋⼩⾈町１２−７ ⽇本橋ＭＭビル５Ｆ
2024-08-03
http://www.techno-group.com
 
テ,105265,株式会社テクノプラスト
〒457-0078,名古屋市南区塩屋町５−１−１
2024-10-12
https://technoplast.co.jp
 
テ,120646,株式会社テクノプロ
〒106-6135,東京都港区六本⽊６−１０−１ 六本⽊ヒルズ森タワー３５Ｆ
2023-11-20
https://www.technopro.com/
 
テ,121341,株式会社テクノプロ
〒106-6135,東京都港区六本⽊６−１０−１ 六本⽊ヒルズ森タワー３５Ｆ
2026-06-27
https://www.technopro.com/
 
テ,231813,株式会社テクノプロ・コンストラクション



〒106-6135,東京都港区六本⽊六丁⽬１０番１号
2026-03-20
https://www.technopro-construction.com/
 
テ,504448,テクノプロバイド株式会社
〒980-0014,宮城県仙台市⻘葉区本町１丁⽬１−８ 第⼀⽇本オフィスビル７階
2024-07-17
http://www.techno-provide.co.jp/
 
テ,211653,株式会社テクノベース
〒343-0851,埼⽟県越⾕市七左町１−３６５−５
2026-05-19
 
テ,503341,テクノベインズ株式会社
〒113-0034,東京都⽂京区湯島３−３１−４ツナシマ第⼀ビル２Ｆ
2025-01-15
https://www.technoveins.co.jp/
 
テ,504081,テクノホライゾン株式会社
〒457-0071,愛知県名古屋市南区竈通⼆丁⽬１３番地１
2024-07-27
https://www.technohorizon.co.jp/
 
テ,105387,株式会社テクノマイスター
〒321-0921,栃⽊県宇都宮市瑞穂３−４−２１
2024-12-18
 
テ,504279,有限会社テクノマシンツール
〒312-0012,茨城県ひたちなか市⾺渡２９２０−１８６
2025-08-27
WWW.techno-m.jp
 
テ,122871,有限会社テクノマツモト
〒579-8014,⼤阪府東⼤阪市中⽯切町５−１−８
2024-12-05
https://www.tech-matsu.co.jp
 
テ,214840,株式会社テクノマテリアル
〒110-0015,東京都台東区東上野４丁⽬１２番１号
2024-04-01
http://www.jugem.net/
 
テ,227778,株式会社テクノムラマツ
〒985-0024,宮城県塩竈市錦町１０番１号
2021-03-28
 
テ,104615,テクノメタル株式会社
〒964-8585,福島県⼆本松市⾼⽥１００
2022-12-16
http://www.t-metal.jp
 
テ,220037,テクノメディカル株式会社
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊１丁⽬３７番１号ぜんらくビル５階
2024-07-20
http://www.techno-medical.co.jp/



 
テ,118980,株式会社テクノヤサカ
〒547-0001,⼤阪市平野区加美北１−２１−１６
2024-07-24
http://www.yasaka-inc.com
 
テ,219557,テクノ⽮崎株式会社
〒140-0004,東京都品川区南品川２ー２ー１０
2024-04-13
http://www.t-yzk.jp
 
テ,215652,株式会社テクノ・ユーエヌ
〒278-0011,千葉県野⽥市三ツ堀１１８５番地の１
2024-10-16
 
テ,504832,テクノＵＭＧ株式会社
〒105-0021,東京都港区東新橋１−９−２ 汐留住友ビル２２階
2026-06-13
https://www.t-umg.com/jp/
 
テ,104434,株式会社テクノライト
〒134-0083,東京都江⼾川区中葛⻄１−４−１６
2025-06-28
http://www.t-light.jp
 
テ,229203,有限会社テクノライン
〒666-0015,兵庫県川⻄市⼩花２丁⽬１９番７号
2025-07-26
 
テ,214120,株式会社テクノ菱和
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨２丁⽬１２番８号
2025-04-01
https://www.techno-ryowa.co.jp/
 
テ,230005,株式会社テクノルーフ
〒260-0813,千葉県千葉市中央区⽣実町１１６８番地１
2025-04-12
 
テ,215371,テクノ冷熱株式会社
〒891-0122,⿅児島県⿅児島市南栄５丁⽬１０−１０
2024-04-23
 
テ,104395,テクノレント株式会社
〒108-8521,東京都港区芝浦４−１３−２３ ＭＳ芝浦ビル
2026-03-06
https://www.techno.co.jp/
 
テ,121856,株式会社テクノワーク
〒669-2224,兵庫県丹波篠⼭市味間北８６４
2024-06-19
https://www.technowork.jp/
 
テ,503923,有限会社テクノワークス
〒322-0026,栃⽊県⿅沼市茂呂５８２−１
2024-02-14



 
テ,106762,株式会社テクノワールド
〒812-0044,福岡県福岡市博多区千代４−２９−３２ 前⽥ビル４階
2025-08-29
 
テ,230023,株式会社テクノワン
〒019-2111,秋⽥県⼤仙市⼟川字⼩杉⼭６番地
2025-04-19
 
テ,100624,テクバン株式会社
〒108-0022,東京都港区海岸３−２０−２０ ヨコソーレインボータワー４階
2026-02-21
http://www.techvan.co.jp/
 
テ,125029,株式会社テクレコ
〒210-0006,川崎市川崎区砂⼦２−５−１１ りそな川崎ビル５階
2026-01-24
http://www.techreco.co.jp/
 
テ,218694,ＴＥＣＯ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ＆ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｃｅｎｔｅｒ株式会社
〒105-6126,東京都港区浜松町２−４−１世界貿易センタービル２６階
2023-12-08
 
テ,115099,テコム株式会社
〒247-0063,神奈川県鎌倉市梶原２１
2026-06-17
http://www.tecom.co.jp/
 
テ,127664,株式会社テザック
〒543-0021,⼤阪府⼤阪市天王寺区東⾼津町１１−９ サムティ上本町ビル１０Ｆ
2025-01-04
http://www.tesac.co.jp
 
テ,121285,テザックエンジニアリング株式会社
〒456-0046,名古屋市熱⽥区⽊之免町９１６
2025-09-14
 
テ,104154,株式会社テシカ
〒143-0027,東京都⼤⽥区中⾺込３−３−１８
2024-11-09
http://www.tesika.co.jp
 
テ,213848,勅使河原鉄建株式会社
〒370-2461,群⾺県富岡市上丹⽣１２９６ー２
2024-09-15
http://teshiken.co.jp/
 
テ,227600,株式会社⼿島⼯業
〒957-0103,新潟県北蒲原郡聖籠町⼤字網代浜１１６１番地３２１
2024-03-09
 
テ,103627,⼿島製作所
〒489-0917,愛知県瀬⼾市效範町２−５７−２
2024-02-10
 



テ,114069,テスコ株式会社
〒101-0065,東京都千代⽥区⻄神⽥１−４−５ 東光電気⼯事ビル
2024-02-24
http://www.tesco-inc.jp
 
テ,210265,株式会社テスコ
〒246-0037,神奈川県横浜市瀬⾕区橋⼾３ー５１ー１ー５ー１
2021-04-09
 
テ,219172,株式会社テスコ
〒235-0023,神奈川県横浜市磯⼦区森３ー３ー１７
2024-03-02
 
テ,504972,テスコム株式会社
〒140-0013,東京都品川区南⼤井６−２２−７ ⼤森ベルポートＥ館３Ｆ
2025-01-09
http://www.tescom.co.jp
 
テ,224453,株式会社テストサービス
〒173-0024,東京都板橋区⼤⼭⾦井町４７ー１２
2025-04-01
 
テ,124829,テス販売株式会社
〒662-0972,兵庫県⻄宮市今在家町１−８
2025-02-02
 
テ,502163,株式会社テセック
〒207-0023,東京都東⼤和市上北台３丁⽬３９１番地の１
2026-02-08
http://www.tesec.co.jp
 
テ,101399,株式会社テック
〒532-0011,⼤阪市淀川区⻄中島３−３−９−６Ｆ
2024-06-07
http://www.tecnosite.co.jp
 
テ,124817,株式会社テック
〒140-0002,東京都品川区東品川４−１２−４ 品川シーサイドパークタワー
2024-12-08
http://www.fujitsu.com/jp/group/fcl/about/facilities/subsidi
aries/tec.html
 
テ,212484,株式会社ＴＥＣ
〒354-0021,埼⽟県富⼠⾒市⼤字鶴⾺３５６６番地９
2025-02-20
 
テ,219275,有限会社テック
〒580-0026,⼤阪府松原市天美我堂２丁⽬２５６番
2024-03-09
 
テ,226861,株式会社テック
〒225-0024,神奈川県横浜市⻘葉区市ケ尾町５０８−１
2023-07-01
 
テ,229582,ＴＥＣ株式会社



〒838-0144,福岡県⼩郡市祇園２丁⽬４ー８
2026-03-17
 
テ,215004,株式会社テック．エムディ
〒670-0954,兵庫県姫路市栗⼭町１７２ー２
2023-09-19
 
テ,504280,テック・ワーク株式会社
〒617-0836,京都府⻑岡京市勝⻯寺⼋ノ坪１−６
2025-08-27
https://www.techwork.co.jp/
 
テ,231682,株式会社テックいまがわ
〒671-2103,兵庫県姫路市夢前町前之庄４２７０番地３
2026-02-14
https://www.tecima3.com/
 
テ,120083,テックインフォメーションシステムズ株式会社
〒410-2392,静岡県伊⾖の国市⼤仁５７０ 東芝テック（株）⼤仁事業所内
2023-07-16
http://www.tecinfosys.co.jp
 
テ,103716,株式会社ＴｅｃｈＷｉｎｇ
〒018-0487,３７， Ｄｏｎｇｔａｎ Ｓａｎｄａｎ ６−ｇｉｌ， Ｄｏｎｇｔａｎ−ｍｙｅｏｎ， Ｈｗａｓｅｏｎｇ−
ｓｉ， Ｇｙｅｏｎｇｇｉ−ｄｏ， Ｒｅｐｕｂｌｉｃ ｏｆ Ｋｏｒｅａ
2024-03-23
http://www.techwing.co.kr
 
テ,123425,テックウインド株式会社
〒113-0034,東京都⽂京区湯島３−１９−１１ 湯島ファーストビル７階
2026-04-15
http://www.tekwind.co.jp
 
テ,502374,株式会社テックウェイ・システムズ
〒110-0015,東京都台東区東上野１−２５−５ 鈴友ビル６Ｆ
2026-06-16
http://www.twsys.co.jp/index.html
 
テ,503469,株式会社テック・エス・シー
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町１−９−３ ＫＳビル５階
2025-08-17
http://www.tech-sc.co.jp/
 
テ,124864,株式会社テック・エンジニアリング
〒870-0316,⼤分市⼀⽊字祝⽥１２１２−１５０
2025-01-17
http://www.tec-eg.co.jp/
 
テ,212325,テックエンジニアリング株式会社
〒590-0809,⼤阪府堺市堺区旭ケ丘北町２ー４ー７
2024-09-12
 
テ,232022,株式会社テックおおきた
〒545-0041,⼤阪府⼤阪市阿倍野区共⽴通⼀丁⽬４番１７号
2026-05-23



 
テ,230135,株式会社テッククリエイト
〒920-0226,⽯川県⾦沢市粟崎町五丁⽬２４番地２
2025-05-31
https://tech-create.biz/
 
テ,213777,株式会社テックコーポレーション
〒541-0043,⼤阪府⼤阪市中央区⾼麗橋４ー６ー１４
2024-07-28
 
テ,220651,株式会社テック⼩久保
〒477-0037,愛知県東海市⾼横須賀町呉天⽯２８番地
2025-02-01
 
テ,125129,株式会社テックサカガミ
〒669-3614,兵庫県丹波市氷上町下新庄７１０
2026-01-24
 
テ,217646,有限会社テック・サカモト
〒649-2108,和歌⼭県⻄牟婁郡上富⽥町下鮎川４３５ー２
2026-03-17
 
テ,500295,株式会社テックササキ
〒456-0031,愛知県名古屋市熱⽥区神宮四町⽬９番２１号
2024-06-16
http://ssk-gp.jp
 
テ,219606,有限会社テック・ジャパンコーポレイション
〒463-0046,愛知県名古屋市守⼭区苗代１ー１１ー５２
2024-04-20
 
テ,106628,株式会社テックス
〒852-8003,⻑崎県⻑崎市旭町８−２３
2025-04-12
https://www.techs-nagasaki.co.jp
 
テ,217428,テックス株式会社
〒331-0804,埼⽟県さいたま市北区⼟呂町２ー１８ー６
2026-01-07
http://www.te-x.co.jp/
 
テ,504639,株式会社テックス
〒108-0014,東京都港区芝５−１３−１４ ＴＨＥ ＧＡＴＥ ＭＩＴＡ ４Ｆ
2023-03-24
http://www.tecs-g.com
 
テ,124518,テックトレーディング株式会社
〒116-0013,東京都荒川区⻄⽇暮⾥６−３８−２
2025-09-24
http://techtrading.co.jp
 
テ,106789,株式会社テック⻑沢
〒945-0114,新潟県柏崎市藤井１３５８−４
2025-10-25
 



テ,230899,株式会社テックプランニング
〒336-0017,埼⽟県さいたま市南区南浦和２丁⽬３２番地１号⼀和ビル３階
2025-09-27
http://www.tec-pl.co.jp/top/
 
テ,120029,株式会社テックプレシジョン
〒411-8520,静岡県三島市南町６−７８
2023-07-04
http://www.toshiba.co.jp/tpi/
 
テ,215506,株式会社鐵建
〒375-0043,群⾺県藤岡市東平井１４１０ー４
2024-07-31
http://www.tekken-k.com/
 
テ,217507,株式会社Ｔｅｃｋｅｎ
〒939-0287,富⼭県射⽔市⾚井字上間掛２０６ー１
2026-01-21
https://tecken.co.jp
 
テ,222232,株式会社鉄建
〒080-0018,北海道帯広市⻄⼋条南７丁⽬１番地
2026-07-01
https://www.tekken-pro.co.jp/
 
テ,211742,鉄建⼯圧株式会社
〒007-0820,北海道札幌市東区東雁来町３６２番地２
2023-07-08
http://tekkenkouatsu.jp
 
テ,126047,株式会社鐵鋼社
〒130-0023,東京都墨⽥区⽴川１−１６−８
2023-11-09
http://www.tekkosha.co.jp
 
テ,216936,株式会社鐵⾻建設
〒417-0841,静岡県富⼠市富⼠岡６０６番地ー１
2025-07-23
 
テ,505509,株式会社鉄信
〒153-0042,東京都⽬黒区⻘葉台三丁⽬１７番１３号
2023-12-24
www.tessin.jp
 
テ,224164,株式会社鉄⼼堂
〒516-0072,三重県伊勢市宮後１丁⽬９ー２７
2025-02-01
 
テ,100695,株式会社テッドジャパン
〒244-0845,神奈川県横浜市栄区⾦井町３６０−１
2026-04-15
 
テ,223189,有限会社テツイチ⼯業
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊２ー２７ー８−２０１号
2024-06-01



 
テ,217051,株式会社鐵栄綱商
〒370-0073,群⾺県⾼崎市緑町２丁⽬４番地６
2025-09-03
http://tetsuei.co.jp
 
テ,222584,株式会社テツカ産業
〒321-0982,栃⽊県宇都宮市御幸ケ原町４２ー１８
2024-01-01
 
テ,217009,株式会社鉄吉
〒664-0888,兵庫県伊丹市昆陽南１丁⽬２−３８ ４号
2025-08-27
 
テ,102576,株式会社テツゲン
〒102-8142,東京都千代⽥区富⼠⾒１−４−４
2025-05-27
https://www.tetsugen.co.jp/
 
テ,600011,鉄道情報システム株式会社
〒151-8534,東京都渋⾕区代々⽊２−２−２
2025-07-01
https://www.jrs.co.jp/
 
テ,217879,鉄屋機械⼯業株式会社
〒984-0002,宮城県仙台市若林区卸町東５−３−３６
2023-07-07
 
テ,210779,⼿塚⼯業有限会社
〒175-0045,東京都板橋区⻄台２丁⽬１９番３号
2024-12-16
 
テ,220824,株式会社⼿塚⼯務店
〒157-0067,東京都世⽥⾕区喜多⾒三丁⽬１４番８号
2025-03-15
http://www.tezuka-k.co.jp
 
テ,213547,有限会社⼿造り⼯房いぐち
〒252-0012,神奈川県座間市広野台１ー４０ー３１
2024-01-06
 
テ,222071,株式会社テノックス
〒108-8380,東京都港区芝五丁⽬２５番１１号
2026-01-01
https://www.tenox.co.jp/
 
テ,226292,株式会社テノックス九州
〒810-0001,福岡県福岡市中央区天神４ー１ー１１
2026-01-01
http://www.tnx.co.jp/
 
テ,102302,株式会社テノニーズ
〒194-0212,東京都町⽥市⼩⼭町２１９−１
2025-02-18
http://www.tenoneeds.co.jp/



 
テ,129702,株式会社テムコ
〒241-0002,神奈川県横浜市旭区上⽩根２−３−６
2024-12-14
http://www.temuko.co.jp
 
テ,229113,株式会社テムズ
〒136-8535,東京都品川区⻄品川１丁⽬１番１号⼤崎ガーデンタワー
2025-06-14
https://www.tm-s.jp/
 
テ,125167,株式会社テラ テック
〒929-1332,⽯川県⽻咋郡宝達志⽔町北川尻ム１２６
2026-06-12
http://tera-tec.jp
 
テ,124951,寺内⾦属株式会社
〒101-0031,東京都千代⽥区東神⽥１−８−１２
2025-08-09
http://www.terauchi-m.co.jp/
 
テ,210262,寺王建材株式会社
〒410-0801,静岡県沼津市⼤⼿町４丁⽬３ー３６
2024-04-09
 
テ,214900,寺尾運輸株式会社
〒210-0847,神奈川県川崎市川崎区浅⽥１ー９ー１５
2026-07-25
 
テ,213525,寺尾運輸興業株式会社
〒222-0001,神奈川県横浜市港北区樽町４丁⽬１７番４５号
2023-12-16
 
テ,211195,寺岡オートドア株式会社
〒146-0083,東京都⼤⽥区千⿃３丁⽬１９番３号
2025-06-04
http://www.teraoka-autodoor.co.jp/
 
テ,223203,寺岡オート・ドアシステム株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥３丁⽬６番２１号
2024-06-01
http://www.teraoka-ads.co.jp
 
テ,226996,寺尾サッシ⼯業株式会社
〒210-0821,神奈川県川崎市川崎区殿町１丁⽬８ー８
2023-09-01
http://teraosash.com/
 
テ,218958,株式会社テラサーモアジア
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町３−３−６ワカ末ビル７階
2024-01-19
https://terrathermasia.com/
 
テ,114909,寺崎電気産業株式会社
〒547-0002,⼤阪市平野区加美東６−１３−４７



2025-04-27
http://www.terasaki.co.jp/
 
テ,212865,株式会社テラサワ
〒270-1158,千葉県我孫⼦市船⼾２ー２ー２６
2025-10-17
 
テ,227164,株式会社テラサワ
〒371-0122,群⾺県前橋市⼩坂⼦町９２４ー３
2023-11-01
 
テ,100823,株式会社寺沢機械⼯業
〒230-0076,神奈川県横浜市鶴⾒区⾺場４−４−２７
2023-07-26
 
テ,223692,株式会社寺澤⼯務店
〒661-0026,兵庫県尼崎市⽔堂町２丁⽬４０番４９号
2024-11-01
 
テ,114989,寺師産業株式会社
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町４−３−１２
2025-06-08
http://www.terashi.co.jp
 
テ,217067,寺下電気株式会社
〒132-0035,東京都江⼾川区平井７丁⽬１０番２０号
2025-09-10
 
テ,115064,株式会社寺嶋製作所
〒529-1551,滋賀県東近江市宮川町１３０８
2026-05-21
https://terashima-ss.co.jp/
 
テ,218780,有限会社寺島塗装店
〒354-0044,埼⽟県⼊間郡三芳町北永井１４０−３
2023-12-15
https://terashima-toso.com/
 
テ,504444,株式会社テラソフト
〒310-0011,茨城県⽔⼾市三の丸１丁⽬１−２５
2024-07-08
https://www.terasoft.co.jp
 
テ,505690,株式会社ＴＥＲＡＤＡ
〒194-0005,東京都町⽥市南町⽥５−２−２
2025-04-14
 
テ,127395,株式会社ＴＥＲＡＤＡ．ＮＩＫ
〒321-1422,栃⽊県⽇光市宝殿６５−２
2024-09-15
http://www.terada-ele.co.jp/
 
テ,114869,テラダイン株式会社
〒220-0012,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい３−６−３ ＭＭパークビル７Ｆ
2024-02-05



https://www.teradyne.co.jp
 
テ,213353,寺⽥建設株式会社
〒577-0045,⼤阪府東⼤阪市⻄堤本通東１ー１ー１東⼤阪⼤発ビル７２１号
2026-07-22
 
テ,223443,株式会社寺⽥建設
〒814-0171,福岡県福岡市早良区野芥五丁⽬１２番１１号
2024-08-01
 
テ,225372,株式会社寺⽥⼯務店
〒422-8041,静岡県静岡市駿河区中⽥４丁⽬１番３２号
2025-06-01
https://www.teradanet.com/
 
テ,100741,テラダ産業株式会社
〒804-0053,福岡県北九州市⼾畑区牧⼭４−１−６
2026-05-13
http://www.terada-sangyo.com
 
テ,212233,株式会社寺⽥鉄⼯建設
〒923-0061,⽯川県⼩松市国府台５丁⽬３１番地１
2024-06-27
http://www.terakho.jp
 
テ,231356,有限会社テラダ電設
〒891-3701,⿅児島県熊⽑郡南種⼦町中之上２１３１番地
2025-11-29
 
テ,502934,寺⻄化学⼯業株式会社
〒535-0004,⼤阪府⼤阪市旭区⽣江２丁⽬１３番１１号
2026-03-17
http://www.guitar-mg.co.jp/
 
テ,504213,株式会社テラバイト
〒113-0034,東京都⽂京区湯島３−１０−７Ｎｏｖビル５Ｆ
2025-02-22
https://www.terrabyte.co.jp/
 
テ,217194,株式会社寺林⼯務所
〒344-0044,埼⽟県春⽇部市花積１５２ー５０
2025-10-08
 
テ,128772,株式会社テラプローブ
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−７−１７
2026-02-12
https://www.teraprobe.com/
 
テ,213707,寺前エンジニアリング株式会社
〒513-0836,三重県鈴⿅市国府町２６６−３
2024-05-19
 
テ,216427,有限会社テラマエ電機
〒496-0042,愛知県津島市寺前町１丁⽬３８番地の２
2022-05-14



 
テ,225712,株式会社寺町技研
〒260-0841,千葉県千葉市中央区⽩旗⼆丁⽬１８番５号
2025-07-01
 
テ,124866,株式会社テラモト
〒210-0858,神奈川県川崎市川崎区⼤川町１２−８
2025-03-13
http://www.teramoto-co.net/
 
テ,215156,株式会社寺本⼯務店
〒641-0014,和歌⼭県和歌⼭市⽑⾒１７５番地の６
2023-12-26
 
テ,125426,寺本パイル織物株式会社
〒649-7202,和歌⼭県橋本市⾼野⼝町伏原６２５
2023-05-02
http://www.toeisangyo.jp/
 
テ,210744,有限会社寺⼭⼯業
〒132-0033,東京都江⼾川区東⼩松川４−２１−１３
2024-12-02
 
テ,226079,テラル株式会社
〒720-0003,広島県福⼭市御幸町⼤字森脇２３０
2025-10-01
https://www.teral.net/
 
テ,219596,テラルテクノサービス株式会社
〒720-0003,広島県福⼭市御幸町森脇２３０番地
2024-04-20
https://www.teraltechno.com/
 
テ,220554,株式会社テリース
〒104-0045,東京都中央区築地五丁⽬３番３号
2024-12-21
 
テ,126219,株式会社テリロジー
〒102-0073,東京都千代⽥区九段北１−１３−５ ヒューリック九段ビル４Ｆ
2023-11-15
http://www.terilogy.com
 
テ,211893,株式会社ＴＥＲＵＩ
〒025-0036,岩⼿県花巻市中根⼦字駒込１番地２３
2023-11-04
 
テ,505501,テルウェル⻄⽇本株式会社
〒540-0003,⼤阪府⼤阪市中央区森ノ宮中央⼀丁⽬７番１２号
2023-12-15
https://www.telwel-west.co.jp/
 
テ,504984,テルウェル東⽇本株式会社
〒135-0033,東京都江東区深川２丁⽬７番６号
2025-11-02
https://www.telwel-east.co.jp/



 
テ,502802,テルウェル東⽇本株式会社
〒151-0051,東京都渋⾕区千駄ヶ⾕５丁⽬１４−９
2025-02-16
http://www.telwel-east.co.jp/
 
テ,229350,株式会社輝建
〒003-0027,北海道札幌市⽩⽯区本通５丁⽬北３番１号
2025-10-31
 
テ,226409,光建有限会社
〒031-0004,⻘森県⼋⼾市南類家１丁⽬１４番４号
2026-03-01
 
テ,505037,株式会社テルテック
〒811-2309,福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁２−１１−１５
2024-02-08
http://www.tel-tech.jp
 
テ,219315,株式会社晃茉
〒520-0863,滋賀県⼤津市千町１丁⽬１０ー３
2024-03-16
 
テ,215509,テルマリウム株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿６−６−３
2024-07-31
https://www.thermarivm.co.jp/
 
テ,100982,テルモ株式会社
〒151-0072,東京都渋⾕区幡ヶ⾕２−４４−１
2024-01-13
http://www.terumo.co.jp
 
テ,215020,株式会社照屋鉄筋⼯業
〒904-2231,沖縄県うるま市字塩屋４９２−１
2023-09-26
 
テ,212399,株式会社テレ・エンジニアリング
〒183-0033,東京都府中市分梅町３ー６２ー４
2024-11-28
https://www.tele-engi.co.jp
 
テ,505119,株式会社テレコムリンク
〒463-0053,愛知県名古屋市守⼭区⼩幡千代⽥１１番２１号
2024-08-30
https://tc-link.co.jp/
 
テ,212840,テレサービス株式会社
〒736-0022,広島県安芸郡海⽥町蟹原１丁⽬９ー１９
2025-09-25
 
テ,105319,テレサイト・テック株式会社
〒103-0014,東京都中央区⽇本橋蛎殻町１−１７−１１
2024-10-26
http://www.telesight-tec.co.jp/



 
テ,100924,株式会社テレシステム
〒113-0001,東京都⽂京区⽩⼭１−３７−６
2023-11-11
http://www.telesystem.co.jp/
 
テ,105731,テレダイン・ジャパン株式会社
〒183-0006,東京都府中市緑町３−１１−５ 芳⽂社府中ビル３Ｆ
2025-11-08
https://teledynelecroy.com/japan
 
テ,500060,テレネットジャパン株式会社
〒114-0013,東京都北区東⽥端２−９−６クロコダイル第３ビル５Ｆ
2023-08-05
http://www.tnj.co.jp/company/index.html
 
テ,500265,テレビ愛知株式会社
〒460-8325,愛知県名古屋市中区⼤須２−４−８
2024-04-10
https://tv-aichi.co.jp/
 
テ,503545,株式会社テレビ朝⽇
〒106-8001,東京都港区六本⽊６−９−１
2023-07-26
www.tv-asahi.co.jp
 
テ,504871,株式会社 テレビ岩⼿
〒020-0023,岩⼿県盛岡市内丸２番１０号
2023-08-24
https://www.tvi.jp/
 
テ,501516,株式会社テレビ愛媛
〒790-8537,愛媛県松⼭市真砂町１１９番地
2024-10-10
http://www.ebc.co.jp/
 
テ,502295,テレビ⼤阪株式会社
〒540-8519,⼤阪府⼤阪市中央区⼤⼿前１−２−１８
2023-03-18
http://www.tv-osaka.co.jp/
 
テ,502423,株式会社テレビ⾦沢
〒920-0386,⽯川県⾦沢市古府２丁⽬１３６番地
2023-08-24
http://www.tvkanazawa.co.jp/
 
テ,504925,株式会社テレビ熊本
〒861-5592,熊本県熊本市北区徳王１丁⽬８番１号
2024-10-18
https://www.tku.co.jp/
 
テ,502603,株式会社テレビ⾼知
〒780-8577,⾼知県⾼知市北本町３丁⽬４−２７
2024-03-20
http://www.kutv.co.jp/



 
テ,501957,株式会社テレビ静岡
〒422-8525,静岡県静岡市駿河区栗原１８番６５号
2025-11-24
http://www.sut-tv.com/
 
テ,504801,株式会社テレビ信州
〒380-8555,⻑野県⻑野市若⾥⼀丁⽬１番１号
2025-09-29
https://www.tsb.jp/
 
テ,504844,株式会社テレビ新広島
〒734-8585,広島県広島市南区出汐２−３−１９
2024-06-19
https://www.tss-tv.co.jp
 
テ,504924,テレビせとうち株式会社
〒700-8677,岡⼭県岡⼭市北区柳町２−１−１
2025-07-24
https://www.webtsc.com/
 
テ,504816,株式会社テレビ東京
〒106-8007,東京都港区六本⽊３−２−１ 六本⽊グランドタワー
2023-11-05
http://www.tv-tokyo.co.jp
 
テ,500148,株式会社テレビ新潟放送網
〒950-8555,新潟県新潟市中央区新光町１番１１号
2023-11-18
https://www.teny.co.jp/
 
テ,504828,株式会社テレビ⻄⽇本
〒814-8555,福岡県福岡市早良区百道浜２−３−２
2024-05-15
https://www.tnc.co.jp/
 
テ,502482,株式会社テレビ北海道
〒060-8517,北海道札幌市中央区⼤通東６丁⽬１２番地４
2023-11-09
www.tv-hokkaido.co.jp
 
テ,504997,株式会社テレビ宮崎
〒880-8535,宮崎県宮崎市祇園２丁⽬７８番地
2025-07-17
https://www.umk.co.jp/
 
テ,125038,テレビ⼭⼝株式会社
〒753-0292,⼭⼝市⼤内千坊６−７−１
2026-04-10
https://tys.co.jp
 
テ,500075,株式会社テレビ⼭梨
〒400-8570,⼭梨県甲府市湯⽥２丁⽬１３番１号
2023-08-09
http://www.uty.co.jo



 
テ,502602,株式会社テレビユー福島
〒960-8531,福島県福島市⻄中央１−１
2024-03-20
https://www.tuf.co.jp/
 
テ,502382,株式会社テレビユー⼭形
〒998-0836,⼭形県酒⽥市⼊船町２−３５
2023-06-20
http://www.tuy.co.jp/
 
テ,504329,株式会社テレホンリース
〒460-0001,愛知県名古屋市中区三の丸１−１３−１
2026-03-24
http://www.rastabanana.com/
 
テ,217704,株式会社ＴＥＮ
〒420-0813,静岡県静岡市葵区⻑沼８６９番地の２
2026-04-14
 
テ,226170,株式会社テン
〒657-0841,兵庫県神⼾市灘区灘南通５丁⽬２番８号
2025-11-01
 
テ,229649,株式会社典栄
〒142-0062,東京都品川区⼩⼭４ー１３ー７
2026-04-11
http://www.tenei.co.jp
 
テ,218779,株式会社てんぐや産業
〒136-0074,東京都江東区東砂４−２−２
2023-12-15
http://www.tenguyasangyou.com/
 
テ,211005,株式会社テンコーライフ
〒646-0036,和歌⼭県⽥辺市上屋敷３丁⽬１４番１２号
2025-03-24
https://www.kktenko.co.jp/
 
テ,215083,テンショウ株式会社
〒921-8064,⽯川県⾦沢市⼋⽇市５丁⽬４４０番地
2023-11-07
https://www.tenshou-home.com/
 
テ,215119,株式会社天匠
〒551-0021,⼤阪府⼤阪市⼤正区南恩加島５丁⽬３番５号
2023-12-05
http://www.tenshow-2013.com
 
テ,114959,天昇電気⼯業株式会社
〒194-0005,東京都町⽥市南町⽥５−３−６５
2025-06-01
http://www.tensho-plastic.co.jp/
 
テ,220738,株式会社天昇電設



〒213-0001,神奈川県川崎市⾼津区溝⼝六丁⽬１９番１１−２０７号室
2025-03-01
 
テ,225502,天⼼建設株式会社
〒168-0064,東京都杉並区永福３丁⽬５１番１２号
2025-06-01
 
テ,226392,株式会社天神組
〒675-0066,兵庫県加古川市加古川町寺家町１１番地の１
2026-02-01
 
テ,101716,天星紙器株式会社
〒570-0006,⼤阪府守⼝市⼋雲⻄町４−１１−１３
2024-10-03
http://tenseishiki.co.jp/
 
テ,228278,合資会社天宅硝⼦店
〒655-0854,兵庫県神⼾市垂⽔区桃⼭台２丁⽬１５番の６
2024-07-11
 
テ,104842,株式会社テンダ
〒171-0021,東京都豊島区⻄池袋１−１１−１ ＷｅＷｏｒｋメトロポリタンプラザビル内
2026-07-03
https://www.tenda.co.jp/
 
テ,214691,株式会社天徳⼯業
〒581-0811,⼤阪府⼋尾市新家町５−１５−１
2023-04-25
 
テ,213247,株式会社天童⽊⼯
〒994-8601,⼭形県天童市乱川１ー３ー１０
2026-05-27
https://www.tendo-mokko.co.jp/
 
テ,115370,テンパール⼯業株式会社
〒732-0802,広島県広島市南区⼤州３−１−４２
2024-10-23
http://www.tempearl.co.jp
 
テ,503848,テンプスタッフフォーラム株式会社
〒950-0087,新潟県新潟市中央区東⼤通⼀丁⽬７番１０号
2023-11-09
https://www.tempstaff-forum.co.jp
 
テ,125800,天⾺株式会社
〒115-0045,東京都北区⾚⽻１−６３−６
2023-09-16
http://www.tenmacorp.co.jp/
 
テ,228465,株式会社テンマ
〒577-0065,⼤阪府東⼤阪市⾼井⽥中３丁⽬１２番１７号
2024-09-13
 
テ,120179,Ｔｉａｎｍａ Ｊａｐａｎ株式会社
〒212-0058,神奈川県川崎市幸区⿅島⽥１−１−２



2023-07-30
https://www.tianma.co.jp/
 
テ,102171,天洋電気株式会社
〒812-0016,福岡県福岡市博多区博多駅南５−２０−１１
2025-01-21
 
テ,103251,天理化学株式会社
〒632-0086,奈良県天理市庵治町１５０
2023-06-27
http://tenri.jimdo.com/
 
テ,115199,株式会社天理時報社
〒632-0083,奈良県天理市稲葉町８０
2024-02-07
https://www.jihosha.co.jp/
 
テ,100828,天⿓コンポジット株式会社
〒509-0304,岐⾩県加茂郡川辺町中川辺１４３０−１
2023-07-29
http://www.tenryu-cmp.co.jp
 
テ,124898,天⻯精機株式会社
〒399-4321,⻑野県駒ヶ根市東伊那５６５０
2025-04-06
https://www.tenryuseiki.co.jp
 
テ,126996,天⿓製鋸株式会社
〒437-1195,静岡県袋井市浅⽻３７１１
2024-07-11
http://www.tenryu-saw.com
 
テ,218089,天⿓造園建設株式会社
〒435-0021,静岡県浜松市東区材⽊町３８番地
2023-08-04
 
テ,126313,天⻯丸澤株式会社
〒395-0242,⻑野県飯⽥市⽵佐４３５
2023-12-02
https://www.tenmaru.com/
 
テ,231038,株式会社天禄商会
〒810-0013,福岡県福岡市中央区⼤宮⼀丁⽬３番４号
2025-10-11
http://www.tenroku.co.jp
 
デ,114997,株式会社データサービス
〒163-1439,東京都新宿区⻄新宿３−２０−２
2025-03-02
http://www.data-service.jp
 
デ,103358,データサイエンス株式会社
〒108-0075,東京都港区港南２−４−３ 三和港南ビル
2023-08-21
http://www.dscnet.co.jp/



 
デ,129892,株式会社データビジネスサプライ
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊３−２８−６ いちご⻄参道ビル別館１Ｆ
2025-04-05
http://www.dbs.co.jp
 
デ,123927,株式会社データプリント
〒170-0001,東京都豊島区⻄巣鴨１−５−６
2025-06-04
http://www.dataprint.jp/
 
デ,124781,データライン株式会社
〒446-0056,愛知県安城市三河安城町２−１９−１５
2025-12-27
 
デ,225086,株式会社デーバースキル
〒963-0726,福島県郡⼭市⽥村町下⾏合字⽥ノ保下１番地１７
2025-04-01
http://www.db-skill.co.jp
 
デ,124867,株式会社デービー精⼯
〒679-2161,兵庫県姫路市⾹寺町溝⼝字蔵の前１１２７
2024-12-25
http://www.dbseiko.co.jp
 
デ,106137,株式会社ディ・アンド・ワイ
〒101-0061,東京都千代⽥区神⽥三崎町２−１５−８
2024-01-25
http://www.dandy.co.jp
 
デ,127827,ディー・キュービック株式会社
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊４−３０−３
2025-03-19
 
デ,503314,株式会社ディー・ディー・エス
〒460-0002,愛知県名古屋市中区丸の内３−６−４１ ＤＤＳビル７Ｆ
2024-12-04
https://www.dds.co.jp/ja/
 
デ,217791,株式会社ディー・アール・シー
〒604-0802,京都府京都市中京区堺町通⽵屋町上る橘町８４北川ビル３Ｆ
2023-06-16
 
デ,215908,株式会社ディー・アイ
〒278-0001,千葉県野⽥市⽬吹１９番地の１
2025-01-15
http://www.di-japan.com/
 
デ,104393,ＤＩＣ株式会社
〒103-8233,東京都中央区⽇本橋３−７−２０
2025-09-24
http://www.dic.co.jp/
 
デ,504519,株式会社ディーアンドエーコンサルティング
〒231-0062,神奈川県横浜市中区桜⽊町三丁⽬７番地２



2025-02-24
http://www.dacons.co.jp
 
デ,122973,株式会社ディーアンドエムホールディングス
〒961-0838,福島県⽩河市⽼久保⼭１−１
2025-01-14
http://www.soundunited.com
 
デ,223989,株式会社ディー・エー・コーポレーション
〒779-3119,徳島県徳島市国府町北岩延字⻄屋敷２０番地の１
2025-01-01
https://www.da-corp.jp/
 
デ,103376,株式会社ディーエイチシー
〒106-8571,東京都港区南⿇布２−７−１
2023-08-28
http://www.dhc.co.jp
 
デ,213152,株式会社ＤＳＳ
〒263-0001,千葉県千葉市稲⽑区⻑沼原町３６３番地２
2026-03-25
https://dss-c.co.jp/
 
デ,219891,株式会社ＤＳＮＫ
〒064-0951,北海道札幌市中央区宮の森⼀条１５丁⽬５ー１２ー００６
2024-06-22
 
デ,122841,株式会社ディー・エス・ケイ
〒173-0013,東京都板橋区氷川町４４−４
2024-11-26
http://www.k-dsk.co.jp/
 
デ,225764,株式会社ディーエス産業
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町３ー１１ー７
2025-07-01
http://www.ds-sangyo.jp
 
デ,505625,株式会社ディーエスピーリサーチ
〒650-0047,兵庫県神⼾市中央区港島南町１丁⽬４番地３
2024-09-09
www.dspr.co.jp
 
デ,104702,ＤＸＣテクノロジー・ジャパン株式会社
〒104-0031,東京都中央区京橋２−２−１ 京橋エドグラン１７Ｆ
2026-04-03
https://dxc.com/jp/ja
 
デ,503675,株式会社ＤＮＰフォトイメージングジャパン
〒164-0013,東京都中野区弥⽣町三丁⽬３５番１３号
2025-09-13
http://www.dnpphoto.jp/
 
デ,220753,株式会社ＤＮワークス
〒180-0014,東京都武蔵野市関前⼆丁⽬２８番１０−１０１
2025-03-01



 
デ,215437,ディーエムサービス株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋五丁⽬１３番１０号ＶＯＲＴ新橋ＮＥＸ４階
2024-06-05
 
デ,220247,株式会社ディーケーシー
〒356-0044,埼⽟県ふじみ野市⻄鶴ケ岡１−１−１
2024-09-14
 
デ,211135,株式会社Ｄ・Ｃ・Ｒ
〒902-0072,沖縄県那覇市真地３８８番地６
2025-05-13
_
 
デ,211229,株式会社ディーシーエス
〒422-8066,静岡県静岡市駿河区泉町７ー２４
2025-06-29
 
デ,218567,株式会社ＤＣＳ四国
〒791-8005,愛媛県松⼭市東⻑⼾四丁⽬１番１号
2023-10-27
https://www.dcs-s.co.jp/
 
デ,503345,株式会社ディーシステム
〒108-0075,東京都港区港南２丁⽬１６番４号 品川グランドセントラルタワー３階
2025-01-21
http://www.dsystem.co.jp/
 
デ,121803,株式会社ＤＧ⼯業
〒613-0034,京都府久世郡久御⼭町佐⼭新開地２２３
2024-06-05
 
デ,221621,株式会社ＤＪＫ
〒190-0013,東京都⽴川市富⼠⾒町１丁⽬２２番２２号
2025-04-01
http://www.dj8811.co.jp/
 
デ,114191,ＤＪプレシジョン株式会社
〒838-0106,福岡県⼩郡市三沢８６３
2025-06-22
 
デ,105384,株式会社ＤＴＳ ＷＥＳＴ
〒541-0052,⼤阪市中央区安⼟町２−３−１３ ⼤阪国際ビルディング２２階
2024-12-17
http://www.dtswest.co.jp/
 
デ,230876,株式会社ＤＴプレコン
〒319-2132,茨城県常陸⼤宮市⼩場字仲⼾４９５６番
2025-09-20
 
デ,114297,株式会社ディード
〒142-0054,東京都品川区⻄中延２−１２−１３
2026-03-19
http://www.deed-jp.com/
 



デ,105447,ディーピーティー株式会社
〒460-0008,愛知県名古屋市中区栄３−３−２１ セントライズ栄８Ｆ
2025-02-07
https://www.dpt-inc.co.jp
 
デ,216307,株式会社ディー・ブレーン
〒107-0062,東京都港区南⻘⼭３丁⽬１番３１号
2025-04-16
https://www.dbrain.co.jp/
 
デ,505094,株式会社ディープパワー
〒981-1241,宮城県名取市⾼舘熊野堂字五反⽥９７−７
2024-06-28
http://www.deep-power.co.jp/
 
デ,502576,株式会社ディープラ
〒146-0092,東京都⼤⽥区下丸⼦４−１７−１３
2024-02-13
http://www.d-pla.co.jp
 
デ,219581,株式会社Ｄ−Ｌｉｖｅ
〒176-0021,東京都練⾺区貫井３−１５−５
2024-04-13
http://www.d-lives.co.jp
 
デ,126961,ディーリンクジャパン株式会社
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥２−７−１８ ＳＯＷＡ五反⽥ビル２Ｆ
2024-06-23
https://www.dlink-jp.com/
 
デ,115190,株式会社ディーワン
〒570-0041,⼤阪府守⼝市東郷通３−１３−３８
2023-10-07
 
デ,218205,株式会社Ｄ−１
〒940-1104,新潟県⻑岡市摂⽥屋町２７０１−１３
2023-08-11
 
デ,218594,株式会社ディ・アイ・ティ
〒981-1232,宮城県名取市⼤⼿町１−９−９
2023-11-04
 
デ,124932,株式会社ディエスジャパン
〒578-0982,⼤阪府東⼤阪市吉⽥本町３−３−４５
2025-05-15
http://www.dsj.co.jp/
 
デ,225256,ディ．エス．⼤進⼯業株式会社
〒860-0076,熊本県熊本市中央区壺川１丁⽬９番４９号
2025-06-01
http://www.ds-daishin.co.jp
 
デ,101531,ディエスティ株式会社
〒187-0001,東京都⼩平市⼤沼町６―１１ー２０
2024-07-26



 
デ,115055,ディエックスアンテナ株式会社
〒651-2241,神⼾市⻄区室⾕１−２−２
2026-03-08
http://www.dxantenna.co.jp
 
デ,106826,株式会社ＤＮＡチップ研究所
〒105-0022,東京都港区海岸１−１５−１ スズエベイディアム５階
2025-12-19
https://www.dna-chip.co.jp
 
デ,103737,株式会社ＤＮＰメトロシステムズ
〒141-8001,東京都品川区⻄五反⽥３−５−２０ ＤＮＰ五反⽥ビル１５Ｆ
2024-03-26
http://www.metrosystems.co.jp/
 
デ,101614,ディエム電⼦株式会社
〒851-2107,⻑崎県⻄彼杵郡時津町久留⾥郷１０４８−１５
2024-08-23
http://www.dm-denshi.co.jp
 
デ,216466,株式会社ディサイドビルサービス
〒321-3223,栃⽊県宇都宮市清原台５丁⽬２番４６号
2025-05-21
 
デ,231364,ディシディア・ワイム株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内三丁⽬１番１号
2025-11-29
https://decidea-waim.jp/
 
デ,115292,株式会社ディジ・テック
〒520-0806,滋賀県⼤津市打出浜１３−４８ ベルパーク⼤津ビル３Ｆ
2024-05-12
http://www.digi-tek.com/
 
デ,114945,株式会社ディスコ
〒143-8580,東京都⼤⽥区⼤森北２−１３−１１
2024-10-29
 
デ,504367,株式会社ディスコＫＫＭファクトリーズ
〒143-8589,東京都⼤⽥区⼤森北２−１３−１１
2023-07-10
 
デ,505116,株式会社ディスタンス
〒231-0058,神奈川県横浜市中区弥⽣町⼆丁⽬１７番地
2024-08-24
http://www.distance.co.jp
 
デ,210965,ディスポテック株式会社
〒999-7672,⼭形県鶴岡市柳久瀬字武良免１番１０
2025-03-04
http://dispotec.co.jp/
 
デ,505724,株式会社ディッカー
〒902-0077,沖縄県那覇市⻑⽥２−２４−６３



2025-06-21
https://dikker.jp
 
デ,125087,株式会社ディック ソリューション エンジニアリング
〒105-0013,東京都港区浜松町１−２９−６ 浜松町セントラルビル２Ｆ
2026-01-07
http://www.dicse.com
 
デ,114929,株式会社ＤＴＳ
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀２−２３−１
2025-04-30
http://www.dts.co.jp/
 
デ,104869,株式会社ＤＴＳインサイト
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊４−３０−３ 新宿ＭＩＤＷＥＳＴビル６階
2023-07-19
 
デ,218383,株式会社ディビーエス
〒441-3125,愛知県豊橋市豊栄町字東３５８番地の１
2023-09-08
https://www.dbhead.com/
 
デ,128829,株式会社ディベロ
〒842-0122,佐賀県神埼市神埼町城原３７３３−２１１
2026-03-03
http://www.devero-ep.co.jp/
 
デ,503454,株式会社ディペンダンス
〒151-0072,東京都渋⾕区幡ヶ⾕２−６−６ 幡ケ⾕北村ビル８階
2025-08-13
http://www.depe.jp/
 
デ,504414,株式会社ディレクターズカンパニー
〒812-0013,福岡県福岡市博多区博多駅東⼀丁⽬１０番２７号アスティア博多ビル８階
2024-03-10
http://www.directors.co.jp/
 
デ,504368,株式会社 ディンプル
〒542-0086,⼤阪府⼤阪市中央区⻄⼼斎橋⼀丁⽬７番３号
2023-07-16
https://www.dimples.co.jp/
 
デ,106323,株式会社デイ・エム・シー
〒108-0074,東京都港区⾼輪２−１８−１０ ⾼輪泉岳寺駅前ビル１１Ｆ
2024-08-10
https://www.dush.co.jp
 
デ,129574,株式会社デイ・シイ
〒210-0005,神奈川県川崎市川崎区東⽥町８ パレール三井ビルディング１７Ｆ
2024-10-27
http://www.dccorp.jp
 
デ,104156,株式会社Ｄ＆Ｄナカタニ
〒744-0002,⼭⼝県下松市⼤字東豊井３０５−２
2024-11-09



 
デ,217981,株式会社ＤＨＳ
〒272-0103,千葉県市川市本⾏徳２５５４ー４６
2026-07-21
 
デ,223853,デイシイ販売株式会社
〒210-0005,神奈川県川崎市川崎区東⽥町８番地
2024-12-01
 
デ,210128,株式会社ＤＡＹＴＥＣ
〒160-0022,東京都新宿区新宿２−８−１７新宿ＳＹビル７Ｆ
2024-01-09
http://daytec.co.jp
 
デ,505552,株式会社Ｄ−ｐｒｏｃｅｓｓ
〒115-0051,東京都北区浮間１丁⽬２番２７号
2024-03-10
https://www.d-process.jp/
 
デ,230908,株式会社Ｄ−ＲＩＳＥ Ｃоｒｐоｒａｔｉоｎ
〒259-1121,神奈川県伊勢原市下落合６９番５号
2025-09-27
 
デ,216970,有限会社デガワ
〒804-0092,福岡県北九州市⼾畑区⼩芝３丁⽬６番７号
2025-08-06
 
デ,100297,有限会社出川⼯作所
〒251-0042,神奈川県藤沢市辻堂新町３−５−２４
2025-09-13
https://www.degawa.jp
 
デ,103803,デクセリアルズ株式会社
〒323-0194,栃⽊県下野市下坪⼭１７２４
2026-02-23
 
デ,210545,デグチ株式会社
〒641-0025,和歌⼭県和歌⼭市和歌浦中２丁⽬１０ー３３
2024-09-11
 
デ,103947,出⼝⼯業株式会社
〒851-2106,⻑崎県⻄彼杵郡時津町左底郷１−７
2024-09-04
https://deguchikougyou.com
 
デ,219549,株式会社出⼝⼯業
〒278-0622,千葉県野⽥市⼭崎２００２−１４
2024-04-06
https://deguchi-kougyou.work/
 
デ,222927,デグチ⼯業株式会社
〒750-0315,⼭⼝県下関市菊川町⼤字七⾒１０３０１番地１
2024-04-01
 
デ,223846,出⼝産業株式会社



〒121-0056,東京都⾜⽴区北加平町９ー２６
2024-12-01
 
デ,214392,株式会社デコスタイル
〒989-3202,宮城県仙台市⻘葉区中⼭台２丁⽬２１番地の２
2025-10-04
 
デ,228974,デコラテックジャパン株式会社
〒432-8006,静岡県浜松市⻄区⼤久保町１２８１
2025-04-12
http://www.decoratech.co.jp/
 
デ,218859,株式会社デザインアーク
〒550-0011,⼤阪府⼤阪市⻄区阿波座１丁⽬５番１６号
2024-01-05
 
デ,229363,株式会社デザイン企画
〒020-0103,岩⼿県盛岡市⻄松園３−２０−３
2025-10-31
 
デ,101651,株式会社デザインシステム
〒190-1211,東京都⻄多摩郡瑞穂町⽯畑１６９０−２
2024-09-07
http://design-s.co.jp/
 
デ,103479,株式会社デザインテック
〒189-0003,東京都東村⼭市久⽶川町４−２４−１２
2023-10-20
http://www.designtech.co.jp/
 
デ,100115,株式会社デザインネットワーク
〒102-0083,東京都千代⽥区麹町３−６ 住友不動産麹町ビル３号館４Ｆ
2025-07-30
https://www.design-network.co.jp/
 
デ,231307,出﨑電気株式会社
〒649-0307,和歌⼭県有⽥市初島町⾥９７６番地
2025-11-21
 
デ,219862,株式会社デジコム
〒734-0011,広島県広島市南区宇品海岸１丁⽬２ー１６
2024-06-15
 
デ,105856,株式会社デジタル アイ
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥５−１−７ 秋葉原五番館３Ｆ
2026-03-02
http://digital-iz.co.jp/
 
デ,502710,デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀４−５−４
2024-08-14
http://www.ditgroup.jp
 
デ,104845,株式会社デジタル・スパイス
〒392-0012,⻑野県諏訪市四賀⾚沼１８２１ 松⽊ビル２Ｆ



2023-07-03
https://www.digital-spice.co.jp/
 
デ,104102,デジタルサーブ株式会社
〒310-0804,茨城県⽔⼾市⽩梅２−３−１６
2024-10-20
https://www.digital-serve.co.jp/
 
デ,101381,デジタルスクエア株式会社
〒311-0105,茨城県那珂市菅⾕４３２９−３
2024-05-30
 
デ,505288,株式会社デジタルセンド
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨２−２−５ 共同通信会館２階
2025-10-07
http://www.digital-send.com/
 
デ,106360,デジタル総合印刷株式会社
〒546-0002,⼤阪市東住吉区杭全２−１０−１
2023-10-13
http://www.ds-navi.co.jp/
 
デ,124581,デジタルテクノロジー株式会社
〒116-0014,東京都荒川区東⽇暮⾥５−７−１８ コスモパークビル
2022-11-05
https://www.dtc.co.jp/
 
デ,505111,株式会社デジタルトラスト
〒980-6123,宮城県仙台市⻘葉区中央１丁⽬３番１号 ＡＥＲビル２３階
2024-08-17
http://www.digitaltrust.co.jp/
 
デ,129466,デジタルトランスコミュニケーションズ株式会社
〒160-0021,東京都新宿区歌舞伎町２−２−１４ 新宿ＫＳビル７Ｆ
2024-06-01
https://www.dtcom.jp
 
デ,505573,株式会社デジタルネットワーク
〒192-0914,東京都⼋王⼦市⽚倉町４４６−８ リバーサイド⽚倉１Ｆ−Ａ号室
2024-04-08
http://www.digital-network.co.jp/
 
デ,505631,株式会社デジタルハーツ
〒163-1441,東京都新宿区⻄新宿三丁⽬２０番２号 東京オペラシティビル４１階
2024-10-14
https://www.digitalhearts.com/corporate/greeting/
 
デ,100302,株式会社デジタルフィールド
〒205-0001,東京都⽻村市⼩作台１−２−１ 東洋ビル
2025-09-13
http://www.d-field.co.jp
 
デ,505378,株式会社デジタルフォルン
〒220-6219,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい２−３−５ クイーンズタワーＣ１９Ｆ
2023-06-11



https://www.vorn.co.jp/
 
デ,230028,株式会社デジタルプレイス
〒986-0861,宮城県⽯巻市蛇⽥字新下沼４０番地の４
2025-04-19
https://www.digital-p.co.jp
 
デ,102918,株式会社デジック
〒060-0042,北海道札幌市中央区⼤通⻄５−１１ ⼤五ビル７階
2025-12-12
http://www.dgic.co.jp
 
デ,231698,株式会社デジテック
〒371-0123,群⾺県前橋市⾼花台⼀丁⽬３番地６
2026-02-21
 
デ,231827,株式会社デック
〒231-0012,神奈川県横浜市中区相⽣町六丁⽬１０２番地
2026-03-28
https://www.dek.co.jp
 
デ,102649,デニカ株式会社
〒273-0032,千葉県船橋市葛飾町２−４７４−８
2025-07-03
http://www.denica.co.jp
 
デ,102465,デノラ・ペルメレック株式会社
〒252-0816,神奈川県藤沢市遠藤２０２３−１５
2025-03-14
https://www.permelec.co.jp
 
デ,108445,デバイス販売テクノ株式会社
〒146-8540,東京都⼤⽥区千⿃２−９−１８
2024-11-11
http://www.dstec.co.jp
 
デ,219613,株式会社デバタ
〒640-8425,和歌⼭県和歌⼭市松江北７−８−１５
2024-04-20
 
デ,219258,株式会社デポレント
〒153-0043,東京都⽬黒区東⼭３ー１６ー１９
2024-03-09
 
デ,101094,株式会社デマンド
〒133-0052,東京都江⼾川区東⼩岩６−３３−１２ 秀和⼩岩レジデンス１１１号室
2024-02-27
 
デ,124832,株式会社出⽔製作所
〒649-6256,和歌⼭県岩出市⾦池８８−２
2024-11-29
 
デ,114935,デュポン株式会社
〒100-6111,東京都千代⽥区永⽥町２−１１−１ ⼭王パークタワー
2024-10-21



 
デ,104642,デュポン エレクトロニクスマテリアル株式会社
〒100-6111,東京都千代⽥区永⽥町２−１１−１
2026-02-03
 
デ,104565,デュポン・スペシャルティ・プロダクツ株式会社
〒100-6111,東京都千代⽥区永⽥町２−１１−１ ⼭王パークタワー
2025-10-04
http://www.dupont.co.jp
 
デ,230043,株式会社デライト
〒134-0084,東京都江⼾川区東葛⻄六丁⽬３８番６号
2025-04-26
 
デ,223828,株式会社デリブ
〒604-8437,京都府京都市中京区⻄ノ京東中合町８１番地
2024-11-01
http://www.delive.jp
 
デ,102478,デル・テクノロジーズ株式会社
〒100-8159,東京都千代⽥区⼤⼿町１−２−１ Ｏｔｅｍａｃｈｉ Ｏｎｅタワー１７階
2025-03-19
https://www.dell.com/ja-jp
 
デ,125416,株式会社デルタ
〒194-0013,東京都町⽥市中町２−１７−１８
2026-04-21
http://www.delta-opt.com
 
デ,230639,株式会社デルタ
〒746-0024,⼭⼝県周南市古泉⼆丁⽬１２番１７号
2025-08-02
 
デ,230039,ＤＥＬＴＡ 安部伊知郎（その他）
〒690-0011,島根県松江市東津⽥町１１２５−４−４０１
2025-04-19
 
デ,502735,デルタスソフトウェア株式会社
〒108-0073,東京都港区三⽥⼆丁⽬７番１２号
2024-10-17
http://www.deltas.co.jp
 
デ,218895,株式会社デルタ電⼯
〒223-0061,神奈川県横浜市港北区⽇吉５丁⽬１１番１６号
2024-01-12
 
デ,125021,デルタ電⼦株式会社
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨２−１−１４
2026-02-13
http://www.dej.co.jp
 
デ,219678,株式会社デルマーセキュリティ
〒615-8205,京都府京都市⻄京区松室中溝町２６ー２
2024-04-27
 



デ,219171,出⽻電設有限会社
〒114-0023,東京都北区滝野川３ー５ー１４
2024-03-02
 
デ,229020,株式会社電栄社
〒951-8054,新潟県新潟市中央区礎町通上⼀ノ町１９３０番地
2025-05-23
http://www.deneisha.co.jp/
 
デ,114876,デンカ株式会社
〒103-8338,東京都中央区⽇本橋室町２−１−１ ⽇本橋三井タワー
2024-03-24
http://www.denka.co.jp
 
デ,126843,デンカ株式会社 ライフイノベーション
〒103-8338,東京都中央区⽇本橋室町２−１−１ ⽇本橋三井タワー９階
2024-05-12
http://www.denka.co.jp
 
デ,124962,電化⽪膜⼯業株式会社
〒146-0093,東京都⼤⽥区⽮⼝３−５−１０
2025-05-21
http://www.dhk.co.jp
 
デ,210987,株式会社デンカリノテック
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町⼀丁⽬５番１１号
2025-03-18
http://www.denka-renotec.co.jp
 
デ,103228,株式会社電気管理協会
〒310-0843,茨城県⽔⼾市元⽯川町８２２−１
2026-06-19
http://www.denki-k.co.jp
 
デ,124844,電気計器株式会社
〒561-0841,⼤阪府豊中市名神⼝１−２−２２
2025-01-15
http://www.denkikeiki.co.jp
 
デ,504857,電気興業株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内三丁⽬３番１号 新東京ビル７階
2023-12-16
http://www.denkikogyo.co.jp/corporate/office.html
 
デ,104920,電機資材株式会社
〒101-0044,東京都千代⽥区鍛冶町２−２−２
2024-04-19
http://www.denshi.co.jp
 
デ,100713,株式会社電機精⼯社
〒115-0042,東京都北区志茂２−３１−１０
2026-04-21
http://www.denkiseikosha.co.jp
 
デ,230289,株式会社電究社



〒815-0074,福岡県福岡市南区寺塚⼀丁⽬４番３号
2025-06-28
https://www.denkyusha.co.jp
 
デ,231353,株式会社電協エンジニアリング
〒904-1111,沖縄県うるま市⽯川東恩納１４２６番地１
2025-11-29
 
デ,103864,電協産業株式会社
〒804-0012,福岡県北九州市⼾畑区中原東４−２−１
2024-05-28
http://www.denkyosangyo.co.jp/
 
デ,211234,電協通信⼯業株式会社
〒174-0071,東京都板橋区常盤台３丁⽬９番１２号
2025-06-29
 
デ,126607,株式会社電業社機械製作所
〒143-8558,東京都⼤⽥区⼤森北１−５−１
2024-02-16
https://www.dmw.co.jp/
 
デ,220222,電空⼯業株式会社
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚⼀丁⽬５８番４号
2024-09-07
 
デ,100789,株式会社デンケン
〒879-5501,⼤分県由布市挾間町⿁崎６８８−２
2026-06-27
https://www.dkn.co.jp/
 
デ,125090,株式会社電研端⼦製作所
〒630-0142,奈良県⽣駒市北⽥原町１０５９
2025-11-19
http://www.denken-t.co.jp/
 
デ,102172,電元熱機⼯業株式会社
〒131-0044,東京都墨⽥区⽂花２−２−９
2025-01-21
 
デ,214175,株式会社デンコー
〒350-0833,埼⽟県川越市芳野台２丁⽬８番７６号
2025-05-10
https://www.denko-dnk.co.jp/
 
デ,212683,株式会社電弘
〒381-0034,⻑野県⻑野市⼤字⾼⽥４３１番地１
2025-06-12
https://denko-inc.co.jp/
 
デ,212852,株式会社でんこう
〒003-0809,北海道札幌市⽩⽯区菊⽔九条３丁⽬２番２３号
2025-10-09
 
デ,218981,電光建設株式会社



〒350-0001,埼⽟県川越市古⾕上３７６４ー１
2024-01-26
 
デ,125047,株式会社電巧社
〒105-0014,東京都港区芝２−１０−４
2025-12-25
http://www.de-denkosha.co.jp
 
デ,125100,株式会社電興社
〒432-8055,静岡県浜松市卸本町９８
2026-04-22
http://www.denkosha.co.jp/
 
デ,229410,株式会社ＤＥＮ⼯房
〒285-0927,千葉県印旛郡酒々井町酒々井１６６−３
2025-11-28
 
デ,100592,株式会社電産
〒168-0074,東京都杉並区上⾼井⼾１−２５−１６
2026-01-28
http://www.densan.co.jp
 
デ,115167,株式会社デンサン
〒221-0841,神奈川県横浜市神奈川区松本町３−２１−７ ３０１
2023-12-13
http://www.denkom.co.jp
 
デ,220859,有限会社電産
〒998-0111,⼭形県酒⽥市黒森字村中１４３番地の３
2025-03-15
http://densan-bf.sakura.ne.jp
 
デ,123153,電算紙株式会社
〒601-8206,京都府京都市南区久世⼤薮町４２６
2025-01-26
http://www.densanshi.co.jp
 
デ,504428,株式会社電算システム
〒501-6169,岐⾩県岐⾩市⽇置江１丁⽬５８番地
2024-04-30
http://www.densan-s.co.jp/index.html
 
デ,211778,株式会社電材エンジニアリング
〒210-0854,神奈川県川崎市川崎区浅野町９−１
2023-07-27
 
デ,224418,株式会社電材重機
〒050-0086,北海道室蘭市⼤沢町１丁⽬２番８号
2025-04-01
https://www.denzai-j.com/
 
デ,128833,株式会社電⼦応⽤
〒214-0023,神奈川県川崎市多摩区⻑尾３−２−１
2026-03-03
http://www.aec-jpn.com



 
デ,104591,株式会社電⼦技研
〒570-0005,⼤阪府守⼝市⼋雲中町２−１０−１０
2025-11-08
http://denshigiken.co.jp/
 
デ,129869,株式会社電⼦光学研究所
〒194-0003,東京都町⽥市⼩川２−２５−１３
2025-03-29
http://www.dkl.co.jp/
 
デ,504111,電⼦磁気⼯業株式会社
〒115-0051,東京都北区浮間５−６−２０
2024-10-03
http://www.emic-jp.com
 
デ,101001,⼀般社団法⼈電⼦情報技術産業協会
〒100-0004,東京都千代⽥区⼤⼿町１−１−３ ⼤⼿センタービル
2024-08-03
http://ec.jeita.or.jp
 
デ,105911,株式会社デンシトロン
〒143-0016,東京都⼤⽥区⼤森北１−２６−２ 愛知家ビル２階
2026-04-23
https://densitron.jp
 
デ,114893,電⼦プリント⼯業株式会社
〒661-0976,兵庫県尼崎市潮江１−３−３０
2024-06-19
http://www.dpk.jp/outline.html
 
デ,231302,株式会社電勝
〒781-8002,⾼知県⾼知市役知町１８番２号
2025-11-21
 
デ,122770,株式会社電硝エンジニアリング
〒347-0111,埼⽟県加須市鴻茎３２０２−１
2024-11-13
http://www.densho-e.jp/
 
デ,216844,株式会社電承社
〒104-0031,東京都中央区京橋３丁⽬１１番４号
2025-07-09
 
デ,210351,株式会社デンショク
〒702-8002,岡⼭県岡⼭市中区桑野５１６ー８
2024-06-05
http://www.denshoku-group.co.jp/
 
デ,218785,株式会社電飾⼯業
〒577-0836,⼤阪府東⼤阪市渋川町４丁⽬５番１２号
2023-12-15
 
デ,212424,株式会社電信
〒771-0137,徳島県徳島市川内町平⽯若宮１２１ー１



2024-12-19
https://www.densin.co.jp/
 
デ,230783,電新デジック株式会社
〒890-0033,⿅児島県⿅児島市⻄別府町２７９４番地３６
2025-08-30
https://www.ddkk.co.jp
 
デ,217645,有限会社電清社
〒945-0017,新潟県柏崎市荒浜２丁⽬１３番７号
2026-03-17
 
デ,223867,株式会社電成社
〒221-0841,神奈川県横浜市神奈川区松本町６丁⽬４３ー３
2024-12-01
http://www.denseisha.co.jp
 
デ,113537,デンセイシリウス株式会社
〒213-0011,神奈川県川崎市⾼津区久本３−９−２５
2024-11-25
https://www.denseisirius.com/
 
デ,127996,株式会社電設
〒192-0063,東京都⼋王⼦市元横⼭町１−１２−５
2025-08-08
http://www.e-densetsu.co.jp
 
デ,505413,株式会社デンセン
〒381-0024,⻑野県⻑野市⼤字南⻑池７１３−１
2023-06-18
https://www.densen.co.jp/
 
デ,106724,株式会社デンソ
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥２−３−６ 成⽥ビル４階
2025-07-11
http://denso-co.jp
 
デ,114826,株式会社デンソ
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥２−３−６ 成⽥ビル４階
2024-03-13
http://denso-co.jp
 
デ,217790,株式会社デンソー
〒540-6124,⼤阪府⼤阪市中央区城⾒２丁⽬１番６１号ツイン２１ＭＩＤタワー２４階
2026-06-16
https://www.kk-denso.co.jp/
 
デ,501195,株式会社デンソー
〒448-8661,愛知県刈⾕市昭和町１−１
2025-08-08
 
デ,506002,株式会社 デンソー
〒448-8661,愛知県刈⾕市昭和町１−１
2023-08-01
https://www.denso.com/jp/ja/



 
デ,113003,株式会社デンソーウェーブ
〒470-2297,愛知県知多郡阿久⽐町⼤字草⽊字芳池１
2024-02-25
https://www.denso-wave.com/
 
デ,104320,デンソー⼯業株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−１２−９
2026-02-23
http://www.denso-k.co.jp
 
デ,504719,株式会社デンソーソリューション
〒150-0046,東京都渋⾕区松濤２丁⽬１５−１３
2023-06-27
https://www.denso-solution.com/
 
デ,107043,株式会社デンソーテン
〒652-8510,神⼾市兵庫区御所通１−２−２８
2025-07-06
https://www.denso-ten.com/jp/
 
デ,114923,株式会社デンソーテン
〒652-8510,兵庫県神⼾市兵庫区御所通１−２−２８
2025-10-05
http://www.denso-ten.com/jp/
 
デ,114883,株式会社デンソーテンテクノセプタ
〒651-2241,神⼾市⻄区室⾕１−６−４
2024-06-12
 
デ,216733,株式会社電総
〒306-0013,茨城県古河市東本町２丁⽬１０番３１号
2025-06-25
_
 
デ,230893,株式会社電装
〒745-0831,⼭⼝県周南市楠⽊⼀丁⽬９番１１号
2025-09-27
 
デ,230267,電装技研株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町⼆丁⽬６番９号
2025-06-28
http://densoh-giken.co.jp/
 
デ,127731,電装産業株式会社
〒158-0083,東京都世⽥⾕区奥沢７−４−１７
2025-02-08
http://www.densou.com
 
デ,505121,株式会社伝創社
〒107-0062,東京都港区南⻘⼭３丁⽬１３番１６号
2024-09-03
http://www.densosha.com/
 
デ,124995,電装精機株式会社



〒570-0002,⼤阪府守⼝市佐太中町２−７−１６
2025-05-07
http://www.denso-seiki.jp/
 
デ,214487,伝送通信⼯業株式会社
〒194-0203,東京都町⽥市図師町２５５５ー１
2025-11-29
https://www.denso-tsushin.co.jp/
 
デ,505350,株式会社 電調社
〒812-0013,福岡県福岡市博多区博多駅東３−４−１０ コマバビル１階
2026-03-03
https://denchosha.co.jp/
 
デ,504611,株式会社 電通九州
〒810-8675,福岡県福岡市中央区⾚坂１−１６−１０
2025-11-15
http://www.dentsu-kyu.co.jp/
 
デ,218824,株式会社電通建設
〒350-0806,埼⽟県川越市⼤字天沼新⽥３３９ー７
2023-12-22
https://dentu.co.jp
 
デ,230854,電通⼯業株式会社
〒140-0011,東京都品川区東⼤井五丁⽬１１番２号
2025-09-20
https://www.dentsu.ne.jp/
 
デ,115272,株式会社電通国際情報サービス
〒108-0075,東京都港区港南２−１７−１
2024-05-09
http://www.isid.co.jp
 
デ,505417,株式会社電通メディアランウェイ
〒105-7001,東京都港区東新橋１−８−１
2023-06-18
https://www.d-mediarunway.co.jp/corporate
 
デ,502377,株式会社 デンテックス
〒669-3301,兵庫県丹波市柏原町南多⽥１４３番地の１
2026-06-20
https://www.dentex.co.jp/
 
デ,226939,電鉄商事株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座１ー７ー６
2023-08-01
 
デ,212284,株式会社電導
〒579-8004,⼤阪府東⼤阪市布市町１丁⽬１番２８号
2024-07-25
 
デ,503807,株式会社デンノー
〒335-0002,埼⽟県蕨市塚越５−１４−８
2023-07-29



http://www.mathey.jp/
 
デ,124837,電波精器株式会社
〒327-0041,栃⽊県佐野市免⿃町９００−１
2024-12-13
http://www.denpaseiki.com
 
デ,127676,株式会社電販
〒166-0011,東京都杉並区梅⾥１−１９−１２
2025-01-12
https://www.dempan.co.jp
 
デ,101946,デンボー⼯業株式会社
〒379-1418,群⾺県利根郡みなかみ町須川８８１−１２
2024-11-22
http://www.denboh.com
 
デ,216640,株式会社デンユウ
〒360-0003,埼⽟県熊⾕市下川上１５５５番地８
2025-06-18
 
デ,220125,株式会社電友社
〒810-0012,福岡県福岡市中央区⽩⾦１−１７−２１
2024-08-03
http://www.denyusya.com
 
デ,504549,デンヨー株式会社
〒103-8566,東京都中央区⽇本橋堀留町２−８−５
2025-04-27
https://www.denyo.co.jp/
 
デ,104983,株式会社電陽社
〒930-0846,富⼭県富⼭市奥井町１７−３８
2024-01-17
http://www.denyousya.co.jp
 
デ,105477,株式会社デンロコーポレーション
〒537-0001,⼤阪市東成区深江北２−１１−１７
2025-03-08
 
ト,124929,株式会社トーア
〒581-0075,⼤阪府⼋尾市渋川町１−３−２９
2025-06-25
http://www.toa-osaka.co.jp
 
ト,218144,株式会社トーア
〒649-0307,和歌⼭県有⽥市初島町⾥６０１
2023-08-04
 
ト,219334,トーア⼯業株式会社
〒259-0142,神奈川県⾜柄上郡中井町久所２４５
2024-03-16
 
ト,123665,株式会社トーアサイエンス
〒880-0801,宮崎県宮崎市⽼松２−３−２５



2025-03-04
http://www.toascience.co.jp/
 
ト,231941,株式会社トーアス
〒145-0073,東京都⼤⽥区北嶺町３４番１４号
2026-04-25
 
ト,227398,株式会社トーアス販売
〒982-0003,宮城県仙台市太⽩区郡⼭４丁⽬２番６号
2024-02-15
http://www.tohas-sales.co.jp/
 
ト,219888,株式会社トーア設備防災
〒065-0033,北海道札幌市東区北三⼗三条東７丁⽬３番７号
2024-06-22
 
ト,104890,トーアテック株式会社
〒323-0804,栃⽊県⼩⼭市萱橋１１９４ ⼩⼭第⼆⼯業団地内
2024-04-11
http://www.toatec.co.jp/
 
ト,213402,株式会社トーアテック
〒166-0001,東京都杉並区阿佐⾕北２ー８ー２４
2023-08-26
 
ト,125314,株式会社トーア紡コーポレーション
〒540-6081,⼤阪市中央区城⾒１−２−２７ クリスタルタワー１８階
2026-03-14
http://www.toabo.co.jp/
 
ト,121849,株式会社トーアミ
〒575-0054,⼤阪府四條畷市中野新町１０−２０
2024-06-18
http://www.toami.co.jp
 
ト,105060,トーアメック株式会社
〒108-0014,東京都港区芝４−２−３
2024-06-15
http://www.toamec.co.jp
 
ト,104149,トーイン株式会社
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾１−４−２
2024-11-05
http://www.toin.co.jp/
 
ト,502794,有限会社トーエーネットワーク
〒354-0041,埼⽟県⼊間郡三芳町⼤字藤久保３７９６番地５
2025-02-01
 
ト,104915,株式会社トーエイ
〒108-0074,東京都港区⾼輪４−１１−９
2023-09-06
http://toei-co.net/
 
ト,115161,トーエイ⼯業株式会社



〒220-0004,神奈川県横浜市⻄区北幸１−１１−１５ 横浜ＳＴビル１４階
2024-02-17
http://www.to-ei.co.jp
 
ト,222082,トーエイ⼯業株式会社
〒990-2351,⼭形県⼭形市鋳物町４２番地
2026-02-01
http://www.toeik.com/
 
ト,219867,トーエイテクノス株式会社
〒261-0011,千葉県千葉市美浜区真砂３−１８−２−７０４
2024-06-15
 
ト,504711,株式会社トーエイビジコム
〒105-0003,東京都港区⻄新橋三丁⽬２４番１号
2026-06-22
http://www.bijicom.jp/
 
ト,214815,株式会社トーエネック
〒460-0008,愛知県名古屋市中区栄１ー２０ー３１
2024-04-01
http://www.toenec.co.jp/
 
ト,213350,株式会社トーエンテック
〒101-0035,東京都千代⽥区神⽥紺屋町３２
2023-07-22
 
ト,100109,株式会社トーカイ
〒252-0816,神奈川県藤沢市遠藤２０２１−１８
2022-07-30
http://www.tokai-inc.co.jp
 
ト,125363,株式会社トーカイ
〒994-0001,⼭形県天童市万代３−６−３
2026-03-31
http://www.tokai-inc.jp
 
ト,154058,株式会社トーカイ
〒808-0022,福岡県北九州市若松区⼤字安瀬１番地
2025-01-31
 
ト,228493,トーカイ株式会社
〒476-0003,愛知県東海市荒尾町曽⼭１ー２４
2024-09-13
http://www.tokai-pt.co.jp
 
ト,104229,株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ
〒420-0034,静岡県静岡市葵区常磐町２−６−８
2024-12-28
 
ト,219740,株式会社トーカイネクスト
〒454-0983,愛知県名古屋市中川区東春⽥２丁⽬７５番地
2024-05-18
 
ト,212391,株式会社トーカイロード



〒467-0806,愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通５丁⽬２７番地の８
2024-11-21
https://www.tokairoad.co.jp/
 
ト,104290,トーカドエナジー株式会社
〒145-0062,東京都⼤⽥区北千束１−４−６
2026-01-31
https://www.tocad.co.jp
 
ト,115136,トーカロ株式会社
〒650-0047,兵庫県神⼾市中央区港島南町６−４−４
2024-02-28
http://www.tocalo.co.jp
 
ト,106553,株式会社トーカロイ
〒489-0979,愛知県瀬⼾市坊⾦町２３６−１
2025-01-31
http://www.to-kaloy.co.jp
 
ト,115132,株式会社トーカン
〒270-2231,千葉県松⼾市稔台６−２−１
2023-11-08
http://www.melcott.co.jp
 
ト,104180,株式会社トーキン
〒989-0223,宮城県⽩⽯市旭町７−１−１
2025-10-02
http://www.tokin.com
 
ト,125077,株式会社トーキン
〒457-0047,名古屋市南区城下町１−４−３
2025-12-28
http://www.tokin-steel.co.jp/
 
ト,126405,株式会社トーキンシステム
〒580-0006,⼤阪府松原市⼤堀２−１０−６
2023-12-21
http://www.tokinsystem.co.jp
 
ト,125157,トークシステム株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦２−１２−１０ ＴＨＫビル２階
2023-06-12
http://www.talksystem.co.jp
 
ト,216656,株式会社ＴＯＫＳ
〒537-0025,⼤阪府⼤阪市東成区中道３丁⽬１５番１６号
2025-06-18
http://toks-inc.com
 
ト,214677,株式会社トーケン⼯業
〒701-0303,岡⼭県都窪郡早島町前潟６２１番地５
2026-04-18
http://www.tohken-kk.jp/
 
ト,100462,株式会社トーコー



〒403-0001,⼭梨県富⼠吉⽥市上暮地１３１
2025-12-09
 
ト,104348,株式会社トーコーガラス
〒157-0071,東京都世⽥⾕区千歳台４−２０−４
2025-03-29
 
ト,226833,トーコービルシステム株式会社
〒100-0006,東京都千代⽥区有楽町⼀丁⽬９番４号
2026-07-01
https://www.toko-ev.co.jp/
 
ト,507046,株式会社 ＴＯＳＹＳ
〒381-0193,⻑野県⻑野市若穂綿内字東⼭１１０８−５
2024-07-31
http://www.tosys.co.jp
 
ト,213737,株式会社トーシス新潟
〒950-2032,新潟県新潟市⻄区的場流通２丁⽬４番地５
2024-06-16
http://www.ts-niigata.co.jp/
 
ト,127450,株式会社トーシン
〒582-0029,⼤阪府柏原市⽯川町６−１
2024-10-10
http://www.toshin21.co.jp/
 
ト,115198,トーシンケミテック株式会社
〒592-8352,⼤阪府堺市築港浜寺⻄町１３−１３
2024-03-16
http://www.tim-tc.jp/
 
ト,231945,有限会社トーシン建材
〒997-0343,⼭形県鶴岡市桂荒俣字下桂１３２番１号
2026-04-25
https://www.toshinkenzai.co.jp/
 
ト,211806,トーシン⼯業株式会社
〒174-0051,東京都板橋区⼩⾖沢１ー７ー１２
2023-08-19
 
ト,218504,トージヨウリホーム株式会社
〒984-0003,宮城県仙台市若林区六丁の⽬北町１５−４３
2023-10-13
 
ト,230234,有限会社トースト
〒544-0013,⼤阪府⼤阪市⽣野区巽中⼆丁⽬１番９号
2025-06-21
http://toast-osaka.wix.com/toast
 
ト,100685,株式会社ＴＯＳＥＩ
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥１−２４−２ ＪＲＥ東五反⽥⼀丁⽬ビル
2026-04-01
https://www.tosei-corporation.co.jp
 



ト,229853,トーセツ株式会社
〒197-0822,東京都あきる野市⼩川東１ー２５ー３
2023-07-10
http://www.tsk-tk.co.jp
 
ト,103781,株式会社ＴＯＳＥＭ
〒999-2174,⼭形県東置賜郡⾼畠町⼤字福沢１７９６−３
2024-04-09
 
ト,211166,株式会社トーセン
〒100-0004,東京都千代⽥区⼤⼿町２丁⽬２番１号新⼤⼿町ビルヂング
2025-05-31
http://www.tohsen.co.jp/
 
ト,221013,株式会社トーセン
〒100-0004,東京都千代⽥区⼤⼿町２丁⽬７番１号ＪＦＥ商事ビルヂング
2025-01-01
http://www.tohsen.co.jp/
 
ト,505749,株式会社ＴＯＺＥＮ
〒342-0008,埼⽟県吉川市旭８番４
2025-09-29
https://www.tozen.co.jp
 
ト,210839,株式会社トーソー
〒171-0051,東京都豊島区⻑崎１−２８−２３ＭＵＳＥ⻄池袋５階
2025-01-20
http://kktoso.co.jp/index.html
 
ト,212473,トーソー株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川１丁⽬４番９号
2025-02-20
https://www.toso.co.jp/
 
ト,214538,株式会社トーソー
〒160-0022,東京都新宿区新宿２丁⽬２番１０号
2026-01-17
 
ト,211119,株式会社ＴＯＨＴＡｉ
〒121-0074,東京都⾜⽴区⻄加平１ー５ー２０
2025-05-10
 
ト,114250,トータリゼータエンジニアリング株式会社
〒140-0013,東京都品川区南⼤井６−２０−１４
2023-07-17
https://www.fujitsu.com/jp/group/tel/
 
ト,100626,株式会社トータル
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥３−２３−５
2026-02-21
https://www.kktotal.co.jp/
 
ト,217910,株式会社トータル
〒392-0131,⻑野県諏訪市⼤字湖南１３５２−１
2023-07-07



 
ト,106332,トータル・コマース・ソリューション株式会社
〒105-0022,東京都港区海岸２−６−３６ ジェイパーク芝浦ベイサイドスクエア９Ｆ
2024-08-25
https://www.tcs2000.co.jp/
 
ト,229384,株式会社トータルインテリアフナハシ
〒480-0125,愛知県丹⽻郡⼤⼝町外坪１丁⽬１５８番地２
2025-11-16
 
ト,220344,有限会社トータルエース
〒818-0059,福岡県筑紫野市塔原東４−４−１
2024-10-12
 
ト,218239,有限会社トータルエンジニアリングヒライ
〒041-0824,北海道函館市⻄桔梗町８５７番地８
2023-08-18
 
ト,214358,株式会社トータル・オフィス・ムカイ
〒980-0811,宮城県仙台市⻘葉区⼀番町２丁⽬５番１７号
2025-09-06
https://tom-hp.jp/
 
ト,229765,株式会社トータル環境
〒113-0033,東京都⽂京区本郷三丁⽬３番１１号ＩＰＢ御茶ノ⽔ビル２Ｆ
2023-06-13
http://www.totalkankyo.com
 
ト,105708,株式会社トータルコミュニケーションサービス
〒891-0141,⿅児島市⾕⼭中央１−４９８２
2025-10-07
 
ト,102247,トータルシステム株式会社
〒101-0024,東京都千代⽥区神⽥和泉町１−１−１３
2025-01-29
http://total-sys.com
 
ト,102299,株式会社トータルシステム
〒023-1101,岩⼿県奥州市江刺岩⾕堂字袖⼭１１−２８
2025-02-18
http://www.totem-i.co.jp
 
ト,217979,株式会社トータルシステム
〒390-1242,⻑野県松本市⼤字和⽥４７０９番地
2023-07-21
 
ト,103734,株式会社トータルスタッフ
〒302-0104,茨城県守⾕市久保ヶ丘４−２９−３８
2024-03-26
 
ト,215225,株式会社トータル装建
〒372-0032,群⾺県伊勢崎市北千⽊町１８８５
2024-02-20
http://www.total-souken.com
 



ト,231625,トータルテック株式会社
〒503-2213,岐⾩県⼤垣市⾚坂町３３８３番地
2026-01-31
https://rc-total.jp/tech/
 
ト,226977,株式会社トータル都市整備
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋３丁⽬１０番５号
2023-08-01
https://www.total-ts.jp/
 
ト,212401,株式会社トータルネッツ
〒561-0894,⼤阪府豊中市勝部３ー３ー１８
2021-11-28
 
ト,125019,株式会社トータルパック
〒355-0118,埼⽟県⽐企郡吉⾒町下細⾕４０５
2026-01-23
http://www.tpack.co.jp/
 
ト,230561,株式会社トータルメディア開発研究所
〒110-0016,東京都台東区台東⼀丁⽬５番１号
2025-07-26
https://www.totalmedia.co.jp
 
ト,505291,株式会社トーツー創研
〒103-0011,東京都中央区⽇本橋⼤伝⾺町６−９
2025-10-11
http://www.tscorp.co.jp/
 
ト,124445,株式会社トーテック
〒153-0064,東京都⽬黒区下⽬黒２−１３−７
2025-08-27
http://www.tohtec.co.jp
 
ト,127078,株式会社トーテック
〒410-0873,静岡県沼津市⼤諏訪８４８
2024-07-13
http://www.totec-corp.co.jp/
 
ト,211931,株式会社トーテック
〒950-0813,新潟県新潟市東区⼤形本町６ー１９ー２１
2023-12-08
http://www.kktotec.com
 
ト,115066,トーテックアメニティ株式会社
〒451-0045,愛知県名古屋市⻄区名駅２−２７−８
2023-07-26
http://www.totec.jp
 
ト,504845,ＴＯＴＯ株式会社
〒802-8601,福岡県北九州市⼩倉北区中島２−１−１
2024-07-08
https://jp.toto.com/
 
ト,214882,ＴＯＴＯアクアエンジ株式会社



〒105-8307,東京都新宿区⻄新宿６丁⽬２４番１号
2025-03-01
https://tag.jp.toto.com/
 
ト,227800,ＴＯＴＯエムテック株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿六丁⽬２４番１号⻄新宿三井ビルディング７Ｆ
2024-04-10
https://tmt.jp.toto.com/
 
ト,225759,ＴＯＴＯ関⻄販売株式会社
〒556-0016,⼤阪府⼤阪市浪速区元町３丁⽬１番４号
2025-07-01
https://tkh.jp.toto.com/
 
ト,222404,ＴＯＴＯ九州販売株式会社
〒812-0895,福岡県福岡市博多区⽵下１ー４ー１０
2023-11-01
 
ト,228372,ＴＯＴＯ四国販売株式会社
〒769-0101,⾹川県⾼松市国分寺町新居３８２番地１
2024-08-10
 
ト,224094,ＴＯＴＯ中国販売株式会社
〒733-0833,広島県広島市⻄区商⼯センター６丁⽬８番４２号
2022-02-01
 
ト,216697,ＴＯＴＯ中部販売株式会社
〒451-0072,愛知県名古屋市⻄区笠取町三丁⽬７６番
2025-06-25
https://tcu.jp.toto.com/
 
ト,226524,ＴＯＴＯ北海道販売株式会社
〒060-0031,北海道札幌市中央区北⼀条東１０丁⽬１５ー４６
2026-04-01
https://thh.jp.toto.com/
 
ト,102592,株式会社トードインターナショナル
〒193-0931,東京都⼋王⼦市台町４−２０−１１
2025-06-07
https://www.tod.co.jp
 
ト,225822,株式会社トーハンスチール
〒273-0015,千葉県船橋市⽇の出１丁⽬１７番１号
2025-08-01
http://tohansteel.co.jp/
 
ト,100372,トーフレ株式会社
〒541-0053,⼤阪市中央区本町１−６−１６
2025-10-05
http://www.tofle.com/
 
ト,224488,株式会社トーブ
〒452-0823,愛知県名古屋市⻄区あし原町８６番地
2025-04-01
http://www.daiki-axis.com/tobu



 
ト,125185,トーブツテクノ株式会社
〒554-0052,⼤阪市此花区常吉１−１−６０
2026-05-16
http://www.tobutsu.co.jp
 
ト,120339,株式会社トープラ
〒257-0031,神奈川県秦野市曾屋２０１
2023-08-28
http://www.topura.co.jp/
 
ト,115206,株式会社トーホー
〒409-0112,⼭梨県上野原市上野原８１５４−３０
2024-08-01
http://www4.big.or.jp/~u0814/toho/
 
ト,124724,株式会社トーホー
〒270-0145,千葉県流⼭市名都借３８１−１２
2025-12-15
https://toho1.jp
 
ト,125348,株式会社トーホー
〒660-0805,兵庫県尼崎市⻄⻑洲町２−５−２５
2026-03-24
http://www.toho-np.co.jp
 
ト,217256,株式会社トーホー
〒950-1123,新潟県新潟市⻄区黒⿃１４５０
2025-10-29
https://www.toho-com.jp/
 
ト,223902,ＴＯＨＯ株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川１丁⽬６番１号
2024-12-01
https://www.toho-cp.co.jp/
 
ト,214335,トーホークレーン株式会社
〒991-0062,⼭形県寒河江市緑町４番地
2025-08-23
http://www.toho-cr.co.jp
 
ト,104193,トーホー⼯業株式会社
〒546-0042,⼤阪市東住吉区⻄今川３−２２−１
2025-06-29
http://www.toho-eps.com
 
ト,217267,トーホー⼯業株式会社
〒130-0012,東京都墨⽥区太平１丁⽬３０ー４
2025-11-05
http://www.toho-corp.com
 
ト,105232,トーホーテック株式会社
〒253-0041,神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎３−３−５
2024-09-11
http://www.tohotec.co.jp



 
ト,217044,株式会社トーホープラス
〒260-0843,千葉県千葉市中央区末広３丁⽬７番９号
2025-09-03
https://toho379.co.jp
 
ト,218254,トーホク装美株式会社
〒970-8021,福島県いわき市平中神⾕字⼤年１−３
2023-08-18
 
ト,227065,トーマ産業株式会社
〒901-1304,沖縄県島尻郡与那原町字東浜９０番地１
2023-09-01
http://www.toma-sangyo.co.jp/
 
ト,231583,株式会社トーマス
〒460-0022,愛知県名古屋市中区⾦⼭⼀丁⽬９番１７号
2026-01-17
http://www.kktms.co.jp
 
ト,104363,株式会社トーメンデバイス
〒104-6230,東京都中央区晴海１−８−１２ トリトンスクエア オフィスタワーＺ３０階
2025-09-10
https://www.tomendevices.co.jp/
 
ト,104073,株式会社トーモク
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内２−２−２
2025-03-09
http://www.tomoku.co.jp/
 
ト,212249,株式会社トーユーエコサポート
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町２丁⽬２番地２
2024-07-04
http://www.tohyu-eco.co.jp/
 
ト,103867,トーヨー株式会社
〒578-0901,⼤阪府東⼤阪市加納４−１０−４１
2024-05-29
http://www.mac-exe.co.jp/group_03.html
 
ト,125315,株式会社トーヨー
〒223-0052,横浜市港北区綱島東５−８−４１
2026-03-14
http://www.toyoplating.co.jp
 
ト,215102,株式会社ＴＯＹＯ
〒123-0843,東京都⾜⽴区⻄新井栄町３ー２ー８
2023-11-28
http://toyo-co-ltd.com
 
ト,230702,株式会社トーヨー
〒462-0032,愛知県名古屋市北区辻町⼆丁⽬３４番地
2025-08-09
 
ト,225649,株式会社トーヨーアサノ



〒410-0312,静岡県沼津市原３１５番地の２
2025-07-01
https://www.toyoasano.co.jp/
 
ト,123666,株式会社東洋印刷
〒791-8021,愛媛県松⼭市六軒家町２−１９
2025-03-04
 
ト,210455,トーヨー科建株式会社
〒113-0021,東京都⽂京区本駒込３ー３６ー６
2024-07-29
http://www.toyo-kaken.co.jp
 
ト,216077,トーヨーカネツ株式会社
〒136-8666,東京都江東区南砂２丁⽬１１番１号
2025-02-26
https://www.toyokanetsu.co.jp/
 
ト,227151,トーヨーカネツビルテック株式会社
〒136-8666,東京都江東区南砂２丁⽬１１番１号
2023-11-01
http://www.web-tkb.com/
 
ト,229820,株式会社トーヨーコー
〒130-0002,東京都墨⽥区業平１ー１８ー４
2023-07-02
http://www.t-y-k.co.jp/
 
ト,126399,株式会社トーヨーコーポレーション
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町３−８−１ ＴＴ−２ビルディング９階
2023-12-20
http://www.toyoc.co.jp
 
ト,219241,トーヨー⼯業株式会社
〒039-3212,⻘森県上北郡六ヶ所村⼤字尾駮字野附２１１番地２
2024-03-09
http://www.e-toyokogyo.com/
 
ト,222679,トーヨー産業株式会社
〒340-0835,埼⽟県⼋潮市⼤字浮塚３３６−１
2024-02-01
http://www.toyosang.com
 
ト,226945,トーヨー千葉株式会社
〒260-0033,千葉県千葉市中央区春⽇２丁⽬１８番３号
2023-08-01
 
ト,213218,トーヨーテクノ株式会社
〒486-0917,愛知県春⽇井市美濃町⼆丁⽬２３０番地
2026-04-28
https://www.toyotechno1.co.jp/
 
ト,216652,トーヨーテック株式会社
〒260-0814,千葉県千葉市中央区南⽣実町９４−１１５
2022-06-18



 
ト,125864,トーヨー熱処理株式会社
〒223-0057,横浜市港北区新⽻町１７５
2023-10-03
 
ト,124895,トーヨーメタル株式会社
〒590-0833,⼤阪府堺市堺区出島海岸通４−４−３
2024-11-22
https://www.toyometal.net/
 
ト,504873,トーヨデンサン株式会社
〒799-0101,愛媛県四国中央市川之江町９１２−８
2024-03-24
http://www.tccwave.co.jp/
 
ト,125760,東レＫＰフィルム株式会社
〒675-8558,兵庫県加古川市野⼝町古⼤内５１０
2023-09-02
http://www.kakopura.com
 
ト,124509,トーレック株式会社
〒223-0052,神奈川県横浜市港北区綱島東５−６−２０
2025-09-22
https://toreck.co.jp
 
ト,114819,ＴＯＷＡ株式会社
〒601-8105,京都市南区上⿃⽻上調⼦町５
2024-01-16
http://www.towajapan.co.jp
 
ト,231161,株式会社ＴＯＷＡ
〒121-0012,東京都⾜⽴区⻘井五丁⽬４番２５号
2025-10-25
 
ト,231958,株式会社ＴＯ−ＷＡ
〒273-0047,千葉県船橋市藤原六丁⽬８番５号
2026-04-25
 
ト,103169,トーワエレックス株式会社
〒101-0037,東京都千代⽥区神⽥⻄福⽥町３ ＲＢＭ神⽥ビル８階
2026-04-30
https://www.towaelex.co.jp/
 
ト,124998,株式会社ＴＯＷＡ ＪＡＰＡＮ
〒957-0017,新潟県新発⽥市新富町３−２−１７
2025-11-05
http://www.towa-mfg.co.jp
 
ト,111548,ＴＯＷＡレーザーフロント株式会社
〒252-5298,神奈川県相模原市中央区下九沢１１２０
2025-01-21
https://www.laserfront.jp/
 
ト,124913,株式会社トアック
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥３−６−４ ＯＳビル３Ｆ



2025-09-05
http://www.toack.co.jp/
 
ト,105725,株式会社トアックデフェンスフォース
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥３−６−４ ＯＳビル３階
2025-10-25
 
ト,217937,株式会社⼾井⽥
〒270-0023,千葉県松⼾市⼋ヶ崎７−２１−７
2023-07-14
 
ト,125672,株式会社⼗⼀電気商会
〒542-0073,⼤阪市中央区⽇本橋１−１０−４
2023-07-21
http://www.toichi-ele.co.jp
 
ト,102608,⼾出化成株式会社
〒939-1110,富⼭県⾼岡市ＩＣパーク１２
2025-06-14
http://h-tkc.co.jp/
 
ト,230349,⼾井電機⼯業株式会社
〒570-0043,⼤阪府守⼝市南寺⽅東通四丁⽬１４番６号
2025-07-05
 
ト,210639,株式会社トゥースリー
〒422-8036,静岡県静岡市駿河区敷地２丁⽬２６番２８号
2024-10-21
https://www.twothree.co.jp/
 
ト,500251,ＴＯＯＬ株式会社
〒153-0051,東京都⽬黒区上⽬黒３−３−１４
2024-03-17
https://www.tool.co.jp/
 
ト,101191,トゥルーテンパースポーツインクジャパン
〒103-0004,東京都中央区東⽇本橋２−９−４ フェアモントタワーズウェスト４Ｆ
2024-03-16
http://www.truetemper.co.jp/
 
ト,217644,有限会社東亜
〒904-0105,沖縄県中頭郡北⾕町字吉原８４０
2026-03-10
 
ト,221656,東亜圧接株式会社
〒533-0004,⼤阪府⼤阪市東淀川区⼩松５丁⽬１番２３号
2025-05-01
 
ト,127325,東亜インダストリー株式会社
〒547-0011,⼤阪市平野区⻑吉出⼾７−２−５５
2024-08-14
http://www.gohshoji.com/
 
ト,127207,東亜エレクトロニクス株式会社 ハマトウカンパニー
〒431-2102,静岡県浜松市北区都⽥町９１６２−１



2026-03-05
https://toaele.com
 
ト,106787,東亜化成株式会社
〒101-0053,東京都千代⽥区神⽥美⼟代町７−５ ⼩川ビル２階
2025-10-17
 
ト,104853,東亜環境サービス株式会社
〒457-0049,愛知県名古屋市南区北内町１−２２
2026-07-06
https://www.toakankyo.co.jp
 
ト,230557,東亜外業株式会社
〒650-0024,兵庫県神⼾市中央区海岸通６番地建隆ビルⅡ９階
2025-07-26
https://www.toagaigyo.co.jp
 
ト,218983,株式会社東亜機器産業
〒805-0061,福岡県北九州市⼋幡東区⻄本町２丁⽬５番１５号
2024-01-26
http://www.toakiki.co.jp/
 
ト,120855,株式会社東亜機⼯
〒511-0834,三重県桑名市⼤字⼤福５１３−１
2024-02-12
http://www.toakiko.co.jp
 
ト,213273,株式会社東亜⾦属⼯業
〒132-0035,東京都江⼾川区平井７ー７ー４
2023-06-17
 
ト,214914,東亜クリエイト株式会社
〒970-8026,福島県いわき市平字胡摩沢１２３番地の１８Ｋ−Ｓｍｅｌｌいわき１−Ⅰ号
2026-08-01
 
ト,226329,東亜グラウト株式会社
〒533-0014,⼤阪府⼤阪市東淀川区豊新２丁⽬１１ー２１
2026-01-01
 
ト,214880,東亜グラウト⼯業株式会社
〒160-0004,東京都新宿区四⾕⼆丁⽬１０番地
2024-04-01
http://www.toa-g.co.jp/
 
ト,217816,東亜建設⼯業株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿三丁⽬７番１号
2023-06-23
 
ト,220650,東亞建装株式会社
〒455-0027,愛知県名古屋市港区船⾒町１番地４２
2025-02-01
https://www.toakenso.co.jp/
 
ト,505478,有限会社東亜⼯機
〒671-1257,兵庫県姫路市網⼲区垣内本町５２８−３



2023-10-23
 
ト,210307,株式会社東亜興業
〒369-1108,埼⽟県深⾕市⽥中２９３６ー１
2024-05-08
 
ト,222247,東亜⼯業株式会社
〒526-0033,滋賀県⻑浜市平⽅町３６６番地３
2023-09-01
 
ト,231954,東亜⼯業株式会社
〒272-0822,千葉県市川市宮久保三丁⽬５番２号
2026-04-25
 
ト,129454,有限会社東亜⼯作所
〒851-2107,⻑崎県⻄彼杵郡時津町久留⾥郷３７６−１０
2024-05-25
http://www.toak.jp/
 
ト,504879,東亞合成株式会社
〒105-8419,東京都港区⻄新橋１−１４−１
2025-08-07
http://www.toagosei.co.jp/
 
ト,102229,株式会社東亜ゴム製作所
〒124-0005,東京都葛飾区宝町１−８−３
2025-01-28
http://www.toa-rubber.co.jp
 
ト,125070,株式会社東亜セイコー
〒618-0081,京都府⼄訓郡⼤⼭崎町下植野⼆階下１３
2025-11-14
http://www.toaseiko.com/
 
ト,221031,東亜設備⼯業株式会社
〒160-0004,東京都新宿区四⾕四丁⽬２８番地 東亜設備⼤⽊⼾ビル５Ｆ
2022-01-01
http://www32.ocn.ne.jp
 
ト,225707,東亜設備⼯業株式会社
〒510-0822,三重県四⽇市市芝⽥⼆丁⽬２番１２号
2025-07-01
http://www.toasetubi.co.jp
 
ト,221801,株式会社東圧
〒080-2472,北海道帯広市⻄⼆⼗⼆条南１丁⽬１０番地１３
2025-07-01
https://touatu.co.jp/
 
ト,100732,東亜通商株式会社
〒530-0044,⼤阪市北区東天満２−６−１２ アルファビル６０１
2026-04-28
http://toa-tsusho.co.jp
 
ト,213248,東圧興業株式会社



〒272-0832,千葉県市川市曽⾕８ー２ー６
2026-05-27
 
ト,104779,トウアテクノ株式会社
〒144-0035,東京都⼤⽥区南蒲⽥２−１１−１７ セレストコーワ
2026-05-24
 
ト,226151,東亜鉄⼯建設株式会社
〒490-1412,愛知県弥富市⾺ケ地三丁⽬１５６番地
2025-11-01
http://toa-tk.co.jp/
 
ト,125039,東亜ディーケーケー株式会社
〒169-8648,東京都新宿区⾼⽥⾺場１−２９−１０
2026-01-24
http://www.toadkk.co.jp/
 
ト,104133,東亜電気⼯業株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥５−１−４
2025-05-11
http://www.toadenki.co.jp
 
ト,106288,東亜電機⼯業株式会社
〒921-8552,⽯川県⾦沢市増泉２−１８−１５
2024-07-30
https://www.toa-ele.co.jp/
 
ト,218886,有限会社東亜電気⼯業
〒414-0001,静岡県伊東市宇佐美２１２９番地の６
2024-01-12
 
ト,100790,株式会社東亜電機製作所
〒230-0052,神奈川県横浜市鶴⾒区⽣⻨２−３−２４
2026-06-27
 
ト,100253,東亜電⼦機材株式会社
〒743-0052,⼭⼝県光市三井１−２１−５
2025-09-02
http://www.toa-esm.com/
 
ト,505490,東亜電設⼯業株式会社
〒232-0017,神奈川県横浜市南区宿町２−４０
2023-12-08
 
ト,101498,東亜電測株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋５−２６−８ 新橋加藤ビル６Ｆ
2024-07-19
http://www.toadensoku.com
 
ト,216312,株式会社東亜利根ボーリング
〒106-0032,東京都港区六本⽊７丁⽬３番７号
2025-04-16
https://toa-tone.jp/
 
ト,223521,東亜道路⼯業株式会社



〒106-0032,東京都港区六本⽊７ー３ー７
2024-08-01
http://www.toadoro.co.jp/
 
ト,226648,東亜道路⼯業株式会社
〒106-0032,東京都港区六本⽊７丁⽬３番７号
2026-04-01
https://www.toadoro.co.jp/
 
ト,217722,株式会社東亜内装
〒132-0035,東京都江⼾川区平井７−７−４
2026-04-20
 
ト,114843,東亜パッキング⼯業株式会社
〒105-0003,東京都港区⻄新橋３−１０−３
2024-04-21
http://www.toapacking.co.jp/
 
ト,219339,東亜⾮破壊検査株式会社
〒805-0017,福岡県北九州市⼋幡東区⼭王１丁⽬１３番１５号
2024-03-16
https://www.toandi.co.jp/
 
ト,219992,東亜防⽔リメーク株式会社
〒811-1321,福岡県福岡市南区柳瀬１−７−２０
2024-07-06
 
ト,104460,東亜無線電機株式会社
〒556-0005,⼤阪市浪速区⽇本橋５−１１−７
2026-06-11
http://www.eleshack.co.jp
 
ト,215192,東亜リース株式会社
〒023-0002,岩⼿県奥州市⽔沢⼯業団地１丁⽬１番地
2024-01-30
http://www.toa-lease.com
 
ト,129746,株式会社東亜理化学研究所
〒192-0031,東京都⼋王⼦市⼩宮町１１８０
2025-01-13
https://www.toa-rika.co.jp/
 
ト,124874,東⼀電機株式会社
〒214-0008,川崎市多摩区菅北浦２−１８−８
2025-01-24
http://www.toichidenki.co.jp
 
ト,124346,東栄化学⼯業株式会社
〒379-2206,群⾺県伊勢崎市⾹林町２−１２８４
2025-07-08
http://www.toeikagaku.co.jp/
 
ト,103191,株式会社東栄科学産業
〒982-0032,宮城県仙台市太⽩区富沢４−８−２９
2026-05-27



http://www.toei-tc.co.jp
 
ト,115000,東栄化成株式会社
〒174-0052,東京都板橋区蓮沼町４５−４
2023-01-13
 
ト,220953,東栄機⼯株式会社
〒314-0116,茨城県神栖市奥野⾕６１２９番地１８
2025-03-29
https://www.toueikikou.co.jp/
 
ト,218485,東永機⼯建設株式会社
〒983-0006,宮城県仙台市宮城野区⽩⿃２丁⽬３５番１０号
2023-10-06
 
ト,100023,東栄クイックマシン株式会社
〒979-0203,福島県いわき市四倉町下仁井⽥字樋向４２
2025-06-25
 
ト,210863,東栄建材⼯業株式会社
〒265-0066,千葉県千葉市若葉区多部⽥町３２番地１
2025-01-29
_
 
ト,219741,東営建設株式会社
〒272-0802,千葉県市川市柏井町３ー１４６ー１
2024-05-18
 
ト,224036,株式会社東英建設
〒140-0011,東京都品川区東⼤井２丁⽬１３番７号
2025-01-01
https://www.touei-con.co.jp
 
ト,210454,株式会社東栄⼯業
〒333-0824,埼⽟県川⼝市⼤字⾚芝新⽥２７１ー１６
2024-07-29
 
ト,212320,東栄興業株式会社
〒164-0001,東京都中野区中野２ー２ー８
2024-09-05
 
ト,215948,藤英⼯業株式会社
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚２丁⽬４２番９号
2025-01-29
 
ト,210067,東栄コンクリート⼯業株式会社
〒990-2345,⼭形県⼭形市富神台１９番地
2023-11-28
http://www.toeicon.co.jp/
 
ト,102568,株式会社東栄産業
〒378-0004,群⾺県沼⽥市下久屋町２７８
2025-05-20
 
ト,106443,有限会社東栄産業



〒485-0011,愛知県⼩牧市⼤字岩崎１０７９−１
2024-12-13
 
ト,114827,東英産業株式会社
〒619-0238,京都府相楽郡精華町精華台９−１−１
2023-11-22
http://www.toeisangyo.jp/
 
ト,124812,東栄産業株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿３−１１−６ エクレ新宿１０Ｆ
2024-11-27
http://www.tohei-sangyo.co.jp/
 
ト,104459,株式会社藤栄商会
〒940-0871,新潟県⻑岡市北陽２−１４−３７
2025-07-14
 
ト,129780,株式会社東栄ジーアール
〒169-0074,東京都新宿区北新宿３−１０−４
2025-01-28
http://www.toeigr.co.jp/
 
ト,219515,株式会社東栄製作所
〒121-0064,東京都⾜⽴区保⽊間２−１１−１５
2024-03-30
 
ト,115164,東栄端⼦株式会社
〒110-0014,東京都台東区北上野１−１０−１４
2024-01-17
http://www.toeitanshi.co.jp
 
ト,221073,東栄鉄⼯株式会社
〒481-0001,愛知県北名古屋市六ッ師⼤島２６番地１
2023-09-01
 
ト,114938,東栄電化⼯業株式会社
〒252-0217,神奈川県相模原市中央区⼩町通２−５−９
2025-12-03
http://www.toeidenka.co.jp
 
ト,115016,東栄電気株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町２−２
2026-07-07
http://www.toei-dk.co.jp
 
ト,115286,東栄電機株式会社
〒411-8510,静岡県三島市松本１３１
2024-08-22
http://www.toei-electric.co.jp/index_J.htm
 
ト,115220,東栄電気⼯業株式会社
〒108-0072,東京都港区⽩⾦３−３−４
2024-03-21
http://www.toeidenki.co.jp/
 



ト,129522,有限会社東栄電機⼯業所
〒510-8125,三重県三重郡川越町北福崎５
2024-07-30
http://toei-mie.com
 
ト,114312,東栄電⼦株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥２−９−１０
2023-08-09
http://www.touei-denshi.com
 
ト,219082,東栄保温⼯業株式会社
〒981-0121,宮城県宮城郡利府町神⾕沢字⻑⽥７０番地４
2024-02-09
 
ト,218730,東旺電設株式会社
〒123-0841,東京都⾜⽴区⻄新井６丁⽬２５番８号
2023-12-15
 
ト,505313,東旺ビルサービス株式会社
〒212-0004,神奈川県川崎市幸区⼩向⻄町４−６５
2025-12-06
http://www.touou-bs.jp/greetinng/
 
ト,224918,株式会社東海
〒670-0976,兵庫県姫路市中地３９８番地３
2022-04-01
http://www.tohkai.co.jp/
 
ト,124934,東海アヅミテクノ株式会社
〒514-1256,三重県津市中村町５７８
2025-06-11
http://www.tokai-azumi.co.jp
 
ト,230488,東海エムエー⼯業株式会社
〒418-0051,静岡県富⼠宮市淀師１０４番地の２
2025-07-19
 
ト,123758,東海エレクト株式会社
〒493-0001,愛知県⼀宮市⽊曽川町黒⽥字寺東２８−１
2025-03-29
 
ト,104703,東海エレクトロニクス株式会社
〒460-8432,名古屋市中区栄３−３４−１４
2026-03-22
https://www.tokai-ele.com/
 
ト,213131,株式会社東海エンジニアリング
〒491-0838,愛知県⼀宮市猿海道２丁⽬８番１５号
2026-03-19
https://toukaieng.co.jp/
 
ト,230728,東海エンジニアリング株式会社
〒162-0843,東京都新宿区市⾕⽥町⼆丁⽬７番１５号
2025-08-16
http://www.tokaieng.co.jp



 
ト,114946,東海オートマチックス株式会社
〒460-0008,名古屋市中区栄３−３４−１４
2025-08-28
http://www.tokai-ele.co.jp/tam/
 
ト,129691,東海カーボン株式会社
〒107-8636,東京都港区北⻘⼭１−２−３ ⻘⼭ビル
2024-12-11
http://www.tokaicarbon.co.jp
 
ト,231377,東海カッター興業株式会社
〒462-0017,愛知県名古屋市北区落合町１３５番地
2025-12-06
https://www.tokai-cutter.co.jp/
 
ト,124914,株式会社東海環整産業
〒462-0012,名古屋市北区楠３−４２２
2025-06-08
http://www.t-kansei.co.jp/
 
ト,218284,東海ガス圧接株式会社
〒410-0022,静岡県沼津市⼤岡４８８−１
2023-09-01
 
ト,106179,株式会社東海機械製作所
〒444-3523,愛知県岡崎市藤川町北荒古３２
2024-03-15
http://www.tokaikikai.co.jp/
 
ト,106685,東海機⼯株式会社
〒484-0002,愛知県⽝⼭市⼤字栗栖字野⼝４９１
2025-06-08
 
ト,504548,東海キャスター株式会社
〒452-0962,愛知県清須市春⽇冨⼠塚１４８
2025-04-26
http://www.tokai-caster.co.jp/
 
ト,115239,東海挾範株式会社
〒455-0072,名古屋市港区須成町３−３１
2024-06-15
http://www.tokai-kyohan.co.jp/
 
ト,215149,有限会社東海技建
〒490-1436,愛知県海部郡⾶島村⽵之郷四丁⽬１１５番地
2023-12-19
 
ト,127901,株式会社東海技研⼯業
〒508-0001,岐⾩県中津川市中津川９３２−３２５
2025-05-30
http://www.tokaigikenkogyo.co.jp
 
ト,106367,⼀般財団法⼈東海技術センター
〒465-0021,愛知県名古屋市名東区猪⼦⽯２−７１０



2024-10-12
https://www.ttc-web.com/
 
ト,223344,東開クレテック株式会社
〒960-0113,福島県福島市北⽮野⽬字成⽥⼩屋１２
2024-07-01
http://www.tokai-cretec.co.jp/
 
ト,115151,東海ケミー株式会社
〒311-4165,⽔⼾市⽊葉下町字冨⼠⼭２９２−３０
2024-02-15
http://www.tokai-chemy.com
 
ト,210671,有限会社東海建設
〒188-0004,東京都⻄東京市⻄原町１ー１ー２
2024-11-05
 
ト,211701,東海建設株式会社
〒230-0041,神奈川県横浜市鶴⾒区潮⽥町２−１１４−９
2020-06-15
http://www.tokai-kensetu.co.jp
 
ト,213977,株式会社東海建設
〒963-0101,福島県郡⼭市安積町⽇出⼭⼀丁⽬１５６番地
2025-01-19
 
ト,104203,東海興業株式会社
〒474-8688,愛知県⼤府市⻑根町４−１
2025-06-29
http://www.tokaikogyo.co.jp
 
ト,223904,株式会社東海鋼業
〒485-0802,愛知県⼩牧市⼤字⼤草字切畑１３８０番地
2024-12-01
 
ト,100622,株式会社東海⼯産
〒431-0202,静岡県浜松市⻄区坪井町１５５９
2026-02-17
http://www.tohkai-gr.jp/
 
ト,114821,東海興商株式会社
〒105-0003,東京都港区⻄新橋１−１７−５
2024-02-21
https://www.tokaikosho.com
 
ト,230155,株式会社東海⼯事
〒440-0842,愛知県豊橋市岩屋町字岩屋下３３番地の１３
2025-05-31
http://www.tokai-koji.co.jp
 
ト,216232,東海⼯測株式会社
〒465-0054,愛知県名古屋市名東区⾼針台１丁⽬７１５番地
2025-03-26
https://www.tokai-survey.com/
 



ト,127786,東海鋼鉄株式会社
〒252-1124,神奈川県綾瀬市吉岡２７８
2025-03-07
http://www.toukaikoutetsu.co.jp/
 
ト,114954,東海⾼熱⼯業株式会社
〒107-0061,東京都港区北⻘⼭１−２−３ ⻘⼭ビル３Ｆ
2025-03-23
http://www.tokaikonetsu.co.jp
 
ト,504802,東海コンクリート⼯業株式会社
〒511-0903,三重県いなべ市⼤安町⼤井⽥２２５０番地
2025-07-28
http://www.tcon.co.jp/
 
ト,222145,東海コンクリート商事株式会社
〒451-0041,愛知県名古屋市⻄区幅下⼀丁⽬１０番２８号
2026-04-01
 
ト,105957,東海合⾦⼯業株式会社
〒489-0979,愛知県瀬⼾市坊⾦町２３６−１
2023-07-01
http://www.tokai-gk.co.jp/
 
ト,229873,株式会社東海ゴンドラ
〒452-0812,愛知県名古屋市⻄区⽟池町１３１番地
2023-07-28
 
ト,125043,株式会社東海サンユーテクノス
〒461-0004,名古屋市東区葵１−１６−３８
2026-03-29
https://www.tokai-st.com/
 
ト,215561,東海シール⼯業株式会社
〒224-0025,神奈川県横浜市都筑区早渕⼀丁⽬３５ー１５
2024-09-11
 
ト,104618,東海システム株式会社
〒424-0948,静岡県静岡市清⽔区梅⽥町１−２６
2025-12-19
https://www.tokaisystem.co.jp
 
ト,114859,東海商事株式会社
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町３−５−２
2024-02-03
http://www.to-kaishoji.co.jp/
 
ト,122599,東海商事株式会社
〒460-0008,愛知県名古屋市中区栄１−２９−２７
2024-10-09
http://www.toukaishoji.co.jp
 
ト,105403,東海神栄電⼦⼯業株式会社
〒509-7201,岐⾩県恵那市⼤井町６３０−１
2025-06-12



http://www.tsk-pcb.co.jp
 
ト,229779,東海信和株式会社
〒467-0066,愛知県名古屋市瑞穂区洲⼭町２丁⽬３２番地
2026-06-19
http://www.tokaishinwa.co.jp
 
ト,104919,株式会社東海情報
〒351-0034,埼⽟県朝霞市⻄原１−２−３１
2023-09-07
http://www.tokaijoho.co.jp/
 
ト,214624,株式会社東海スチール⼯業
〒454-0806,愛知県名古屋市中川区澄池町２番８号
2026-03-14
 
ト,213817,東海ステップ株式会社
〒426-0042,静岡県藤枝市兵太夫１１１−２４
2024-08-25
https://www.tokai-suteppu.co.jp/
 
ト,222663,東海スミセ販売株式会社
〒461-0004,愛知県名古屋市東区葵３−１５−３１千種第２ビル４階
2024-02-01
 
ト,128727,東海スリーボンド株式会社
〒444-0837,愛知県岡崎市柱４−３−２
2026-01-25
 
ト,106412,東海精密⼯業株式会社
〒442-0061,愛知県豊川市穂ノ原３−２−８
2024-11-16
 
ト,217843,東海施⼯有限会社
〒481-0035,愛知県北名古屋市宇福寺中杁１１０番地２
2026-06-30
 
ト,214929,株式会社東海設備⼯業所
〒974-8223,福島県いわき市佐糠町１丁⽬１５番地の７
2023-08-08
 
ト,115256,東海銑鉄株式会社
〒501-2111,岐⾩県⼭県市⾚尾６４１−１
2024-08-14
https://tokai-sentetsu.co.jp
 
ト,124967,東海ソフト株式会社
〒453-0014,愛知県名古屋市中村区則武２−１６ー１
2025-06-06
 
ト,504954,東海タイヨー株式会社
〒486-0926,愛知県春⽇井市⼩野町４丁⽬８番地の１９
2025-09-26
 
ト,129074,東海炭素株式会社



〒808-0109,福岡県北九州市若松区南⼆島１−１３−７
2023-09-01
 
ト,115089,東海ダイカスト⼯業株式会社
〒504-0957,岐⾩県各務原市⾦属団地３８
2026-06-15
http://www.tokai-dc.co.jp
 
ト,219488,株式会社東海断熱
〒319-1106,茨城県那珂郡東海村⼤字⽩⽅５２−１
2024-03-23
 
ト,122392,株式会社東海鋳造所
〒480-0137,愛知県丹⽻郡⼤⼝町⼤屋敷３−１４８
2024-09-04
http://www.tokai-cast.jp/
 
ト,219370,株式会社東海調温
〒510-0832,三重県四⽇市市伊倉三丁⽬４番１４号
2024-03-16
 
ト,101548,株式会社東海通商
〒511-0836,三重県桑名市江場５４０
2024-07-30
http://www.tokaitsusho.co.jp
 
ト,213158,東海通商株式会社
〒467-0025,愛知県名古屋市瑞穂区松栄町２丁⽬４８−１
2026-03-25
https://tokai-tsusyou.com/
 
ト,125195,東海通信器材株式会社
〒192-0046,東京都⼋王⼦市明神町４−１−１２
2023-05-16
http://www.tokaitsushin.co.jp
 
ト,101652,東海テック株式会社
〒422-8043,静岡県静岡市駿河区中⽥本町６２−２１
2024-09-10
 
ト,106802,株式会社東海テック
〒317-0061,茨城県⽇⽴市東町１−８−５
2025-11-25
 
ト,215736,株式会社東海テック
〒489-0037,愛知県瀬⼾市東古瀬⼾町２９番地
2024-11-06
 
ト,218588,株式会社東海テック
〒110-0015,東京都台東区東上野１丁⽬２３番３号
2023-11-04
http://www.tokai-tech.co.jp/
 
ト,504891,東海テレビ放送株式会社
〒461-8501,愛知県名古屋市東区東桜１−１４−２７



2023-08-26
http://tokai-tv.com
 
ト,120167,東海電化⼯業株式会社
〒519-1107,三重県⻲⼭市関町⽊崎１６８５−１
2023-07-29
http://www.sato-gr.co.jp
 
ト,126617,東海電化⼯業株式会社
〒519-1107,三重県⻲⼭市関町⽊崎１６８５−１
2024-02-21
http://www.sato-gr.co.jp
 
ト,227545,東海電機株式会社
〒710-0043,岡⼭県倉敷市⽻島２６６ー１
2024-03-09
http://www.tokaidenki.co.jp/
 
ト,230424,有限会社東海電気⼟⽊
〒410-1104,静岡県裾野市今⾥５４２番地の１９
2025-07-12
 
ト,220839,東海電業株式会社
〒463-0090,愛知県名古屋市守⼭区瀬古東三丁⽬１８１６番地
2025-03-15
 
ト,230910,東海電興株式会社
〒464-0858,愛知県名古屋市千種区千種三丁⽬３３番１７号
2025-09-27
http://www.tokai-denko.co.jp/
 
ト,104285,東海東洋アルミ販売株式会社
〒541-0054,⼤阪府⼤阪市中央区南本町４−１−１０ ＤＰスクエア本町
2026-01-12
https://www.alumihanbai.co.jp
 
ト,226359,東海⽇豊⼯業株式会社
〒473-0933,愛知県豊⽥市⾼岡町新⾺場５１番地２
2026-02-01
 
ト,230907,有限会社東海ネットワーク
〒465-0072,愛知県名古屋市名東区牧の原⼀丁⽬９０７番地
2025-09-27
 
ト,126769,東海バネ⼯業株式会社
〒550-0005,⼤阪市⻄区⻄本町２−３−１０ ⻄本町インテス１２Ｆ
2024-03-23
http://www.tokaibane.com
 
ト,230232,株式会社東海鈑⾦
〒497-0052,愛知県海部郡蟹江町⻄之森三丁⽬２２番地
2025-06-21
 
ト,224136,東海ビコー株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川２丁⽬２４番２号



2025-02-01
http://toukai-biko.co.jp/
 
ト,225928,東海ビジネス開発株式会社
〒466-0059,愛知県名古屋市昭和区福江１丁⽬７ー１
2025-09-01
http://www.t-b-k.com
 
ト,105606,東海ファインカーボン株式会社
〒253-0084,神奈川県茅ヶ崎市円蔵３７０
2025-06-26
https://www.tokaicarbon.co.jp/
 
ト,215885,株式会社東海フェンス
〒509-0141,岐⾩県各務原市鵜沼各務原町５丁⽬１６番地
2024-12-25
 
ト,120032,東海物産株式会社
〒411-0904,静岡県駿東郡清⽔町柿⽥８８１
2023-07-05
http://www.tokai-mmc.co.jp
 
ト,222314,東海物産株式会社
〒465-0047,愛知県名古屋市名東区⼩池町４３４番地
2023-11-01
https://www.tokai-b.co.jp/
 
ト,214237,東海プラスチックス⼯業株式会社
〒501-6019,岐⾩県⽻島郡岐南町みやまち１丁⽬９５番地
2025-06-14
http://topla-gifu.com/
 
ト,230055,東海プラネット株式会社
〒184-0014,東京都⼩⾦井市貫井南町四丁⽬１０番２０号
2025-04-26
https://www.tokai-planet.jp
 
ト,122322,東海プラントエンジニアリング株式会社
〒457-0856,愛知県名古屋市南区南陽通り６−１
2024-08-12
http://www.tpe.co.jp
 
ト,104313,東海プレス⼯業株式会社
〒490-1405,愛知県弥富市神⼾９−２５
2025-07-30
http://www.tokai-press.co.jp
 
ト,124900,東海ホーロー株式会社
〒456-0062,名古屋市熱⽥区⼤宝３−３−４
2025-04-06
http://www.toukai-h.jp/
 
ト,118971,東海マテリアル株式会社
〒276-0047,千葉県⼋千代市吉橋１０９５−６
2024-09-19



http://tokai-material.co.jp/
 
ト,227471,東海メンテナンス株式会社
〒700-0022,岡⼭県岡⼭市北区岩⽥町２番２６号
2024-02-28
 
ト,125268,東海ユニット株式会社
〒438-0002,静岡県磐⽥市⼤久保５１７−２
2026-03-01
http://www.tokaiunit.co.jp/
 
ト,128201,東海溶材株式会社
〒424-8502,静岡市清⽔区北脇２４２
2025-08-29
http://www.tyz.co.jp
 
ト,106377,東海リース株式会社
〒530-0041,⼤阪府⼤阪市北区天神橋２−北２−６ ⼤和南森町ビル７Ｆ
2024-10-22
https://tokai-lease.co.jp/
 
ト,114330,株式会社東海理化クリエイト
〒461-0004,名古屋市東区葵２−３−１０
2023-07-26
http://www.torica.co.jp/
 
ト,114873,株式会社東海理化電機製作所
〒480-0195,愛知県丹⽻郡⼤⼝町豊⽥３−２６０
2024-06-02
http://www.tokai-rika.co.jp/
 
ト,114862,株式会社東海理機
〒474-8557,愛知県⼤府市横根町惣作７０
2023-10-30
https://www.tokai-riki.co.jp
 
ト,115133,東海理機株式会社
〒420-0886,静岡市葵区⼤岩２−１４−２０
2024-03-06
http://www.tokairiki.co.jp/
 
ト,216380,東海菱熱⼯業有限会社
〒454-0984,愛知県名古屋市中川区供⽶⽥１丁⽬９０７番地
2025-05-14
_
 
ト,229741,株式会社東葛ウエル⼯業
〒270-0161,千葉県流⼭市鰭ケ崎１３７６番地５
2026-05-27
 
ト,502358,東葛⼯業株式会社
〒261-0014,千葉県千葉市美浜区若葉２−５−４
2026-05-27
http://www.tokatsu-kougyo.co.jp/
 



ト,213225,有限会社東葛シンユー
〒279-0001,千葉県浦安市当代島１丁⽬１７番１９号
2026-05-13
http://park21.wakwak.com/~toukatsu/
 
ト,210852,株式会社藤環
〒421-0103,静岡県静岡市駿河区丸⼦５９３７番地の３
2025-01-25
 
ト,104303,東罐興業株式会社
〒141-8627,東京都品川区東五反⽥２−１８−１ ⼤崎フォレストビルディング
2025-07-29
 
ト,216754,株式会社東輝建設
〒158-0087,東京都世⽥⾕区⽟堤１丁⽬１６番１８号
2025-06-25
https://www.touki-co.jp
 
ト,114813,東輝産業株式会社
〒581-0068,⼤阪府⼋尾市跡部北の町１−３−１７
2024-04-14
 
ト,104730,東機通商株式会社
〒108-0014,東京都港区芝５−２０−１４
2024-02-22
http://www.toki-com.co.jp
 
ト,504804,株式会社東急エージェンシー
〒107-8417,東京都港区⾚坂４−８−１８
2024-02-28
http://www.tokyu-agc.co.jp/
 
ト,104194,東急技術センター株式会社
〒153-0042,東京都⽬黒区⻘葉台３−１７−１３ 鉄信ビル４階
2024-11-30
 
ト,214050,東急建設株式会社
〒150-8340,東京都渋⾕区渋⾕１−１６−１４
2024-04-01
https://www.tokyu-cnst.co.jp/
 
ト,223666,東急ジオックス株式会社
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕１−１６−１４
2024-10-01
http://www.tokyu-geox.co.jp/
 
ト,106024,東急テクノシステム株式会社
〒211-0067,神奈川県川崎市中原区今井上町１１−２１
2023-09-04
https://www.tokyu-techno.co.jp/
 
ト,504628,株式会社東急百貨店
〒150-8019,東京都渋⾕区道⽞坂２−２４−１
2026-02-21
https://www.tokyu-dept.co.jp



 
ト,505602,東急ビジネスサポート株式会社
〒150-8019,東京都渋⾕区道⽞坂２−２４−１ 東急百貨店本店内 ８階
2024-07-09
 
ト,223805,株式会社東京朝⽇ビルド
〒340-0003,埼⽟県草加市稲荷１丁⽬１番１号
2024-11-01
 
ト,126927,株式会社東京ウエルズ
〒143-0021,東京都⼤⽥区北⾺込２−２８−１
2024-06-12
http://www.tokyoweld.com/
 
ト,504875,株式会社東京エネシス
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町１−３−１
2025-03-13
https://www.qtes.co.jp/
 
ト,219426,株式会社東京エヤコンサービス
〒003-0839,北海道札幌市⽩⽯区北郷九条３丁⽬６−２２
2024-03-23
 
ト,104530,東京エレクトロン株式会社
〒107-6325,東京都港区⾚坂５−３−１
2023-09-19
http://www.tel.co.jp
 
ト,104923,東京エレクトロンデバイス株式会社
〒221-0056,神奈川県横浜市神奈川区⾦港町１−４ 横浜イーストスクエア
2023-11-02
http://www.teldevice.co.jp/
 
ト,111036,東京エレクトロンデバイス⻑崎株式会社
〒854-0065,⻑崎県諫早市津久葉町６−４７
2024-06-17
https://www.ngs.teldevice.co.jp
 
ト,216387,株式会社東京エンジニアリング
〒140-0001,東京都品川区北品川１ー１３ー７
2025-05-14
http://www.tokyo-eng.cojp/
 
ト,227446,株式会社東京エンジニアリング
〒221-0043,神奈川県横浜市神奈川区新町１ー１７
2024-02-22
 
ト,106507,東京エンプラ商事⿅児島株式会社
〒897-0303,⿅児島県南九州市知覧町永⾥４０００−１
2025-01-14
https://tep.gr.jp
 
ト,114842,東京応化⼯業株式会社
〒211-0012,神奈川県川崎市中原区中丸⼦１５０
2023-10-25



http://www.tok.co.jp
 
ト,124927,株式会社東京化学研究所
〒242-0001,神奈川県⼤和市下鶴間２−２−１
2025-06-01
http://www.tokyokagaku.co.jp/
 
ト,115056,東京化学⼯業株式会社
〒340-0003,埼⽟県草加市稲荷２−１３−１４
2023-07-21
http://tokyokagakukogyo.co.jp
 
ト,104414,株式会社東京化学品研究所
〒113-0033,東京都⽂京区本郷３−２６−１３−３Ｆ
2025-06-13
 
ト,101624,株式会社東京科研
〒113-0034,東京都⽂京区湯島３−２０−９
2024-08-24
http://www.tokyokaken.co.jp
 
ト,102726,東京化⼯株式会社
〒108-0014,東京都港区芝５−２０−９ 東化ビル
2022-08-02
http://www.tokyo-kakoh.co.jp
 
ト,122911,東京加⼯紙株式会社
〒105-0013,東京都港区浜松町２−９−３ ＮＢＣ浜松町ビル６階
2024-12-19
http://www.t-kakou.co.jp
 
ト,115014,東京化成⼯業株式会社
〒969-2663,福島県耶⿇郡猪苗代町川桁字道上３８
2023-04-30
http://www.tokyokaseikogyo.co.jp/
 
ト,120195,株式会社東京⾦型
〒343-0045,埼⽟県越⾕市下間久⾥１４−１
2023-07-31
https://www.fujibo.co.jp/corporate/group/tk-mold.html
 
ト,221130,東京カレント株式会社
〒110-0006,東京都台東区秋葉原１番１号
2025-03-01
http://www.t-current.co.jp/
 
ト,125078,東京管材株式会社
〒100-0011,東京都千代⽥区内幸町１−３−１
2026-04-19
http://www.tkykanzai.co.jp/
 
ト,225762,東京⽡斯株式会社
〒105-8527,東京都港区海岸１ー５ー２０
2025-07-01
https://www.tokyo-gas.co.jp/



 
ト,229326,株式会社東京ガス圧接
〒012-0055,秋⽥県湯沢市⼭⽥字荻⽣⽥４０ー２０
2025-10-17
http://www.gasutetu.co.jp
 
ト,125092,東京ガスケミカル株式会社
〒105-0011,東京都港区芝公園２−４−１ 芝パークビルＢ館６階
2025-12-14
http://www.tgc.jp/
 
ト,231462,東京ガス横浜中央エネルギー株式会社
〒220-0045,神奈川県横浜市⻄区伊勢町三丁⽬１４８番地
2025-12-19
https://www.tg-yokoene.com/
 
ト,210636,株式会社東京企画
〒277-0022,千葉県柏市泉町９５７番地２９
2024-10-21
http://www.t-kikaku.co.jp
 
ト,221858,東京機材⼯業株式会社
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町１丁⽬９番１２号共同ビル
2025-08-01
http://www.t-kizai.co.jp
 
ト,214852,東京機販サービス株式会社
〒151-0051,東京都渋⾕区千駄ヶ⾕５−３３−２
2025-04-01
http://www.tokyokihan.com/
 
ト,218451,株式会社東京久栄
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町２−４−２
2023-09-29
https://www.kyuei.co.jp/
 
ト,104173,東京協⽴商事株式会社
〒142-0052,東京都品川区東中延２−４−５
2025-06-11
http://www.tokyo-kyoritsu.co.jp
 
ト,100997,東京⾦商株式会社
〒143-0002,東京都⼤⽥区城南島２−２−９
2024-01-20
http://www.tokyo-kinsyou.co.jp/
 
ト,105928,東京⾦商株式会社
〒174-0051,東京都板橋区⼩⾖沢４−２６−７
2023-06-03
 
ト,224374,株式会社東京技官
〒115-0032,東京都北区中⼗条⼀丁⽬２番２２号東京技官ビル
2025-04-01
https://www.tokyogikan.com/
 



ト,219032,東京技⼯株式会社
〒100-0011,東京都千代⽥区内幸町１丁⽬３番２号
2024-02-09
http://www.giko.co.jp/
 
ト,104398,株式会社東京技術協会
〒104-0061,東京都中央区銀座１−８−１６ 銀座アスタービル４階
2025-05-27
http://www.togi.ne.jp
 
ト,104340,東京計器株式会社
〒144-8551,東京都⼤⽥区南蒲⽥２−１６−４６
2026-03-08
http://www.tokyo-keiki.co.jp/
 
ト,115091,東京計器アビエーション株式会社
〒357-0041,埼⽟県飯能市美杉台２−１−１
2026-07-05
http://www.tokyo-keiki.co.jp/tka/
 
ト,105203,東京計装株式会社
〒105-8558,東京都港区芝公園１−７−２４ 芝東宝ビル
2024-09-21
http://www.tokyokeiso.co.jp
 
ト,105378,東京計装株式会社
〒105-8558,東京都港区芝公園１−７−２４ 芝東芝ビル
2024-12-11
https://www.tokyokeiso.co.jp/index.html
 
ト,220389,東京建⼯株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿７−１５−１０
2024-10-26
http://www.t-kenkou.ecnet.jp/
 
ト,216130,株式会社東京建材検査サービス
〒125-0002,東京都葛飾区⻄⻲有４丁⽬２番１４号
2025-03-12
https://tkks.co.jp/
 
ト,222773,東京建材⼯業株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野２ー１２ー６
2024-03-01
 
ト,115300,株式会社東京コーン紙製作所
〒344-0056,埼⽟県春⽇部市新⽅袋８７
2024-10-02
http://www.toptone.co.jp
 
ト,106823,東京⾼圧⼯業株式会社
〒146-0093,東京都⼤⽥区⽮⼝３−３３−８
2025-12-16
 
ト,124870,東京⾼圧⼭崎株式会社
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕１−９−８



2024-11-07
http://www.toatsu-yamazaki.com
 
ト,104153,東京光⾳電波株式会社
〒224-0043,神奈川県横浜市都筑区折本町５６
2025-05-18
http://www.ko-on.co.jp
 
ト,114852,東京⼯業株式会社
〒223-0057,横浜市港北区新⽻町４１４７−１
2023-10-30
http://www.tokyokogyo.co.jp/
 
ト,114941,東京⼯業株式会社
〒144-0034,東京都⼤⽥区⻄糀⾕３−３５−１２
2025-07-06
 
ト,126704,株式会社東京興業貿易商会
〒105-0003,東京都港区⻄新橋１−１８−１７
2024-03-06
http://www.tkbs.co.jp
 
ト,504957,東京航空計器株式会社
〒194-0296,東京都町⽥市⼩⼭ヶ丘⼆丁⽬２番地６
2025-03-28
https://www.tkk-air.co.jp/
 
ト,215899,東京⼯事警備株式会社
〒113-8546,東京都⽂京区本郷３丁⽬１４番３号
2025-01-15
https://www.t-k-keibi.com
 
ト,210001,東京孝和株式会社
〒187-0041,東京都⼩平市美園町１丁⽬７ー１２ー１０２号
2023-10-14
 
ト,221921,株式会社東京黒板製作所
〒173-0025,東京都板橋区熊野町１１番７号
2025-08-01
http://www.tokoku.co.jp
 
ト,104470,東京コスモス電機株式会社
〒228-8510,神奈川県座間市相武台２−１２−１
2026-06-18
http://www.tocos-j.co.jp
 
ト,105624,東京コンサルティング株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋６−１６−１２ 京阪神御成⾨ビル８Ｆ
2025-07-11
 
ト,105343,東京コンピュータサービス株式会社
〒113-0033,東京都⽂京区本郷１−１８−６ トーコンビル
2025-02-27
http://www.to-kon.co.jp/
 



ト,114884,東京コンピュータサービス株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町４−８−１４
2023-12-20
https://www.tcs-ipnet.co.jp/
 
ト,500236,東京コンピュータサービス株式会社
〒113-0033,東京都⽂京区本郷１−１８−６
2024-03-10
http://www.to-kon.co.jp/
 
ト,101661,東京コンポーネント株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥８−２−８ 五反⽥佑気ビル６Ｆ
2024-09-12
http://www.tokyocompo.com
 
ト,229221,株式会社東京サーマル
〒108-0075,東京都港区港南１丁⽬６番３４号
2025-08-06
http://www.tokyo-thermal.co.jp
 
ト,128949,東京産業株式会社
〒100-0004,東京都千代⽥区⼤⼿町２−２−１ 新⼤⼿町ビル８Ｆ
2026-05-15
https://www.tscom.co.jp/
 
ト,100331,東京産業洋紙株式会社
〒103-0021,東京都中央区⽇本橋本⽯町４−６−７ ⽇本橋⽇銀通りビル７階
2025-09-22
https://www.tsy.co.jp/
 
ト,219716,株式会社東京三信電機
〒105-0013,東京都港区浜松町２−８−７
2024-05-11
https://tokyo-sanshin.co.jp
 
ト,124819,東京材料株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内１−６−２
2025-02-01
http://www.tokyozairyo.co.jp
 
ト,127817,株式会社東京シオノヤ
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥７−１６−６
2025-03-16
http://www.tokyo-shionoya.co.jp/
 
ト,115270,東京紙業株式会社
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町３−１５−１０
2024-03-27
http://www.t-shigyo.com/
 
ト,123242,東京紙⼯株式会社
〒351-0101,埼⽟県和光市⽩⼦３−３３−２１
2025-01-27
http://www.tokyoshikou.co.jp
 



ト,103078,東京システム開発株式会社
〒102-0094,東京都千代⽥区紀尾井町４−１ ニューオータニガーデンコート７階
2026-03-11
http://www.tokyosystem.co.jp
 
ト,114350,株式会社東京システム技研
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿１−２１
2023-07-26
http://www.tsl.co.jp
 
ト,504781,東京システムズ株式会社
〒150-0013,東京都渋⾕区恵⽐寿１−１８−１８ 東急不動産恵⽐寿ビル
2023-08-08
http://www.tss-net.jp/
 
ト,129412,東京システム特機株式会社
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋４−５−１１ パール飯⽥橋ビル１階
2024-04-09
http://www.system-tokki.co.jp/
 
ト,104388,東京システムリサーチ株式会社
〒198-0024,東京都⻘梅市新町４−２−２４
2025-05-24
https://www.tsrinet.jp/
 
ト,114917,株式会社東京システムリサーチ
〒135-0061,東京都江東区豊洲５−４−９
2025-02-05
http://www.tsrweb.co.jp
 
ト,115104,株式会社東京鉸製作所
〒142-0043,東京都品川区⼆葉３−２９−１
2023-12-24
http://www.ssquare.co.jp/sibori/
 
ト,127416,株式会社東京島津
〒940-1164,新潟県⻑岡市南陽２−９４９−３
2024-09-25
http://www.nscs.co.jp/shimazu/
 
ト,211261,株式会社東京志村
〒275-0021,千葉県習志野市袖ケ浦１ー１２ー７
2025-07-01
http://tokyoshimura.com/index.html
 
ト,114080,東京周波株式会社
〒101-0024,東京都千代⽥区神⽥和泉町１−１０
2026-06-11
https://www.tokyo-shuha.co.jp
 
ト,231552,株式会社東京商⼯社
〒144-0035,東京都⼤⽥区南蒲⽥⼆丁⽬２７番１号
2026-01-10
https://www.to-sho.co.jp
 



ト,103733,株式会社東京商⼯リサーチ
〒100-6810,東京都千代⽥区⼤⼿町１−３−１ ＪＡビル１０Ｆ
2024-03-26
http://www.tsr-net.co.jp/
 
ト,221213,東京新建装株式会社
〒146-0093,東京都⼤⽥区⽮⼝３丁⽬３２番１−６０１号
2025-03-01
https://www.tokyoshinkenso.com/
 
ト,102062,株式会社東京⾃働機械製作所
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町３−１０−７
2024-12-25
http://www.tam-tokyo.co.jp
 
ト,106873,東京ジャバラ株式会社
〒321-3232,栃⽊県宇都宮市氷室町２６４２
2026-01-31
 
ト,214842,東京重機株式会社
〒151-0051,東京都渋⾕区千駄ケ⾕５丁⽬３３番２号
2025-04-01
https://tokyojuki.com/
 
ト,102414,東京純薬⼯業株式会社
〒277-0861,千葉県柏市⾼⽥１１１４−１
2025-03-05
 
ト,101386,東京ステンレスバルブ株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町２−７−２ 神⽥ＴＹビル
2024-06-01
 
ト,106178,東京スナオ電気株式会社
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥２−４−５ 藤ビル４Ｆ
2024-03-12
http://tokyosunao.jacklist.jp/
 
ト,125062,東京スプリング株式会社
〒114-0003,東京都北区豊島６−７−１６
2025-12-10
 
ト,218051,株式会社東京世紀
〒151-0064,東京都渋⾕区上原１丁⽬１７番１６号Ｂ１０１
2023-07-28
 
ト,504206,東京精器⼯業株式会社
〒231-0063,神奈川県横浜市中区花咲町３丁⽬９８番地
2025-02-14
https://tokyoseiki.co.jp
 
ト,114858,株式会社東京精⼯
〒353-0001,埼⽟県志⽊市上宗岡３−６−９
2024-07-25
http://www.tokyo-seiko.ne.jp/
 



ト,124989,東京製綱株式会社
〒103-8306,東京都中央区⽇本橋３−６−２
2025-07-11
http://www.tokyorope.co.jp
 
ト,100882,東京精電株式会社
〒168-0081,東京都杉並区宮前４−２８−２１
2023-09-26
http://www.tokyo-seiden.co.jp
 
ト,115330,株式会社東京精密
〒192-0032,東京都⼋王⼦市⽯川町２９６８−２
2024-10-16
http://www.accretech.jp
 
ト,104800,東京精密発條株式会社
〒132-0035,東京都江⼾川区平井２−１８−２０
2024-03-07
 
ト,230558,東京セントラルエアコン株式会社
〒132-0031,東京都江⼾川区松島三丁⽬２９番１２号
2025-07-26
https://www.tc-aircon.co.jp
 
ト,226678,株式会社東京ソイルリサーチ
〒152-0021,東京都⽬黒区東が丘２ー１１ー１６
2026-05-01
http://www.tokyosoil.co.jp
 
ト,125068,東京測定器材株式会社
〒198-0024,東京都⻘梅市新町８−３−４
2026-04-19
http://www.tosoku-inc.co.jp
 
ト,229767,株式会社東京測器研究所
〒140-8560,東京都品川区南⼤井６丁⽬８番２号
2026-06-13
https://tml.jp/
 
ト,505023,東京ソフトウェア株式会社
〒163-0437,東京都新宿区⻄新宿２−１−１新宿三井ビル３７階
2024-01-19
http://www.tsk-net.com
 
ト,211397,東京⼤氣社サービス株式会社
〒163-6004,東京都新宿区⻄新宿６丁⽬８番１号
2025-10-14
http://www.tokyo-taikisha.co.jp/
 
ト,217669,東京タイル株式会社
〒169-0072,東京都新宿区⼤久保２ー５ー４
2026-03-24
 
ト,230376,株式会社東京ダイケンビルサービス
〒102-0084,東京都千代⽥区⼆番町１２番地２



2025-07-12
https://www.daikenbs.co.jp
 
ト,215356,東京ダイヤエアコン株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿６丁⽬２４番１６号
2024-04-17
 
ト,115305,株式会社東京ダイヤモンド⼯具製作所
〒152-0031,東京都⽬黒区中根２−３−５
2024-10-25
https://www.tokyodiamond.com
 
ト,230986,東京通信株式会社
〒321-0905,栃⽊県宇都宮市平出⼯業団地４３番地１２９
2025-10-04
https://tokyotsushin.co.jp
 
ト,216264,東京通信機株式会社
〒170-0011,東京都豊島区池袋本町３−１６−１０
2025-04-02
https://www.to-tsu.jp/
 
ト,115030,東京通信機⼯業株式会社
〒108-0074,東京都港区⾼輪３−８−１４
2026-01-25
http://www.totsuki.co.jp/
 
ト,216318,東京通信電設株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋５丁⽬３５番１０号
2025-04-23
https://www.tsuden.co.jp/
 
ト,124845,株式会社東京抵抗社
〒101-0027,東京都千代⽥区神⽥平河町１
2024-11-17
http://www.teikosha.co.jp
 
ト,227628,東京鐵鋼株式会社
〒323-0819,栃⽊県⼩⼭市横倉新⽥５２０
2024-03-15
http://www.tokyotekko.co.jp
 
ト,213988,東京デザインハウス株式会社
〒134-0088,東京都江⼾川区⻄葛⻄７丁⽬２４番２２号
2025-02-02
http://www.tokyodh.com
 
ト,230553,東京電気⼯事株式会社
〒416-0944,静岡県富⼠市横割四丁⽬１２番１６号
2025-07-26
https://tdke.co.jp
 
ト,115259,東京電機産業株式会社
〒151-0072,東京都渋⾕区幡ヶ⾕１−１８−１２
2024-07-04



http://www.tokyo-densan.co.jp/
 
ト,114975,株式会社東京電業社
〒146-0095,東京都⼤⽥区多摩川２−２１−２４
2024-12-08
 
ト,129855,東京電⼦株式会社
〒185-0012,東京都国分寺市本町２−２２−７
2025-03-25
http://www.toel.co.jp/
 
ト,125259,東京電⼦⼯業株式会社
〒335-0033,埼⽟県⼾⽥市笹⽬北町８−９
2026-02-25
https://tokyo-denshi.jp
 
ト,231323,東京電制⼯業株式会社
〒143-0002,東京都⼤⽥区城南島⼆丁⽬２番４号
2025-11-21
http://www.t-densei.com
 
ト,102902,東京電設サービス株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野６−２−１ ＭＰＲ東上野
2025-11-27
https://www.tdsnet.co.jp
 
ト,104333,東京電線⼯業株式会社
〒201-0003,東京都狛江市和泉本町４−６−２
2025-08-06
http://www.todenko.co.jp/
 
ト,218890,東京電装株式会社
〒196-0033,東京都昭島市東町５丁⽬４番２号
2024-01-12
 
ト,504614,東京電⼒エナジーパートナー株式会社
〒100-8560,東京都千代⽥区内幸町１丁⽬１番３号
2025-12-02
http://www.tepco.co.jp/ep
 
ト,504810,東京電⼒パワーグリッド株式会社
〒100-8560,東京都千代⽥区内幸町１丁⽬１番３号
2023-08-12
https://www.tepco.co.jp/pg/
 
ト,504615,東京電⼒フュエル＆パワー株式会社
〒100-0011,東京都千代⽥区内幸町１丁⽬１番３号
2025-12-02
http://www.tepco.co.jp/fp
 
ト,504616,東京電⼒ホールディングス株式会社
〒100-8560,東京都千代⽥区内幸町１丁⽬１番３号
2025-12-02
http://www.tepco.co.jp
 



ト,505298,東京電⼒リニューアブルパワー株式会社
〒100-8560,東京都千代⽥区内幸町１丁⽬１番３号
2025-11-13
https://www.tepco.co.jp/rp/
 
ト,105113,東京特殊印刷⼯業株式会社
〒154-8580,東京都世⽥⾕区桜新町２−５−５
2024-07-07
http://www.tdicorp.co.jp
 
ト,223381,東京特殊硝⼦株式会社
〒105-0003,東京都港区⻄新橋３ー１９ー１４
2024-07-01
http://www.tokyo-tokushu-glass.co.jp
 
ト,113134,東京特種紙業株式会社
〒101-0052,東京都千代⽥区神⽥⼩川町３−２８−１１
2024-08-19
http://www.ttss.co.jp
 
ト,125072,東京トランス株式会社
〒110-0003,東京都台東区根岸３−１８−１６
2025-12-13
http://www.totora.co.jp
 
ト,127423,東京トランス株式会社
〒181-0005,東京都三鷹市中原１−２６−１８
2024-09-27
http://www.tokyo-trans.com/
 
ト,228640,東京トリムテック株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥１丁⽬２５番１号
2024-11-07
http://www.trimtec.co.jp
 
ト,220369,株式会社東京堂
〒035-0071,⻘森県むつ市⼩川町１−６−１
2024-10-19
http://tokyodo-hp.com/
 
ト,104115,東京ドロウイング株式会社
〒143-0023,東京都⼤⽥区⼭王２−３６−１２
2025-09-14
https://www.todraw.co.jp/index.html
 
ト,220352,東京⽇化サービス株式会社
〒185-0022,東京都国分寺市東元町４−１６−１３
2024-10-12
https://www.tokyo-nikka.co.jp
 
ト,210611,東京ネオン電気株式会社
〒984-0053,宮城県仙台市若林区連坊⼩路１３０番地の２
2024-10-13
https://www.t-neon-e.co.jp/
 



ト,115275,東京納品代⾏株式会社
〒272-0002,千葉県市川市⼆俣新町２２−８ ＳＣＭセンター⻄３Ｆ
2024-04-13
http://www.tndc.co.jp/
 
ト,230843,株式会社東京配電サービス
〒132-0023,東京都江⼾川区⻄⼀之江⼀丁⽬１２番１１号
2025-09-20
http://tokyo-haiden.com/
 
ト,124664,東京ハガネ株式会社
〒105-0013,東京都港区浜松町１−２９−１０
2022-12-06
http://www.tokyo-hagane.co.jp/
 
ト,104143,東京発條株式会社
〒131-0034,東京都墨⽥区堤通１−９−８
2025-05-18
http://www.thk-1082.co.jp
 
ト,121432,株式会社東京発条製作所
〒144-0052,東京都⼤⽥区蒲⽥４−２７−３
2024-04-16
https://www.tohatsu-springs.com
 
ト,217718,有限会社東京斫り
〒132-0025,東京都江⼾川区松江４丁⽬１７番３号アデニウム船堀グランブリエ３０７号室
2026-04-20
https://www.tokyohatsuri.com/
 
ト,102000,東京バツテリー株式会社
〒105-0003,東京都港区⻄新橋２−８−６ 住友不動産⽇⽐⾕ビル９階
2024-12-03
http://www.tokyo-battery.co.jp
 
ト,114801,東京パーツ⼯業株式会社
〒372-0022,群⾺県伊勢崎市⽇乃出町２３６
2024-02-19
http://www.tokyoparts.co.jp
 
ト,106511,株式会社東京パーツセンター
〒341-0034,埼⽟県三郷市新和１−１７０
2025-01-14
https://www.tp-c.co.jp/
 
ト,104331,東京パック株式会社
〒121-0824,東京都⾜⽴区⻄伊興１−１８−４
2025-03-14
http://www.tokyopack.co.jp
 
ト,102854,東京パワーテクノロジー株式会社
〒135-0061,東京都江東区豊洲５−５−１３
2025-10-25
http://www.tokyo-pt.co.jp/
 



ト,231603,東京避雷針⼯業株式会社
〒164-0013,東京都中野区弥⽣町⼀丁⽬５５番１１号
2026-01-24
 
ト,217266,東京ビジネスサービス株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿６ー１４ー１
2025-11-05
https://www.tbs-net.co.jp/
 
ト,114906,株式会社東京鋲兼
〒130-8701,東京都墨⽥区横網２−５−１４
2025-08-03
http://www.byokaneworld.com
 
ト,105854,東京ピラー株式会社
〒210-0015,神奈川県川崎市川崎区南町１６−１ 朝⽇⽣命川崎ビル３階
2023-02-28
https://www.pillar.co.jp
 
ト,210123,東京ファブリック⼯業株式会社
〒163-0448,東京都新宿区⻄新宿２−１−１
2023-12-25
http://tokyo-fabric.co.jp
 
ト,125034,東京フィルター販売株式会社
〒154-0015,東京都世⽥⾕区桜新町２−２０−１４
2026-01-10
http://www.tfh.co.jp/
 
ト,124801,東京フェライト製造株式会社
〒114-8528,東京都北区⽥端新町１−１−１４
2025-02-13
http://www.tokyoferrite-ho.co.jp
 
ト,102136,東京フォーミング株式会社
〒326-0327,栃⽊県⾜利市⽻刈町７６３−１６
2025-01-16
 
ト,102294,有限会社東京富⼠九州
〒810-0062,福岡県福岡市中央区荒⼾３−５−６１ ２Ｆ
2025-02-18
http://www.tokyofuji.co.jp
 
ト,214049,東京不燃産業株式会社
〒332-0006,埼⽟県川⼝市末広３丁⽬６番２４号
2025-03-01
 
ト,228172,東京ブラインド⼯業株式会社
〒108-0072,東京都港区⽩⾦３丁⽬９番１５号
2024-06-14
https://www.tokyo-blinds.co.jp/
 
ト,126364,東京刷⼦株式会社
〒110-0016,東京都台東区台東１−１２−１１
2023-12-13



http://www.t-brush.co.jp/
 
ト,213796,株式会社東京ブリック社
〒173-0004,東京都板橋区板橋２ー４０ー３
2024-08-04
 
ト,114817,東京プロセスサービス株式会社
〒252-0816,神奈川県藤沢市遠藤２０１２−４
2023-11-20
http://www.topro.com
 
ト,125017,東京ペイント株式会社
〒114-0011,東京都北区昭和町３−１−９
2025-12-17
http://www.tokyo-paint.co.jp
 
ト,214453,東京鋪装⼯業株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥２ー４ー４
2025-11-07
http://www.tokyohoso.com
 
ト,102917,東京貿易テクノシステム株式会社
〒104-8510,東京都中央区⼋丁堀２−１３−４
2025-12-11
http://www.tbts.co.jp/
 
ト,103601,東京防災設備株式会社
〒161-0034,東京都新宿区上落合２−２８−７ 落合⾼⼭ビル４階
2024-02-02
http://www.tokyo-bosai-setsubi.co.jp/index.html
 
ト,121483,東京マイクロ株式会社
〒146-8630,東京都⼤⽥区下丸⼦１−８−１５
2024-05-06
http://www.tokyomicro.co.jp
 
ト,121721,株式会社東京マイクロ
〒385-0052,⻑野県佐久市原２８１
2024-05-23
http://www.t-micro.co.jp/
 
ト,125145,株式会社東京マイクロウエーブテクニカ
〒113-0034,東京都⽂京区湯島１−９−１０
2026-04-30
http://www.tmt-japan.com/
 
ト,124882,東京マシン・アンド・ツール株式会社
〒154-0014,東京都世⽥⾕区新町２−１８−５
2024-12-01
http://www.tokyo-mt.com
 
ト,125014,東京マシン産業株式会社
〒252-0311,神奈川県相模原市南区東林間１−２０−１４
2026-01-09
 



ト,102034,東京丸善⼯業株式会社
〒285-0813,千葉県佐倉市⽯川５９１−１１
2024-12-13
http://www.tokyo-maruzen.co.jp
 
ト,229297,東京萬株式会社
〒338-0837,埼⽟県さいたま市桜区⽥島８ー１５ー１５
2025-09-20
http://www.tokyoman.co.jp
 
ト,222467,株式会社東京三⽊塗装店
〒101-0063,東京都千代⽥区神⽥淡路町１ー１５
2023-12-01
 
ト,114983,株式会社東京ミクロ
〒369-0307,埼⽟県児⽟郡上⾥町嘉美１６００−２７
2025-11-12
http://www.tkymicro.co.jp/
 
ト,223385,株式会社東京宮本電気
〒135-0022,東京都江東区三好２−４−８
2024-07-01
 
ト,129029,東京メタリコン株式会社
〒854-0065,⻑崎県諫早市津久葉町５−１０１
2023-07-14
http://www.tokyometallikon.co.jp
 
ト,125152,株式会社東京メタル
〒213-0032,川崎市⾼津区久地３−５−１
2026-05-29
http://www.tokyo-metal.com
 
ト,103870,東京メトロポリタンテレビジョン株式会社
〒102-8002,東京都千代⽥区麹町１−１２
2024-06-03
http://s.mxtv.jp/
 
ト,105099,東京モートロニクス株式会社
〒389-0206,⻑野県北佐久郡御代⽥町⼤字御代⽥２７９７−２
2024-04-20
http://www.tokyomotronics.com
 
ト,124737,東京油化学株式会社
〒222-0001,神奈川県横浜市港北区樽町３−１−２９
2025-12-17
http://www.tokyo-yukagaku.co.jp/
 
ト,126283,東京窯業株式会社
〒108-0075,東京都港区港南２−１１−１ 品川シティビル６階
2023-11-25
http://www.tyk.co.jp/
 
ト,219061,東京理学検査株式会社
〒140-0013,東京都品川区南⼤井６丁⽬２１番１２号⼤森プライムビル



2024-02-09
http://www.tokyorigaku.co.jp/
 
ト,211864,株式会社東京理建
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾１−７−３パークノヴァ⻲⼾３０３
2023-10-06
 
ト,100757,東京リベット⼯業株式会社
〒270-2216,千葉県松⼾市串崎新⽥１９７
2026-05-25
http://www.tokyo-rivet.com
 
ト,104531,東京リムーバー株式会社
〒306-0413,茨城県猿島郡境町⼭崎２１７２
2025-09-09
http://www.tokyo-remover.com
 
ト,125231,東京流機⼯業株式会社
〒180-0022,東京都武蔵野市境２−２−１５
2026-02-16
http://www.ryuki.jp
 
ト,114828,東京レーダー株式会社
〒240-0022,横浜市保⼟ヶ⾕区⻄久保町１５−７
2024-07-11
http://www.radar.co.jp/
 
ト,127356,東京冷機⼯業株式会社
〒113-0021,東京都⽂京区本駒込６−２４−５
2024-09-04
http://www.to-rei.jp
 
ト,211267,東京レンタル株式会社
〒285-0808,千葉県佐倉市太⽥字外野２３６６番地１９
2025-07-07
http://tokyo.jpncat.com
 
ト,217004,株式会社東京ロードテクノ
〒136-0075,東京都江東区新砂３丁⽬６番８号
2025-08-27
https://www.tokyo-rt.co.jp/
 
ト,230018,東京ワックス株式会社
〒366-0801,埼⽟県深⾕市上野台２９２０番地
2025-04-12
https://www.tokyowax.com/
 
ト,154160,東京スチールセンター株式会社
〒243-0303,神奈川県愛甲郡愛川町中津４０２０番地６
2025-08-10
 
ト,150117,東京鐡鋼株式会社
〒323-0819,栃⽊県⼩⼭市横倉新⽥５２０
2024-10-27
 



ト,215827,東錦株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川１−１７−２４ＮＭＦ茅場町ビル９階
2024-12-11
http://www.tka.co.jp/
 
ト,124985,東⾦⼯業株式会社
〒140-0011,東京都品川区東⼤井２−１１−８
2025-05-02
http://www.tokin-light.com
 
ト,230045,株式会社東岐空調
〒509-6134,岐⾩県瑞浪市松ケ瀬町四丁⽬４８番地２
2025-04-26
https://www.tohgikun.com/
 
ト,125115,株式会社東計電算
〒211-8550,川崎市中原区市ノ坪１５０
2026-04-26
https://www.toukei.co.jp
 
ト,211908,株式会社東建
〒116-0014,東京都荒川区東⽇暮⾥１ー１６ー１０
2023-11-11
 
ト,217442,有限会社東建
〒310-0836,茨城県⽔⼾市元吉⽥町２７４７ー１３
2026-01-07
 
ト,220809,株式会社統建
〒574-0064,⼤阪府⼤東市御領四丁⽬２番１３号
2025-03-15
 
ト,225697,株式会社東建
〒010-0038,秋⽥県秋⽥市楢⼭城南新町３３ー１７
2025-07-01
_
 
ト,226455,株式会社東建
〒146-0093,東京都⼤⽥区⽮⼝１丁⽬２番１１号
2026-03-01
http://www.e-token.jp
 
ト,229449,株式会社東建
〒289-2504,千葉県旭市ニの５０１６番地
2026-01-17
 
ト,221079,東建エンジニアリング株式会社
〒103-0007,東京都中央区⽇本橋浜町２丁⽬１１番２号
2025-02-01
http://www.tohken.net/
 
ト,222962,東建エンジニアリング株式会社
〒103-0007,東京都中央区⽇本橋浜町⼆丁⽬１１番２号
2024-04-01
 



ト,212807,有限会社東検技術サービス
〒341-0003,埼⽟県三郷市彦成１−３８３
2025-09-04
https://www.token-co.jp/
 
ト,229564,有限会社藤軒建設
〒989-4105,宮城県⼤崎市⿅島台深⾕字宮ノ沢⼭５ー１
2026-03-12
 
ト,220710,株式会社唐建⼯業
〒847-0823,佐賀県唐津市旭が丘１４番１７号
2025-02-15
https://www.tokenkogyo.co.jp/
 
ト,223245,東建産業株式会社
〒326-0337,栃⽊県⾜利市島⽥町８２０
2024-06-01
 
ト,224277,株式会社東建商事
〒461-0005,愛知県名古屋市東区東桜１丁⽬２番１３号
2025-03-01
 
ト,226691,株式会社東建ジオテック
〒330-0063,埼⽟県さいたま市浦和区仲町３丁⽬１３ー１０
2026-05-01
http://www.tokengeotec.co.jp
 
ト,218705,東研電機株式会社
〒174-0073,東京都板橋区東⼭町５丁⽬３番地
2023-12-08
 
ト,105766,株式会社東広
〒446-0073,愛知県安城市篠⽬町童⼦２０２−６
2025-12-02
http://toko-chubu.com
 
ト,217662,有限会社東興
〒970-1151,福島県いわき市好間町下好間字⼀町坪１０２−１
2023-03-24
 
ト,229534,株式会社東宏
〒007-0829,北海道札幌市東区東雁来九条３丁⽬２番３号
2026-03-01
http://www.k-toukou.jp
 
ト,101012,東⼯・バレックス株式会社
〒132-0031,東京都江⼾川区松島４−２−１７
2024-01-31
http://toko-valex.co.jp
 
ト,213414,東興アイテック株式会社
〒041-0824,北海道函館市⻄桔梗町８２０番地２
2023-09-09
 
ト,225810,東光園緑化株式会社



〒150-0022,東京都渋⾕区恵⽐寿南３ー７ー５
2025-08-01
https://www.tokoen.jp
 
ト,224902,株式会社東興開発
〒272-0127,千葉県市川市塩浜２−１６−８
2022-04-01
 
ト,124910,株式会社東興化学研究所
〒168-0071,東京都杉並区⾼井⼾⻄１−１８−８
2025-04-09
http://www.tokokagaku.co.jp
 
ト,124992,東光碍⼦株式会社
〒658-0044,神⼾市東灘区御影塚町３−９−１８
2025-05-25
http://toko-gaishi.co.jp
 
ト,219755,東興機械⼯業株式会社
〒319-1112,茨城県那珂郡東海村⼤字村松２６３番地の６
2024-05-18
https://www.tohkou.co.jp/
 
ト,101964,東光器材株式会社
〒349-0101,埼⽟県蓮⽥市黒浜３４９７
2024-11-27
https://toukoukizai.co.jp
 
ト,222973,株式会社東光クリエート
〒943-0151,新潟県上越市平成町５７０
2024-04-01
http://www.tokocreate.cojp
 
ト,224561,株式会社東興建設
〒103-0026,東京都中央区⽇本橋兜町１５番６号
2025-04-01
 
ト,114956,株式会社東光⼯業
〒191-0065,東京都⽇野市旭が丘６−１１−１９
2025-09-03
http://www.tokoh.jp/
 
ト,115073,東光サービス株式会社
〒158-0085,東京都世⽥⾕区⽟川⽥園調布２−５−６
2023-08-23
http://tokoservice.co.jp/
 
ト,211528,東光産業株式会社
〒017-0012,秋⽥県⼤館市釈迦内字街道上１３番地８
2026-02-03
https://www.toko-sangyo.biz/
 
ト,214802,東鋼産業株式会社
〒984-0031,宮城県仙台市若林区六丁⽬字南９７番３
2024-04-01



https://www.to-ko-sangyou.com/
 
ト,219685,東光産業株式会社
〒017-0012,秋⽥県⼤館市釈迦内字街道上１３−８
2024-04-27
https://www.toko-sangyo.biz/
 
ト,104977,株式会社東興社
〒550-0002,⼤阪市⻄区江⼾堀２−５−３
2023-11-16
http://www.toukosya.co.jp
 
ト,216109,有限会社東⼯社
〒970-8017,福島県いわき市⽯森２丁⽬４番地の５
2025-03-05
https://toukousya-iwaki.com/
 
ト,128789,株式会社東⼯舎⾦属製作所
〒544-0032,⼤阪市⽣野区中川⻄３−７−２２
2026-02-15
http://www.tokosha-k.co.jp/
 
ト,221065,株式会社東光商会
〒254-0052,神奈川県平塚市平塚４丁⽬３３番２号
2023-09-01
http://www.tookoo.co.jp
 
ト,222576,株式会社東光商会
〒658-0072,兵庫県神⼾市東灘区岡本４ー４ー６
2024-01-01
 
ト,100375,東興商事株式会社
〒130-0026,東京都墨⽥区両国３−４−１１
2025-10-06
http://www.tokoshoji.jp/
 
ト,115106,東鉱商事株式会社
〒317-0073,茨城県⽇⽴市幸町１−３−８
2024-02-23
http://www.tokoshouji.com/
 
ト,214160,東興ジオテック株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座７丁⽬１２番７号
2026-04-01
http://www.toko-geo.co.jp
 
ト,129039,藤光樹脂株式会社
〒104-0045,東京都中央区築地１−１３−１４
2023-07-25
http://www.tohkoh-jushi.co.jp
 
ト,104773,株式会社東光⾼岳
〒135-0061,東京都江東区豊洲５−６−３６
2026-07-09
http://www.tktk.co.jp



 
ト,504870,株式会社東光⾼岳
〒135-0061,東京都江東区豊洲五丁⽬６番３６号
2026-04-09
https://www.tktk.co.jp/
 
ト,224684,東光鉄⼯株式会社
〒017-0012,秋⽥県⼤館市釈迦内字稲荷⼭下１９番地１
2025-04-01
http://www.toko-akita.co.jp
 
ト,214875,東光電気⼯事株式会社
〒101-8350,東京都千代⽥区⻄神⽥１ー４ー５
2024-04-01
http://www.tokodenko.co.jp
 
ト,215849,株式会社藤光電気⼯事
〒325-0033,栃⽊県那須塩原市埼⽟８４番地２０４
2024-12-18
 
ト,223616,東幸電気⼯事株式会社
〒211-0041,神奈川県川崎市中原区下⼩⽥中３ー１５ー１５
2024-10-01
http://www.toko-denki.com
 
ト,121938,株式会社東興電機製作所
〒180-0006,東京都武蔵野市中町１−９−５ 第⼀中央ビル４階
2024-07-14
http://www.tokods.com/tds
 
ト,114950,東光電⼦株式会社
〒188-0011,東京都⻄東京市⽥無町１−７−１６
2024-09-22
http://www.tokodenshi.co.jp/
 
ト,225392,東光電設株式会社
〒740-0021,⼭⼝県岩国市室の⽊町⼀丁⽬５番８号
2025-06-01
http://www.tohkoh-kk.com/
 
ト,129555,東光東芝メーターシステムズ株式会社
〒349-0101,埼⽟県蓮⽥市⼤字黒浜３４８４−１
2024-09-16
http://www.t2ms.co.jp
 
ト,120664,株式会社東宏トレーディング
〒133-0061,東京都江⼾川区篠崎町３−９−２０
2023-11-25
http://www.to-kou.jp
 
ト,229281,東光⽣コンサービス株式会社
〒080-2463,北海道帯広市⻄⼆⼗三条北１丁⽬１番１６号
2025-09-11
 
ト,212896,東幸リース株式会社



〒224-0045,神奈川県横浜市都筑区東⽅町８２４
2025-10-30
http://www.tokolease.com
 
ト,101799,株式会社東郷
〒891-1103,⿅児島県⿅児島市川⽥町２１９４
2024-10-17
 
ト,505632,東郷株式会社
〒231-0048,神奈川県横浜市中区蓬莱町１−２−８ 勝幸ビル７Ｆ
2024-10-15
 
ト,231249,東郷化成株式会社
〒524-0012,滋賀県守⼭市播磨⽥町９６番地の１
2025-11-08
 
ト,128907,東郷産業株式会社
〒460-0012,名古屋市中区千代⽥５−４−１６
2026-03-31
http://www.to-go.co.jp
 
ト,212142,有限会社東埼クリーンサービス
〒341-0054,埼⽟県三郷市泉⼆丁⽬３４番地８
2024-04-18
 
ト,211526,株式会社東さく技⼯
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥２ー１６ー１１
2026-01-26
http://www.tousakugikou.co.jp
 
ト,115011,株式会社東⻄
〒156-0052,東京都世⽥⾕区経堂１−８−１７
2023-06-18
http://www.kk-tozai.co.jp
 
ト,216864,東⻄化学産業株式会社
〒540-6118,⼤阪府⼤阪市中央区城⾒２丁⽬１番地６１号
2025-07-09
https://www.tohzai.co.jp/
 
ト,115109,東⻄機⼯株式会社
〒532-0011,⼤阪市淀川区⻄中島７−１４−３５
2024-01-24
http://www.tozai-kikou.co.jp
 
ト,223654,東⻄建築サービス株式会社
〒541-0043,⼤阪府⼤阪市中央区⾼麗橋４−７−７
2024-10-01
 
ト,213897,東⻄⼯業株式会社
〒564-0052,⼤阪府吹⽥市広芝町１１番１号
2024-11-17
http://www.tozai-k.jp/
 
ト,103502,東⻄合成株式会社



〒111-0056,東京都台東区⼩島２−２１−１２
2023-11-07
 
ト,127433,東⻄電気産業株式会社
〒556-0016,⼤阪市浪速区元町２−１３−３１
2024-09-29
http://www.tozaidensan.co.jp
 
ト,104810,株式会社東芝
〒105-8001,東京都港区芝浦１−１−１
2024-09-20
 
ト,104309,東芝アイエス・コンサルティング株式会社
〒105-0023,東京都港区芝浦１−１−４３ 東芝浜松町ビル６階
2025-02-25
http://www.ticc.toshiba.co.jp/
 
ト,124891,東芝ＩＴコントロールシステム株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿６−２４−１ ⻄新宿三井ビル１７Ｆ
2025-03-01
https://www.toshiba-itc.com/
 
ト,120442,東芝ＩＴサービス株式会社
〒210-8551,神奈川県川崎市川崎区⽇進町１−５３
2023-09-25
http://www.it-serve.co.jp
 
ト,114845,東芝ＥＩコントロールシステム株式会社
〒810-0072,福岡市中央区⻑浜２−４−１ 東芝福岡ビル８階
2023-09-11
http://www.teic.jp/
 
ト,504637,東芝インフォメーションシステムズ株式会社
〒105-8001,東京都港区芝浦１−１−１
2026-03-21
https://www3.toshiba.co.jp/tsis/
 
ト,124953,東芝インフラシステムズ株式会社
〒212-8585,神奈川県川崎市幸区堀川町７２−３４
2025-09-12
 
ト,104897,東芝エネルギーシステムズ株式会社
〒212-8585,神奈川県川崎市幸区堀川町７２−３４
2023-08-24
https://www.toshiba-energy.com/
 
ト,125150,東芝エルイーソリューション株式会社
〒111-0041,東京都台東区元浅草３−１８−１０ 上野ＮＳビル４階
2026-04-24
 
ト,124823,東芝エレクトロニックシステムズ株式会社
〒212-0001,川崎市幸区⼩向東芝町１
2025-03-21
https://www.toshiba.co.jp/tecs/
 



ト,124802,東芝エレベータ株式会社
〒212-8585,神奈川県川崎市幸区堀川町７２−３４
2024-11-22
https://www.toshiba-elevator.co.jp/elv/index_j.html
 
ト,106115,東芝エレベータエンジニアリング株式会社
〒190-0022,東京都⽴川市錦町５−１５−２５
2024-01-04
http://www.toshiba-telec.co.jp/index_j.htm
 
ト,120900,東芝エレベータプロダクツ株式会社
〒671-1242,姫路市網⼲区浜⽥１０００
2024-02-24
http://www.toshiba-elevator.co.jp
 
ト,124957,東芝環境ソリューション株式会社
〒230-0034,横浜市鶴⾒区寛政町２０−１
2025-06-04
https://www.toshiba-tesc.co.jp/
 
ト,125088,東芝キヤリア株式会社
〒212-8585,神奈川県川崎市幸区堀川町７２−３４
2026-04-22
http://www.toshiba-carrier.co.jp
 
ト,125018,東芝検査ソリューションズ株式会社
〒235-8523,横浜市磯⼦区新杉⽥町８
2026-04-05
http://www.toshiba.co.jp/tisc/
 
ト,124986,東芝コンピュータテクノロジー株式会社
〒235-8522,神奈川県横浜市磯⼦区新杉⽥町８ ㈱東芝 横浜事業所内
2025-08-31
http://www.toshiba-tcot.co.jp
 
ト,115265,東芝産業機器システム株式会社
〒212-8585,神奈川県川崎市幸区堀川町７２−３４ ラゾーナ川崎東芝ビル１０Ｆ
2024-04-12
http://www.toshiba-tips.co.jp
 
ト,124872,東芝産業機器システム株式会社
〒212-8585,神奈川県川崎市幸区堀川町７２−３４ ラゾーナ川崎東芝ビル１０Ｆ
2024-11-30
http://www.toshiba-tips.co.jp
 
ト,115129,東芝システムテクノロジー株式会社
〒183-8511,東京都府中市東芝町１−１３ 東芝府中南Ｃ号ビル５Ｆ
2024-01-26
http://www3.toshiba.co.jp/tst/
 
ト,124839,東芝シュネデール・インバータ株式会社
〒461-0004,愛知県名古屋市東区葵１−１９−３０ マザックアートプラザ１３Ｆ
2025-02-06
http://www.inverter.co.jp
 



ト,128338,東芝ジーイータービンコンポーネンツ株式会社
〒230-0045,神奈川県横浜市鶴⾒区末広町１−９
2022-10-09
http://www.toshiba.co.jp
 
ト,124846,東芝⾃動機器システムサービス株式会社
〒210-8541,神奈川県川崎市川崎区駅前本町１２−１ 川崎駅前タワー・リバーク１２階
2025-03-09
http://www.toshiba-tass.co.jp/tass/
 
ト,125054,東芝⾃動機器システムサービス株式会社
〒210-8541,川崎市川崎区駅前本町１２−１
2026-01-15
http://www.toshiba-tass.co.jp/tass/
 
ト,124857,東芝情報システム株式会社
〒210-8540,神奈川県川崎市川崎区⽇進町１−５３
2024-12-21
https://www.tjsys.co.jp/
 
ト,125058,東芝通信インフラシステムズ株式会社
〒183-8511,東京都府中市東芝町１
2026-04-17
http://www.toshiba.co.jp/tcic/
 
ト,105041,東芝テクニカルサービスインターナショナル株式会社
〒105-0014,東京都港区芝１−１２−７ 芝１丁⽬ビル７階
2024-02-21
https://www3.toshiba.co.jp/ttsi/
 
ト,106229,東芝テクノシステム株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町２−７−２ ＮＫビル９Ｆ
2024-05-24
 
ト,105320,東芝テック株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１−１１−１ ゲートシティ⼤崎
2024-09-19
http://www.toshibatec.co.jp/
 
ト,125182,東芝テックソリューションサービス株式会社
〒141-8664,東京都品川区東五反⽥２−１７−２
2023-06-03
http://www.toshibatec-ttss.co.jp
 
ト,115194,東芝テリー株式会社
〒191-0065,東京都⽇野市旭が丘４−７−１
2024-01-24
http://www.toshiba-teli.co.jp
 
ト,125094,東芝ディーエムエス株式会社
〒183-8511,東京都府中市東芝町１
2026-01-22
http://www3.toshiba.co.jp/tdms/
 
ト,105119,東芝デジタル＆コンサルティング株式会社



〒212-8585,川崎市幸区堀川町７２−３４
2024-05-09
 
ト,112805,東芝デジタルエンジニアリング株式会社
〒210-0024,神奈川県川崎市川崎区⽇進町１−５３ 興和川崎東⼝ビル
2024-10-02
https://www.toshiba-tden.co.jp
 
ト,115260,東芝デジタルソリューションズ株式会社
〒212-8585,神奈川県川崎市幸区堀川町７２−３４
2024-03-27
http://www.toshiba-sol.co.jp
 
ト,125107,東芝デジタルマーケティングイニシアティブ株式会社
〒105-0011,東京都港区芝公園１−８−４ ＮＲＥＧ芝公園ビル
2026-06-07
https://www.toshiba-dmi.co.jp
 
ト,104820,東芝デバイス株式会社
〒212-0013,川崎市幸区堀川町５８０ ソリッドスクエア⻄館
2026-03-01
 
ト,104805,東芝デバイス＆ストレージ株式会社
〒105-0023,東京都港区芝浦１−１−１
2023-06-08
https://toshiba.semicon-storage.com/jp/top.html
 
ト,124467,東芝デバイスソリューション株式会社
〒212-8520,神奈川県川崎市幸区堀川町５８０−１
2025-09-09
https://www.toshiba.co.jp/device-sol/jp/
 
ト,115245,東芝デベロップメントエンジニアリング株式会社
〒212-0013,神奈川県川崎市幸区堀川町５８０ ソリッドスクエア東館１８階
2024-04-04
http://www.toshiba-dme.co.jp
 
ト,123449,東芝電材マーケティング株式会社
〒212-8585,神奈川県川崎市幸区堀川町７２−３４
2023-06-26
 
ト,123640,東芝電波システムエンジニアリング株式会社
〒212-0001,神奈川県川崎市幸区⼩向東芝町１
2025-02-25
http://www.toshiba.co.jp/tdse/index.html
 
ト,125326,東芝電波テクノロジー株式会社
〒212-8581,神奈川県川崎市幸区⼩向東芝町１
2026-03-16
https://www.toshiba.co.jp/tetc/index_j.html
 
ト,125027,東芝電波プロダクツ株式会社
〒212-0001,神奈川県川崎市幸区⼩向東芝町１
2025-12-18
http://www.toshiba.co.jp/tept/



 
ト,125023,東芝電⼒放射線テクノサービス株式会社
〒235-8523,神奈川県横浜市磯⼦区新杉⽥町８
2026-03-18
http://www.t-rs.co.jp/
 
ト,125002,東芝トランスポートエンジニアリング株式会社
〒183-8511,東京都府中市東芝町１
2025-11-29
https://www.toshiba-tre.co.jp
 
ト,125050,東芝トレーディング株式会社
〒210-0024,神奈川県川崎市川崎区⽇進町７−１ 川崎⽇進町ビル
2025-11-12
http://www.toshiba-tti.co.jp
 
ト,120146,東芝ナノアナリシス株式会社
〒212-8583,神奈川県川崎市幸区⼩向東芝町１
2023-07-25
https://www.nanoanalysis.co.jp/
 
ト,114320,東芝ビジネスエキスパート株式会社
〒222-0035,神奈川県横浜市港北区⿃⼭町５５５
2023-07-25
https://toshiba-bexpert.co.jp/
 
ト,129682,東芝ビジネスエキスパート株式会社
〒222-0035,神奈川県横浜市港北区⿃⼭町５５５
2024-12-08
http://toshiba-bexpert.co.jp/
 
ト,504982,東芝プラントシステム株式会社
〒212-8585,神奈川県川崎市幸区堀川町７２−３４
2025-01-09
http://www.toshiba-tpsc.co.jp/
 
ト,125026,東芝プレシジョン株式会社
〒960-2152,福島県福島市⼟船字町⽥１−１
2026-02-18
 
ト,115182,東芝ホームテクノ株式会社
〒959-1393,新潟県加茂市⼤字後須⽥２５７０−１
2023-11-16
http://www.toshiba.co.jp/tht/
 
ト,104225,東芝ホクト電⼦株式会社
〒078-8335,旭川市南５条通２３−１９７５
2025-11-20
http://www.hokuto.co.jp/hokuto/
 
ト,122328,東芝マテリアル株式会社
〒235-8522,神奈川県横浜市磯⼦区新杉⽥８
2024-08-12
https://www.toshiba-tmat.co.jp/
 



ト,115288,東芝三菱電機産業システム株式会社
〒104-0031,東京都中央区京橋３−１−１ 東京スクエアガーデン１７Ｆ
2024-09-28
https://www.tmeic.co.jp
 
ト,105100,東芝ライテック株式会社
〒237-8510,神奈川県横須賀市船越町１−２０１−１
2024-06-21
http://www.tlt.co.jp/
 
ト,107965,東芝ライテック株式会社
〒237-8510,神奈川県横須賀市船越町１−２０１−１
2025-11-16
https://www.tlt.co.jp
 
ト,127646,東芝ライフスタイル株式会社
〒210-8543,神奈川県川崎市川崎区駅前本町２５−１ ＫＤＸビル５Ｆ
2024-12-26
http://www.toshiba-lifestyle.com
 
ト,217392,株式会社東湘
〒242-0006,神奈川県⼤和市南林間８ー１４ー３
2025-12-17
 
ト,218456,東照海運株式会社
〒231-0004,神奈川県横浜市中区元浜町２−１３
2023-09-29
 
ト,211405,陶商⼯業株式会社
〒007-0836,北海道札幌市東区北三⼗六条東２５丁⽬３番１５号
2025-10-22
http://www.tousyo.net/
 
ト,104608,東商産業株式会社
〒169-0072,東京都新宿区⼤久保３−９−５
2025-12-05
http://www17.plala.or.jp/tosyo-kk/
 
ト,124643,東商産業株式会社
〒144-0031,東京都⼤⽥区東蒲⽥１−２１−１６
2022-11-30
 
ト,214830,株式会社藤信
〒176-0014,東京都練⾺区豊⽟南３ー２２ー８
2024-04-01
 
ト,217058,株式会社東信
〒140-0013,東京都品川区南⼤井５ー２６ー１１
2025-09-03
http://www.toshin-ltd.com/
 
ト,217872,有限会社東新
〒024-0044,岩⼿県北上市平沢６地割５３番地１
2026-06-30
https://www.toushin-web.com/



 
ト,219224,株式会社東進インテリアデコレーション
〒130-0005,東京都墨⽥区東駒形４−６−１５
2024-03-02
 
ト,125841,東振化学株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１−１６−１８ 内神⽥ミッドスクエア５Ｆ
2023-09-28
http://www.toshinkagaku.co.jp
 
ト,213695,藤信化建株式会社
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥５ー２８ー９
2024-05-12
 
ト,103504,東神化⼯株式会社
〒181-0013,東京都三鷹市下連雀８−７−３ ＭＨＣビル１１１号
2023-11-10
http://www.plastic-toshinkako.co.jp/
 
ト,115219,東信化⼯株式会社
〒223-0052,神奈川県横浜市港北区綱島東５−７−５０
2024-06-13
http://www.toshinkako.jp/
 
ト,115298,東伸⾦属⼯業株式会社
〒541-0042,⼤阪市中央区今橋２−５−８ トレードピア淀屋橋９Ｆ
2024-10-02
http://www.yamanakagroup.jp/
 
ト,219132,株式会社東信空調
〒983-0013,宮城県仙台市宮城野区中野字神明１８５番地の４
2024-02-22
 
ト,230900,株式会社東伸建⼯
〒729-2251,広島県三原市幸崎久和喜２５番２２号
2025-09-27
 
ト,221147,東信建材株式会社
〒116-0013,東京都荒川区⻄⽇暮⾥５丁⽬２３番６号
2025-03-01
http://www.toshin-kenzai.co.jp/
 
ト,210442,株式会社東伸建設
〒311-4155,茨城県⽔⼾市飯島町１２１５ー１
2024-07-22
 
ト,230153,東神建設株式会社
〒212-0051,神奈川県川崎市幸区東古市場８８番地２
2025-05-31
 
ト,102028,東新⼯機株式会社
〒980-0011,宮城県仙台市⻘葉区上杉１−１３−３８
2024-12-11
 
ト,125033,東新⼯業株式会社



〒236-0004,神奈川県横浜市⾦沢区福浦２−１０−１３
2026-03-26
http://www.toshin-ind.co.jp/
 
ト,126588,東伸⼯業株式会社
〒206-0025,東京都多摩市永⼭６−２０
2024-02-13
http://www.toshinkogyo.com
 
ト,215220,東新⼯業株式会社
〒131-0032,東京都墨⽥区東向島３ー３７ー７ー１０２
2024-02-20
http://www.toushin-kk.co.jp
 
ト,218520,東伸⼯業株式会社
〒136-0074,東京都江東区東砂６−１０−１２
2023-10-13
 
ト,219476,有限会社トウシン⼯業
〒135-0004,東京都江東区森下２丁⽬８番４号
2024-03-23
 
ト,226213,株式会社東新⼯業
〒330-0834,埼⽟県さいたま市⼤宮区天沼町２−９３５−１
2022-11-01
 
ト,154825,株式会社東信鋼鉄
〒399-4605,⻑野県上伊那郡箕輪町⼤字中曽根５３０−３
2025-05-10
 
ト,105360,東新ゴム化学株式会社
〒470-0206,愛知県みよし市莇⽣町南⼭ノ上１９２ー４
2024-10-21
http://www.jtrc.co.jp
 
ト,114825,東新産業株式会社
〒150-0021,東京都渋⾕区恵⽐寿⻄２−３−４
2023-08-30
http://www.toshin-s.co.jp
 
ト,224871,株式会社東伸産業
〒537-0002,⼤阪府⼤阪市東成区深江南３丁⽬１番１０号
2025-04-01
 
ト,104071,東信システムハウス株式会社
〒215-0033,神奈川県川崎市⿇⽣区栗⽊２−６−４
2024-10-15
http://www.toshin-sh.co.jp/annai/annai.html
 
ト,101719,東伸商事株式会社
〒579-8004,⼤阪府東⼤阪市布市町１−３−２７
2024-10-03
https://www.toshin-corp.co.jp
 
ト,505640,東信測量株式会社



〒165-0021,東京都中野区丸⼭⼆丁⽬７番７号
2024-11-04
http://www.tssr.co.jp/
 
ト,505664,株式会社 東信テック
〒332-0035,埼⽟県川⼝市⻄⻘⽊１−２１−６
2025-01-31
 
ト,217706,島進鉄鋼株式会社
〒341-0013,埼⽟県三郷市⼩⾕堀１３
2026-04-14
 
ト,114380,東信電気株式会社
〒215-0033,川崎市⿇⽣区栗⽊２−６−４
2023-07-30
http://www.toshin-et.co.jp
 
ト,504360,東神電気株式会社
〒532-0033,⼤阪府⼤阪市淀川区新⾼１丁⽬３番８号
2023-06-16
https://www.tec-web.co.jp/
 
ト,226511,東神電気⼯業株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座１丁⽬１１番３号
2026-04-01
https://www.tohshin-denki.co.jp/
 
ト,127393,株式会社東信電機製作所
〒106-0047,東京都港区南⿇布５−１５−１５
2024-09-15
https://peraichi.com/landing_pages/view/toshinelectronics
 
ト,106322,有限会社東信電機製作所
〒384-0808,⻑野県⼩諸市⼤字御影新⽥１５２６
2024-08-06
 
ト,114811,東神電⼯株式会社
〒141-0002,東京都品川区東五反⽥４−８−９
2024-02-20
http://www.toshindenko.co.jp/
 
ト,501495,株式会社東⾠電通
〒310-0846,茨城県⽔⼾市東野町１２０−８
2025-02-10
 
ト,218866,東新電話株式会社
〒121-0836,東京都⾜⽴区⼊⾕８丁⽬８番７号
2024-01-05
 
ト,505639,東信⼟地家屋調査⼠法⼈（その他）
〒165-0021,東京都中野区丸⼭⼆丁⽬７番７号
2024-11-04
 
ト,114976,東神物産株式会社
〒533-0022,⼤阪市東淀川区菅原２−１０−２８



2025-09-07
http://www.toshin-bussan.co.jp
 
ト,225300,トウジ⼯業株式会社
〒613-0035,京都府久世郡久御⼭町下津屋上ノ浜５２
2025-06-01
http://www.toji-ind.co.jp/
 
ト,219843,藤寿産業株式会社
〒963-0725,福島県郡⼭市⽥村町⾦屋字上川原２８６−１２
2024-06-08
 
ト,104739,有限会社東上精機
〒322-0026,栃⽊県⿅沼市茂呂２５３３−６
2023-04-20
 
ト,106517,株式会社東城製作所
〒133-0051,東京都江⼾川区北⼩岩６−６−１５
2025-01-17
http://www.tojyo.jp
 
ト,224978,株式会社東條塗装⼯業
〒772-0002,徳島県鳴⾨市撫養町斎⽥字⻄発７５番地１
2025-04-01
_
 
ト,100858,東成エレクトロビーム株式会社
〒190-1203,東京都⻄多摩郡瑞穂町⾼根６５１−６
2023-09-02
http://www.tosei.co.jp
 
ト,211817,東成建設株式会社
〒162-0808,東京都新宿区天神町６６
2023-08-24
http://www.tosei-kensetsu.jp
 
ト,230007,株式会社東星建設
〒039-4105,⻘森県上北郡横浜町字苗代川⽬４２番地１２
2025-04-12
_
 
ト,121723,東成鋼管株式会社
〒103-0015,東京都中央区⽇本橋箱崎１８−１０
2024-05-23
http://www.tohsei.co.jp
 
ト,222855,東成産業株式会社
〒182-0006,東京都調布市⻄つつじケ丘四丁⽬６番地２
2024-03-01
 
ト,104261,東静電⼦制御株式会社
〒410-0874,静岡県沼津市松⻑６２６−９
2025-01-26
http://www.tosei-ele.jp/
 



ト,218766,東⽣電設株式会社
〒982-0031,宮城県仙台市太⽩区泉崎１丁⽬２０番１３号ハイグレース泉崎第２ビル１０１
2023-12-15
 
ト,230042,株式会社東精ボックス
〒192-0032,東京都⼋王⼦市⽯川町２９６８番地の２
2025-04-26
https://www.toseibox.com/
 
ト,124971,株式会社東設
〒358-0045,埼⽟県⼊間市寺⽵４６−１３
2025-08-16
https://www.tosetz.com/
 
ト,227295,株式会社東設
〒984-0042,宮城県仙台市若林区⼤和町３丁⽬５ー５
2024-01-13
 
ト,115130,株式会社藤千商会
〒467-0831,名古屋市瑞穂区惣作町３−２６−１
2023-09-27
 
ト,127318,東ソー株式会社
〒746-8501,⼭⼝県周南市開成町４５６０
2024-08-07
http://www.tosoh.co.jp/
 
ト,116014,東ソー・クォーツ株式会社
〒990-2251,⼭形県⼭形市⽴⾕川３−１４３５
2024-03-11
http://www.tqgj.co.jp/
 
ト,105008,東ソー・ニッケミ株式会社
〒105-0014,東京都港区芝２−５−１０ 芝公園ＮＤビル
2024-01-17
http://www.nikkemi.co.jp
 
ト,212295,株式会社陶装
〒125-0063,東京都葛飾区⽩⿃３−１３−１５
2024-08-01
 
ト,103011,有限会社東総電機
〒297-0026,千葉県茂原市茂原６４４
2026-02-12
 
ト,230940,東総電計株式会社
〒289-0303,千葉県⾹取市富⽥１２２５番地の５
2025-09-27
 
ト,105140,東拓⼯業株式会社
〒550-8668,⼤阪市⻄区新町１−１−１７ ⻑瀬産業（株）内２Ｆ
2024-07-05
http://www.totaku.co.jp/index.html
 
ト,224824,有限会社任⽥リース



〒923-0021,⽯川県⼩松市島⽥町ニ７３番地
2025-04-01
 
ト,105668,株式会社トウチュウ
〒508-0101,岐⾩県中津川市苗⽊２７０１−４
2025-08-23
 
ト,218840,株式会社東通ケーブルテレビジョン
〒357-0023,埼⽟県飯能市⼤字岩沢字上野６７０番１６
2023-12-22
 
ト,217059,株式会社東通⼯
〒300-2521,茨城県常総市⼤⽣郷町２７５７−１
2025-09-03
http://www.toutuu.co.jp/
 
ト,105396,東通産業株式会社
〒106-8551,東京都港区六本⽊５−１６−２０
2024-12-21
https://www.totsu.jp/
 
ト,125281,株式会社東通販
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥１−６−６
2026-03-02
http://www.totsuhan.co.jp/
 
ト,115218,東テク株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町３−１１−１１
2024-09-19
http://www.totech.co.jp
 
ト,229118,東テク電⼯株式会社
〒260-0824,千葉県千葉市中央区浜野町５９４番地３
2025-06-18
http://totech-denko.com/
 
ト,219645,東テク北海道株式会社
〒003-0027,北海道札幌市⽩⽯区本通⼗九丁⽬北１番８６号
2024-04-20
 
ト,213716,東鐵⼯業株式会社
〒486-0952,愛知県春⽇井市追進町１丁⽬７４番地
2024-06-02
 
ト,226549,東電⼯業株式会社
〒510-8021,三重県四⽇市市松寺１丁⽬５番２９号
2026-04-01
 
ト,211779,株式会社東電⼯業社
〒360-0826,埼⽟県熊⾕市⾚城町３丁⽬１６３番７
2023-07-27
https://www.tohdenko.co.jp
 
ト,128795,東電情報テクノ株式会社
〒131-0033,東京都墨⽥区向島１−３２−７ ＫＳビル



2026-02-20
 
ト,216783,東電タウンプランニング株式会社
〒105-0022,東京都港区海岸１丁⽬１１番１号
2025-06-25
https://www.ttplan.co.jp/
 
ト,504849,東電同窓電気株式会社
〒220-8580,神奈川県横浜市⻄区桜⽊町７−４０−３
2025-03-02
http://www.doso.co.jp/
 
ト,217943,株式会社東都ＩＳＤ
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町１−４−２ＨＩビル
2023-07-14
 
ト,229117,ＴＯＴＯ東北販売株式会社
〒983-0034,宮城県仙台市宮城野区扇町２丁⽬３番３５号
2025-06-18
https://tth.jp.toto.com/
 
ト,225316,東都機材株式会社
〒103-0014,東京都中央区⽇本橋蛎殻町１丁⽬４番１号
2025-06-01
https://www.toutokizai.co.jp/
 
ト,104390,株式会社ＴＯＴＯＫＵ
〒105-0003,東京都港区⻄新橋３−８−３
2026-04-26
https://www.totoku.co.jp
 
ト,100122,株式会社東特上⽥販売店
〒386-0005,⻑野県上⽥市古⾥１０１−１
2025-08-02
http://uedahan.jp/
 
ト,100170,東特巻線株式会社
〒386-0407,⻑野県上⽥市⻑瀬３３８１
2022-08-09
http://www.makisen-ttk.co.jp/
 
ト,212766,東都産業株式会社
〒140-0013,東京都品川区南⼤井３丁⽬１番９号
2025-07-24
 
ト,106884,東杜シーテック株式会社
〒983-0047,宮城県仙台市宮城野区銀杏町３１−２４
2026-02-06
http://www.tctec.co.jp/
 
ト,101031,株式会社東都紙器製作所
〒174-0052,東京都板橋区蓮沼町７７−７
2024-02-06
 
ト,503351,東都システムズ株式会社



〒700-0821,岡⼭県岡⼭市北区中⼭下１−９−４０ 新岡⼭ビル７Ｆ
2025-01-25
http://touto-systems.com/
 
ト,216837,株式会社東都電設
〒314-0115,茨城県神栖市知⼿２９７５ー７
2025-07-09
 
ト,216861,東都熱⼯業株式会社
〒210-0011,神奈川県川崎市川崎区富⼠⾒２ー５ー６
2025-07-09
http://www.tohtonetsu.co.jp/
 
ト,123759,東都発条株式会社
〒350-0844,埼⽟県川越市鴨⽥⼤町１３８０
2025-03-29
http://www.tohtospring.co.jp/
 
ト,125744,株式会社東都冶⾦
〒222-0001,神奈川県横浜市港北区樽町３−７−１０５
2023-08-25
http://www.totyakin.co.jp/
 
ト,102674,株式会社藤堂製作所
〒600-8177,京都府京都市下京区烏丸通五条下ル⼤坂町３９１ 第１０⻑⾕ビル２階
2025-07-12
http://www.todo-ltd.co.jp
 
ト,221732,東⽇株式会社
〒024-0014,岩⼿県北上市流通センター２０番１８号
2025-06-01
http://www7.ocn.ne.jp/~tony/
 
ト,212642,東⽇機⼯株式会社
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋３丁⽬５番１２号
2025-05-29
 
ト,505699,東⽇京三電線株式会社
〒315-8511,茨城県⽯岡市荒⾦１番１号
2025-05-12
http://www.tonichi-kyosan.co.jp/index.html
 
ト,103241,東⽇電気株式会社
〒349-0214,埼⽟県⽩岡市寺塚４１９
2026-06-25
 
ト,124825,東濃碍⼦株式会社
〒509-5202,岐⾩県⼟岐市下⽯町１２４０−１
2024-11-15
 
ト,231236,東濃設備⼯業株式会社
〒507-0835,岐⾩県多治⾒市錦町四丁⽬５７番地
2025-11-08
https://www.tousetsu.co.jp
 



ト,214621,東野緑化サービス株式会社
〒579-8001,⼤阪府東⼤阪市善根寺町１ー４ー２３
2026-03-07
 
ト,216708,東⼋電⼯株式会社
〒192-0914,東京都⼋王⼦市⽚倉町４５６番地１５
2025-06-25
http://touhachi-d.jp/
 
ト,102496,東阪エンジニアリング株式会社
〒590-0525,⼤阪府泉南市⾺場１−７０１−１
2025-03-27
 
ト,125187,東富⼠電機株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥２−２７−４ 明治安⽥⽣命五反⽥ビル５階
2026-06-19
http://www.tofuji.co.jp/
 
ト,115113,東フロコーポレーション株式会社
〒191-0041,東京都⽇野市南平４−３−１７
2024-03-03
http://www.tofco.jp
 
ト,223140,東武圧送株式会社
〒343-0821,埼⽟県越⾕市⽡曽根２ー１１ー３０
2024-06-01
 
ト,555070,東武運輸株式会社
〒345-0804,埼⽟県南埼⽟郡宮代町川端４丁⽬１３番２５号
2024-08-31
http://www.tobuunyu.co.jp/
 
ト,212392,株式会社東部開発
〒870-0272,⼤分県⼤分市⼤字迫字丸⼭６５８番地の１
2024-11-21
http://www.tobukaihatsu.jp/
 
ト,215813,東部開発有限会社
〒729-0106,広島県福⼭市⾼⻄町４丁⽬１番３１号
2024-12-04
 
ト,228478,東武開発株式会社
〒131-0045,東京都墨⽥区押上１ー１ー３
2024-09-13
http://www.tobukaihatsu.co.jp/
 
ト,211075,東部ガス圧接有限会社
〒216-0044,神奈川県川崎市宮前区⻄野川⼆丁⽬５番１８号
2025-04-20
https://www.toubugas.co.jp/
 
ト,102253,東武機器株式会社
〒989-3126,宮城県仙台市⻘葉区落合１−１４−１６
2025-01-31
http://www.tobukiki.co.jp/



 
ト,103558,合資会社東武機⼯
〒345-0025,埼⽟県北葛飾郡杉⼾町清地５−１６−１１
2024-01-15
 
ト,214334,東武建設株式会社
〒321-2492,栃⽊県⽇光市⼤桑町１３８
2025-08-23
https://www.tobukensetsu.co.jp/
 
ト,214409,株式会社東武⼯業
〒182-0034,東京都調布市下⽯原⼆丁⽬２２番地１イトーピア調布４０３
2025-10-04
 
ト,222883,株式会社東武サンパック
〒125-0032,東京都葛飾区⽔元５−５−６
2024-03-01
http://www.sunpack.jp/
 
ト,100993,東武精⼯株式会社
〒116-0013,東京都荒川区⻄⽇暮⾥６−６２−３
2024-01-19
http://www.tobuseiko.com/
 
ト,230198,東武テクノ株式会社
〒344-0066,埼⽟県春⽇部市豊町五丁⽬１０番地７
2025-06-14
http://www.tob.jp
 
ト,223171,東武鉄筋株式会社
〒348-0047,埼⽟県⽻⽣市⼤字下新郷１２５９
2024-06-01
 
ト,220872,株式会社東部電気
〒288-0801,千葉県銚⼦市唐⼦町８番地の９
2025-03-15
 
ト,230266,株式会社東部電⼯
〒680-0811,⿃取県⿃取市⻄品治７７７番地
2025-06-28
 
ト,215168,株式会社東武百貨店
〒171-8512,東京都豊島区⻄池袋１ー１ー２５
2024-01-16
http://www.tobu-dept.jp
 
ト,129095,株式会社東武ミクロンパーツ
〒348-0022,埼⽟県⽻⽣市⼤字下⼿⼦林２４４８
2023-09-17
http://www.tobu-mp.co.jp
 
ト,214964,東武⾕内⽥建設株式会社
〒131-8524,東京都墨⽥区押上⼆丁⽬３番８号
2023-08-29
http://www.tobu-yachida.co.jp/



 
ト,223761,東武緑地株式会社
〒167-0032,東京都杉並区天沼３丁⽬５番４号
2024-11-01
https://www.toburyokuchi.co.jp/
 
ト,124828,株式会社トウ・プラス
〒368-0025,埼⽟県秩⽗市桜⽊町３−１７
2025-04-03
http://toplas.co.jp/
 
ト,104700,東プレ株式会社
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋３−１２−２
2024-02-19
http://www.topre.co.jp
 
ト,230201,株式会社東プロ
〒359-0003,埼⽟県所沢市中富南⼀丁⽬３番地の４
2025-06-14
http://www.to-pro.info
 
ト,114808,東ベ化⼯株式会社
〒143-0002,東京都⼤⽥区城南島４−５−２
2024-06-30
http://www.tohbe.co.jp
 
ト,123893,東ベ化成株式会社
〒143-0002,東京都⼤⽥区城南島４−５−２
2025-05-26
http://www.tohbe.co.jp
 
ト,105433,東ベ精巧株式会社
〒143-0002,東京都⼤⽥区城南島４−５−２
2025-07-28
http://www.tohbe-s.co.jp
 
ト,126830,株式会社東穂
〒571-0012,⼤阪府⾨真市江端町２−１６
2024-04-28
http://www.toho.be/
 
ト,128959,株式会社東邦
〒108-0014,東京都港区芝５−２７−４
2023-05-22
http://www.toho-net.co.jp
 
ト,219710,株式会社ＴＯＨＯ
〒981-1106,宮城県仙台市太⽩区柳⽣２ー２８ー４
2024-05-11
 
ト,227888,株式会社東邦アーステック
〒950-1123,新潟県新潟市⻄区黒⿃１４５０
2024-04-13
http://www.tohoearthtech.co.jp
 



ト,115094,東邦亜鉛株式会社
〒100-8207,東京都千代⽥区丸の内１−８−２ 鉄鋼ビルディング
2026-05-27
https://www.toho-zinc.co.jp
 
ト,210648,東邦アストリー株式会社
〒460-0008,愛知県名古屋市中区栄⼀丁⽬２９番２１号
2024-10-28
http://www.tohoastry.co.jp/
 
ト,504893,東邦運輸倉庫株式会社
〒983-0035,宮城県仙台市宮城野区⽇の出町３丁⽬４−２１
2024-04-07
https://www.toho-twc.co.jp/
 
ト,211190,株式会社東宝映像美術
〒100-0006,東京都千代⽥区有楽町１丁⽬２番２号
2025-06-04
https://www.toho-eb.co.jp/
 
ト,505249,東邦エンジニアリング株式会社
〒512-8041,三重県四⽇市市⼭分町字川之下４４３
2022-07-05
http://www.tohokoki.jp/e-top.html
 
ト,105675,東邦化学⼯業株式会社
〒104-0044,東京都中央区明⽯町６−４ ニチレイ明⽯町ビル
2025-08-29
https://toho-chem.co.jp
 
ト,104049,東邦化研株式会社
〒343-0824,埼⽟県越⾕市流通団地３−３−８
2024-10-13
http://www.tohokaken.jp
 
ト,100014,東邦化成株式会社
〒639-1031,奈良県⼤和郡⼭市今国府町６−２
2025-06-21
http://www.toho-kasei.co.jp/
 
ト,228870,東邦ガステクノ株式会社
〒456-0004,愛知県名古屋市熱⽥区桜⽥町１９番１８号
2025-02-01
http://thg-group.tohogas.co.jp/tohogas-techno/
 
ト,213186,株式会社東邦機電
〒112-0005,東京都⽂京区⽔道１ー５ー２４
2026-04-08
http://www.tohokiden.co.jp/
 
ト,115360,東邦⾦属株式会社
〒541-0051,⼤阪市中央区備後町２−４−９
2024-10-20
http://www.tohokinzoku.co.jp
 



ト,101467,株式会社東豊技研
〒007-0890,北海道札幌市東区中沼町８５−３
2024-07-12
http://www.tosouya.co.jp/
 
ト,104482,東邦技研株式会社
〒455-0815,愛知県名古屋市港区油屋町１−３３
2022-07-25
http://www.tohofw.co.jp
 
ト,129623,東峰軽⾦属⼯業株式会社
〒141-0033,東京都品川区⻄品川１−４−８
2024-11-26
 
ト,226488,株式会社東邦建材
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀２丁⽬２９番１１号
2026-03-01
http://www.tohokenzai.co.jp
 
ト,214441,東保建設株式会社
〒173-0024,東京都板橋区⼤⼭⾦井町３６ー１０
2025-10-18
http://toho-constr.com
 
ト,115168,東邦⼯業株式会社
〒223-0057,神奈川県横浜市港北区新⽻町９５４
2024-03-10
http://www.toho-indust.co.jp/
 
ト,124848,東邦⼯業株式会社
〒379-0136,群⾺県安中市嶺１６１０
2025-04-03
http://www.toho.ne.jp
 
ト,217132,東邦⼯業株式会社
〒470-1101,愛知県豊明市沓掛町恵畑２０番地の２
2025-09-24
https://touhou-kk.co.jp/
 
ト,227622,有限会社東邦⼯業
〒039-1161,⻘森県⼋⼾市⼤字河原⽊字宇兵衛河原１ー１
2024-03-09
 
ト,127941,株式会社東邦⼯業社
〒318-0004,茨城県⾼萩市上⼿綱朝⼭３６４１−１５
2025-06-26
http://www.tohomill.com
 
ト,115289,東邦ゴム株式会社
〒105-0014,東京都港区芝１−１０−８
2024-07-13
http//tohogomu.com
 
ト,114833,東邦ゴム⼯業株式会社
〒924-8577,⽯川県⽩⼭市⽥中町３１５



2024-04-18
http://www.toho-rubber.co.jp/
 
ト,231258,東報サービス株式会社
〒653-0831,兵庫県神⼾市⻑⽥区蓮宮通⼆丁⽬３番７号
2025-11-08
http://www.toho-s.jp
 
ト,220438,東邦産業株式会社
〒135-0041,東京都江東区冬⽊２０−１３
2024-11-09
 
ト,223674,東邦産業株式会社
〒951-8124,新潟県新潟市中央区医学町通２番地１０番地１
2024-10-01
 
ト,105280,東邦システム株式会社
〒576-0017,⼤阪府交野市星⽥北１−３４−１０
2024-08-27
http://www.tohosystem.com
 
ト,224152,株式会社東邦商会
〒546-0041,⼤阪府⼤阪市東住吉区桑津１丁⽬１４番２７号
2025-02-01
 
ト,228587,東邦重機開発株式会社
〒164-0001,東京都中野区中野２ー３０ー５
2024-10-26
 
ト,226703,東邦樹脂株式会社
〒182-0007,東京都調布市菊野台１−５５−２
2026-05-01
https://to-ho-jushi.co.jp/index.html
 
ト,225771,東邦スチール⼯業株式会社
〒963-1309,福島県郡⼭市熱海町熱海六丁⽬２３３番地
2025-07-01
 
ト,212971,東邦ステンレス⼯業株式会社
〒477-0031,愛知県東海市⼤⽥町郷中９２番地
2025-12-25
http://www.touhou-stainless.co.jp
 
ト,106247,株式会社東邦精機製作所
〒144-0035,東京都⼤⽥区南蒲⽥１−６−２１
2024-06-24
https://touhou-seiki.co.jp
 
ト,114932,株式会社東豊精⼯
〒668-0012,兵庫県豊岡市下陰４０４−１
2025-01-08
http://www.tohoseiko.co.jp
 
ト,102189,株式会社東⽅精⼯社
〒105-0011,東京都港区芝公園１−３−９ 森隆ビル２Ｆ



2025-01-22
 
ト,129213,株式会社東邦製作所
〒245-0053,神奈川県横浜市⼾塚区上⽮部町２３５４
2024-01-05
http://www.toho-mfg.co.jp
 
ト,224712,株式会社東邦施⼯
〒981-1105,宮城県仙台市太⽩区⻄中⽥５ー２１ー３
2025-04-01
 
ト,212620,東宝総合警備保障株式会社
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕２丁⽬１５番１号
2025-05-15
https://toho-sec.com/
 
ト,104859,東邦炭素⼯業株式会社
〒523-0898,滋賀県近江⼋幡市鷹飼町南４−２−２
2026-07-11
 
ト,224701,東邦地⽔株式会社
〒510-0025,三重県四⽇市市東新町２番２３号
2025-04-01
http://www.chisui.co.jp
 
ト,104947,東邦チタニウム株式会社
〒220-0005,神奈川県横浜市⻄区南幸１−１−１ ＪＲ横浜タワー２２階
2023-09-28
 
ト,214166,有限会社東邦テクノ
〒116-0012,東京都荒川区東尾久８丁⽬２５番３号
2025-04-26
_
 
ト,230928,株式会社東宝テクノサービス
〒321-4301,栃⽊県真岡市⻄⽥井字⾕中６３４番地１
2025-09-27
 
ト,115035,東朋テクノロジー株式会社
〒460-0008,名古屋市中区栄３−１０−２２
2026-02-26
http://www.toho-tec.co.jp
 
ト,118687,東朋テクノロジー株式会社
〒460-0008,名古屋市中区栄３−１０−２２
2023-09-10
http://www.toho-tec.co.jp
 
ト,222138,東朋テクノロジー株式会社
〒460-0008,愛知県名古屋市中区栄３丁⽬１０番２２号
2026-04-01
https://www.toho-tec.co.jp/
 
ト,231435,東邦電機株式会社
〒555-0033,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区姫島四丁⽬１５番２６号



2025-12-13
 
ト,504869,東邦電気株式会社
〒221-8712,神奈川県横浜市神奈川区⽻沢町１６３８−１
2025-08-05
http://www.tohodenki.co.jp/
 
ト,104664,東邦電機⼯業株式会社
〒153-0063,東京都⽬黒区⽬黒１−６−３０
2026-03-06
 
ト,106006,東邦電機⼯業株式会社
〒769-0105,⾹川県⾼松市国分寺町柏原８６３−１
2023-08-21
https//www.toho-denkikogyo.com/
 
ト,214349,東邦電気⼯業株式会社
〒150-0013,東京都渋⾕区恵⽐寿１丁⽬１９番２３号
2025-09-06
https://www.toho-elec.co.jp/
 
ト,210878,東邦電気⼯事株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿６ー７ー６
2025-01-29
http://www.t-h-d.co.jp/
 
ト,115295,東邦電器産業株式会社
〒582-0023,⼤阪府柏原市国分東条町２７−４６
2024-04-19
http://www.tohodenkisangyo.co.jp/
 
ト,224000,東邦電気産業株式会社
〒604-8872,京都府京都市中京区壬⽣御所ノ内町３２番地
2025-01-01
https://www.toho-denki.co.jp/
 
ト,219480,東邦電業株式会社
〒211-0013,神奈川県川崎市中原区上平間２９３番地
2024-03-23
 
ト,115158,東邦電⼦株式会社
〒252-0131,神奈川県相模原市緑区⻄橋本２−４−３
2024-03-10
http://www.toho-inc.com
 
ト,114866,東邦電測器株式会社
〒534-0027,⼤阪市都島区中野町３−１１−３
2024-03-17
 
ト,231535,東邦電通⼯業株式会社
〒162-0816,東京都新宿区⽩銀町１番１７号
2026-01-10
 
ト,228318,東邦⾮破壊検査株式会社
〒466-0044,愛知県名古屋市昭和区桜⼭町５丁⽬９９番地の６



2024-07-27
 
ト,216768,有限会社東邦ビルサービス
〒146-0081,東京都⼤⽥区仲池上２丁⽬１５番１２号
2025-06-25
_
 
ト,229036,東邦福島株式会社
〒963-8803,福島県郡⼭市横塚三丁⽬１２番１６号
2025-05-31
http://www.joyco.co.jp
 
ト,129900,東邦薬品株式会社
〒155-8655,東京都世⽥⾕区代沢５−２−１
2025-04-08
 
ト,105148,東邦流通システム株式会社
〒140-0013,東京都品川区南⼤井６−１６−４ ⼾浪⼤森ビル６階
2024-06-06
 
ト,222633,東邦レオ株式会社
〒540-0005,⼤阪府⼤阪市中央区上町１ー１ー２８
2024-01-01
http://www.toho-leo.co.jp
 
ト,124425,東北旭紙業株式会社
〒969-0404,福島県岩瀬郡鏡⽯町南町３８９
2025-08-20
http://www.asahishigyo.co.jp
 
ト,230896,株式会社東北イトミック
〒981-3125,宮城県仙台市泉区みずほ台４番地の３
2025-09-27
http://www.itomic-tohoku.co.jp/
 
ト,214217,東北エスピー株式会社
〒963-8061,福島県郡⼭市富久⼭町福原字中⽥３４番地１
2025-05-31
https://tohokusp.co.jp/
 
ト,104168,東北エプソン株式会社
〒998-0194,⼭形県酒⽥市⼗⾥塚字村東⼭１６６−３
2024-11-17
http://www.epson.jp/tohokuepson/
 
ト,121458,東北⼩籏株式会社
〒989-6132,宮城県⼤崎市古川⽶袋字⽔押６−１
2024-04-23
http://www.t-obata.jp
 
ト,124816,東北化学薬品株式会社
〒036-8655,⻘森県弘前市⼤字神⽥１−３−１
2025-03-02
http://www.t-kagaku.co.jp
 



ト,230145,東北化⼯建設株式会社
〒984-0014,宮城県仙台市若林区六丁の⽬元町８番１号
2025-05-31
http://www.tohoku-kako.co.jp/
 
ト,225978,株式会社東北架設⼯業
〒010-0141,秋⽥県秋⽥市下新城⻑岡字⽿取６８−１６
2025-09-01
 
ト,225114,東北カッター株式会社
〒038-0021,⻘森県⻘森市⼤字安⽥字若松６０番地
2025-05-01
http://www.cutter.co.jp
 
ト,231005,有限会社東北環境エンジニア
〒969-6521,福島県河沼郡会津坂下町⼤字⾦上字的場３７番地
2025-10-11
 
ト,210212,株式会社東北ガス圧接
〒020-0832,岩⼿県盛岡市東⾒前７地割１５０番地
2024-03-11
http://touhoku-gas-pw.com
 
ト,214812,東北硝⼦建材株式会社
〒981-0121,宮城県宮城郡利府町神⾕澤字化粧坂５１ー１
2024-04-01
 
ト,215340,東北技研⼯業株式会社
〒970-1146,福島県いわき市好間町榊⼩屋字迎３番地
2024-03-27
 
ト,228161,東北黒沢建設⼯業株式会社
〒984-0002,宮城県仙台市若林区卸町東４丁⽬４番２８号
2024-06-14
http://kurosawa-kaitai.com
 
ト,504965,東北計器⼯業株式会社
〒981-3687,宮城県黒川郡⼤和町吉岡字⽯神沢３４−１
2024-11-07
http://www.keiko.co.jp/
 
ト,106744,株式会社東北計装
〒981-0124,宮城県宮城郡利府町沢⼄東１−３
2025-07-25
 
ト,220751,有限会社東北ケミカル⼯業
〒982-0823,宮城県仙台市太⽩区恵和町３０番１３号
2025-03-01
http://www.tohoku-chemical.co.jp/
 
ト,219779,株式会社東北建商
〒986-0042,宮城県⽯巻市⿅妻南４丁⽬１番１９号
2024-05-25
 
ト,228988,東北建設企画株式会社



〒980-0804,宮城県仙台市⻘葉区⼤町２丁⽬１５番３１号⼤町電⼒ビル別館２階
2025-04-19
http://touhokukensetsukikaku.com/
 
ト,115152,東北⼯業株式会社
〒963-8583,福島県郡⼭市⽥村町⼭中字⽇照⽥４５
2023-11-11
 
ト,220179,東北⼯業有限会社
〒034-0107,⻘森県⼗和⽥市⼤字洞内字井⼾頭１４４番地１８９
2024-08-24
http://www.touhoku-kogyo.jp
 
ト,230167,東北⼯業建設株式会社
〒979-1502,福島県双葉郡浪江町⼤字藤橋字原５９番地１
2025-06-07
 
ト,227518,東北興産株式会社
〒998-0006,⼭形県酒⽥市ゆたか３丁⽬２ー７
2024-02-28
http://www.t-kosan.co.jp
 
ト,212641,東北興商株式会社
〒984-0012,宮城県仙台市若林区六丁の⽬中町２７番２７号
2025-05-29
http://www.tohoku-koushou.com
 
ト,218549,株式会社東北⼯商
〒020-0866,岩⼿県盛岡市本宮七丁⽬１２番４１号
2023-10-20
 
ト,214907,株式会社東北構造社
〒980-0014,宮城県仙台市⻘葉区本町⼆丁⽬２番３号
2023-07-25
http://kozosha.jp/
 
ト,502785,東北江南株式会社
〒969-1513,福島県⼆本松市⼩沢字柳原７２−４
2025-01-22
http://www.t-kounan.co.jp/
 
ト,106109,東北ゴム株式会社
〒983-0001,宮城県仙台市宮城野区港１−１−１２
2023-12-14
https://www.tohoku-rubber.co.jp
 
ト,106837,株式会社東北サイエンス
〒980-0811,宮城県仙台市⻘葉区⼀番町１−１７−２４
2025-12-22
https://www.tohoku-science.co.jp
 
ト,212626,株式会社東北三光
〒985-0011,宮城県塩釜市貞⼭通３丁⽬７番２７号
2025-05-22
_



 
ト,105597,株式会社東北シーアイシー研究所
〒990-2338,⼭形県⼭形市蔵王松ヶ丘１−１−１１
2025-06-20
 
ト,505354,東北資材⼯業株式会社
〒028-3101,岩⼿県花巻市⽯⿃⾕町好地１２地割２８番地１
2023-03-11
http://tohoku-shizai.ftw.jp/
 
ト,504362,株式会社 東北システムズ・サポート
〒980-0021,宮城県仙台市⻘葉区中央１−６−３５ 東京建物仙台ビル １７階
2026-06-25
https://www.tss21.co.jp/
 
ト,231607,東北商事株式会社
〒975-0037,福島県南相⾺市原町区北原字東原１２０番地
2026-01-24
 
ト,219635,東北⽩⽯物産株式会社
〒983-0003,宮城県仙台市宮城野区岡⽥字浜通４２−１
2024-04-20
 
ト,223022,東北住建株式会社
〒020-8678,岩⼿県紫波郡⽮⼱町流通センター南３ー３ー１
2024-04-01
http://www.tohoku-juken.co.jp
 
ト,230370,株式会社東北重量機⼯
〒037-0015,⻘森県五所川原市⼤字姥萢字桜⽊２９３番地１
2025-07-12
 
ト,220861,株式会社東北鈴⽊
〒963-8201,福島県⽯川郡平⽥村⼤字蓬⽥新⽥字蓬⽥岳７０番地１
2025-03-15
http://touhokusuzuki.com/
 
ト,214895,株式会社東北スヤマ
〒989-1305,宮城県柴⽥郡村⽥町⼩池３２ー６
2024-04-01
 
ト,101737,東北スリーボンド株式会社
〒984-0011,宮城県仙台市若林区六丁の⽬⻄町８−８
2024-10-09
http://www.threebond.co.jp/
 
ト,102102,東北精密株式会社
〒024-0004,岩⼿県北上市村崎野２２地割８３−１３
2025-01-08
http://www.tohokuseimitsu.co.jp
 
ト,220805,株式会社東北セイワ
〒963-0205,福島県郡⼭市堤三丁⽬１８６番地
2025-03-15
 



ト,103406,東北セラミック株式会社
〒989-2351,宮城県亘理郡亘理町字江下１１１
2023-09-12
http://www.tohokuceramic.com/pc/
 
ト,230041,株式会社東北ターボ⼯業
〒020-0051,岩⼿県盛岡市下太⽥⽥中１番地２
2025-04-26
https://t-turbo.co.jp/
 
ト,231001,株式会社東北多紀システック
〒983-0043,宮城県仙台市宮城野区萩野町三丁⽬８番５６号
2025-10-11
 
ト,103260,東北タツミ株式会社
〒960-8152,福島県福島市⿃⾕野字岩⽥３５−１
2025-11-20
https://t-tatsumi.com
 
ト,222105,株式会社東北⼤理⽯
〒029-0211,岩⼿県⼀関市弥栄字⼤奈良７０番地
2026-03-01
http://www.tdstone.jp/
 
ト,219857,有限会社東北打設産業
〒036-8114,⻘森県弘前市⼤字川合字浅⽥１８
2024-06-15
 
ト,212887,株式会社東北通信メンテナンス
〒965-0033,福島県会津若松市⾏仁町３番３４号
2025-10-23
 
ト,223739,東北鉄⾻橋梁株式会社
〒980-0014,宮城県仙台市⻘葉区本町⼆丁⽬１４番２７号
2024-11-01
http://www.t-sb.co.jp/
 
ト,217648,株式会社東北デバイス⼯業
〒969-0404,福島県岩瀬郡鏡⽯町東町４３７
2026-03-17
 
ト,214832,東北電化⼯業株式会社
〒990-2435,⼭形県⼭形市⻘⽥３丁⽬９番１８号
2025-04-01
https://www.tohoku-denka.co.jp/
 
ト,102621,株式会社東北電機製作所
〒536-0008,⼤阪府⼤阪市城東区関⽬１−２０−１０
2025-06-18
 
ト,502732,⼀般財団法⼈東北電気保安協会
〒982-0007,宮城県仙台市太⽩区あすと⻑町三丁⽬２番３６号
2024-10-13
http://www.t-hoan.or.jp/
 



ト,104048,株式会社東北電⼦計算センター
〒981-1217,宮城県名取市美⽥園２−１−５
2024-10-13
http://www.tecgrp.co.jp/
 
ト,120937,東北電⼦⼯業株式会社
〒986-0103,宮城県⽯巻市中島字新⽯湊７１
2024-03-03
http://www.satorick.co.jp
 
ト,504855,東北電⼒株式会社
〒980-8550,宮城県仙台市⻘葉区本町⼀丁⽬７番１号
2024-09-19
https://www.tohoku-epco.co.jp/
 
ト,505202,東北電⼒ネットワーク株式会社
〒980-8551,宮城県仙台市⻘葉区本町⼀丁⽬７番１号
2025-04-03
https://nw.tohoku-epco.co.jp/
 
ト,215198,東北電話株式会社
〒020-0837,岩⼿県盛岡市津志⽥町２ー８ー４５
2024-01-30
http://www.touhokudenwa.co.jp
 
ト,227434,東北特殊⼯業株式会社
〒985-0802,宮城県宮城郡七ヶ浜町吉⽥浜字野⼭５番地の３９６
2024-02-22
 
ト,222715,東北塗装⼯業株式会社
〒950-0034,新潟県新潟市東区浜⾕町１ー９ー３６
2024-03-01
http://www.touhoku-tosou.com
 
ト,219827,東北トミザワ株式会社
〒983-0035,宮城県仙台市宮城野区⽇の出町２−３−２７
2024-06-08
 
ト,230160,東北ノーミ株式会社
〒982-0003,宮城県仙台市太⽩区郡⼭七丁⽬１１番１２号
2025-05-31
http://www.t-nohmi.co.jp/
 
ト,223240,東北発電⼯業株式会社
〒980-0804,宮城県仙台市⻘葉区⼤町⼆丁⽬１５番２９号
2024-06-01
http://www.tohatu.co.jp
 
ト,105650,東北パイオニア株式会社
〒994-8585,⼭形県天童市久野本字⽇光１１０５
2023-12-19
https://jpn.pioneer/ja/corp/group/tohokupioneer/
 
ト,230218,株式会社東北⽇⽴
〒980-0811,宮城県仙台市⻘葉区⼀番町四丁⽬１番２５号



2025-06-14
https://www.hitachi-hansya.jp/touhoku-hitachi/
 
ト,217222,東北ビルド株式会社
〒021-0061,岩⼿県⼀関市⼭⽬字館６７番地３９
2025-10-15
 
ト,215592,有限会社東北ビルプラン
〒036-8087,⻘森県弘前市⼤字早稲⽥３丁⽬１８−８
2024-09-25
 
ト,226448,東北藤村クレスト株式会社
〒010-0955,秋⽥県秋⽥市⼭王中島町７番３６号
2026-03-01
 
ト,223300,東北物産株式会社
〒020-0891,岩⼿県紫波郡⽮⼱町流通センター南３ー７ー１２
2024-07-01
 
ト,102728,東北物流株式会社
〒992-0011,⼭形県⽶沢市中⽥町字前川４７８２ 卸売団地内
2025-08-02
https://www.tohokubutsuryu.jp
 
ト,115020,東北プレス⼯業株式会社
〒989-4102,宮城県⼤崎市⿅島台⽊間塚字⼗番⽬２０
2026-01-18
http://www.tohokupress.com/
 
ト,219859,株式会社東北ペガサス
〒963-0547,福島県郡⼭市喜久⽥町卸３丁⽬２３
2024-06-15
http://toupega/co.jp/
 
ト,502307,東北放送株式会社
〒982-0831,宮城県仙台市太⽩区⼋⽊⼭⾹澄町２６−１
2026-03-23
http://www.tbc-sendai.co.jp/
 
ト,504838,東北ポール株式会社
〒980-0804,宮城県仙台市⻘葉区⼤町⼆丁⽬１５番２８号（藤崎⼤町ビル）
2024-05-25
www.tohokupole.co.jp
 
ト,218625,株式会社東北マイタック
〒981-4131,宮城県加美郡⾊⿇町⼤字上新町４１−１
2023-11-10
 
ト,221557,株式会社東北丸本
〒981-3117,宮城県仙台市泉区市名坂字野蔵１９番地の３
2025-04-01
https://www.m-maruhon.co.jp/
 
ト,215868,東北美保鉄筋株式会社
〒987-0703,宮城県登⽶市登⽶町⼤字⽇根⽜中⼭２０１番地



2024-12-18
 
ト,128302,東北三吉⼯業株式会社
〒039-1524,⻘森県三⼾郡五⼾町⼤字豊間内字地蔵平１−６２２
2025-09-13
http://www.tomiy.com
 
ト,105102,株式会社東北村⽥製作所
〒963-0531,福島県郡⼭市⽇和⽥町⾼倉字下杉下１−１
2024-04-23
https://www.murata.com/ja-jp/group/tohokumurata
 
ト,129347,東北メンテナンス⼯業株式会社
〒998-0064,⼭形県酒⽥市⼤浜１−４−５７
2024-03-02
http://www.tohoku-maintenance.co.jp/
 
ト,212700,株式会社東北ヤマックス
〒980-0822,宮城県仙台市⻘葉区⽴町２７ー２１
2025-06-26
http://www.tohokuyamax.co.jp
 
ト,126760,東北容器⼯業株式会社
〒039-2245,⻘森県⼋⼾市北インター⼯業団地４−２−７
2024-03-22
https://www.yoki.co.jp/
 
ト,231581,有限会社東北溶接⼯業
〒983-0012,宮城県仙台市宮城野区出花⼆丁⽬３番地の５
2026-01-17
 
ト,129814,株式会社東北ライト製作所
〒174-0063,東京都板橋区前野町１−４７−３
2025-03-10
http://www.rightmfg.co.jp
 
ト,221847,株式会社東名
〒182-0003,東京都調布市若葉町２−２７−３７
2025-08-01
http://www.toumei-corp.com
 
ト,224917,東明興業株式会社
〒177-0032,東京都練⾺区⾕原１−１２−１０
2025-04-01
http://www.tomei-ems.co.jp/
 
ト,211796,東明産業株式会社
〒950-0855,新潟県新潟市東区江南３丁⽬２番地６
2023-08-03
 
ト,503609,東名通信⼯業株式会社
〒492-8274,愛知県稲沢市天池光⽥町１００−３
2025-08-31
www.tomei.co.jp
 



ト,105214,東名電機株式会社
〒417-0001,静岡県富⼠市今泉３３９−１
2024-08-10
 
ト,103919,株式会社東名ヒューズ
〒453-0804,名古屋市中村区⻩⾦通６−８−１
2024-07-29
http://www.tomeifuse.co.jp/
 
ト,216601,株式会社東⽑造園⼟⽊
〒370-0501,群⾺県⾢楽郡千代⽥町⼤字福島６４２
2025-06-11
 
ト,226674,東友エンジニアリング株式会社
〒102-0074,東京都千代⽥区九段南３丁⽬４番１７号
2026-05-01
http://www.toyu.co.jp/
 
ト,212216,東友建設株式会社
〒340-0012,埼⽟県草加市神明１丁⽬４番９号
2024-06-13
 
ト,214805,藤友⼯業株式会社
〒180-0002,東京都武蔵野市吉祥寺東町２ー１７ー１
2024-04-01
 
ト,101338,株式会社トウヨーネジ
〒362-0806,埼⽟県北⾜⽴郡伊奈町⼩室１３６２−２
2024-05-11
http://www.touyoneji.co.jp/
 
ト,102642,トウヨウ株式会社
〒940-2112,新潟県⻑岡市⼤島本町５−１１１−１５
2025-06-28
http://www.nagaoka-touyou.co.jp
 
ト,115170,株式会社東陽
〒448-8531,愛知県刈⾕市中⼭町５−１０
2023-10-06
http://www.toyo-tos.co.jp
 
ト,122688,株式会社東陽
〒222-0001,神奈川県横浜市港北区樽町４−５−４６
2024-10-24
 
ト,124933,株式会社東陽
〒399-0704,⻑野県塩尻市広丘郷原１０００−５
2025-09-06
http://www.toyo.vc
 
ト,211718,東洋圧送株式会社
〒272-0114,千葉県市川市塩焼１ー１４ー１４
2026-06-20
http://toyoassou.jp
 



ト,120763,東洋圧造株式会社
〒371-0131,群⾺県前橋市⿃取町１５７−２
2024-01-15
http://www.toatsu.co.jp
 
ト,101357,株式会社東洋アライアンス
〒919-0515,福井県坂井市坂井町若宮４−１−２
2024-05-18
http://www.toyo-alliance.co.jp
 
ト,505577,東洋安全防災株式会社
〒970-8022,福島県いわき市平塩字⾵内７３−２
2024-04-13
https://www.toyoanzen.co.jp/
 
ト,125177,東洋⼀通商株式会社
〒135-0042,東京都江東区⽊場２−１９−１５
2026-06-14
http://www.toyoichi.com
 
ト,104160,東洋インキＳＣホールディングス株式会社
〒104-8377,東京都中央区京橋２−２−１ 京橋エドグラン
2025-08-31
https://schd.toyoinkgroup.com
 
ト,213951,東洋インダストリー株式会社
〒213-0031,神奈川県川崎市⾼津区宇奈根７１６
2024-12-22
http://www.toyoinda.co.jp
 
ト,217248,東洋インテリア⼯業株式会社
〒542-0082,⼤阪府⼤阪市中央区島之内１丁⽬４番１８号
2025-10-21
 
ト,219336,株式会社東洋ＡＣ
〒164-0012,東京都中野区本町三丁⽬２９番１０号
2024-03-16
http://www.toyoac.co.jp/
 
ト,230746,東洋エレクトロン株式会社
〒562-0035,⼤阪府箕⾯市船場東⼆丁⽬１番１５号
2025-08-23
http://toele.com
 
ト,115188,東洋オートメーション株式会社
〒164-0001,東京都中野区中野４−２−１
2024-03-13
http://www.tac-v.co.jp/
 
ト,115044,東洋化学株式会社
〒470-0151,愛知県愛知郡東郷町諸輪字百々５１−４９７
2026-05-14
http://www.toyo-kagaku.co.jp/
 
ト,115180,東洋化学株式会社



〒505-0116,岐⾩県可児郡御嵩町御嵩２１５１−１
2023-10-06
http://www.toyo-kagaku.co.jp
 
ト,220999,東洋化建株式会社
〒336-0042,埼⽟県さいたま市南区⼤⾕⼝５５７６
2025-04-12
 
ト,125147,東洋加⼯株式会社
〒332-0031,埼⽟県川⼝市⻘⽊４−２１−３１
2023-06-10
http://www.to-yokako.co.jp
 
ト,223530,株式会社東洋環境開発
〒980-0003,宮城県仙台市⻘葉区⼩⽥原６ー１ー１７
2024-09-01
 
ト,500296,東洋ガスメーター株式会社
〒933-0295,富⼭県射⽔市本江２７９５番地
2024-06-16
http://toyogasmeter.co.jp/
 
ト,103437,東洋硝⼦株式会社
〒373-0012,群⾺県太⽥市清原町６−２
2023-10-01
http://www.toyoglass.co.jp/
 
ト,115049,株式会社東洋機械製作所
〒424-0806,静岡県静岡市清⽔区辻１−９−２２
2026-06-01
http://www.toyo-machine.co.jp/
 
ト,100147,東洋機⼯株式会社
〒224-0042,神奈川県横浜市都筑区⼤熊町１４−１
2025-08-05
https://toyokiko-y.co.jp
 
ト,114949,株式会社東洋機⼯製作所
〒859-1412,⻑崎県島原市有明町⼤三東⼄８１３
2025-06-01
http://www.mind.ne.jp/toyokikohp/
 
ト,114230,東洋器材株式会社
〒158-0083,東京都世⽥⾕区奥沢２−２６−３
2026-07-12
http://www.toyokizai.co.jp
 
ト,101574,株式会社東洋技研
〒025-0024,岩⼿県花巻市⼭の神６４３−１
2024-08-06
 
ト,115230,東洋技研株式会社
〒394-0081,⻑野県岡⾕市⻑地権現町４−８−７
2024-03-21
http://www.togi.co.jp



 
ト,125155,東洋技研株式会社
〒411-0842,静岡県三島市南町５−２２
2026-05-01
http://www.toyogiken.co.jp
 
ト,215918,東洋技建株式会社
〒101-0052,東京都千代⽥区神⽥⼩川町⼆丁⽬６番３号
2025-01-22
http://to-yo-giken.com/
 
ト,216079,東葉技建株式会社
〒273-0032,千葉県船橋市葛飾町２丁⽬３４０番地フロントンビル７階
2025-02-26
http://www.touyou-giken.co.jp/
 
ト,217117,東洋技研株式会社
〒979-1302,福島県双葉郡⼤熊町⼤字⼩⼊野字⻄⼤和久１６−６
2022-09-17
 
ト,104295,東洋クラッチ株式会社
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥２−１２−６
2026-01-27
http://www.toyoclutch.com
 
ト,114853,東洋計器株式会社
〒533-0021,⼤阪市東淀川区下新庄３−１０−１７
2024-05-12
http://www.toyokeiki.co.jp/
 
ト,129307,東洋計器興業株式会社
〒661-0022,兵庫県尼崎市尾浜町３−２７−６
2024-02-20
http://www.toko1955.co.jp
 
ト,115068,東洋ケミカルズ株式会社
〒103-8407,東京都中央区⽇本橋本町４−５−１６
2023-09-06
http://www.toyochem.co.jp/
 
ト,219672,有限会社東洋建設
〒569-1051,⼤阪府⾼槻市⼤字原１１１０番１
2024-04-27
 
ト,230077,有限会社東洋建設
〒023-0898,岩⼿県奥州市⽔沢字後⽥１３０番地１
2025-05-10
 
ト,218458,東陽建装有限会社
〒536-0001,⼤阪府⼤阪市城東区古市３−１４−３
2023-09-29
http://toyo-kenso.co.jp/
 
ト,126252,東洋研磨材⼯業株式会社
〒108-0073,東京都港区三⽥１−２−２２ 東洋ビル



2023-11-21
http://www.toyo-kenmazai-kogyo.jp/
 
ト,101362,東洋⼯機株式会社
〒258-0019,神奈川県⾜柄上郡⼤井町⾦⼦２１−１
2024-05-22
http://www.toyo-k.com/
 
ト,115105,東洋⼯業株式会社
〒101-0033,東京都千代⽥区神⽥岩本町４
2023-10-07
 
ト,128155,株式会社東陽興業
〒213-0005,神奈川県川崎市⾼津区北⾒⽅２−３４−３５
2025-08-27
http://www.k-toyokogyo.co.jp
 
ト,212229,東陽⼯業株式会社
〒105-0003,東京都港区⻄新橋２−３９−９
2024-06-27
https://www.com-toyo.co.jp/
 
ト,216338,株式会社東陽⼯業
〒160-0008,東京都新宿区四⾕三栄町３−１５
2025-04-23
http://www.toyokogyo.com/
 
ト,228669,東洋⼯業株式会社
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨１丁⽬７番地７号
2024-11-16
http://www.toyoindustry.co.jp
 
ト,229580,東陽⼯業株式会社
〒279-0041,千葉県浦安市堀江５ー２１ー２０
2026-03-17
 
ト,505412,東洋興業株式会社
〒451-0061,愛知県名古屋市⻄区浄⼼⼆丁⽬５番１号
2026-06-18
http://www.toyongy.co.jp
 
ト,121437,東洋⼯業塗料株式会社
〒272-0014,千葉県市川市⽥尻２−４−２２
2024-04-17
http://www.toyo-jupiter.co.jp/
 
ト,120743,東洋航空電⼦株式会社
〒484-0901,愛知県⽝⼭市字柿畑６３−１
2023-12-27
http://www.tokoden.co.jp
 
ト,214690,株式会社東洋⼯藝社
〒451-0025,愛知県名古屋市⻄区上名古屋四丁⽬１７番２８号
2026-04-25
 



ト,129262,株式会社東陽⼯作所
〒671-2422,兵庫県姫路市安富町塩野２３８
2024-02-12
http://toyokosakusyo.com/
 
ト,219929,東洋興商株式会社
〒103-0007,東京都中央区⽇本橋浜町２ー６０ー１０
2024-06-29
http://www.toyokosho.co.jp
 
ト,104584,東洋鋼鈑株式会社
〒141-8260,東京都品川区東五反⽥２−１８−１
2022-10-28
http://www.toyokohan.co.jp
 
ト,211491,株式会社東洋⼯務店
〒712-8061,岡⼭県倉敷市神⽥２ー７ー４５
2026-01-12
http://touyoukomuten.co.jp/
 
ト,115268,東洋コルク株式会社
〒725-0004,広島県⽵原市東野町字下垣内１６６０
2024-09-27
http://www.umc-net.co.jp/toyocork/
 
ト,124897,東洋コントロール株式会社
〒335-0022,埼⽟県⼾⽥市上⼾⽥２０−１
2024-12-28
http://www.toyocontrol.co.jp/
 
ト,104895,東洋合成⼯業株式会社
〒111-0053,東京都台東区浅草橋１−２２−１６ ヒューリック浅草橋ビル８階
2023-08-23
https://www.toyogosei.co.jp
 
ト,214713,東洋砕⽯⼯業株式会社
〒700-0952,岡⼭県岡⼭市北区平⽥１０２ー１０８
2026-05-09
https://www.toyosaiseki.co.jp
 
ト,114940,東洋サクセス株式会社
〒564-0042,⼤阪府吹⽥市穂波町６−１５
2024-09-22
http://www.toyo-success.co.jp
 
ト,127345,東洋産業株式会社
〒143-0011,東京都⼤⽥区⼤森本町１−６−１
2024-08-25
http://www.toyosangyou.co.jp/
 
ト,210027,東洋産業株式会社
〒264-0021,千葉県千葉市若葉区若松町７１７ー１２
2023-10-27
 
ト,105273,東洋紙器株式会社



〒571-0045,⼤阪府⾨真市殿島町２−９
2024-12-05
 
ト,106706,東洋紙業株式会社
〒556-8555,⼤阪府⼤阪市浪速区芦原１−３−１８
2025-06-29
https://www.toyo-s.co.jp
 
ト,104639,東洋システム株式会社
〒972-8316,福島県いわき市常磐⻄郷町銭⽥１０６−１
2026-02-02
 
ト,219309,株式会社東洋システム
〒814-0103,福岡県福岡市城南区⿃飼５丁⽬１３番３１号
2024-03-16
 
ト,114971,東洋システム開発株式会社
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨３−６−２ 第２秋⼭ビル３階
2025-07-21
http://www.tsknet.co.jp
 
ト,222844,東洋シポデック株式会社
〒540-0010,⼤阪府⼤阪市中央区材⽊町１番８号
2024-03-01
 
ト,219718,株式会社東洋社
〒154-0017,東京都世⽥⾕区世⽥⾕４−４−２
2024-05-11
 
ト,214835,東洋シヤッター株式会社
〒542-0081,⼤阪府⼤阪市中央区南船場２丁⽬３番２号
2025-04-01
https://www.toyo-shutter.co.jp/
 
ト,105886,東洋商⼯株式会社
〒550-0003,⼤阪市⻄区京町堀２−５−１５
2026-03-25
http://www.toyoshoko.com/
 
ト,228390,東陽商事株式会社
〒543-0075,⼤阪府⼤阪市天王寺区⼣陽丘町１ー５２
2024-08-23
 
ト,231438,株式会社東溶重機⼯業
〒034-0035,⻘森県⼗和⽥市東⼗六番町５１番４号
2025-12-13
 
ト,229123,東洋スタット株式会社
〒729-0472,広島県三原市⾼坂町真良２２０３ー１
2025-06-21
http://www.toyo-stud.com
 
ト,216974,株式会社東洋スタビ
〒501-0555,岐⾩県揖斐郡⼤野町⼤字公郷３２６１番地１
2025-08-06



http://www.toyostb.co.jp
 
ト,115273,東洋スチレン株式会社
〒105-0003,東京都港区⻄新橋２−７−４
2024-09-14
http://www.toyo-st.co.jp
 
ト,121997,有限会社東洋スプリング
〒561-0845,⼤阪府豊中市利倉２−１３−２２
2024-07-29
 
ト,212342,東洋スレート株式会社
〒536-0011,⼤阪府⼤阪市城東区放出⻄１丁⽬２番４３号
2024-10-10
https://toyoslate.co.jp/
 
ト,105460,東洋製罐株式会社
〒141-8640,東京都品川区東五反⽥２−１８−１
2025-01-08
http://www.toyo-seikan.co.jp
 
ト,122467,株式会社東洋製作所
〒498-0045,愛知県弥富市稲元１２−２−２
2024-09-22
 
ト,215150,株式会社東洋製作所
〒761-1406,⾹川県⾼松市⾹南町⻄庄２３９５−１
2023-12-19
http://www.toyomf.co.jp
 
ト,124993,東洋製鉄株式会社
〒533-0004,⼤阪市東淀川区⼩松１−１５−１８
2025-09-28
http://www.toyoseitetsu.co.jp/
 
ト,115032,東洋精密⼯業株式会社
〒634-0836,奈良県橿原市新堂町３７６−１
2026-03-19
https://www.toyo-ppm.co.jp/
 
ト,125189,東陽設計⼯業株式会社
〒235-0036,横浜市磯⼦区中原１−２−３１
2026-02-04
http://www.tysk.co.jp/
 
ト,219754,東洋設備株式会社
〒071-8154,北海道旭川市東鷹栖４線１０号４番地１１
2024-05-18
 
ト,223417,東洋設備株式会社
〒130-0026,東京都墨⽥区両国４丁⽬３６番６号
2024-08-01
 
ト,231062,東洋船舶⼯業株式会社
〒221-0005,神奈川県横浜市神奈川区松⾒町四丁⽬２７番地の２



2025-10-18
http://www.toyo-ms.co.jp
 
ト,212302,東洋測量株式会社
〒734-0015,広島県広島市南区宇品御幸１ー７ー３
2024-08-08
 
ト,102096,東洋タングステン株式会社
〒146-0084,東京都⼤⽥区南久が原２−８−１３
2025-01-07
 
ト,115263,東洋炭素株式会社
〒555-0011,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区⽵島５−７−１２
2024-09-11
http://www.toyotanso.co.jp
 
ト,219161,有限会社東洋断熱⼯業
〒680-0023,⿃取県⿃取市⽚原４丁⽬１０４番地
2024-02-22
 
ト,129271,株式会社東洋彫刻製作所
〒671-2122,兵庫県姫路市夢前町置本５９１−９
2024-02-13
http://www.toyofactory.com
 
ト,122429,東洋通信⼯業株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿６−２５−７
2024-09-11
http://www.totuko.co.jp
 
ト,120391,株式会社東陽テクニカ
〒103-8284,東京都中央区⼋重洲１−１−６
2023-09-11
https://www.toyo.co.jp/
 
ト,105587,東洋テクノ株式会社
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚３−２８−９
2025-06-13
http://www.t-tekuno.co.jp/
 
ト,214860,東洋テクノ株式会社
〒150-0012,東京都渋⾕区広尾五丁⽬４番１２号
2024-04-01
http://www.toyotechno.co.jp
 
ト,219134,東洋テクノ株式会社
〒157-0071,東京都世⽥⾕区千歳台４丁⽬３０番１５号
2024-02-22
http://toyo-tecno.tokyo
 
ト,221155,東洋テラゾ⼯業株式会社
〒144-0033,東京都⼤⽥区東糀⾕４ー８ー１０
2025-03-01
 
ト,124876,東洋電機株式会社



〒486-8585,愛知県春⽇井市味美町２−１５６
2025-03-15
http://www.toyo-elec.co.jp
 
ト,505258,東洋電機株式会社
〒510-0067,三重県四⽇市市浜⽥町１３番１６号
2022-07-19
https://www.e-toyo.co.jp
 
ト,125252,東洋電機⼯業株式会社
〒466-0053,愛知県名古屋市昭和区滝⼦町２５−７
2026-02-25
 
ト,214516,東洋電機⼯業株式会社
〒946-0031,新潟県⿂沼市原⾍野３８５番地
2025-12-20
http://www.tyo-denki.com
 
ト,216365,東洋電気⼯事株式会社
〒652-0898,兵庫県神⼾市兵庫区駅前通５丁⽬１番１８号
2025-05-08
http://www.to-tec.com/
 
ト,216759,東陽電気⼯事株式会社
〒260-0033,千葉県千葉市中央区春⽇⼀丁⽬１１番９号
2025-06-25
https://www.toyo-dkk.co.jp/
 
ト,212519,東陽電業株式会社
〒232-0027,神奈川県横浜市南区新川町５丁⽬２８番地
2025-03-13
_
 
ト,505495,東洋電⼯株式会社
〒607-8065,京都府京都市⼭科区⾳⽻⼭等地２０番地
2023-12-09
http://www.toyodenko-k.com/profile.html
 
ト,126603,東洋電材株式会社
〒553-0006,⼤阪市福島区吉野４−４−４
2024-02-16
https://toyo-denzai.jp/
 
ト,120890,東洋電⼦⼯業株式会社
〒185-0021,東京都国分寺市南町２−１６−１３
2024-02-20
http://www.toyo-denshi.co.jp
 
ト,125110,東洋電信電話⼯業株式会社
〒108-0014,東京都港区芝５−１５−５
2026-04-23
https://www.tdd.co.jp/
 
ト,503874,株式会社東洋電制製作所
〒930-0364,富⼭県中新川郡上市町横越４１番地



2024-01-06
https://www.toyodensei.co.jp
 
ト,215440,東洋電設株式会社
〒245-0015,神奈川県横浜市泉区中⽥⻄３丁⽬２２番１８号
2024-06-05
https://toyodensetu.co.jp
 
ト,223916,東洋電装株式会社
〒230-0053,神奈川県横浜市鶴⾒区⼤黒町９番地７号
2024-12-01
http://www.toyodenso.co.jp/
 
ト,128903,東洋電熱株式会社
〒143-0002,東京都⼤⽥区城南島２−３−６
2026-03-27
http://www.toyodennetsu.co.jp
 
ト,218997,東洋特殊機⼯株式会社
〒205-0023,東京都⽻村市神明台１−３２−１５
2024-01-26
 
ト,214820,株式会社東洋塗装
〒113-0024,東京都台東区⼊⾕２丁⽬５番９号
2024-04-01
 
ト,103258,株式会社東洋ネームプレート製作所
〒120-0045,東京都⾜⽴区千住桜⽊２−４−５
2023-07-01
http://www.toyo-name.com
 
ト,101712,東洋熱科学株式会社
〒102-0083,東京都千代⽥区麹町４−３−２９ ＶＯＲＴ紀尾井坂７Ｆ
2024-10-02
http://www.toyonetsu.com
 
ト,214142,東洋熱⼯業株式会社
〒104-8324,東京都中央区京橋２丁⽬５番１２号
2026-04-01
https://www.tonets.co.jp/
 
ト,129190,東洋ハアーモニー商事株式会社
〒490-1415,愛知県弥富市鮫ヶ地３−６２
2023-12-11
 
ト,230071,東洋ハイテック株式会社
〒550-0004,⼤阪府⼤阪市⻄区靱本町⼆丁⽬７番４号
2025-04-26
https://www.toyohitec.co.jp
 
ト,228969,株式会社東洋ハイドロエレベータ
〒153-0061,東京都⽬黒区中⽬黒１丁⽬３番８号
2025-04-11
http://www.ev-the.com
 



ト,501421,東洋発條⼯業株式会社
〒271-0091,千葉県松⼾市本町１４−２ 松⼾第⼀⽣命ビル２階
2024-10-28
http://www.tohatsu-i.co.jp/
 
ト,122773,東洋刃物株式会社
〒981-3311,宮城県富⾕市富⾕⽇渡３４−１１
2024-11-14
http://www.toyoknife.co.jp
 
ト,124388,東洋パーツ株式会社
〒824-0036,福岡県⾏橋市南泉１−２６−１
2025-07-27
http://www.toyo-parts.co.jp
 
ト,505001,東洋パッキング 株式会社
〒503-0009,岐⾩県⼤垣市坂下町２番地
2023-10-27
http://www.toyopacking.co.jp
 
ト,213731,東洋美粧商事有限会社
〒770-0004,徳島県徳島市南⽥宮１丁⽬６番２６号
2024-06-16
 
ト,215584,株式会社東洋美装エスジー
〒802-0814,福岡県北九州市⼩倉南区蜷⽥若園２ー２１ー１８
2024-09-18
 
ト,226131,株式会社東洋ビルド
〒803-0837,福岡県北九州市⼩倉北区中井⼝１０番９号
2025-11-01
https://toyobuild.com/
 
ト,228785,東洋ビルメンテナンス株式会社
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨１−１２−１５
2024-12-26
http://www.tbm.co.jp/
 
ト,125165,東洋ファスナー株式会社
〒485-0802,愛知県⼩牧市⼤草字深洞２０３７−９
2026-05-10
 
ト,105511,東洋物産株式会社
〒166-0012,東京都杉並区和⽥３−５３−１４
2025-04-04
 
ト,223651,東洋プレコン⼯業株式会社
〒501-1205,岐⾩県本巣市曽井中島２４０８番地の１
2024-10-01
https://www.toyoprecon.co.jp/
 
ト,215857,東洋ベース株式会社
〒818-0003,福岡県筑紫野市⼤字⼭家３８１９番地１
2024-12-18
 



ト,115144,東洋紡株式会社
〒530-8230,⼤阪府⼤阪市北区堂島浜２−２−８ 東洋紡ビル
2024-01-17
https://www.toyobo.co.jp/
 
ト,314810,東洋紡株式会社
〒530-8230,⼤阪府⼤阪市北区堂島浜⼆丁⽬２番８号
2024-06-02
 
ト,113725,東洋紡ＳＴＣ株式会社
〒530-0004,⼤阪市北区堂島浜２−２−８
2024-03-09
http://www.stc.toyobo.co.jp
 
ト,129967,東洋紡エンジニアリング株式会社
〒530-0003,⼤阪府⼤阪市北区堂島２−１−１６
2025-05-10
http://www.toyobo-eng.co.jp
 
ト,214044,株式会社東洋紡カンキョーテクノ
〒541-0056,⼤阪府⼤阪市中央区久太郎町２丁⽬４番２７号
2022-03-01
http://kantyotec.toyobo.co.jp
 
ト,114911,株式会社東洋マーク
〒392-0015,⻑野県諏訪市中洲５４６５
2025-07-01
http://www.toyo-mark.com/
 
ト,115141,株式会社東洋マーク
〒182-0013,東京都調布市深⼤寺南町５−４１−１
2024-02-15
http://www.kk-toyomark.co.jp
 
ト,121415,東洋摩擦圧接⼯業株式会社
〒559-0011,⼤阪市住之江区北加賀屋４−６−２９
2024-04-10
http://www.toyomasatsu.jp
 
ト,100131,東洋メタライト⼯業株式会社
〒245-0065,神奈川県横浜市⼾塚区東俣野１１６８
2025-08-03
 
ト,220154,株式会社東洋ユニオン
〒459-8011,愛知県名古屋市緑区定納⼭２−１２０３
2024-08-10
https://www.toyo-union.com/
 
ト,100939,有限会社東洋ラベル商会
〒232-0015,神奈川県横浜市南区共進町２−５２
2023-11-29
 
ト,122825,東洋理化株式会社
〒101-0044,東京都千代⽥区鍛冶町２−４−７
2024-11-26



http://www.toyorika.co.jp/
 
ト,101181,株式会社東陽理化学研究所
〒959-1284,新潟県燕市杣⽊１９６１
2024-03-14
https://www.toyorikagaku.com/
 
ト,114881,東洋理⼯株式会社
〒444-1193,愛知県安城市藤井町南⼭１７８
2024-03-03
http://www.toyoriko.co.jp
 
ト,215605,東洋リフト製造株式会社
〒731-7129,広島県広島市安佐南区伴⻄４丁⽬２２２０ー１
2024-09-25
 
ト,224137,東洋緑化株式会社
〒981-0933,宮城県仙台市⻘葉区柏⽊１丁⽬１番８号ポラリスビル２Ｆ
2025-02-01
http://www.toyo-ryokka.co.jp
 
ト,121961,東洋リントフリー株式会社
〒168-0063,東京都杉並区和泉３−６０−１４
2024-07-22
http://www.lintfree.co.jp/
 
ト,101400,株式会社東洋レーベル
〒514-0302,三重県津市雲出伊倉津町１２１８
2024-06-08
http://toyolabel-mie.co.jp
 
ト,505124,株式会社 東洋レーベル
〒615-0824,京都府京都市右京区⻄京極畑⽥町８番地
2024-09-10
http://www.toyolabel.co.jp/
 
ト,101118,東洋レヂン株式会社
〒419-0201,静岡県富⼠市厚原２１０４−１
2024-03-07
http://www.resin.co.jp/
 
ト,121517,株式会社東洋レンズ
〒198-0042,東京都⻘梅市東⻘梅２−１１−８
2024-05-13
http://www.toyolens.com
 
ト,211241,東洋ロザイ株式会社
〒210-0858,神奈川県川崎市川崎区⼤川町１２−１
2025-06-29
https://www.touyourozai.jp/
 
ト,230229,東洋ワークセキュリティ株式会社
〒980-0803,宮城県仙台市⻘葉区国分町⼀丁⽬７番１８号
2025-06-21
https://www.tw-s.co.jp



 
ト,213424,株式会社東横エルメス
〒243-0401,神奈川県海⽼名市東柏ケ⾕５丁⽬１５番１８号
2023-09-09
 
ト,114868,東横化学株式会社
〒211-8502,川崎市中原区市ノ坪３７０
2024-07-28
https://www.toyokokagaku.co.jp
 
ト,106852,東予産業株式会社
〒794-0016,愛媛県今治市中浜町３−１−８
2026-01-06
 
ト,219385,有限会社東⽴空調
〒337-0043,埼⽟県さいたま市⾒沼区⼤字中川６７４ー２
2024-03-23
 
ト,229600,株式会社東⽴テクノクラシー
〒460-0012,愛知県名古屋市中区千代⽥５丁⽬７番５号
2026-03-24
http://www.toritsu-group.jp/
 
ト,314800,東レ株式会社
〒103-8666,東京都中央区⽇本橋室町２−１−１ ⽇本橋三井タワー
2024-06-02
https://www.toray.co.jp/
 
ト,503834,東レ・カーボンマジック株式会社
〒521-0023,滋賀県⽶原市三吉２１５−１
2023-10-19
https://carbonmagic.com/
 
ト,114803,株式会社東鈴紙器
〒252-0217,神奈川県相模原市中央区⼩町通２−１０−１７
2024-04-01
http://www.toureishiki.co.jp/
 
ト,115122,東レインターナショナル株式会社
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町３−４−４
2023-11-08
https://www.toray-intl.com
 
ト,105407,東レエンジニアリング株式会社
〒103-0028,東京都中央区⼋重洲１−３−２２ ⼋重洲⿓名館ビル
2025-01-04
http://www.toray-eng.co.jp/
 
ト,106084,東レエンジニアリングＤソリューションズ株式会社
〒103-0028,東京都中央区⼋重洲１−３−２２ ⼋重洲⿓名館ビル６階
2023-11-13
https://www.toray-eng.co.jp/tds/
 
ト,231684,東レ建設株式会社
〒530-8222,⼤阪府⼤阪市北区中之島三丁⽬３番３号（中之島三井ビルディング）



2026-02-14
https://www.toray-tcc.co.jp/index.html
 
ト,502573,東レフィルム加⼯株式会社
〒103-0021,東京都中央区⽇本橋本⽯町３−３−１６ ⽇本橋室町ビル
2024-02-13
https://www.toray-taf.co.jp/
 
ト,105383,東レ・プレシジョン株式会社
〒520-2141,滋賀県⼤津市⼤江１−１−４０
2025-03-27
https://www.tpc.toray/
 
ト,125022,株式会社東レリサーチセンター
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町１−１−１ ＭＥＴＬＩＦＥ⽇本橋本町ビル
2025-12-04
https://www.toray-research.co.jp/
 
ト,101724,株式会社東和
〒383-0013,⻑野県中野市⼤字中野１６９８−２
2024-10-04
http://towa-md.co.jp/
 
ト,211121,有限会社東和
〒417-0807,静岡県富⼠市神⼾５３番地の１
2025-05-10
_
 
ト,211268,株式会社東和
〒331-0814,埼⽟県さいたま市北区東⼤成町２ー８０ー１
2025-07-07
http://www.towa-kei.co.jp
 
ト,222577,株式会社東和
〒350-1105,埼⽟県川越市今成４−８−３０
2024-01-01
 
ト,229555,株式会社東和
〒010-0921,秋⽥県秋⽥市⼤町２丁⽬７番２６号
2026-03-05
http://www.akitanet.jp/towa/
 
ト,230663,東和株式会社
〒212-0004,神奈川県川崎市幸区⼩向⻄町⼆丁⽬２２番地
2025-08-09
 
ト,210919,東和アークス株式会社
〒330-0854,埼⽟県さいたま市⼤宮区桜⽊町４丁⽬３８４番地
2025-02-23
https://towa-arks.co.jp/
 
ト,115262,東和化学株式会社
〒673-0514,兵庫県三⽊市志染町⼾⽥１８７２−９２
2024-05-08
https://towacol.jp



 
ト,128811,株式会社東和化学⼯業所
〒452-0838,愛知県名古屋市⻄区⻑先町２６２
2026-02-25
 
ト,102300,東和化⼯株式会社
〒236-0004,神奈川県横浜市⾦沢区福浦１−１０−６
2025-02-18
 
ト,215579,東和機電⼯業株式会社
〒820-1111,福岡県飯塚市勢⽥２５９４番地１８
2024-09-18
 
ト,103451,株式会社東和技研
〒565-0836,⼤阪府吹⽥市佐井寺１−６−４
2023-10-07
http://www.towagiken.co.jp
 
ト,214646,東和警備保障株式会社
〒160-0017,東京都新宿区左⾨町６ー９
2026-03-28
http://www.towakeibi.co.jp
 
ト,229586,東和建設株式会社
〒288-0876,千葉県銚⼦市桜井町３４４ー１
2026-03-17
http://www.towa-home.com/
 
ト,216402,株式会社東和コーポレーション
〒192-0904,東京都⼋王⼦市⼦安町１丁⽬９番４号
2025-05-14
https://www.to-wa.co.jp/company/
 
ト,103454,東和⼯業株式会社
〒729-0251,広島県福⼭市東村町７
2023-10-09
http://www.towakogyo.com
 
ト,105588,東和⼯業株式会社
〒986-0853,宮城県⽯巻市⾨脇字元浦屋敷３２−１３
2025-06-14
http://www.towa-kk.net/
 
ト,123717,東和⼯業株式会社
〒243-0401,神奈川県海⽼名市東柏ヶ⾕６−２０−３２
2025-03-17
 
ト,127608,藤和⼯業株式会社
〒252-1113,神奈川県綾瀬市上⼟棚中３−１１−６
2024-12-06
 
ト,213364,藤和⼯業株式会社
〒350-1133,埼⽟県川越市⼤字砂７１ー１
2023-07-29
 



ト,214862,株式会社藤和⼯業
〒135-0016,東京都江東区東陽五丁⽬２８番６号
2025-03-01
 
ト,215049,藤和⼯業株式会社
〒729-0474,広島県三原市沼⽥⻄町惣定９００番地
2020-10-17
 
ト,222946,東和鋼業株式会社
〒442-0824,愛知県豊川市下⻑⼭町⾼畑６番地
2024-04-01
http://www.fab-towa.co.jp/
 
ト,215927,東和鋼建株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿２丁⽬５番５号
2025-01-22
 
ト,224772,藤和コンクリート圧送株式会社
〒321-0905,栃⽊県宇都宮市平出⼯業団地４３番地８７
2025-04-01
https://www.towa-cp.co.jp/
 
ト,125926,株式会社東和コンピュータマネジメント
〒101-0031,東京都千代⽥区東神⽥２−５−１２ ⿓⾓散ビル
2023-10-24
http://www.towa-cm.co.jp/
 
ト,105143,東和護謨化⼯株式会社
〒652-0062,神⼾市兵庫区⼤同町１−２−１
2024-08-23
http://www.towagomu.com/
 
ト,214132,藤和サッシ株式会社
〒252-0822,神奈川県藤沢市葛原２２３７
2025-04-12
http://www.towa-sash.co.jp
 
ト,223399,東和産業株式会社
〒065-0026,北海道札幌市東区北⼆⼗六条東９丁⽬５番１号
2024-08-01
http://www.towasangyou.co.jp
 
ト,225381,東和産業株式会社
〒746-0043,⼭⼝県周南市新⽥２丁⽬３番１７号
2025-06-01
https://www.to-wasan.co.jp/
 
ト,114877,株式会社東和システム
〒101-0052,東京都千代⽥区神⽥⼩川町３−１０
2023-11-26
http://www.towasystem.co.jp
 
ト,104964,東和絞⼯業株式会社
〒224-0054,神奈川県横浜市都筑区佐江⼾町１９３４−１
2023-10-25



http://www.towa-spinning.co.jp/
 
ト,115209,株式会社東和商会
〒532-0035,⼤阪市淀川区三津屋南３−１０−３
2024-06-09
http://www.towa-shokai.co.jp/
 
ト,220384,株式会社東和重機⼯事
〒276-0004,千葉県⼋千代市島⽥台１２８８ー９
2024-10-26
http://towajyuki.com/
 
ト,230587,東和スポーツ施設株式会社
〒606-8284,京都府京都市左京区北⽩川下池⽥町７９番地１
2025-08-02
https://www.towa-sports.co.jp
 
ト,104013,株式会社東和製作所
〒131-0032,東京都墨⽥区東向島６−５５−３
2025-02-12
http://www.towa-ss.co.jp
 
ト,115278,株式会社東和製作所
〒143-0015,東京都⼤⽥区⼤森⻄４−１４−１１
2024-09-28
http://www.towa-inc.co.jp/
 
ト,124979,株式会社東和製作所
〒960-0762,福島県伊達市梁川町丹波塚６
2025-07-09
 
ト,125192,株式会社東和精密
〒401-0004,⼭梨県⼤⽉市賑岡町強瀬２２６２
2026-06-06
http://www.towaseimitsu.co.jp/
 
ト,231380,東和設備株式会社
〒252-1107,神奈川県綾瀬市深⾕中８丁⽬６番２４号
2025-12-06
http://towa-pvc.com/
 
ト,229315,株式会社東和測量
〒124-0002,東京都葛飾区⻄⻲有２ー５５ー６
2025-10-02
http://www.towasokuryou.com
 
ト,114913,株式会社東和鋳造所
〒511-0123,三重県桑名市多度町北猪飼字松本１１８８−１
2025-10-01
 
ト,229979,東和通商株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿２ー５ー５
2023-10-02
 
ト,220245,東和通信建設株式会社



〒981-3131,宮城県仙台市泉区七北⽥字⽩⽔沢１１１−１８
2024-09-14
 
ト,217637,藤和通信⼯業株式会社
〒191-0024,東京都⽇野市万願寺３丁⽬４９番地の８
2026-03-10
 
ト,501614,東和通信システム株式会社
〒921-8055,⽯川県⾦沢市⻄⾦沢新町１３４番地１
2025-02-23
www.ttskk.jp
 
ト,217600,株式会社東和鉄筋⼯業
〒857-0001,⻑崎県佐世保市烏帽⼦町１１８番地３
2026-02-18
 
ト,128328,株式会社東和デバイス
〒192-0154,東京都⼋王⼦市下恩⽅町４６８−１
2025-10-01
http://www.j-tdc.com/
 
ト,102844,東和電機株式会社
〒103-0002,東京都中央区⽇本橋⾺喰町２−７−８
2025-10-23
http://www.i-towa.co.jp
 
ト,105190,東和電気株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋２−１３−８ 新橋東和ビル８Ｆ
2024-07-18
http://www.towadenki.co.jp
 
ト,122580,東和電機⼯業株式会社
〒038-1216,⻘森県南津軽郡藤崎町⼤字榊字和⽥８８−１
2024-10-09
https://www.towagp.co.jp
 
ト,114369,株式会社東和電機⼯業所
〒666-0023,兵庫県川⻄市東久代１−４−９
2023-10-04
http://www.towa-dk.co.jp
 
ト,211703,東和電気⼯事株式会社
〒453-0818,愛知県名古屋市中村区千成通１丁⽬２２番地
2026-06-15
http://www.towa-d.net
 
ト,229094,東和電材株式会社
〒030-0113,⻘森県⻘森市第⼆問屋町４丁⽬１番２０号
2025-06-06
http://www.towa-denzai.com/
 
ト,100291,株式会社東和電⼦
〒312-0018,茨城県ひたちなか市笹野町２−１２−２ マリンコートⅠビル２Ｆ
2025-09-10
http://www.twa.co.jp/



 
ト,217422,東和電商株式会社
〒060-0032,北海道札幌市中央区北⼆条東２丁⽬１番地
2026-01-07
http://www.towadensho.co.jp/
 
ト,227878,東和電設株式会社
〒983-0821,宮城県仙台市宮城野区岩切字⼊⼭８３ー１２８
2024-04-13
 
ト,124896,東和特殊プリント株式会社
〒452-0838,名古屋市⻄区⻑先町２０８
2025-03-19
http://www.towa-p.jp/
 
ト,100934,東和プリント⼯業株式会社
〒193-0832,東京都⼋王⼦市散⽥町５−６−５
2023-11-18
http://www.twp.co.jp
 
ト,220886,東和防災⼯業株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿六丁⽬２４番１号
2025-03-22
https://towabosai.jp/
 
ト,227335,東和ランドテック株式会社
〒181-0002,東京都三鷹市牟礼５−１１−１
2024-02-01
 
ト,218372,東和冷機株式会社
〒641-0006,和歌⼭県和歌⼭市中島４０７−８
2023-09-08
 
ト,120739,株式会社⼗印
〒108-0014,東京都港区芝５−３１−１９
2023-12-26
https://to-in.com/
 
ト,222167,株式会社ＴＯＨＫＡＩ
〒457-0022,愛知県名古屋市南区明円町６４
2026-05-01
https://www.kk-tohkai.co.jp/
 
ト,219414,株式会社⼗急
〒120-0047,東京都⾜⽴区宮城２丁⽬１１番３号
2024-03-23
 
ト,125782,株式会社遠⼭⼯業
〒313-0031,茨城県常陸太⽥市岡⽥町２０７２−３
2023-09-12
http://www.tohyama-k.co.jp
 
ト,103622,有限会社⼾ヶ崎製作所
〒370-0615,群⾺県⾢楽郡⾢楽町篠塚１６６５−１
2024-02-09



 
ト,504899,株式会社⼾上電機製作所
〒840-0802,佐賀県佐賀市⼤財北町１−１
2025-09-08
https://www.togami-elec.co.jp/
 
ト,114894,株式会社⼾上デンソー
〒840-0811,佐賀県佐賀市⼤財５−７−２５
2024-01-07
http://www.togami-denso.co.jp
 
ト,124875,株式会社⼾上メタリックス
〒849-0903,佐賀市久保泉町下和泉３２００−１
2024-11-21
http://www.togami-metalix.jp/
 
ト,104950,株式会社⼗川ゴム
〒550-0015,⼤阪市⻄区南堀江４−２−５
2024-05-15
http://www.togawa.co.jp
 
ト,114823,株式会社外川ダイカスト⼯業所
〒356-0051,埼⽟県ふじみ野市⻲久保字⻲居１１５４−５５
2024-04-17
http://www.togawa-dc.com/
 
ト,105457,トキオ⽂化財株式会社
〒206-0011,東京都多摩市関⼾５−１−１４
2025-02-15
 
ト,106128,トキコーポレーション株式会社
〒143-0006,東京都⼤⽥区平和島４−１−２３ ＪＳプログレ２Ｆ
2024-01-15
https://www.toki.co.jp/
 
ト,502229,トキコシステムソリューションズ株式会社
〒230-0051,神奈川県横浜市鶴⾒区鶴⾒中央３−９−２７
2026-03-07
https://www.tokicosys.com
 
ト,504503,トキコシステムソリューションズ株式会社
〒210-0005,神奈川県横浜市鶴⾒区鶴⾒中央３丁⽬９番２７号
2024-12-21
www.tokicosys.com/
 
ト,217371,株式会社時⾥組
〒830-0065,福岡県久留⽶市荒⽊町今２２２−１
2025-12-10
 
ト,230787,株式会社時⽥設備
〒290-0081,千葉県市原市五井中央⻄⼆丁⽬１４番地８
2025-08-30
 
ト,224585,時⽥電機⼯業株式会社
〒010-0001,秋⽥県秋⽥市中通６ー３ー３０



2025-04-01
 
ト,104527,株式会社トキテック
〒654-0055,兵庫県神⼾市須磨区須磨浦通５−５−３０
2025-09-07
 
ト,104959,トキトレーディング株式会社
〒669-1342,兵庫県三⽥市四ツ辻７１０
2023-10-18
http://toki-t.com
 
ト,124978,株式会社トキハ
〒870-8688,⼤分市府内町２−１−４
2025-11-01
http://www.tokiwa-dept.co.jp
 
ト,224142,株式会社時久組
〒223-0057,神奈川県横浜市港北区新⽻町９３７番地
2025-02-01
http://www.tokihisa.co.jp
 
ト,106499,株式会社常盤
〒601-8176,京都府京都市南区上⿃⽻⼭ノ本町５２
2025-01-13
https://tokiwa1983.co.jp/
 
ト,124811,株式会社トキワ
〒812-0016,福岡市博多区博多駅南４−４−１
2025-02-13
http://www.tokiwa-net.com
 
ト,214273,株式会社トキワ
〒232-0056,神奈川県横浜市南区通町１ー９ー３
2025-07-05
 
ト,218333,株式会社トキワ
〒317-0074,茨城県⽇⽴市旭町３丁⽬４番２号
2023-09-08
 
ト,229250,株式会社常盤
〒584-0032,⼤阪府富⽥林市常盤町５３番１号
2025-08-22
http://www.tokiwa-inc.jp
 
ト,230485,株式会社トキワ
〒739-1731,広島県広島市安佐北区落合三丁⽬９番２１号
2025-07-19
 
ト,212724,株式会社松運輸
〒252-0134,神奈川県相模原市緑区下九沢２４９１ー１
2025-07-03
 
ト,121383,有限会社トキワエンジニアリング
〒437-0215,静岡県周智郡森町森１７５０
2024-04-04



http://www.tokiwa-eng.jp
 
ト,128730,有限会社トキワ化成
〒316-0001,茨城県⽇⽴市諏訪町１０８７−３
2026-01-28
 
ト,124924,常盤技研⼯業株式会社
〒317-0076,茨城県⽇⽴市会瀬町１−７−９
2025-06-11
 
ト,102357,株式会社トキワ計測器
〒108-0072,東京都港区⽩⾦１−２６−１
2025-02-22
http://www.etokiwa.co.jp/
 
ト,222349,株式会社常磐建⼯
〒451-0053,愛知県名古屋市⻄区枇杷島３ー２９ー１１
2023-11-01
 
ト,227706,常盤建設株式会社
〒114-0015,東京都北区中⾥三丁⽬１０番１１号
2024-03-23
 
ト,228097,常磐建設株式会社
〒301-0824,茨城県⿓ケ崎市２９５７番地
2024-05-25
http://www.tokiwa1.co.jp
 
ト,121874,株式会社ときわ光学
〒174-0063,東京都板橋区前野町１−１１−９
2024-06-25
http://www.tokiwa-optical.co.jp
 
ト,213019,トキワ⼯業株式会社
〒213-0021,神奈川県川崎市⾼津区千年新町４０ー１プリベール新城１階
2026-01-29
 
ト,214859,常盤⼯業株式会社
〒102-8182,東京都千代⽥区九段北４ー２ー３８
2023-07-11
http://www.tokiwakogyo.co.jp
 
ト,124912,常盤産業株式会社
〒460-0014,名古屋市中区富⼠⾒町１５−３１
2025-05-14
http://www.tokiwa-group.co.jp
 
ト,129861,トキワ産業株式会社
〒310-0011,茨城県⽔⼾市三の丸３−７−１
2025-03-26
 
ト,127372,株式会社トキワシステム 東京⽀店
〒174-0076,東京都板橋区上板橋３−６−１１
2024-09-06
 



ト,504750,常磐システムエンジニアリング株式会社
〒300-0034,茨城県⼟浦市港町⼆丁⽬３番１１号
2023-07-12
https://www.tokiwa-sys.co.jp/
 
ト,124863,株式会社常盤商⾏
〒143-0016,東京都⼤⽥区⼤森北１−６−８
2025-03-26
http://www.k-tokiwa.co.jp/
 
ト,115157,株式会社常磐精機
〒466-0059,名古屋市昭和区福江１−１２−５
2023-12-13
http://www.kk-tokiwaseiki.co.jp/
 
ト,129916,株式会社トキワ製作所
〒311-1301,茨城県東茨城郡⼤洗町磯浜町７９８６−３４
2025-04-13
http://www.tokiwass.com/
 
ト,125082,株式会社登喜和製作所
〒370-2213,群⾺県⽢楽郡⽢楽町⽩倉６２６
2025-12-13
http://www.tokiwa-fac.co.jp/
 
ト,216957,トキワ設備⼯業株式会社
〒143-0024,東京都⼤⽥区中央８−４１−７
2025-07-30
http://www.tokiwa-setubi.co.jp/
 
ト,219605,有限会社常葉創建
〒314-0011,茨城県⿅嶋市⼤字港ケ丘２７３ー３２
2024-04-20
 
ト,124892,常盤電機株式会社
〒670-0057,兵庫県姫路市北今宿２−４−１
2024-12-04
http://www.tokiwa-electric.co.jp
 
ト,216502,常盤電業株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野１丁⽬１１番６号
2025-05-21
http://tokiwadengyo.co.jp/
 
ト,115023,トキワ電線株式会社
〒144-0053,東京都⼤⽥区蒲⽥本町２−４−２
2023-08-13
http://www.tokiwadensen.co.jp/
 
ト,106684,株式会社トキワン・プランニング
〒359-0046,埼⽟県所沢市北所沢町２１９８−５５
2025-06-08
http://www.tokione.co.jp
 
ト,222833,有限会社徳⼀



〒500-8142,岐⾩県岐⾩市花沢町１ー１５ー４
2024-03-01
 
ト,212416,株式会社徳機製作所
〒746-0028,⼭⼝県周南市港町１２番２２号
2024-12-12
https://www.tokki-seisakusho.jp
 
ト,124855,株式会社トクサイ
〒940-1164,新潟県⻑岡市南陽１−１０２７−６
2024-11-20
http://www.tokusai.co.jp/
 
ト,106472,徳島カム株式会社
〒771-0202,徳島県板野郡北島町太郎⼋須字備後江家１−１
2024-12-23
http://www.tokushima-cam.co.jp
 
ト,221450,株式会社徳島機械センター
〒771-4261,徳島県徳島市丈六町森ノ⽊９番地１
2025-04-01
https://tokushimakikai.com/
 
ト,216333,株式会社徳島⾃動ドア
〒770-8081,徳島県徳島市⼋万町弐丈３６番地１３
2025-04-23
https://nabcotokushima.co.jp/
 
ト,224520,徳島⽯材産業株式会社
〒779-0102,徳島県板野郡板野町川端字新⼿崎５０番地１
2025-04-01
https://tokushimasekizai.jimdofree.com/
 
ト,225936,徳島⼤三⼯業株式会社
〒770-0006,徳島県徳島市北⽮三町１丁⽬２番６１号
2025-09-01
_
 
ト,230828,徳島電機産業株式会社
〒779-1243,徳島県阿南市那賀川町上福井南岩渕３９番１０
2025-09-13
https://www.tokudensan.co.jp/
 
ト,213173,徳島塗装建設株式会社
〒770-0847,徳島県徳島市幸町２丁⽬１３番地
2026-03-31
 
ト,227364,徳島防災株式会社
〒770-0939,徳島県徳島市かちどき橋１ー３３ー１
2024-02-09
http://www.tokushimabousai.co.jp
 
ト,231262,徳島宮地電機株式会社
〒770-0852,徳島県徳島市徳島町三丁⽬８番１号
2025-11-08



https://www4.miyajidenki.com/
 
ト,216136,株式会社トクシュ
〒389-0512,⻑野県東御市滋野⼄２４９３番地１
2025-03-12
 
ト,226440,株式会社トクシュ
〒902-0073,沖縄県那覇市字上間２１２番地の１
2026-03-01
http://tokusyu.jp/
 
ト,504931,株式会社特殊⾦属エクセル
〒171-0031,東京都豊島区⽬⽩１−４−２５ ⽬⽩博物館ビル６Ｆ
2026-04-25
https://www.tokkin.co.jp/
 
ト,227288,株式会社特殊技研
〒534-0011,⼤阪府⼤阪市都島区⾼倉町３ー１３ー２
2024-01-10
 
ト,221930,株式会社特殊技研興業
〒950-0923,新潟県新潟市中央区姥ケ⼭４ー１２ー１８
2025-08-01
http://www.kk-tgk.jp/
 
ト,228437,特殊技研販売株式会社
〒103-0011,東京都中央区⽇本橋⼤伝⾺町２ー１１イワサキ第⼆ビル２Ｆ
2024-08-30
http://www.tokteck.co.jp
 
ト,129697,株式会社特殊計測
〒230-0001,神奈川県横浜市鶴⾒区⽮向６−１１−１３
2024-12-11
http://tokushu-keisoku.jp
 
ト,212285,特殊⼯業株式会社
〒040-0076,北海道函館市浅野町５番１号
2024-07-25
 
ト,232023,株式会社特殊⾼所技術
〒601-8319,京都府京都市南区吉祥院三ノ宮町１番地
2026-05-23
https://www.tokusyu-kousyo.co.jp/
 
ト,127540,特殊炭素株式会社
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町４−１−２１ 近三ビル
2024-11-16
 
ト,505301,特殊電極株式会社
〒660-0881,兵庫県尼崎市昭和通２−２−２７
2025-11-22
http://www.tokuden.co.jp
 
ト,215396,株式会社特種東海フォレスト
〒428-0013,静岡県島⽥市⾦⾕東１丁⽬７５３番地の１



2024-05-15
 
ト,120508,特殊発條興業株式会社
〒664-0837,兵庫県伊丹市北河原１−１−１
2023-10-15
http://www.tokuhatsu.co.jp
 
ト,115137,特殊バネ株式会社
〒176-0021,東京都練⾺区貫井１−２６−１
2023-12-01
http://www.tokubane.co.jp/
 
ト,505422,特殊メタル株式会社
〒976-0035,福島県相⾺市程⽥字潜⽯１番地
2026-06-24
http://www.tokumeta.co.jp/
 
ト,230881,株式会社トクショー
〒467-0875,愛知県名古屋市瑞穂区御劔町⼆丁⽬１２番地
2025-09-20
 
ト,219468,株式会社德翔
〒819-0043,福岡県福岡市⻄区野⽅２丁⽬１３−１３
2024-03-23
 
ト,226101,株式会社トクショウ
〒810-0001,福岡県福岡市中央区天神２ー８ー３８
2025-10-01
http://www.tokushou.jp/
 
ト,106752,株式会社徳松システム
〒532-0013,⼤阪府⼤阪市淀川区⽊川⻄２−２−１７
2025-08-04
http://www.tokushosystem.co.jp/
 
ト,214098,有限会社特進⼯業
〒036-8054,⻘森県弘前市⽥町４丁⽬１ー２
2025-03-29
http://tokushin-kogyo.jp/
 
ト,217439,株式会社徳伸⼯業
〒317-0061,茨城県⽇⽴市東町３ー３ー２８
2026-01-07
 
ト,224589,徳壽⼯業株式会社
〒760-0066,⾹川県⾼松市福岡町２丁⽬５番１０号
2025-04-01
https://www.tokuju.co.jp/
 
ト,123811,トクセン⼯業株式会社
〒675-1361,兵庫県⼩野市住吉町南⼭１０８１
2025-04-19
http://www.tokusen.co.jp
 
ト,212650,徳⽥⼯業株式会社



〒272-0143,千葉県市川市相之川１丁⽬２０番２６号
2025-05-29
 
ト,214101,株式会社トクダコーポレーション
〒816-0981,福岡県⼤野城市若草３丁⽬１４番１５号
2025-03-29
 
ト,214186,株式会社徳⽥⼯業
〒816-0873,福岡県春⽇市⽇の出町４丁⽬１７番地の１
2025-05-17
http://tokuda-kougyo.co.jp
 
ト,114809,株式会社徳⽥製作所
〒613-0034,京都府久世郡久御⼭町佐⼭字新開地２６２−１
2024-01-13
 
ト,215054,株式会社徳⽥内装
〒901-0305,沖縄県⽷満市⻄崎２丁⽬４３番６号
2023-10-17
 
ト,125098,株式会社特電
〒410-8540,静岡県沼津市双葉町９−１１−５
2026-04-22
https://www.kk-tokuden.co.jp
 
ト,100390,株式会社特電⼤泉製作所
〒370-0523,群⾺県⾢楽郡⼤泉町吉⽥９３９−１
2025-10-12
http://www.tokuden-ohizumi.com
 
ト,105103,株式会社トクデンプロセル
〒370-0857,⾼崎市上佐野町７１４
2024-06-29
http://www.prosell.co.jp/
 
ト,215365,株式会社徳留
〒899-2506,⿅児島県⽇置市伊集院町清藤２４６０番地
2024-04-23
 
ト,219473,有限会社徳留⼯業
〒893-2301,⿅児島県肝属郡錦江町神川３１１７番地
2024-03-23
 
ト,220687,徳永⼯事株式会社
〒202-0006,東京都⻄東京市栄町⼀丁⽬９番２２−１号
2025-02-07
 
ト,228093,徳永産業株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋２丁⽬２０番１５号
2024-05-25
http://www.tokunaga-s.co.jp/
 
ト,125061,有限会社徳永製作所
〒216-0022,川崎市宮前区平５−３−５６
2026-02-18



 
ト,100606,株式会社トクホウ
〒334-0074,埼⽟県川⼝市江⼾１−６−３０
2026-02-04
http://www.tokuhou.co.jp
 
ト,219293,株式会社徳政組
〒771-4301,徳島県勝浦郡勝浦町⼤字沼江字神⾕９番地の２
2024-03-09
 
ト,219458,株式会社德丸⼯業
〒452-0848,愛知県名古屋市⻄区⻄原町１４４
2024-03-23
 
ト,114905,トクマル電⼯株式会社
〒677-0003,兵庫県⻄脇市⻄⽥町１３１−９
2024-10-15
http://www.tokumarudenko.jp/
 
ト,218213,有限会社徳森⼯業
〒791-8043,愛媛県松⼭市東垣⽣町５０４番地３
2023-08-11
 
ト,216284,株式会社徳泰⼯業
〒771-0212,徳島県板野郡松茂町中喜来字⼗⼈歩２０ー５
2025-04-09
 
ト,504840,株式会社トクヤマ
〒101-8618,⼭⼝県周南市御影町１番１号
2026-03-05
http://www.tokuyama.co.jp/
 
ト,100254,株式会社徳⼭オイルクリーンセンター
〒745-0024,⼭⼝県周南市晴海町７−２１
2025-09-02
http://www.oilclean.jp/
 
ト,505450,徳⼭海陸運送株式会社
〒745-0025,⼭⼝県周南市築港町２番１８号
2023-08-12
http://www.t-kairiku.co.jp
 
ト,231430,徳⼭計量器株式会社
〒745-0056,⼭⼝県周南市新宿通三丁⽬２０番地
2025-12-13
https://www.t-scale.jp
 
ト,102121,徳⼭興産株式会社
〒745-0037,⼭⼝県周南市栄町２−３１
2025-01-15
http://www.tkosan.co.jp/portalpage.htm
 
ト,224110,株式会社徳⼭商会
〒492-8304,愛知県稲沢市⽣出⼭⽥町５４番地
2025-02-01



 
ト,505142,株式会社トクヤマソーダ販売
〒103-0002,東京都中央区⽇本橋⾺喰町２−７−８
2024-10-12
 
ト,219079,トクヤマ通商株式会社
〒105-0014,東京都港区芝２−２８−８
2024-02-09
 
ト,231452,株式会社徳⼭電機製作所
〒704-8161,岡⼭県岡⼭市東区九蟠１１１９番地
2025-12-19
http://www.tokuyamadenki.jp/
 
ト,217786,徳⼭⼟⽊株式会社
〒669-1103,兵庫県⻄宮市⽣瀬東町２番１６号
2026-06-16
https://www.tokuyama.jp/
 
ト,214560,徳倉建設株式会社
〒460-8615,愛知県名古屋市中区錦三丁⽬１３番５号
2023-02-07
http://www.tokura.co.jp
 
ト,215991,⼾倉⼯業株式会社
〒185-0002,東京都国分寺市東⼾倉１丁⽬１５番地２
2025-02-05
http://www.tokura-kogyo.co.jp
 
ト,218235,都倉電気⼯業株式会社
〒661-0966,兵庫県尼崎市⻄川⼆丁⽬４番２５号
2023-08-18
 
ト,219567,徳⼒建設⼯業株式会社
〒171-0032,東京都豊島区雑司が⾕１ー５２ー１５
2024-04-13
 
ト,104315,徳⼒精⼯株式会社
〒183-0006,東京都府中市緑町３−１０−１ ＴＳＫビル
2026-02-07
http://www.tokurikiseiko.co.jp
 
ト,125056,株式会社徳⼒本店
〒101-8548,東京都千代⽥区鍛冶町２−９−１２
2026-03-01
https://www.tokuriki-kanda.co.jp
 
ト,228417,株式会社徳和
〒675-0163,兵庫県加古郡播磨町古宮３２７番地の５
2024-08-23
http://www.tokuwa21.co.jp
 
ト,223101,徳和⼯業株式会社
〒981-0966,宮城県仙台市⻘葉区荒巻本沢３丁⽬１０番１９号
2024-05-01



http://www.tokuwakk.co.jp
 
ト,223384,徳和⼯業株式会社
〒164-0012,東京都中野区本町３丁⽬４番３号
2024-07-01
http://www.tokuwakogyo.co.jp/
 
ト,216713,株式会社⼾栗鉄構電設
〒400-0332,⼭梨県南アルプス市鏡中條３５５８ー３
2025-06-25
 
ト,129158,株式会社鍍研
〒362-0806,埼⽟県北⾜⽴郡伊奈町⼩室４８１１
2023-11-13
http://www.token-j.sakura.ne.jp/
 
ト,230101,株式会社塗巧
〒173-0031,東京都板橋区⼤⾕⼝北町２０番１５−１０１号
2025-05-17
http://www.tokou.co.jp
 
ト,104788,株式会社⼾頃建築設計事務所
〒310-0043,茨城県⽔⼾市松が丘１−２−２３
2026-05-30
 
ト,230645,株式会社所沢アウトグローパネル
〒359-0005,埼⽟県所沢市⼤字神⽶⾦４２３番地の４
2025-08-02
https://www.top-co.jp
 
ト,218211,株式会社所沢サンロード
〒359-1142,埼⽟県所沢市上新井５−１８−１
2023-08-11
 
ト,125706,⼟佐機⼯株式会社
〒550-0013,⼤阪府⼤阪市⻄区新町４−１０−３１
2023-08-04
https://www.tosainc.jp
 
ト,219506,有限会社⼟佐商事
〒880-2211,宮崎県宮崎市⾼岡町花⾒１７２０ー８
2024-03-30
https://tosa-jyuuryou.com/
 
ト,231653,⼟佐新⾼建設株式会社
〒780-8019,⾼知県⾼知市北⽵島町４９０番地
2026-02-07
https://tosa-shinko.jp/
 
ト,212442,⼟佐通信システム株式会社
〒780-0055,⾼知県⾼知市江陽町１０番２４号
2025-01-23
 
ト,106453,⼟佐電⼦⼯業株式会社
〒787-0010,⾼知県四万⼗市古津賀１０７９−１



2024-12-16
https://tosa-ei.co.jp
 
ト,122450,株式会社⼾沢商店
〒475-0903,愛知県半⽥市出⼝町１−２１７−１１
2024-09-16
 
ト,218134,有限会社とし
〒112-0001,東京都⽂京区⽩⼭４丁⽬２９番１８号
2023-08-04
 
ト,217528,都市環境整美株式会社
〒163-0646,東京都新宿区⻄新宿⼀丁⽬２５番１号
2026-01-28
https://toshi-kankyo.jp/
 
ト,211756,株式会社トシコーポレーション
〒235-0007,神奈川県横浜市磯⼦区⻄町９ー１０
2023-07-14
 
ト,105481,トシダ⼯業株式会社
〒418-0001,静岡県富⼠宮市万野原新⽥３６４７−３
2025-03-12
http://toshida.co.jp/
 
ト,224835,豊島運送株式会社
〒174-0041,東京都板橋区⾈渡２丁⽬１１番１８号
2025-04-01
 
ト,215985,豊島⼯業株式会社
〒171-0052,東京都豊島区南⻑崎１ー２１ー２
2025-01-29
http://www.toshimakk.jp/
 
ト,222557,株式会社⼾島⼯業所
〒690-0021,島根県松江市⽮⽥町２５０ー６２
2024-01-01
 
ト,216654,豊島⼟⽊株式会社
〒125-0031,東京都葛飾区⻄⽔元１丁⽬２１番地２号
2025-06-18
http://www.toshima-c.co.jp/
 
ト,124617,株式会社トスカバノック
〒101-0042,東京都千代⽥区神⽥東松下町１４ 東信神⽥ビル７階
2025-11-18
http://www.toska-banok.com/
 
ト,218725,株式会社トスク
〒732-0029,広島県広島市東区福⽥２丁⽬３５０−１ＴＳＫビル３階
2023-12-08
 
ト,125112,株式会社トスコ
〒700-0953,岡⼭市南区⻄市１１６−１３
2026-05-22



http://www.tosco.co.jp
 
ト,218443,株式会社トスコ
〒177-0032,東京都練⾺区⾕原２−１３−７
2023-09-29
http://www.tosco-hp.com/
 
ト,106434,株式会社トスバックシステムズ
〒760-0066,⾹川県⾼松市福岡町４−５−１
2024-12-03
http://www.tosbac-systems.co.jp
 
ト,124860,株式会社⼾⾼製作所
〒870-0278,⼤分市⻘崎１−３−２１
2024-11-07
http://www.todaka-oita.jp
 
ト,214090,⼾⽥建設株式会社
〒104-0031,東京都中央区京橋⼀丁⽬７番１号
2025-04-01
https://www.toda.co.jp/
 
ト,105782,⼾⽥興業株式会社
〒210-0843,神奈川県川崎市川崎区⼩⽥栄１−５−１１
2025-12-05
http://www.todaco.co.jp/
 
ト,114060,⼾⽥⼯業株式会社
〒146-0092,東京都⼤⽥区下丸⼦１−１４−２
2023-05-28
http://www.adot.co.jp
 
ト,115043,⼾⽥⼯業株式会社
〒732-0828,広島県広島市南区京橋町１−２３ ⼤樹⽣命広島駅前ビル９階
2023-08-20
http://www.todakogyo.co.jp/
 
ト,213781,株式会社⼾⽥⼯業
〒434-0035,静岡県浜松市浜北区寺島３１９５番地の１
2024-07-28
 
ト,220372,⼾⽥⼯業株式会社
〒550-0012,⼤阪府⼤阪市⻄区⽴売堀３丁⽬６番１２号
2024-10-19
https://www.toda-mold.co.jp
 
ト,216275,株式会社⼾⽥⼯務店
〒069-0831,北海道江別市野幌若葉町４６番地の１０７
2025-04-09
https://www.toda-koumuten.com/
 
ト,226910,株式会社⼾⽥鉄筋
〒561-0802,⼤阪府豊中市曽根東町６丁⽬６番４号
2026-07-01
 



ト,105867,⼾⽥テック株式会社
〒660-0881,兵庫県尼崎市昭和通４−１１７ エスティ尼崎ビル４Ｆ
2026-03-09
https://www.toda-tec.com/
 
ト,228457,⼾⽥道路株式会社
〒103-0014,東京都中央区⽇本橋蛎殻町⼆丁⽬１３番６号
2024-09-04
http://www.toda-road.co.jp
 
ト,229745,⼾⽥ビルパートナーズ株式会社
〒135-0063,東京都江東区有明三丁⽬４番１０号
2023-06-03
http://www.toda-bp.co.jp/
 
ト,221299,株式会社トチギ
〒959-1943,新潟県阿賀野市次郎丸１０４４番地２
2025-04-01
 
ト,225068,栃⽊アンカー⼯業株式会社
〒328-0033,栃⽊県栃⽊市城内町２丁⽬４４番３７号
2025-04-01
https://ta-k.co.jp/
 
ト,218310,株式会社栃⽊イマイ
〒329-0617,栃⽊県河内郡上三川町⼤字⽯⽥７１５番地
2023-09-01
 
ト,212595,栃⽊エコ建設株式会社
〒328-0025,栃⽊県栃⽊市仲仕上町１９８番地６
2025-04-24
_
 
ト,105258,栃⽊科研⼯業株式会社
〒321-2351,栃⽊県⽇光市塩野室町１００７−４
2024-10-04
 
ト,115135,株式会社栃⽊加登屋
〒329-2712,栃⽊県那須塩原市下永⽥１−９２８
2023-10-21
 
ト,212805,有限会社栃⽊組
〒028-6411,岩⼿県九⼾郡軽⽶町⼤字⼩軽⽶２５ー３５
2025-08-28
 
ト,215010,株式会社栃⽊ケイテクノ
〒321-0974,栃⽊県宇都宮市⽵林町８９５
2023-09-26
http://www.t-k-techno.co.jp/
 
ト,230990,栃⽊県電気⼯事株式会社
〒320-0052,栃⽊県宇都宮市中⼾祭町８２１番地１４
2025-10-04
https://www.tochidenko.com
 



ト,218719,栃⽊砿業株式会社
〒328-0053,栃⽊県栃⽊市⽚柳町⼀丁⽬３番３号
2023-12-08
 
ト,126840,栃⽊精⼯株式会社
〒328-0012,栃⽊市平柳町２−１−５
2024-05-11
http://www.tochigiseiko.co.jp/
 
ト,103289,有限会社栃⽊ダボ製作所
〒322-0252,栃⽊県⿅沼市加園１０８５
2023-07-11
 
ト,126345,栃⽊電⼦⼯業株式会社
〒328-0024,栃⽊県栃⽊市樋ノ⼝町４４４−１
2023-12-07
https://www.tochiden.co.jp/
 
ト,114970,株式会社栃⽊ニコン
〒324-8625,栃⽊県⼤⽥原市実取７７０
2024-09-22
https://www.jp.nikon.com/company/corporate/group/ktn/
 
ト,125051,栃⽊⽇信株式会社
〒329-0114,栃⽊県下都賀郡野⽊町野⽊１４１−７
2026-02-15
https://www.tochigi-ns.co.jp
 
ト,215944,株式会社栃⽊パワーテクノ
〒321-0974,栃⽊県宇都宮市⽵林町８９５番地
2025-01-29
http://www.t-p-techno.co.jp/
 
ト,114836,株式会社栃⽊屋
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥２−１１−１
2024-03-13
http://www.tochigiya.co.jp/
 
ト,217149,株式会社栃建
〒320-0851,栃⽊県宇都宮市鶴⽥町１６７
2025-09-24
 
ト,124969,有限会社栃⼤電⼯
〒323-0115,栃⽊県下野市下坪⼭１８１３
2025-07-04
 
ト,128648,株式会社トチバン
〒329-4305,栃⽊県栃⽊市岩⾈町静⼾１５２９−３
2025-12-28
http://www.tochiban.co.jp/
 
ト,125859,特許機器株式会社
〒660-0833,兵庫県尼崎市南初島町１０−１３３
2023-10-03
http://www.tokkyokiki.co.jp



 
ト,505521,特許業務法⼈鷲⽥国際特許事務所
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿１−２３−７ 新宿ファーストウェスト８Ｆ
2024-02-03
https://www.washidapat.com/
 
ト,214768,株式会社特建
〒950-3304,新潟県新潟市北区⽊崎９２２ー５
2026-06-06
http://www.n-tokken.com
 
ト,218375,特建株式会社
〒800-0203,福岡県北九州市⼩倉南区朽網東１−１６−１７
2023-09-08
 
ト,223463,株式会社特研メカトロニクス
〒108-8502,東京都港区港南２ー１５ー２
2024-08-01
 
ト,102332,⿃取科学器械株式会社
〒680-0912,⿃取県⿃取市商栄町２５１−１３
2025-02-21
http://www.tottori-kagaku.co.jp/
 
ト,102401,⿃取ガス株式会社
〒680-0932,⿃取県⿃取市五反⽥町６
2025-03-04
 
ト,102381,⿃取サイエンス株式会社
〒680-0841,⿃取市吉⽅温泉３−１１０
2025-02-27
http://tottori-science.co.jp
 
ト,217974,⿃取ビルクリーナー株式会社
〒680-0031,⿃取県⿃取市本町４丁⽬２１７番地
2023-07-21
 
ト,215939,⿃取福間商事株式会社
〒683-0846,⿃取県⽶⼦市安倍１８３ー１
2025-01-22
 
ト,114902,株式会社⿃取平版社
〒680-0845,⿃取市富安１−７９
2024-12-15
http://www.heiban.co.jp
 
ト,126763,株式会社⿃取メカシステム
〒689-1112,⿃取県⿃取市若葉台南７−１−３１
2024-03-22
http://www.torimeka.jp
 
ト,104560,凸版印刷株式会社
〒110-8560,東京都台東区台東１−５−１
2023-09-25
https://www.toppan.co.jp/



 
ト,112072,凸版印刷株式会社
〒101-0024,東京都千代⽥区神⽥和泉町１
2023-10-25
 
ト,122685,凸版印刷株式会社
〒101-0024,東京都千代⽥区神⽥和泉町１
2026-01-29
 
ト,115075,凸版印刷株式会社 環境デザイン事業部
〒110-8560,東京都台東区台東１−５−１
2026-03-10
https://www.toppan.co.jp/
 
ト,101335,株式会社トッパンインフォメディア
〒108-0023,東京都港区芝浦３−１９−２６
2025-02-15
https://www.toppan-im.co.jp/
 
ト,114879,ＴＯＰＰＡＮエッジ株式会社
〒105-8311,東京都港区東新橋１−７−３
2024-02-06
https://www.edge.toppan.com
 
ト,106047,株式会社トッパンＴＯＭＯＥＧＡＷＡオプティカルフィルム
〒110-0016,東京都台東区台東１―５―１
2023-10-05
https://www.toppan.co.jp/electronics/profile/addr_japan/#tom
oegawa
 
ト,106586,株式会社トッパンフォトマスク
〒108-8539,東京都港区芝浦３−１９−２６ トッパン芝浦ビル
2025-02-25
 
ト,104323,株式会社トッパンプロスプリント
〒135-0044,東京都江東区越中島３−５−６
2022-08-06
http://www.toppan-pp.co.jp
 
ト,101894,株式会社トップ
〒611-0042,京都府宇治市⼩倉町春⽇森３２
2024-11-12
 
ト,124566,株式会社ＴＯＰ
〒915-0861,福井県越前市今宿町第２０号１番地
2025-10-27
http://www.top-corp.jp
 
ト,214833,株式会社トップインテリア
〒112-0002,東京都⽂京区⼩⽯川５−６−９
2023-07-04
http://www.topinterior.co.jp/
 
ト,211042,株式会社トップサービス
〒236-0038,神奈川県横浜市⾦沢区六浦南２ー５ー１６３階



2025-04-13
https://www.top-sv.com
 
ト,126538,トップ事務機株式会社
〒529-0425,滋賀県⻑浜市⽊之本町⽊之本２０８２
2024-02-02
http://www.canon-ecology.co.jp/topjimu/
 
ト,231482,株式会社トップツーシステム
〒259-1213,神奈川県平塚市⽚岡１２８１番地
2025-12-19
https://www.top2-plc.com/
 
ト,115191,株式会社トップパーツ
〒999-0605,⼭形県⻄置賜郡飯豊町⼤字添川３５１４−７２
2024-02-21
 
ト,213853,有限会社トップ・プラン
〒174-0094,東京都板橋区成増３−５１−１ 瑞光ビル２０２
2021-09-29
 
ト,228971,トッププランニング株式会社
〒222-0035,神奈川県横浜市港北区⿃⼭町６０５番地エスポワール⿃⼭６０４
2025-04-11
 
ト,216874,株式会社トッププランニングＪＡＰＡＮ
〒103-0016,東京都中央区⽇本橋⼩網町３−１４茅場町Ｋ−１ビル７階Ｂ
2025-07-16
https://www.tpjp.co.jp/
 
ト,219483,株式会社トップマーキング
〒064-0917,北海道札幌市中央区南⼗七条⻄１１丁⽬１−２
2024-03-23
http://top-marking.com
 
ト,226346,トップライズ株式会社
〒540-0039,⼤阪府⼤阪市中央区東⾼麗橋１番１２号北浜センタービル
2026-01-01
http://www.toprise.co.jp
 
ト,231366,株式会社トップランドコーポレーション
〒236-0004,神奈川県横浜市⾦沢区福浦⼆丁⽬１５番２１号
2025-11-29
 
ト,215775,株式会社トップ・ルーファー
〒963-0671,福島県郡⼭市富久⼭町南⼩泉字関場７番地の５７
2024-11-20
 
ト,226830,株式会社トツプ
〒861-8019,熊本県熊本市東区下南部三丁⽬４番１１０号
2023-07-01
http://www.try-net.or.jp/top-co/index.html
 
ト,221855,轟建設株式会社
〒910-0856,福井県福井市勝⾒３丁⽬１７番５号



2025-08-01
https://tdrk.jp
 
ト,114891,轟産業株式会社
〒918-8550,福井市⽑⽮３−２−４
2024-03-05
http://todorokisangyo.co.jp
 
ト,220046,砺波⼯業株式会社
〒939-1375,富⼭県砺波市中央町１番８号
2024-07-20
http://www.tonamikogyo.co.jp
 
ト,125096,株式会社砺波製作所
〒939-1317,富⼭県砺波市⽮⽊６３６
2026-03-12
 
ト,106599,トナリズム株式会社
〒210-0005,神奈川県川崎市川崎区東⽥町１−２ いちご川崎ビル２階
2025-03-11
https://tonarism.co.jp/
 
ト,105937,図南鍛⼯株式会社
〒210-0844,神奈川県川崎市川崎区渡⽥新町３−３−１８
2026-06-10
http://www.tonan-tanko.co.jp
 
ト,105342,有限会社都南通商
〒611-0032,京都府宇治市寺⼭台３−７−４
2024-11-05
 
ト,103149,株式会社都南電友社
〒146-0093,東京都⼤⽥区⽮⼝１−２５−５
2026-04-17
 
ト,226557,株式会社トニー
〒242-0001,神奈川県⼤和市下鶴間２７６７ー３４
2026-04-01
 
ト,229397,株式会社利根エンジニア
〒160-0017,東京都新宿区左⾨町４番地
2025-11-21
http://www.tone-eng.co.jp
 
ト,101492,トネックス株式会社
〒379-2221,群⾺県伊勢崎市国定町１−９５１
2024-07-18
http://www.kiryu-ybs.jp/tonex/
 
ト,115033,有限会社⼑根電機⼯業所
〒811-4304,福岡県遠賀郡遠賀町⼤字若松２２２
2023-08-16
 
ト,101153,⼾ノ⼝運輸株式会社
〒916-1115,福井県鯖江市落井町５２−１０−１



2024-03-12
 
ト,114851,株式会社⿃⽻
〒930-0010,富⼭市稲荷元町３−８−４３
2024-02-27
http://www.toba-group.co.jp
 
ト,211296,⿃⽻建設⼯業株式会社
〒983-0862,宮城県仙台市宮城野区⼆⼗⼈町３０２番地の１１
2025-07-27
http://www.toba-ken.com/
 
ト,502791,⿃⽻⼯研株式会社
〒509-0249,岐⾩県可児市姫ヶ丘４丁⽬１−５
2025-01-29
https://www.tobakoken.co.jp/
 
ト,226142,⿃⽻システム株式会社
〒930-0843,富⼭県富⼭市窪本町１番１５号
2025-11-01
http://www.toba-system.co.jp/
 
ト,230836,株式会社⿃⽻瀬社寺建築
〒579-8001,⼤阪府東⼤阪市善根寺町六丁⽬９番２８号
2025-09-13
http://www.tobase-syaji.co.jp/
 
ト,230668,トバセ電気⼯事株式会社
〒343-0803,埼⽟県越⾕市砂原１８０番地１
2025-08-09
http://tobase-gr.jp/
 
ト,127989,株式会社⼾畑ターレット⼯作所
〒800-0211,福岡県北九州市⼩倉南区新曽根１１−３１
2025-08-06
http://www.t-turret.co.jp
 
ト,125287,⼾畑鉄⼯株式会社
〒800-0211,福岡県北九州市⼩倉南区新曽根９−２０
2026-03-04
http://www.tobata-iron.co.jp/
 
ト,124952,株式会社⿃⽻鉄⼯
〒870-0941,⼤分市下郡３２０７−７
2025-05-18
 
ト,230650,有限会社⿃羽電気
〒273-0113,千葉県鎌ケ⾕市道野辺中央五丁⽬４番３１号
2025-08-02
 
ト,114904,株式会社⿃⽻洋⾏
〒112-0005,東京都⽂京区⽔道２−８−６
2025-03-09
http://www.toba.co.jp
 



ト,212239,株式会社トビキン
〒003-0028,北海道札幌市⽩⽯区平和通７丁⽬南３番１１号
2024-06-27
 
ト,101189,株式会社⾶沢製作所
〒969-0401,福島県岩瀬郡鏡⽯町深内町４６−３１
2024-03-16
http://www.tobisawa.co.jp/
 
ト,114998,株式会社トビタ機材
〒390-0821,⻑野県松本市筑摩１−１４−３２
2026-01-12
 
ト,228482,株式会社⾶⽥組
〒981-1102,宮城県仙台市太⽩区袋原字⼩原４８ー１２
2024-09-13
 
ト,212413,⾶⽥鉄筋⼯業株式会社
〒175-0092,東京都板橋区⾚塚３丁⽬２０番７号
2024-12-05
 
ト,220061,株式会社トビック
〒460-0017,愛知県名古屋市中区松原２丁⽬２番３３号
2025-02-01
_
 
ト,217795,株式会社鳶浩⼯業
〒341-0044,埼⽟県三郷市⼾ヶ崎四丁⽬１２０番地１
2023-06-16
 
ト,216775,株式会社鳶正組
〒314-0004,茨城県⿅嶋市下津２７３番地２１６
2025-06-25
_
 
ト,230216,株式会社鳶靖⼯業
〒020-0052,岩⼿県盛岡市中太⽥屋敷⽥１０８番地
2025-06-14
https://www.tobiyasu.co.jp
 
ト,226206,トピー実業株式会社
〒141-8667,東京都品川区⼤崎１丁⽬２番２号
2025-11-01
https://www.topy-ep.co.jp/
 
ト,104550,トピーファスナー⼯業株式会社
〒399-0033,⻑野県松本市笹賀５６５２−３６
2023-09-21
http://www.topy-fas.co.jp/
 
ト,126816,株式会社トピア
〒513-0031,三重県鈴⿅市⼀ノ宮町１４７７−１
2024-04-20
http://www.u-topia.co.jp/
 



ト,500112,株式会社 トピック
〒333-0844,埼⽟県川⼝市上⻘⽊１−７−３６
2023-09-27
https://www.topic-dic.com
 
ト,504944,株式会社トプコン
〒174-8580,東京都板橋区蓮沼町７５−１
2025-08-28
https://www.topcon.co.jp/
 
ト,500192,株式会社トプコンオプトネクサス
〒963-4111,福島県⽥村市⼤越町上⼤越字後原１０−６７
2024-01-17
https://www.topcon-optonexus.co.jp/
 
ト,124789,株式会社トプコンテクノハウス
〒174-8580,東京都板橋区蓮沼町７５−１
2026-01-04
https://www.topcon-techno.co.jp/
 
ト,123613,株式会社トプコン⼭形
〒990-2196,⼭形県⼭形市⼤字漆⼭字⽯⽥５４７
2025-02-20
http://www.topcon-yamagata.co.jp
 
ト,230421,株式会社トベ
〒983-0035,宮城県仙台市宮城野区⽇の出町⼆丁⽬２番地の１３
2025-07-12
http://www.tdz.co.jp
 
ト,224367,⼾部商事株式会社
〒170-0002,東京都豊島区巣鴨１丁⽬２８番５号
2025-04-01
http://www.tobe-group.co.jp/
 
ト,125086,有限会社⼾部製作所
〒329-0214,栃⽊県⼩⼭市⼄⼥１８８０
2026-03-11
 
ト,114916,⼾部電機株式会社
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨２−９−１７
2025-08-07
http://www.tobedenki.co.jp
 
ト,114934,トベ電機株式会社
〒171-0021,東京都豊島区⻄池袋３−１−１５ ⻄池袋ＴＳビル４階
2025-03-19
https://www.tobe.co.jp
 
ト,222664,株式会社⽃⽶⼯業
〒187-0003,東京都⼩平市花⼩⾦井南町２ー９ー２９
2024-02-01
 
ト,231738,苫⼩牧東京重機株式会社
〒059-1364,北海道苫⼩牧市字沼ノ端１８番地３３



2026-02-28
 
ト,221001,苫重建設株式会社
〒053-0814,北海道苫⼩牧市字⽷井７０番地
2025-01-01
 
ト,124820,株式会社トマス・スパイラル⼯業所
〒567-0806,⼤阪府茨⽊市庄１−１４−１８
2024-11-02
http://www.tomasspiral.com
 
ト,226154,株式会社トマック
〒101-0051,東京都千代⽥区神⽥神保町１ー１０５神保町三井ビルディング１０階
2022-11-01
http://www.toyo-marine.co.jp
 
ト,115236,⼾松冶⾦株式会社
〒467-0861,名古屋市瑞穂区⼆野町９−１６
2024-08-09
http://tomatsu.jp/
 
ト,216782,有限会社⼾祭電気商会
〒316-0034,茨城県⽇⽴市東成沢町３丁⽬４番１５号
2025-06-25
https://tomatsuri-denki.jp/
 
ト,126069,ＴＯＭＡＴＥＣ株式会社
〒531-8526,⼤阪市北区⼤淀北２−１−２７
2025-03-13
http://www.tomatec.co.jp/
 
ト,212572,都丸⼯業有限会社
〒379-1125,群⾺県渋川市⾚城町上三原⽥５３２
2025-04-03
 
ト,218783,冨家鉄⼯株式会社
〒640-8311,和歌⼭県和歌⼭市寺内４７０−１２
2023-12-15
 
ト,217632,株式会社富井⼯業所
〒950-0871,新潟県新潟市東区⼭⽊⼾８丁⽬１１番２９号
2026-03-10
http://tomii.co.jp/
 
ト,231981,株式会社富岡鉄⼯所
〒957-0028,新潟県新発⽥市⼭崎２６４番地１
2026-05-09
https://www.tomioka-tekkou.com/
 
ト,115255,株式会社富岡富⼠製作所
〒370-2451,群⾺県富岡市宇⽥２５０−８
2024-04-10
http://www.tomiokafuji.co.jp/
 
ト,212585,株式会社トミオ産業



〒465-0025,愛知県名古屋市名東区上社４ー３５ー１
2025-04-17
https://ciweb21.construction-ec.com/member/ciweb
 
ト,124894,冨⽊医療器株式会社
〒920-8539,⽯川県⾦沢市問屋町２−４６
2025-01-29
https://tomiki.co.jp/
 
ト,124871,株式会社冨倉製作所
〒410-0001,静岡県沼津市⾜⾼２９２−３７
2025-02-27
 
ト,115040,株式会社トミサワ
〒689-1403,⿃取県⼋頭郡智頭町南⽅１１８６
2026-01-25
http://www.fa-tomisawa.com/
 
ト,211891,富三建設株式会社
〒939-2731,富⼭県富⼭市婦中町⻘島５０番地
2023-11-04
 
ト,214612,富崎建設株式会社
〒570-0002,⼤阪府守⼝市佐太中町４丁⽬６ー８
2026-03-07
https://tomizaki-kensetsu.com/
 
ト,227901,有限会社トミシロ⼯芸
〒598-0034,⼤阪府泉佐野市⻑滝３５４０ー２
2024-04-13
 
ト,212058,株式会社冨島建設
〒553-0001,⼤阪府⼤阪市福島区海⽼江３丁⽬５番２５号
2024-03-05
http://www.tomijima.com/
 
ト,230614,有限会社富重⼯業
〒731-0154,広島県広島市安佐南区上安五丁⽬１３番７号
2025-08-02
 
ト,211966,株式会社⼾⽔錺⼯所
〒921-8006,⽯川県⾦沢市進和町１９番地５
2023-12-27
 
ト,210199,株式会社トミソー
〒939-8271,富⼭県富⼭市太郎丸⻄町２ー４ー９
2024-03-06
http://www.tomisou.co.jp
 
ト,211690,株式会社トミタ
〒164-0012,東京都中野区本町５ー４８ー１２
2026-06-09
http://www.tomitagumi.com
 
ト,222326,株式会社トミタ



〒501-0615,岐⾩県揖斐郡揖斐川町清⽔⽥良々４３１ー３
2023-11-01
 
ト,223677,株式会社トミタ
〒760-0053,⾹川県⾼松市⽥町３番地２４
2024-10-01
 
ト,210546,株式会社冨⽥組
〒649-0305,和歌⼭県有⽥市港町２３１ー５４
2024-09-11
 
ト,225789,株式会社⼾美⽥組
〒337-0051,埼⽟県さいたま市⾒沼区東⼤宮５ー４１ー２１荒井ビル２Ｆ
2025-07-01
 
ト,230249,有限会社トミタ建⼯
〒270-0236,千葉県野⽥市東⾦野井９４８番地３４
2025-06-21
 
ト,211576,⼾美⽥建設株式会社
〒335-0031,埼⽟県⼾⽥市美⼥⽊３丁⽬２３−５
2023-03-09
 
ト,212554,富⽥建設株式会社
〒910-0011,福井県福井市経⽥１丁⽬７０１番地
2025-03-25
_
 
ト,215700,株式会社富⽥建設
〒418-0111,静岡県富⼠宮市⼭宮１０１８−２１
2024-10-30
 
ト,122548,株式会社富⽥⼯機
〒806-0059,福岡県北九州市⼋幡⻄区萩原１−３−２０
2024-10-07
 
ト,214248,有限会社冨⽥興業
〒413-0101,静岡県熱海市上多賀７３８
2025-06-21
_
 
ト,225555,富⽥興業株式会社
〒663-8244,兵庫県⻄宮市津⾨綾⽻町１番１３号
2025-06-01
http://tomitakougyou.co.jp/
 
ト,229340,富⽥商事株式会社
〒130-0021,東京都墨⽥区緑２ー８ー７
2025-10-25
http://www.tomita-syoji.jp/
 
ト,101261,株式会社富⽥鋳⼯所
〒454-0831,名古屋市中川区三ツ屋町２−３７
2024-04-05
http://www.tomichu.co.jp



 
ト,114939,トミタテクノス株式会社
〒675-1334,兵庫県⼩野市⼤島町１３８２
2025-05-15
http://www.ttx.co.jp
 
ト,115285,トミタ電機株式会社
〒680-0823,⿃取市幸町１２３
2024-04-18
http://www.tomita-electric.com
 
ト,225909,有限会社富⽥電機
〒240-0036,神奈川県横浜市保⼟ケ⾕区新桜ケ丘１−４−１２
2022-09-01
 
ト,229947,富⽥電機株式会社
〒590-0809,⼤阪府堺市堺区旭ヶ丘北町２−４−７
2023-09-11
http://tomitadenki.com
 
ト,504921,富⽥電機株式会社
〒370-0523,群⾺県⾢楽郡⼤泉町⼤字吉⽥字本郷２４７９番地
2026-04-25
http://www.tomitadenki.co.jp/
 
ト,215363,株式会社富⽥電気商会
〒144-0045,東京都⼤⽥区南六郷３ー３ー１５
2024-04-23
 
ト,218170,富⽥内装⼯業株式会社
〒300-2613,茨城県つくば市⻄⾼野１２８０番地
2023-08-11
 
ト,105083,トミタパックス株式会社
〒462-0034,名古屋市北区天道町５−３７
2024-06-02
http://www.tomitapax.com
 
ト,231401,株式会社冨⽥組
〒441-3426,愛知県⽥原市⼤久保町黒河２２番地の６４０
2025-12-06
http://www.tomidagumi.co.jp/
 
ト,214281,株式会社富⽥⼯務店
〒440-0014,愛知県豊橋市南⽜川⼀丁⽬１７ー１
2025-07-12
 
ト,224086,株式会社富⽥⼯務店
〒760-0008,⾹川県⾼松市中野町３番２３号
2025-02-01
 
ト,227054,株式会社トミダユニティー
〒503-0917,岐⾩県⼤垣市神⽥町１−７６
2023-09-01
http://www.tomidaunity.co.jp/



 
ト,216198,株式会社トミナガ
〒311-4163,茨城県⽔⼾市加倉井町１２０１ー９
2025-03-26
http://www.k-tominaga.co.jp
 
ト,231392,株式会社トミナガ
〒613-0036,京都府久世郡久御⼭町⽥井東荒⾒２７番地１
2025-12-06
https://www.kyoto-tmc.co.jp/
 
ト,228551,株式会社富永硝⼦
〒238-0042,神奈川県横須賀市汐⼊町４丁⽬２２番地
2024-10-16
http://www.bb.din.or.jp/~to-glass/
 
ト,223564,株式会社富永組
〒651-2137,兵庫県神⼾市⻄区⽟津町出合２０５ー４
2024-09-01
 
ト,225304,株式会社トミナガ建設
〒759-0209,⼭⼝県宇部市厚南北３丁⽬７番３号
2025-06-01
_
 
ト,229051,株式会社富永⼯業
〒164-0014,東京都中野区南台２丁⽬３１番２号
2025-05-31
http://tominaga-kogyo.co.jp
 
ト,115013,富永産業株式会社
〒456-0015,名古屋市熱⽥区⾼蔵町１０−１２
2023-08-11
http://www.tominagasan.co.jp
 
ト,125001,富永電機株式会社
〒460-0008,名古屋市中区栄１−８−１４
2026-02-04
http://www.tominaga-denki.co.jp
 
ト,102832,富永物産株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町３−６−２ ⼩津本館ビル１０階
2025-10-17
http://www.tomco.co.jp/
 
ト,104553,富久無線電機株式会社
〒113-0034,東京都⽂京区湯島１−３−１
2026-01-22
http://www.tomihisa.co.jp/
 
ト,231851,株式会社富藤建設測量
〒336-0911,埼⽟県さいたま市緑区⼤字三室２１３８番地９０
2026-04-04
 
ト,220142,株式会社富満組



〒733-0025,広島県広島市⻄区⼩河内町２−２３−２
2024-08-10
http://www.tomimitsugumi.co.jp
 
ト,128821,株式会社トミヤ
〒231-0064,神奈川県横浜市中区野⽑町４−１７３−２
2026-03-01
http://www.tomiya-inc.co.jp/
 
ト,216385,富屋⼯業株式会社
〒140-0011,東京都品川区東⼤井４丁⽬１２番１７号
2025-05-14
https://www.tomiyakogyo.co.jp/
 
ト,103684,有限会社トミヤ⼯販
〒960-1102,福島県福島市永井川字松⽊下８２−１
2024-03-06
 
ト,504846,富安株式会社
〒130-0012,東京都墨⽥区太平４丁⽬５番１５号
2023-12-15
http://www.tomiyasu.co.jp/
 
ト,115243,株式会社富⼭
〒190-1232,東京都⻄多摩郡瑞穂町⻑岡２−２−２
2024-08-31
http://k-tomiyama.co.jp
 
ト,224207,冨⼭建材株式会社
〒311-4143,茨城県⽔⼾市⼤塚町１４４５番地３
2025-02-01
_
 
ト,125081,富⼭薬品⼯業株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町１−２−６
2026-02-18
http://www.tomypure.co.jp
 
ト,212808,株式会社ＴＯＭ
〒352-0001,埼⽟県新座市東北２−２３−９
2025-09-04
http://www.tom.jp.net/
 
ト,114829,トム通信⼯業株式会社
〒223-0057,横浜市港北区新⽻町１２４４
2024-01-23
http://www.tomcom.co.jp/
 
ト,231197,株式会社⼾村
〒183-0034,東京都府中市住吉町三丁⽬２７番地の２７
2025-10-25
 
ト,212755,登⽶鉄筋⼯業株式会社
〒987-0701,宮城県登⽶市登⽶町⼩島⻄岡⾕地１３２
2025-07-17



http://tometekkin.co.jp/
 
ト,100798,株式会社登⽶村⽥製作所
〒987-0511,宮城県登⽶市迫町佐沼字中江４−１１−１
2023-06-27
http://www.murata.co.jp/tomemurata/
 
ト,114962,友池産業株式会社
〒556-0017,⼤阪府⼤阪市浪速区湊町１−４−３８ 近鉄新難波ビル１２Ｆ
2025-01-20
http://www.tomoike.co.jp
 
ト,216626,株式会社トモエ
〒530-0043,⼤阪府⼤阪市北区天満⼆丁⽬９番４号
2025-06-18
http://tomoe-net.com/
 
ト,223996,株式会社トモエ
〒110-0013,東京都台東区⼊⾕２丁⽬２２番１２号
2025-01-01
 
ト,230721,株式会社トモエ
〒284-0001,千葉県四街道市⼤⽇７９６番地９
2025-08-16
http://www.tomoe-tbt.co.jp
 
ト,125036,株式会社巴川製紙所
〒104-8335,東京都中央区京橋２−１−３ 京橋トラストタワー７階
2026-02-25
https://www.tomoegawa.co.jp
 
ト,216239,株式会社巴技研
〒104-0052,東京都中央区⽉島４−１６−１３
2025-03-26
https://www.tomoegiken.co.jp/
 
ト,218532,有限会社巴組
〒739-1731,広島県広島市安佐北区落合２丁⽬２５番７号
2023-10-13
 
ト,225602,株式会社巴コーポレーション
〒104-0052,東京都中央区⽉島４丁⽬１６番１３号
2025-07-01
https://www.tomoe-corporation.co.jp/
 
ト,100851,巴⼯業株式会社
〒141-0001,東京都品川区北品川５−５−１５ ⼤崎ブライトコア
2023-08-29
http://www.tomo-e.co.jp
 
ト,215996,巴⼯業株式会社
〒234-0056,神奈川県横浜市港南区野庭町６１４番地
2025-02-05
 
ト,222598,株式会社共栄⼯業



〒276-0033,千葉県⼋千代市⼋千代台南２ー９ー１
2024-01-01
 
ト,124408,巴産業株式会社
〒370-0006,群⾺県⾼崎市問屋町３−５−７
2025-08-04
http://www.tomoe-sangyo.com/
 
ト,115051,株式会社巴商会
〒144-8505,東京都⼤⽥区蒲⽥本町１−２−５ ネクストサイト蒲⽥ビル
2026-06-25
http://www.tomoeshokai.co.jp
 
ト,104961,ともえ精⼯株式会社
〒854-0094,⻑崎県諫早市本明町２３０７−２
2023-10-18
 
ト,219234,株式会社トモエ通信
〒370-0523,群⾺県⾢楽郡⼤泉町吉⽥１０４６番地
2024-03-02
 
ト,501823,株式会社 巴通信
〒663-8106,兵庫県⻄宮市⼤屋町１８−８
2025-06-01
 
ト,106058,巴電業株式会社
〒733-0025,広島県広島市⻄区⼩河内町１−１１−２
2023-10-16
https://tomoedengyou.co.jp/
 
ト,101896,有限会社友⾦型製作所
〒223-0057,神奈川県横浜市港北区新⽻町１８０
2024-11-12
 
ト,231085,有限会社智貴⼯業
〒721-0966,広島県福⼭市⼿城町⼀丁⽬１番７号
2025-10-18
 
ト,217237,有限会社朋⼯業
〒230-0033,神奈川県横浜市鶴⾒区朝⽇町２丁⽬８４ー１クレッセントポートブリーズ２０２
2025-10-21
 
ト,212119,株式会社友澤建設
〒793-0046,愛媛県⻄条市港３２０番地１
2024-04-04
 
ト,106655,株式会社トモデン
〒203-0031,東京都東久留⽶市南町３−７−３９
2025-05-16
 
ト,126895,トモト電⼦⼯業株式会社
〒960-2153,福島県福島市庄野字⽯⽥１−７
2024-06-01
http://www.tomoto.jp/
 



ト,121801,株式会社友渕製作所
〒534-0016,⼤阪市都島区友渕町２−４−１７
2024-06-05
http://www.tomobuchi.co.jp/
 
ト,129896,有限会社友部エンジニアリング
〒309-1738,茨城県笠間市⼤⽥町２０８−９８
2025-04-07
 
ト,211752,巴⼭建設株式会社
〒182-0025,東京都調布市多摩川２ー２５ー１
2023-07-14
http://www.tomoyama-group.co.jp
 
ト,217639,巴⼭興業株式会社
〒182-0025,東京都調布市多摩川２丁⽬２５番地１
2026-03-10
https://tomoyama-group.co.jp/
 
ト,115115,株式会社トヤマ
〒258-0112,神奈川県⾜柄上郡⼭北町岸３８１６−１
2023-10-12
http://www.toyama-jp.com/
 
ト,213311,株式会社富⼭環境整備
〒939-2638,富⼭県富⼭市婦中町吉⾕３ー３
2023-07-01
 
ト,104093,株式会社富⼭技研
〒939-2363,富⼭県富⼭市⼋尾町新⽥３９１
2025-03-31
http://k-tg.jp/
 
ト,226539,富⼭交易株式会社
〒930-0874,富⼭県富⼭市寺町２区４２５番地１
2026-04-01
http://www.toyama-koueki.co.jp
 
ト,128384,外⼭⼯業株式会社
〒955-0852,新潟県三条市南四⽇町３−６−４３
2025-11-16
http://www.toyama-sn.co.jp
 
ト,222559,外⼭鋼業株式会社
〒441-0304,愛知県豊川市御津町佐脇浜三号地１番４１
2024-01-01
 
ト,215581,株式会社富⼭ゴム
〒930-2243,富⼭県富⼭市四⽅荒屋１４２番地の１７
2024-09-18
 
ト,217078,株式会社富⼭資源開発
〒939-3552,富⼭県富⼭市⽔橋肘崎５９２番地１６
2025-09-10
 



ト,210011,富⼭⼤理⽯⼯業株式会社
〒930-0814,富⼭県富⼭市下冨居２丁⽬１１番２６号
2023-10-22
 
ト,106461,富⼭データー機器サービス株式会社
〒930-2226,富⼭県富⼭市⼋町５５４２
2024-12-21
 
ト,124822,株式会社トヤマデータセンター
〒930-0016,富⼭県富⼭市柳町１−１−１１
2024-11-27
 
ト,215395,富⼭ホクリョー株式会社
〒930-0175,富⼭県富⼭市願海寺５２０ー３
2024-05-15
 
ト,104220,株式会社富⼭村⽥製作所
〒939-8195,富⼭県富⼭市上野３４５
2025-10-25
https://corporate.murata.com/ja-jp/group/toyamamurata
 
ト,220362,株式会社トユウ
〒153-0044,東京都⽬黒区⼤橋⼆丁⽬２２番８号
2024-10-19
 
ト,115148,豊通テック株式会社
〒473-0932,愛知県豊⽥市堤町東住吉５０
2024-03-10
https://www.toyotsu-tec.net/
 
ト,229879,株式会社豊明佐々⽊鉄筋
〒470-1102,愛知県豊明市沓掛町勅使８番地３９９
2023-08-06
 
ト,106428,株式会社トヨウラ
〒150-0031,東京都渋⾕区桜丘町２２−１４ Ｎ．Ｅ．ＳビルＮ１Ａ
2024-12-01
https://toyoura.co.jp/
 
ト,124996,有限会社豊岡精機製作所
〒108-0073,東京都港区三⽥４−３−２２
2025-09-04
 
ト,115005,株式会社豊岡製作所
〒358-0011,埼⽟県⼊間市下藤沢字⾼⾒原１２８９−１
2026-02-19
 
ト,115069,トヨ川クラチ株式会社
〒442-0837,愛知県豊川市川花町３−４３
2026-06-04
 
ト,114885,株式会社豊川製作所
〒206-0025,東京都多摩市永⼭６−２１−２
2023-09-20
http://www.toyokawa-m.com/



 
ト,210939,豊国電気⼯業株式会社
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨２丁⽬４番６号
2025-03-04
https://www.toyokuni.com
 
ト,221012,株式会社豊蔵組
〒920-0867,⽯川県⾦沢市⻑⼟塀３丁⽬１３番８号
2025-01-01
https://www.toyokura.co.jp/
 
ト,221544,株式会社豊建
〒456-0034,愛知県名古屋市熱⽥区伝⾺⼆丁⽬１６番１５号
2025-04-01
http://www.kk-toyoken.co.jp
 
ト,224877,豊建商事株式会社
〒560-0022,⼤阪府豊中市北桜塚２丁⽬１ー１
2025-04-01
http://www.toyoken.co.jp
 
ト,214314,有限会社豊崎⼯業
〒252-0328,神奈川県相模原市南区⿇溝台７丁⽬８番１３−１号
2025-08-02
 
ト,215713,有限会社豊沢⼯営
〒194-0202,東京都町⽥市下⼩⼭⽥町１７１２
2024-10-30
http://toyosawa.jp/
 
ト,221697,有限会社豊重鉄筋
〒880-0816,宮崎県宮崎市江平東２丁⽬１番地３１号
2025-06-01
 
ト,229338,豊島株式会社
〒491-0873,愛知県⼀宮市せんい⼆丁⽬５番１１号
2025-10-25
https://www.toyoshima.co.jp/
 
ト,226598,豊島産業株式会社
〒939-2202,富⼭県富⼭市⼩黒８８番地１
2026-04-01
 
ト,102986,豊嶋精密⼯業株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥５−２４−８
2026-01-29
 
ト,217295,株式会社豊商
〒924-0027,⽯川県⽩⼭市相川町１２２７番地
2025-11-12
 
ト,127425,豊澄電源機器株式会社
〒112-0002,東京都⽂京区⼩⽯川４−１６−１
2024-09-28
http://www.toyozumi.co.jp



 
ト,212810,豊⽥株式会社
〒461-0025,愛知県名古屋市東区徳川⼆丁⽬９番１８号
2025-09-04
http://www.toyota-corp.jp
 
ト,504303,トヨタ・コニック・プロ株式会社
〒101-8343,東京都千代⽥区神⽥淡路町２−１０１ワテラスタワー１０階
2025-12-20
https://toyotaconiq-pro.co.jp/
 
ト,101669,トヨタエルアンドエフ⼤分株式会社
〒870-0915,⼤分県⼤分市花⾼松３−１０−６
2024-09-14
 
ト,105786,トヨタエルアンドエフ神奈川株式会社
〒231-0803,神奈川県横浜市中区本牧⼗⼆天２−８
2022-12-06
http://www.toyota-lf-kanagawa.com/
 
ト,212334,トヨタＬ＆Ｆ近畿株式会社
〒554-0012,⼤阪府⼤阪市此花区⻄九条１丁⽬１番５１号
2024-10-03
http://www.toyota-lf-kinki.co.jp
 
ト,231280,トヨタエルアンドエフ群⾺株式会社
〒370-0045,群⾺県⾼崎市東町８０番地
2025-11-15
 
ト,106652,トヨタＬ＆Ｆ埼⽟株式会社
〒365-0062,埼⽟県鴻巣市箕⽥３３７８−１
2025-05-13
https://www.toyota-lf-saitama.co.jp
 
ト,115250,トヨタＬ＆Ｆ中部株式会社
〒466-8502,名古屋市昭和区⾼辻町６−８
2024-03-24
http://www.toyota-lf-chubu.co.jp/
 
ト,104280,トヨタエルアンドエフ東京株式会社
〒140-0002,東京都品川区東品川３−７−６
2025-02-03
http://www.toyota-lf-tokyo.co.jp
 
ト,106858,トヨタＬ＆Ｆ栃⽊株式会社
〒321-0905,栃⽊県宇都宮市平出⼯業団地３７−２
2026-01-18
 
ト,106353,トヨタＬ＆Ｆ福岡株式会社
〒812-0007,福岡県福岡市博多区東⽐恵４−５−１４
2024-09-15
http://www.lf-fukuoka.com/
 
ト,502740,株式会社トヨタカ
〒105-0011,東京都港区芝公園１−８−１２ ヒューリック芝公園⼤⾨通りビル２階



2024-10-17
http://www.toyotaka.com/
 
ト,225039,株式会社トヨタケ
〒320-0075,栃⽊県宇都宮市宝⽊本町２１３３
2025-04-01
_
 
ト,211919,豊⽥實業株式会社
〒470-0371,愛知県豊⽥市御船町⼤釜５５番地
2023-11-24
 
ト,504892,トヨタ⾃動⾞株式会社
〒471-8571,愛知県豊⽥市トヨタ町１丁⽬
2023-10-02
https://global.toyota/
 
ト,115072,株式会社豊⽥⾃動織機
〒448-8671,愛知県刈⾕市豊⽥町２−１
2026-03-26
https://www.toyota-shokki.co.jp
 
ト,106380,トヨタ情報システム愛知株式会社
〒470-0128,愛知県⽇進市浅⽥平⼦３−３３０
2024-10-27
https://www.tisa.co.jp
 
ト,154040,豊⽥スチールセンター株式会社
〒476-8533,愛知県東海市新宝町３３番の４
2024-09-05
 
ト,501254,株式会社豊⽥設備
〒343-0817,埼⽟県越⾕市中町１１−４
2024-08-27
 
ト,504895,豊⽥通商株式会社
〒450-8575,愛知県名古屋市中村区名駅四丁⽬９番８号（センチュリー豊⽥ビル）
2025-05-22
https://www.toyota-tsusho.com/
 
ト,223588,トヨタＴ＆Ｓ建設株式会社
〒470-0375,愛知県豊⽥市⻲⾸町上向イ⽥６５番地
2024-10-01
http://www.toyota-ts.co.jp
 
ト,122437,株式会社トヨタマップマスター
〒453-6113,愛知県名古屋市中村区平池町４−６０−１２ グローバルゲート１２階
2024-09-12
http://www.mapmaster.co.jp
 
ト,114915,株式会社豊⽥技研
〒375-0055,群⾺県藤岡市⽩⽯２１５５
2024-10-17
http://www.toyoda.ne.jp/
 



ト,224231,株式会社豊⽥業務店
〒441-8062,愛知県豊橋市東⼩浜町８５番地
2025-03-01
https://toyoda-gyomuten.jimdofree.com/
 
ト,125114,株式会社豊⽥⼯作所
〒510-8122,三重県三重郡川越町豊⽥８０７
2023-06-24
 
ト,505361,豊⽥合成株式会社
〒452-8564,愛知県清須市春⽇⻑畑１番地
2026-03-30
https://www.toyoda-gosei.co.jp/
 
ト,104022,豊⽥商事株式会社
〒110-0005,東京都台東区上野５−８−１３
2024-10-05
 
ト,222714,株式会社豊⽥製作所
〒124-0022,東京都葛飾区奥⼾４ー１３ー２４
2024-03-01
 
ト,115261,豊⽥バンモップス株式会社
〒444-3594,愛知県岡崎市舞⽊町字城⼭１−５４
2024-07-27
http://www.tvmk.co.jp
 
ト,215108,株式会社トヨックス
〒938-8585,富⼭県黒部市前沢４３７１
2020-12-05
http://www.toyox.co.jp
 
ト,115027,豊通ケミプラス株式会社
〒108-8216,東京都港区港南２−３−１３ 品川フロントビル
2026-04-12
https://toyotsu-chemiplas.com/
 
ト,125046,豊通ケミプラス株式会社
〒108-8216,東京都港区港南２−３−１３ 品川フロントビル
2026-03-01
https://toyotsu-chemiplas.com/
 
ト,127480,豊通ケミプラス株式会社
〒108-8216,東京都港区港南２−３−１３ 品川フロントビル１１Ｆ
2024-10-26
 
ト,214589,豊通鉄鋼販売株式会社
〒450-0002,愛知県名古屋市中村区名駅４ー９ー８
2026-02-21
https://www.toyotsuth.co.jp/
 
ト,101536,株式会社豊通マシナリー
〒450-0002,愛知県名古屋市中村区名駅４−１１−２７ シンフォニー豊⽥ビル
2024-07-27
 



ト,100641,豊通マテックス株式会社
〒542-0081,⼤阪市中央区南船場４−３−１１
2026-03-03
http://www.toyotsu-matex.com/
 
ト,114947,株式会社トヨテック
〒442-0024,愛知県豊川市⻄豊町２−３５
2025-02-13
http://www.toyotec.com
 
ト,103306,株式会社豊永電機研究所
〒175-0094,東京都板橋区成増２−１０−１１
2023-07-28
http://www.toyonaga.co.jp
 
ト,214513,株式会社豊橋圧送
〒441-8067,愛知県豊橋市⼩浜町８１番地の６
2025-12-20
 
ト,224858,株式会社豊橋園芸ガーデン
〒441-8077,愛知県豊橋市神野新⽥町字⽔神下６４
2025-04-01
http://www1.ocn.ne.jp/~tegarden/
 
ト,231405,株式会社豊原電気⼟⽊
〒601-8014,京都府京都市南区東九条河⻄町１５番地
2025-12-06
 
ト,120407,株式会社豊菱製作所
〒500-8822,岐⾩市今沢町１５
2023-09-17
 
ト,125016,株式会社トヨフク
〒152-0002,東京都⽬黒区⽬黒本町５−１７−４
2026-01-14
 
ト,102421,株式会社豊福組運輸
〒454-0056,愛知県名古屋市中川区⼗⼀番町６−１０
2025-03-06
http://www.toyofukugumi.co.jp
 
ト,124881,トヨフレックス株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿１−２４−１ エステック情報ビル９Ｆ
2025-02-28
http://www.toyoflex.com
 
ト,115054,株式会社トヨムラ
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥２−１２−２
2026-05-20
http://www.toyomura.co.jp
 
ト,128759,有限会社豊善ダイカスト
〒510-8122,三重県三重郡川越町豊⽥８２０
2026-02-07
 



ト,124821,株式会社豊和製作所
〒368-0102,埼⽟県秩⽗郡⼩⿅野町⻑留８０４
2025-02-15
http://www.toyowa-ss.co.jp/
 
ト,105304,株式会社トライ
〒701-0206,岡⼭県岡⼭市南区箕島３６７−１
2024-10-22
 
ト,106772,株式会社トライ・プリント
〒935-0002,富⼭県氷⾒市阿尾７７−３
2025-09-22
https://try-print.toyama.jp
 
ト,223095,トライアス株式会社
〒103-0011,東京都中央区⽇本橋⼤伝⾺町１４番１５号
2024-05-01
http://www.tryus.e-arc.jp
 
ト,504326,株式会社トライアッシュ
〒160-0004,東京都新宿区四⾕４−３
2026-03-17
https://www.tri-ash.com
 
ト,103817,有限会社トライアル
〒409-0133,⼭梨県上野原市⼋ッ沢７４３−１４
2024-04-30
http://www.trial-inc.co.jp
 
ト,503706,トライアロー株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦３丁⽬２番１６号
2025-10-08
https://www.tri-arrow.co.jp/
 
ト,224356,トライアン株式会社
〒381-0026,⻑野県⻑野市松岡２丁⽬６番１８号
2025-03-01
https://tryan.co.jp/
 
ト,230214,ＴＲＹ−Ａ株式会社
〒186-0005,東京都国⽴市⻄⼆丁⽬２０番地の１０
2025-06-14
https://www.trya.co.jp
 
ト,121808,株式会社トライエンジニアリング
〒362-0024,埼⽟県上尾市五番町２３−３０
2024-06-06
http://www.trieng.co.jp/
 
ト,126757,トライシステム株式会社
〒191-0062,東京都⽇野市多摩平１−５−１２−１００
2024-03-20
 
ト,220786,株式会社トライシステム
〒339-0055,埼⽟県さいたま市岩槻区東町２丁⽬４番２８号



2025-03-08
http://www.trysystem.co.jp
 
ト,104385,トライス株式会社
〒515-0204,三重県松阪市櫛⽥町１１０５−２
2026-03-05
https://tris.co.jp/
 
ト,231242,株式会社トライスター
〒162-0065,東京都新宿区住吉町５番地５寿光ビル３階
2025-11-08
http://www.trystar-works.co.jp/
 
ト,115283,株式会社トライスターシステム
〒224-0054,横浜市都筑区佐江⼾町８２３−１−７
2024-09-18
http://www.tristarsystems.co.jp
 
ト,215426,株式会社トライズ
〒341-0037,埼⽟県三郷市⾼州３−３９３−１
2024-05-29
https://trise-inc.co.jp/
 
ト,103988,株式会社トライターム
〒321-0905,栃⽊県宇都宮市平出⼯業団地２１−５
2024-09-29
http://triterm.co.jp
 
ト,126273,株式会社トライテック
〒945-1355,新潟県柏崎市軽井川９３１−３５
2023-11-24
http://www.tritek.co.jp
 
ト,217115,株式会社トライ・テック
〒143-0016,東京都⼤⽥区⼤森北⼀丁⽬１番５号ＹＫー１６ビル４０６
2025-09-17
http://www.tritech.jp/
 
ト,217470,株式会社トライネット
〒143-0024,東京都⼤⽥区中央６−２２−１１
2026-01-14
http://www.trynetltd.com
 
ト,504602,株式会社トライバルユニット
〒060-0042,北海道札幌市中央区⼤通⻄９丁⽬３−３３
2025-09-27
https://trybalunit.com/
 
ト,104224,トライベック株式会社
〒107-0052,東京都港区⾚坂７−１−１
2024-12-25
http://www.tribeck.jp
 
ト,105458,株式会社トライヤーン
〒207-0021,東京都東⼤和市⽴野３−５８１



2025-02-18
http://www.try-yn.co.jp/
 
ト,106344,株式会社トラウム
〒162-0821,東京都新宿区津久⼾町３−１２ ツクド岡本ビル５Ｆ
2024-09-08
https://www.traum.co.jp/
 
ト,213578,有限会社虎尾⽊⼯所
〒259-1103,神奈川県伊勢原市三ノ宮４５６−５
2024-02-03
 
ト,229839,株式会社トラクション
〒004-0042,北海道札幌市厚別区⼤⾕地⻄６丁⽬４ー１０
2023-07-10
 
ト,103996,有限会社トラステック
〒755-0042,⼭⼝県宇部市松島町１７−３
2024-09-30
http://www.tt-inc.co.jp/
 
ト,211472,有限会社トラスト
〒811-2316,福岡県糟屋郡粕屋町⻑者原⻄２丁⽬１番１５号
2025-12-13
 
ト,213416,株式会社トラスト
〒918-8134,福井県福井市下莇⽣⽥町３ー１１７
2023-09-09
 
ト,216303,株式会社トラスト
〒264-0029,千葉県千葉市若葉区桜⽊北３丁⽬１番２７号
2025-04-16
http://www.trust-ft.com/
 
ト,219773,株式会社トラスト
〒596-0825,⼤阪府岸和⽥市⼟⽣町２丁⽬２７番１１号
2024-05-25
 
ト,220911,株式会社トラスト
〒660-0892,兵庫県尼崎市七松町３丁⽬１６番２３号
2025-03-29
 
ト,229655,株式会社トラスト
〒670-0975,兵庫県姫路市中地南町３４番地宝成ビル１階
2026-04-18
https://trus-10.co.jp/
 
ト,215879,株式会社トラスト・ウィッシュ
〒113-0022,東京都⽂京区千駄⽊３丁⽬２２番１２号ストークエイコー２０２
2024-12-25
http://www.trustwish.co.jp/
 
ト,216569,株式会社トラスト企画
〒245-0053,神奈川県横浜市⼾塚区上⽮部町３４番地１１
2025-06-04



http://www.trust-project.com/
 
ト,505458,株式会社 Ｔｒｕｓｔ Ｇｒｏｗｔｈ⻄⽇本
〒541-0053,⼤阪府⼤阪市中央区本町１−７−７ ＷＡＫＩＴＡ堺筋本町ビル１２階
2023-08-27
https://www.trust-growth.co.jp/
 
ト,211046,有限会社トラストジャパン
〒382-0065,⻑野県須坂市⼤字相之島１００８−１
2025-04-13
_
 
ト,230700,株式会社トラスト電設
〒132-0011,東京都江⼾川区瑞江⼆丁⽬１番２３号⽥所ビル４０１
2025-08-09
 
ト,505711,株式会社トラストネットワーク
〒106-0032,東京都港区六本⽊７−１８−２３ ＥＸ六本⽊ビル４階
2025-05-31
 
ト,105879,有限会社トラスト・パーツ
〒376-0011,群⾺県桐⽣市相⽣町２−９５７−１７
2026-03-16
http://www.trustparts.com
 
ト,212385,株式会社トラスト・ワン
〒427-0036,静岡県島⽥市三ッ合町１３０２−６
2024-11-21
 
ト,228882,トラスト・ワン株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町３丁⽬２番４号
2025-02-07
http://www.trust-1.co.jp/
 
ト,214458,株式会社トラッツ
〒252-0316,神奈川県相模原市南区双葉２ー４ー２
2025-11-07
http://www.trats.co.jp/
 
ト,214660,虎乃⾨建設機械株式会社
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕２丁⽬２２番６号
2026-04-11
 
ト,228003,株式会社トラバース
〒272-0121,千葉県市川市末広２ー４ー１０
2024-05-08
http://www.travers.co.jp
 
ト,100818,株式会社トラフィック・シム
〒453-0801,愛知県名古屋市中村区太閤１−１９−５６
2023-07-15
https://www.trafficsim.co.jp/
 
ト,127320,株式会社トラム
〒105-0023,東京都港区芝浦１−７−１４ 岡家寿ビル５Ｆ



2024-08-08
https://www.etram.jp/
 
ト,211887,株式会社トランクワークス
〒136-0073,東京都江東区北砂７ー８ー１６
2023-10-27
 
ト,123962,トランコムＳＣ株式会社
〒461-0004,愛知県名古屋市東区葵１−１９−３０ マザックアートプラザ１５階
2025-06-15
https://www.trancom-sc.co.jp/
 
ト,123913,トランス・コスモス株式会社
〒170-6016,東京都豊島区東池袋３−１−１ サンシャイン６０
2025-06-01
https://www.trans-cosmos.co.jp
 
ト,104087,株式会社トランスコスモス・デジタル・テクノロジー
〒220-0004,神奈川県横浜市⻄区北幸２−８−４ 横浜⻄⼝ＫＮビル
2024-10-19
https://www.trans-cosmos-digtec.co.jp
 
ト,503828,トランスコスモスフィールドマーケティング株式会社
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊２−１３−４ 新中央ビル９階
2023-09-28
https://www.tcfm.co.jp/
 
ト,114897,株式会社トランストロン
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−１５−１６ ＮＭＦ新横浜ビル９Ｆ
2023-11-28
https://www.transtron.com/
 
ト,106859,トランスマート株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋１−１−１３ アーバンネット内幸町ビル３階 ＣＲＯＳＳＣＯＯＰ新橋
2026-01-19
https://jp.trans-mart.net/
 
ト,230325,トランセンス株式会社
〒321-0973,栃⽊県宇都宮市岩曽町３１番地２
2025-07-05
https://www.transcence.co.jp
 
ト,505279,トランセンドジャパン株式会社
〒111-0051,東京都台東区蔵前１−８−５
2025-09-11
https://jp.transcend-info.com/
 
ト,102564,株式会社トランソニックソフトウェア
〒460-0003,愛知県名古屋市中区錦１−７−３４ ステージ錦９Ｆ
2025-05-15
http://www.trans-it.net
 
ト,222925,株式会社トリイ・ケンコー
〒762-0012,⾹川県坂出市林⽥町３３１４ー３
2024-04-01



 
ト,115287,⿃井電器株式会社
〒142-0062,東京都品川区⼩⼭３−１１−８
2024-05-31
http://www.torii-elc.co.jp/
 
ト,104355,⿃居電業株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥２−１０−９
2026-02-23
http://www.tois.co.jp/
 
ト,221715,株式会社⿃海鋼業
〒198-0021,東京都⻘梅市今寺５ー１８ー２
2025-06-01
 
ト,210832,株式会社トリエ
〒427-0103,静岡県島⽥市中河７５３ー３
2025-01-13
http://www.trier.co.jp
 
ト,217215,トリオド有限会社
〒970-8026,福島県いわき市平字作町⼆丁⽬１番地の３
2025-10-15
 
ト,125780,株式会社トリコ
〒105-0004,東京都港区新橋３−６−６
2023-09-08
http://torico-ltd.co.jp/
 
ト,105825,トリゴ・ジャパン株式会社
〒106-0044,東京都港区東⿇布１−２３−５ ＰＭＣビル２Ｆ
2023-01-20
 
ト,100250,株式会社⿃越製作所
〒854-1111,⻑崎県諫早市飯盛町平古場１４８８
2025-09-02
http://www.torigoe-s.jp/
 
ト,115048,株式会社⾣島電機製作所
〒525-0053,滋賀県草津市⽮倉２−３−１
2023-09-01
http://www.torishimadenki.co.jp
 
ト,104722,株式会社トリトンジャパン
〒108-0074,東京都港区⾼輪４−２３−６−８０６
2026-04-11
 
ト,503326,トリニティ株式会社
〒352-0001,埼⽟県新座市東北２−１４−１７
2024-12-17
https://trinity.jp/
 
ト,231075,株式会社トリニティエンジニアリング
〒530-0041,⼤阪府⼤阪市北区天神橋三丁⽬７番３ー３０１号
2025-10-18



http://www.trinity-eng.com
 
ト,217604,株式会社トリプルアース
〒860-0827,熊本県熊本市中央区世安⼀丁⽬６番１１号
2026-02-18
 
ト,230951,株式会社ＴＲＩＰＬＥ−Ｈ
〒131-0043,東京都墨⽥区⽴花⼀丁⽬３５番９号
2025-10-04
http://www.triple-h.tokyo
 
ト,126877,有限会社⿃森製作所
〒018-0403,秋⽥県にかほ市三森字上々免４８
2024-05-26
 
ト,221945,株式会社⿃屋銅鐵店
〒370-0006,群⾺県⾼崎市問屋町３丁⽬５番地の１
2025-08-01
http://www.toriya.co.jp/
 
ト,210372,株式会社⿃⼭⼟建
〒007-0827,北海道札幌市東区東雁来７条１丁⽬１０番２４号
2024-06-18
 
ト,213784,株式会社⿃⼭⼟⽊⼯業
〒039-3215,⻘森県上北郡六ヶ所村⼤字倉内字笹崎２３２番地１４
2024-07-28
 
ト,100248,トルク株式会社
〒550-0015,⼤阪府⼤阪市⻄区南堀江２−７−４
2025-09-01
https://www.torq.co.jp/
 
ト,128720,トルクシステム株式会社
〒474-0027,愛知県⼤府市追分町５−２２５
2026-01-22
http://www.torque-system.jp
 
ト,121823,トルク精密⼯業株式会社
〒079-1264,北海道⾚平市茂尻旭町１−５
2024-06-11
http://torc-p.co.jp/index.htm
 
ト,218854,株式会社トルネックス
〒103-0024,東京都中央区⽇本橋⼩⾈町６ー６
2024-01-05
https://www.tornex.co.jp/
 
ト,106546,トルンプ株式会社
〒226-0006,神奈川県横浜市緑区⽩⼭１−１８−２
2025-01-26
http://www.trumpf.com
 
ト,216142,株式会社トレーク
〒967-0004,福島県南会津郡南会津町⽥島字⻄町甲４３７０



2025-03-19
http://frs.jp/
 
ト,102578,株式会社トレード・ウィング
〒261-0001,千葉県千葉市美浜区幸町２−１９−２０
2025-05-27
 
ト,105386,トレイン・ジャパン株式会社
〒141-0021,東京都品川区上⼤崎４−５−３７ 本多電機ビル５Ｆ
2024-12-18
http://www.jp.trane.com/
 
ト,104069,株式会社トレック
〒980-0802,宮城県仙台市⻘葉区⼆⽇町１４−１５ アミ・グランデ⼆⽇町２Ｆ
2024-10-15
http://www.trek.co.jp/
 
ト,115183,トレックス・セミコンダクター株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川１−２４−１ ＤＡＩＨＯ ＡＮＮＥＸ３Ｆ
2024-03-08
http://www.torex.co.jp
 
ト,103982,株式会社トレンドアート
〒461-0001,愛知県名古屋市東区泉１−１２−３５ １０９１ビル７Ｆ
2024-09-28
http://www.trend-art.net
 
ト,504942,トレンドマイクロ株式会社
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊２−１−１ 新宿マインズタワ―
2024-12-25
http://jp.trendmicro.com/jp
 
ト,226186,株式会社トロイム
〒547-0016,⼤阪府⼤阪市平野区⻑吉⻑原１丁⽬１２番２５号
2025-11-01
 
ト,106117,⼗和⽥オーディオ株式会社
〒017-0201,秋⽥県⿅⾓郡⼩坂町⼩坂字⼤稲坪９８
2024-01-06
http://www.towada-gp.com
 
ト,105013,⼗和⽥精密⼯業株式会社
〒211-0016,神奈川県川崎市中原区市ノ坪２０２
2024-04-12
http://www.showa-gp.com
 
ト,102705,ＴＯＷＡＴＥＣ株式会社
〒601-8105,京都市南区上⿃⽻上調⼦町５
2025-07-22
https://www.towajapan.co.jp/top.htm
 
ト,106019,有限会社頓京組
〒735-0012,広島県安芸郡府中町⼋幡４−６−６
2023-09-01
 



ト,221900,トンボ株式会社
〒740-0022,⼭⼝県岩国市⼭⼿町１丁⽬６番９号
2025-08-01
http://tombo-kk.jp
 
ド,225437,株式会社ドーケン
〒820-0705,福岡県飯塚市筑穂元吉６８６ー１
2025-06-01
http://www.dohken.com
 
ド,220108,ドーピー建設⼯業株式会社
〒060-0001,北海道札幌市中央区北１条⻄６丁⽬２番地
2024-07-27
https://www.dps.co.jp/
 
ド,115038,株式会社ドーワテクノス
〒806-0004,北九州市⼋幡⻄区黒崎城⽯３−５
2023-09-01
http://www.dhowa-technos.co.jp/
 
ド,504979,株式会社ドーワテクノス
〒806-0004,福岡県北九州市⼋幡⻄区黒崎城⽯３番５号
2026-02-13
http://www.dhowa-technos.co.jp/
 
ド,213178,株式会社ドアメンテナンス
〒939-3532,富⼭県富⼭市⽔橋⼆ツ屋１１８番地
2026-04-01
 
ド,220807,⼟井池設備⼯業株式会社
〒571-0017,⼤阪府⾨真市四宮６丁⽬７番３０号
2025-03-15
https://dsk-air.co.jp/osaka/
 
ド,227285,有限会社⼟井企業
〒273-0012,千葉県船橋市浜町１ー４１ー１０
2024-01-10
 
ド,231157,株式会社⼟井組
〒080-0010,北海道帯広市⼤通南⼆⼗三丁⽬３番地
2025-10-25
http://www.doigumi.jp
 
ド,214088,株式会社⼟居建設
〒789-1713,⾼知県幡多郡黒潮町伊与喜４３番地５
2025-03-22
_
 
ド,215421,⼟井建設 ⼟井鉄雄（その他）
〒649-6428,和歌⼭県紀の川市東国分６２８
2024-05-29
 
ド,230835,株式会社ドイ建築⼯房
〒615-8086,京都府京都市⻄京区桂乾町３９番３
2025-09-13



 
ド,115171,⼟井鋼材株式会社
〒230-0033,横浜市鶴⾒区朝⽇町１−３１
2024-02-17
http://www.doi-kozai.co.jp
 
ド,105197,有限会社⼟井サービス
〒587-0011,⼤阪府堺市美原区丹上４９４−１４
2024-07-27
 
ド,217515,株式会社⼟井製作所
〒135-0016,東京都江東区東陽５丁⽬３０番１３号
2026-01-28
https://www.doi-web.com/
 
ド,228565,⼟井造園⼟⽊株式会社
〒918-8015,福井県福井市花堂南１丁⽬１１番３７号
2024-10-19
 
ド,124698,独逸機械貿易株式会社
〒210-0007,神奈川県川崎市川崎区駅前本町２４−５
2025-12-10
http://www.e-gmt.co.jp/
 
ド,105014,ドイデンキ株式会社
〒150-0021,東京都渋⾕区恵⽐寿⻄１−３３−６ ＪＰｎｏｉｅ恵⽐寿⻄１Ｆ
2024-01-18
http://doi-elec.com
 
ド,216949,⼟井電気計装株式会社
〒140-0011,東京都品川区東⼤井１ー１５ー５
2025-07-30
 
ド,214313,株式会社ドゥサイエンス
〒106-0032,東京都港区六本⽊４ー１ー１６
2025-08-02
http://www.doscience.co.jp
 
ド,114967,株式会社ドゥ・プラン
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１−４−１３
2025-02-19
http://www.doplan.co.jp
 
ド,215794,道栄建設株式会社
〒910-0844,福井県福井市⻑本町１１０番地
2024-11-27
 
ド,227308,道央建鉄株式会社
〒073-0043,北海道滝川市幸町３丁⽬３番１６号
2024-01-13
 
ド,218418,道央テック株式会社
〒007-0890,北海道札幌市東区中沼町１１３番地８５７
2023-09-23
 



ド,226236,洞海⼟⽊株式会社
〒811-4331,福岡県遠賀郡遠賀町⼤字別府３４７６番地の３
2025-12-01
http://www.doukai-doboku.co.jp
 
ド,222484,有限会社道⿁左官⼯業
〒904-2166,沖縄県沖縄市古謝津嘉⼭町３３番１０号
2023-12-01
 
ド,226612,銅⾦株式会社
〒102-0074,東京都千代⽥区九段南２ー４ー９
2023-04-01
http://www.dohkin.co.jp
 
ド,227022,株式会社銅銀
〒160-0006,東京都新宿区⾈町７番地
2023-09-01
 
ド,220045,株式会社道⼯
〒002-8054,北海道札幌市北区篠路町拓北６番１０６８
2024-07-20
 
ド,228125,株式会社道光産業
〒010-1633,秋⽥県秋⽥市新屋⿃⽊町１番４７号
2024-05-31
 
ド,223820,同事建設株式会社
〒982-0037,宮城県宮城県仙台市太⽩区富沢⻄四丁⽬１９番地の１９
2024-11-01
http://dohzi.co.jp/
 
ド,230548,株式会社動電舎
〒337-0043,埼⽟県さいたま市⾒沼区⼤字中川９８番地１０
2025-07-26
 
ド,223151,株式会社銅富
〒106-0041,東京都港区⿇布台１丁⽬６番１３号
2024-06-01
http://www.doutomi.co.jp
 
ド,224169,道南清⽔サッシ株式会社
〒042-0944,北海道函館市⾦堀町５番２６号
2025-02-01
https://d-shimizu.co.jp
 
ド,105324,株式会社ＤＯＨＯ
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町１−４−１０ ⼈形町センタービル７階
2024-10-29
https://doho.co.jp/
 
ド,230693,同前⼯業株式会社
〒791-3120,愛媛県伊予郡松前町⼤字筒井１９１番地６
2025-08-09
https://www.domae.co.jp/
 



ド,105225,同盟電業株式会社
〒154-0017,東京都世⽥⾕区世⽥⾕１−４５−６ ⽥代ビル２０２号
2024-08-23
 
ド,218592,有限会社堂本⼯業
〒426-0047,静岡県藤枝市与左衛⾨７７−３
2023-11-04
 
ド,217134,有限会社洞⾨
〒252-0134,神奈川県相模原市緑区下九沢４４３ー２
2025-09-24
http://doumon.co.jp/index.html
 
ド,211092,銅⾕建設株式会社
〒980-0011,宮城県仙台市⻘葉区上杉１丁⽬１７番１８号銅⾕ビル
2025-04-27
http://douyakensetsu.co.jp/
 
ド,224951,銅⾕設備株式会社
〒980-0805,宮城県仙台市⻘葉区⼤⼿町５番３６号
2025-04-01
http://www.doya.co.jp/
 
ド,114920,ＤＯＷＡエレクトロニクス株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥４−１４−１ 秋葉原ＵＤＸビル２２階
2024-08-22
http://www.dowa.co.jp
 
ド,220574,株式会社同和建材
〒989-6124,宮城県⼤崎市古川⽯森字天王⼭２番地の１
2024-12-21
 
ド,122867,同和発條株式会社
〒206-0812,東京都稲城市⽮野⼝６３５−１
2024-12-05
https://www.dohwa-sp.co.jp/
 
ド,127351,ＤＯＷＡメタルテック株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥４−１４−１ 秋葉原ＵＤＸビル２２階
2024-08-30
https://www.dowa.co.jp/metaltech/
 
ド,225964,株式会社どき
〒108-0075,東京都港区港南５丁⽬１番２７号
2025-09-01
http://doki.co.jp/
 
ド,105532,株式会社ドクターソフト
〒223-0053,神奈川県横浜市港北区綱島⻄３−１５−９
2025-04-22
http://www.doctorsoft.co.jp/
 
ド,213185,株式会社⼟建⼭川組
〒467-0054,愛知県名古屋市瑞穂区丸根町２ー４
2023-04-01



 
ド,500277,株式会社 ドコモＣＳ
〒107-0052,東京都港区⾚坂１−８−１ ⾚坂インターシティＡＩＲビル
2024-05-07
http://www.docomo-cs.co.jp/index.html
 
ド,215785,株式会社⼟質基礎コンサルタンツ
〒114-0024,東京都北区⻄ケ原１丁⽬４番５号
2024-11-27
http://www.dositu.jp/
 
ド,102198,株式会社⼟橋製作所
〒400-0851,⼭梨県甲府市住吉４−１９−２９
2025-01-23
http://www.dobashi.co.jp/
 
ド,104533,⼟肥野⾦属株式会社
〒130-0021,東京都墨⽥区緑１−２０−１０
2026-01-21
http://www.dohino-metal.co.jp
 
ド,223899,ドミーアート株式会社
〒559-0006,⼤阪府⼤阪市住之江区浜⼝⻄３丁⽬１３番７号
2024-12-01
http://www.domiart.co.jp/
 
ド,225044,ドラーフタイト⼯業株式会社
〒196-0022,東京都昭島市中神町２丁⽬２１番９号
2025-04-01
https://draf.co.jp
 
ド,106942,株式会社ドリームキャリア
〒107-0062,東京都港区南⻘⼭２−２７−２７ 丸⼋⻘⼭ビル３Ｆ
2026-04-11
https://www.dreamcareer.co.jp/
 
ド,214274,株式会社どりーむテクノ
〒039-2246,⻘森県⼋⼾市桔梗野⼯業団地３丁⽬６ー３５
2025-07-05
 
ド,215231,株式会社ドリームテック
〒849-0918,佐賀県佐賀市兵庫南⼀丁⽬４番１９号
2024-02-20
 
ド,123881,株式会社ドリーメックステクノ
〒252-0245,神奈川県相模原市中央区⽥名塩⽥１−１４−２５
2025-05-20
http://www.dreamex.co.jp
 
ド,215901,ドローン空撮事業エルドール（その他）
〒542-0072,⼤阪府⼤阪市中央区⾼津３丁⽬１５−６−６１３
2022-01-15
 
ナ,115514,株式会社ナ・デックス
〒460-8338,名古屋市中区古渡町９−２７ 



2025-01-21
http://www.nadex.co.jp
 
ナ,127805,株式会社ナ・デックスプロダクツ
〒509-0249,岐⾩県可児市姫ヶ丘１−２１
2025-03-12
http://www.nadex-p.jp
 
ナ,230219,ナーク株式会社
〒471-0066,愛知県豊⽥市栄町七丁⽬４番地３
2025-06-14
 
ナ,104736,株式会社ナード研究所
〒660-0805,兵庫県尼崎市⻄⻑洲町２−６−１
2026-04-19
https//www.nard.co.jp
 
ナ,215929,有限会社ナイアガラインテリア
〒982-0805,宮城県仙台市太⽩区鈎取本町１−７−３
2022-01-22
 
ナ,120769,内海⼯業株式会社
〒712-8055,岡⼭県倉敷市南畝５−１４−２１
2024-01-16
http://www.naikai-kogyo.co.jp/
 
ナ,231880,有限会社内海潜⽔
〒729-2316,広島県⽵原市忠海中町⼀丁⽬７番２０号
2026-04-11
 
ナ,127407,株式会社内外
〒544-0001,⼤阪府⼤阪市⽣野区新今⾥１−５−１３
2024-09-21
https://www.oj-naigai.co.jp
 
ナ,224077,ナイガイ株式会社
〒130-8528,東京都墨⽥区緑１ー２７ー８
2025-01-01
https://www.naigai-co.co.jp
 
ナ,102775,内外エレクトロニクス株式会社
〒154-0024,東京都世⽥⾕区三軒茶屋２−１１−２２ サンタワーズセンタービル７Ｆ
2022-09-10
http://www.nei-naigai.co.jp
 
ナ,211646,内外エンジニアリング株式会社
〒601-8213,京都府京都市南区久世中久世町１丁⽬１４１番地
2026-05-19
https://www.naigai-eng.co.jp/
 
ナ,217794,内外エンジニアリング株式会社
〒536-0023,⼤阪府⼤阪市城東区東中浜２ー１３ー１８
2026-06-16
http://www.naigai-ciw.co.jp
 



ナ,122929,内外カーボンインキ株式会社
〒569-1044,⼤阪府⾼槻市上⼟室６−１７−１
2024-12-24
http://www.ncikk.co.jp
 
ナ,120868,内外ゴム株式会社
〒650-0023,神⼾市中央区栄町通４−１−１０
2024-02-17
http://www.naigai-rubber.co.jp
 
ナ,231688,内外サービス株式会社
〒182-0033,東京都調布市富⼠⾒町⼆丁⽬２１番地１６
2026-02-14
https://www.naigai-service.tokyo/
 
ナ,105388,内外産業株式会社
〒550-0003,⼤阪府⼤阪市⻄区京町堀２−１４−２０ 内外ビル
2024-12-19
http://www.naigaisangyo.co.jp/
 
ナ,212705,内外商⼯株式会社
〒950-0953,新潟県新潟市中央区⼤島１６４番地３
2025-06-26
 
ナ,221956,株式会社内外テクノス
〒356-8550,埼⽟県ふじみ野市⻲久保１１５０番地
2025-09-01
https://www.naigai-technos.co.jp
 
ナ,105870,内外テック株式会社
〒154-0024,東京都世⽥⾕区三軒茶屋２−１１−２２
2025-03-11
http://www.naigaitec.co.jp
 
ナ,125500,内外電機株式会社
〒541-0053,⼤阪府⼤阪市中央区本町４−６−３１ ＩＳ本町ビル９Ｆ
2024-11-06
http://www.naigai-e.co.jp
 
ナ,218982,内外電気⼯事株式会社
〒230-0031,神奈川県横浜市鶴⾒区平安町１丁⽬５９番２１号
2024-01-26
 
ナ,217268,内外電業株式会社
〒534-0026,⼤阪府⼤阪市都島区網島町７番３５号
2025-11-05
http://www.naigai-d.jp/
 
ナ,115531,内外物産株式会社
〒541-0048,⼤阪市中央区⽡町２−２−７
2026-04-13
 
ナ,231645,内外物産株式会社
〒491-0814,愛知県⼀宮市千秋町⼩⼭字⾼砂３０番地
2026-02-07



https://www.naigai-product.co.jp/
 
ナ,213512,内外緑化株式会社
〒990-2345,⼭形県⼭形市富神台１２番地
2023-11-25
http://www.naigaigreen.co.jp/
 
ナ,115573,ナイス株式会社
〒660-0804,兵庫県尼崎市北⼤物町２０−１
2023-10-28
http://www.neis-co.com
 
ナ,219112,ナイスクリーン株式会社
〒989-3213,宮城県仙台市⻘葉区⼤倉字⼭根１６
2024-02-16
 
ナ,125547,ナイスワーク株式会社
〒702-8006,岡⼭県岡⼭市中区藤崎６４９−２
2026-06-15
 
ナ,222475,株式会社ナイソ
〒901-2113,沖縄県浦添市⼤平２−２０−１
2023-12-01
 
ナ,221143,内装技研⼯業株式会社
〒114-0002,東京都北区王⼦２ー１２ー７
2025-03-01
 
ナ,232039,株式会社内藤空調サービス
〒333-0845,埼⽟県川⼝市上⻘⽊⻄五丁⽬２２番１６号３Ｆ
2026-05-23
 
ナ,224113,株式会社内藤組
〒693-0001,島根県出雲市今市町２５７番地１
2025-02-01
 
ナ,218874,株式会社内藤建設
〒160-0017,東京都新宿区左⾨町２０−６
2024-01-05
 
ナ,230412,株式会社内藤⼯機
〒596-0016,⼤阪府岸和⽥市岸之浦町１３番８
2025-07-12
https://www.naitoukouki.co.jp
 
ナ,125478,有限会社内藤⼯業所
〒385-0051,⻑野県佐久市中込３３６８−３
2023-05-31
http://www.alps.or.jp/sakucs/
 
ナ,218718,株式会社内藤⼯業所
〒963-8861,福島県郡⼭市鶴⾒坦⼀丁⽬１４番５号
2023-12-08
 
ナ,224666,有限会社内藤⼯務店



〒250-0852,神奈川県⼩⽥原市栢⼭２７９５ー１
2025-04-01
 
ナ,105427,株式会社内藤精密
〒675-2444,兵庫県加⻄市鴨⾕町１２８８−３
2025-01-24
 
ナ,221453,内藤鉄⼯株式会社
〒699-0817,島根県出雲市湖陵町板津３６８
2025-04-01
_
 
ナ,221165,内藤電機株式会社
〒500-8309,岐⾩県岐⾩市都通２丁⽬１６番地
2025-03-01
http://www.naito-ec.co.jp
 
ナ,218357,内藤電気商店（その他）
〒400-0032,⼭梨県甲府市中央４−１−２０
2023-09-08
 
ナ,115562,内藤電誠⼯業株式会社
〒211-0011,神奈川県川崎市中原区下沼部１９３３
2024-04-28
https://www.ndk-grp.co.jp/
 
ナ,115595,株式会社内藤電誠町⽥製作所
〒194-0012,東京都町⽥市⾦森４−１２−５
2024-01-27
https://www.ndk-m.co.jp/
 
ナ,211189,内藤塗装⼯業株式会社
〒367-0026,埼⽟県本庄市朝⽇町２ー３ー１１
2025-06-04
http://www.naitoh-tosoh.co.jp
 
ナ,210492,株式会社内藤ハウス
〒407-8510,⼭梨県韮崎市円野町上円井３１３９
2024-08-19
https://www.naitohouse.co.jp/
 
ナ,212028,株式会社ナイバ
〒760-0062,⾹川県⾼松市塩上町１丁⽬３ー６
2024-02-16
http://www.naiba.co.jp/
 
ナ,214795,有限会社ナイン
〒780-0022,⾼知県⾼知市北泰泉寺７５８番地５
2020-06-20
 
ナ,505553,株式会社なうデータ研究所
〒820-0067,福岡県飯塚市川津６８０番地の４１
2024-03-11
https://www.nau.co.jp/
 



ナ,121814,株式会社直井⼯具店
〒410-0807,静岡県沼津市錦町６５４−３
2024-06-09
 
ナ,218540,有限会社ナオキ建設
〒603-8337,京都府京都市北区⼤将軍南⼀条町８１番地２
2023-10-20
http://naokikensetsu.main.jp/
 
ナ,105318,株式会社直⽊⼯業所
〒621-0025,京都府⻲岡市曽我部町中河原⽥２４−１
2024-10-26
http://www12.plala.or.jp/naoki-kk/
 
ナ,220602,直富商事株式会社
〒381-0022,⻑野県⻑野市⼤字⼤⾖島３３９７番地６
2025-01-11
https://www.naotomi.co.jp
 
ナ,115694,株式会社ナカアンドカンパニー
〒102-0074,東京都千代⽥区九段南４−２−１１
2024-06-28
http://www.nakaco.co.jp
 
ナ,222657,株式会社仲井
〒440-0853,愛知県豊橋市佐藤１−６−１
2024-02-01
http://www.nakai-metal.co.jp
 
ナ,210129,中井エンジニアリング株式会社
〒563-0032,⼤阪府池⽥市⽯橋三丁⽬９番１号
2024-01-09
http://www.nakai-eng.co.jp/
 
ナ,106522,株式会社中井⼯業
〒529-1661,滋賀県蒲⽣郡⽇野町安部居東川原２８６
2025-01-18
 
ナ,115632,中井⼯業株式会社
〒675-2105,兵庫県加⻄市下宮⽊町７５１
2024-04-05
http://www.nakaikogyo.com/
 
ナ,231140,株式会社中井⼯業
〒671-0101,兵庫県姫路市⼤塩町２９０番地５９
2025-10-25
 
ナ,124517,中井ゴム⼯業株式会社
〒600-8028,京都市下京区寺町通松原下ル
2025-09-24
 
ナ,220513,中⽯⼯業株式会社
〒760-0009,⾹川県⾼松市峰⼭町１８３８番地９８
2024-12-07
http://www.nakaishikougyou.com



 
ナ,102908,中井商⼯株式会社
〒537-0023,⼤阪市東成区⽟津２−１−５
2025-12-06
http://www.nakaishoko.co.jp
 
ナ,100427,中井精機⼯業株式会社
〒520-3045,滋賀県栗東市⾼野２６４
2025-11-15
 
ナ,218916,中市建設株式会社
〒988-0215,宮城県気仙沼市最知北最知２５０−１
2024-01-12
 
ナ,214720,株式会社中井⼟⽊
〒575-0003,⼤阪府四条畷市岡⼭東２丁⽬１−８
2026-05-16
https://nakaidoboku.co.jp/
 
ナ,224198,ナカウン株式会社
〒703-8580,岡⼭県岡⼭市中区倉富３４０番地の１８
2025-02-01
http://www.nakaun.co.jp
 
ナ,220593,株式会社ナカオ
〒838-0062,福岡県朝倉市堤５５９番地１
2024-12-27
 
ナ,211437,仲岡建設株式会社
〒141-0033,東京都品川区⻄品川２丁⽬１３番１９号
2025-11-11
http://www.nakaokakensetsu.co.jp/
 
ナ,219095,中岡⼯業株式会社
〒154-0017,東京都世⽥⾕区世⽥⾕２ー９ー３
2024-02-16
http://www.nakaoka.jp
 
ナ,222492,株式会社中岡⼯務店
〒659-0013,兵庫県芦屋市岩園町２２ー３４
2023-12-01
 
ナ,225948,中興⼯業株式会社
〒743-0102,⼭⼝県光市⼤字三輪１６０番地の４
2025-09-01
 
ナ,115546,中尾⾦属株式会社
〒103-0021,東京都中央区⽇本橋本⽯町４−６−７ ⽇本橋⽇銀通りビル５階
2023-07-26
http://www.nakao-metal.co.jp
 
ナ,216498,株式会社中尾建設
〒597-0042,⼤阪府⾙塚市名越８７８番地の３
2025-05-21
 



ナ,220276,株式会社中尾建設
〒864-0021,熊本県荒尾市⼀部４１４番地１
2024-09-21
 
ナ,122746,中尾研磨材⼯業株式会社
〒173-0004,東京都板橋区板橋４−１−５
2024-11-07
http://www.nakaokenma.co.jp
 
ナ,505531,中尾国際特許事務所
〒160-0022,東京都新宿区新宿３丁⽬１番２２号
2024-02-17
http://www13.plala.or.jp/NAKAO-ASSOCIATES/
 
ナ,220507,有限会社中尾総業
〒806-0054,福岡県北九州市⼋幡⻄区⻄鳴⽔⼆丁⽬２４番８号
2024-12-07
 
ナ,215524,中尾鉄⼯株式会社
〒671-0232,兵庫県姫路市御国野町御着１番地の７
2024-08-07
 
ナ,216394,株式会社中尾鉄⼯所
〒734-0013,広島県広島市南区出島１丁⽬３４番５６号
2022-05-14
http://www.nakaoiw.co.jp
 
ナ,101923,中尾フイルター⼯業株式会社
〒662-0833,兵庫県⻄宮市北昭和町１４−２１
2024-11-21
http://www.nakao-filter.co.jp
 
ナ,505548,中尾貿易株式会社
〒103-0006,東京都中央区⽇本橋富沢町１０番１４号
2024-03-09
http://www.nakaocorp.co.jp/
 
ナ,106658,中尾薬品株式会社
〒530-0043,⼤阪府⼤阪市北区天満４−６−２０
2025-05-19
 
ナ,211978,中垣⼯業株式会社
〒457-0057,愛知県名古屋市南区烏⼭町２ー５ー１
2024-01-10
 
ナ,218475,株式会社中神⼯業
〒481-0011,愛知県北名古屋市⾼⽥寺北の川３８番地
2023-10-06
 
ナ,219796,有限会社中神⼯務店
〒024-0025,岩⼿県北上市孫屋敷８番１号
2024-06-01
 
ナ,102769,株式会社中川
〒259-1302,神奈川県秦野市菩提１０６−６



2022-09-09
http://www.nakagawa-gr.com
 
ナ,217559,株式会社ナカガワ
〒572-0077,⼤阪府寝屋川市点野三丁⽬２０番２２号
2026-02-04
http://www.k-nkgw.com
 
ナ,229598,株式会社ナカガワ
〒569-1117,⼤阪府⾼槻市天神町１丁⽬６番２４号天神ビル３０２
2026-03-24
 
ナ,215461,中川企画建設株式会社
〒541-0059,⼤阪府⼤阪市中央区博労町４丁⽬２番１５号
2021-06-19
 
ナ,230915,有限会社中川技建
〒807-0022,福岡県遠賀郡⽔巻町頃末北⼆丁⽬１番３号
2025-09-27
 
ナ,212224,有限会社中川組
〒770-8011,徳島県徳島市論⽥町本浦上８ー１
2024-06-20
 
ナ,210037,有限会社中川建⼯
〒497-0056,愛知県海部郡蟹江町⼋幡⼀丁⽬７２番地
2023-11-05
 
ナ,215482,中川建⼯株式会社
〒770-8070,徳島県徳島市⼋万町新⾙３２ー３
2024-07-10
 
ナ,221820,中川建材株式会社
〒839-0817,福岡県久留⽶市⼭川町１４８８ー１
2025-07-01
https://www.nakagawakenzai.co.jp
 
ナ,101998,株式会社仲川⼯業所
〒370-0303,群⾺県太⽥市新⽥⼩⾦井町３２０−２７
2024-12-03
http://www.nakagawa-group.jp
 
ナ,213712,株式会社仲川⼯務店
〒606-0022,京都府京都市左京区岩倉三宅町３２１番地１０
2024-05-26
 
ナ,115524,中川ゴム⼯業株式会社
〒485-0829,⼩牧市⼩牧原３−１７
2025-01-30
 
ナ,105610,中川産業株式会社
〒578-0914,⼤阪府東⼤阪市箕輪３−６−８２
2026-06-07
https://www.nakagawa-on.co.jp
 



ナ,115594,中川産業株式会社
〒484-0917,愛知県⽝⼭市字⼟取３７
2025-05-11
http://nakagawasangyo.co.jp
 
ナ,125505,中川システム株式会社
〒110-0016,東京都台東区台東４−１４−８ シモジンパークビル４Ｆ
2024-11-24
http://nsk-jpn.co.jp
 
ナ,226688,中川商事株式会社
〒300-0051,茨城県⼟浦市真鍋１ー１６ー１１
2026-05-01
http://www.h-nac.co.jp/syoji/
 
ナ,214165,中川重機⼯事株式会社
〒431-1304,静岡県浜松市北区細江町中川７０６１番地の８
2025-04-26
http://nakagawajuki.com/
 
ナ,128709,株式会社中川⽔⼒
〒960-1302,福島県福島市飯野町明治字⻄⿅ノ⼦島１−８
2026-01-18
 
ナ,102520,株式会社中川製作所
〒242-0001,神奈川県⼤和市下鶴間２７６８−３０
2025-04-11
http://www.nakagawa-ss.co.jp
 
ナ,115558,株式会社中川製作所
〒335-0005,埼⽟県蕨市錦町２−５−２１
2023-11-26
http://www.nakagawa-mfg.co.jp
 
ナ,115639,株式会社中川製作所
〒061-1433,北海道恵庭市北柏⽊町３−６０
2024-07-06
http://userweb.www.fsinet.or.jp/nakagawa/
 
ナ,220693,株式会社中川製作所
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町三丁⽬７番４号ＴＳＲビル
2025-02-07
https://www.nakagawa-group.co.jp/
 
ナ,228306,株式会社中川製作所
〒300-2706,茨城県常総市新⽯下５８８
2024-07-24
 
ナ,129284,中川装⾝具⼯業株式会社
〒111-0052,東京都台東区柳橋１−２９−７
2024-02-16
https://www.nakagawa-tokyo.co.jp
 
ナ,122930,中川内伝導機⼯株式会社
〒857-1162,⻑崎県佐世保市卸本町１−７２



2024-12-24
http://www.naka-dendo.co.jp
 
ナ,214247,株式会社中川鉄筋⼯業所
〒921-8834,⽯川県野々市市中林４ー１８３
2025-06-21
http://nakagawa-tekkin.com/
 
ナ,129650,株式会社中川鉄⼯所
〒924-0007,⽯川県⽩⼭市倉部町２０２４
2024-12-01
http://www.nakagawa-t.com/
 
ナ,115667,中川電化産業株式会社
〒515-2132,三重県松阪市松崎浦町１６３−１
2024-05-31
http://www.nakagawa-electric.co.jp
 
ナ,218636,中川電気株式会社
〒599-8238,⼤阪府堺市中区⼟師町１−１７−３０
2023-11-17
 
ナ,101457,中川電気⼯業株式会社
〒385-0051,⻑野県佐久市中込３１４６
2024-07-09
 
ナ,230258,有限会社中川電気保全サービス
〒534-0021,⼤阪府⼤阪市都島区都島本通五丁⽬１２番１３号
2025-06-21
http://www.nems.co.jp
 
ナ,155520,中川特殊鋼株式会社
〒104-6591,東京都中央区明⽯町８−１ 聖路加タワー３１Ｆ
2026-05-27
 
ナ,125534,株式会社中川パッケージ
〒615-0824,京都市右京区⻄京極畑⽥町５５−１
2025-05-28
http://www.nakagawa-pkg.co.jp/
 
ナ,106425,株式会社ナカガワファクトリー
〒525-0044,滋賀県草津市岡本町１０００−３８
2024-11-29
http://www.nkgw-fc.co.jp
 
ナ,222535,株式会社中喜
〒950-0831,新潟県新潟市東区下場２５ー７
2024-01-01
 
ナ,101808,那珂機械設計
〒311-0122,茨城県那珂市⼾５７０１−３
2024-10-19
 
ナ,213780,有限会社中企画
〒611-0033,京都府宇治市⼤久保町井ノ尻３９番地の３中川ビル２０７号



2024-07-28
https://nakakikaku.com/
 
ナ,115588,株式会社中北製作所
〒574-0075,⼤阪府⼤東市深野南１−１
2023-12-08
http://www.nakakita-s.co.jp/
 
ナ,229710,株式会社中⼝板⾦⼯作所
〒641-0062,和歌⼭県和歌⼭市雑賀崎字泊り新開２０１７番１４
2026-05-09
https://job-gear.net/nakaguchibankin/
 
ナ,222959,株式会社中組
〒734-0024,広島県広島市南区仁保新町２丁⽬５番１５号
2024-04-01
http://www.nakagumi.net
 
ナ,216924,株式会社中建
〒572-0044,⼤阪府寝屋川市清⽔町２２番１３号
2025-07-23
 
ナ,224017,中建株式会社
〒610-0255,京都府綴喜郡宇治⽥原町⼤字郷之⼝⼩字向井６９番地の２
2025-01-01
 
ナ,226927,株式会社中建
〒195-0053,東京都町⽥市能ヶ⾕１丁⽬１５番２８号
2026-08-01
_
 
ナ,213235,株式会社ナカ建商
〒673-0433,兵庫県三⽊市福井３丁⽬１４５３ー１
2026-05-13
https://nkken.co.jp
 
ナ,122377,株式会社中⼯
〒493-0001,愛知県⼀宮市⽊曽川町黒⽥字井桁畔１０６−２
2024-09-02
http://www.nakacoh.co.jp/
 
ナ,224565,ナカ⼯業株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野２ー１８ー１０
2025-04-01
https://www.naka-kogyo.co.jp/
 
ナ,229414,中幸建設有限会社
〒490-1438,愛知県海部郡⾶島村⼤宝字⼋島６８番地
2025-11-28
 
ナ,218582,株式会社中込製作所
〒236-0004,神奈川県横浜市⾦沢区福浦２ー７ー２１
2023-11-04
 
ナ,127309,株式会社ナカサク



〒520-3211,滋賀県湖南市⾼松町１
2024-08-03
http://www.nakasaku.jp
 
ナ,115557,株式会社ナカザ
〒120-0047,東京都⾜⽴区宮城１−２３−７
2024-09-05
http://www.nakaza.com/
 
ナ,216191,株式会社中⾥建設
〒370-3101,群⾺県⾼崎市箕郷町柏⽊沢２００２
2022-03-26
 
ナ,213334,株式会社中⾥鋼業
〒311-3416,茨城県⼩美⽟市与沢１５５１
2023-07-08
 
ナ,220760,株式会社中⾥⼯務店
〒518-0835,三重県伊賀市緑ヶ丘南町４４０８番地の７
2025-03-01
http://www.nakazatokoumuten.co.jp
 
ナ,224307,株式会社中⾥⼯務店
〒979-2103,福島県南相⾺市⼩⾼区⼤井字深町４８番地
2025-03-01
 
ナ,100559,中⾥⻭⾞⼯業有限会社
〒334-0013,埼⽟県川⼝市南鳩ヶ⾕３−２３−１３
2026-01-19
http://nakazatohaguruma.com/
 
ナ,217098,株式会社中沢⼯業所
〒332-0003,埼⽟県川⼝市東領家３丁⽬３番１３号
2025-09-10
http://www.nkzwa.co.jp/
 
ナ,505393,中沢商事株式会社
〒384-0031,⻑野県⼩諸市⼤⼿２−１−１４
2023-06-15
https://www.nakazawa-shoji.info
 
ナ,219661,有限会社中澤電気⼯事
〒377-0802,群⾺県吾妻郡東吾妻町⼤字川⼾９０９番地の７
2024-04-27
 
ナ,124549,株式会社ナカシマ
〒509-0145,岐⾩県各務原市鵜沼朝⽇町２−２０−１
2025-10-15
http://www.nakashima-net.co.jp
 
ナ,231673,株式会社ナカシマ
〒670-0944,兵庫県姫路市阿保甲８７８番地
2026-02-14
https://www.infraplus.co.jp/
 



ナ,219075,株式会社中嶋機⼯
〒914-0146,福井県敦賀市⾦⼭３１号６番地１０
2024-02-09
 
ナ,211963,株式会社中島建設
〒719-1131,岡⼭県総社市中央４丁⽬２番地１１９
2023-12-27
http://nakashimakensetsu.com/
 
ナ,211977,有限会社中嶋建設
〒445-0075,愛知県⻄尾市⼾ケ崎三丁⽬８番地１５
2024-01-10
 
ナ,505745,株式会社中島商会
〒700-0904,岡⼭県岡⼭市北区柳町２−２−２３
2025-09-08
https://www.nakashima-shokai.co.jp
 
ナ,122412,株式会社中島商店
〒920-0906,⽯川県⾦沢市⼗間町８−１
2024-09-08
http://www.nakasima.co.jp
 
ナ,115529,株式会社中島製作所
〒840-0005,佐賀市蓮池町蓮池６６
2025-06-15
http://www.nakashima-mec.co.jp/
 
ナ,115501,株式会社中島ターレット
〒811-4222,福岡県遠賀郡岡垣町⼾切３７９−１
2026-02-26
http://www.turret.co.jp/
 
ナ,221326,株式会社中島⾠三郎商店
〒822-1406,福岡県⽥川郡⾹春町⼤字⾹春２６３番地の１
2025-04-01
 
ナ,115604,株式会社ナカシマテクノス
〒670-0944,兵庫県姫路市阿保甲８７８
2024-06-12
http://www.infraplus.co.jp/
 
ナ,125283,株式会社中商
〒212-0055,川崎市幸区南加瀬１−８−６
2026-03-03
http://www.my-nakasho.co.jp/
 
ナ,220213,株式会社ナカショウ
〒734-0032,広島県広島市南区楠那町８−４
2024-09-07
 
ナ,216889,株式会社ナカショウ設備
〒533-0013,⼤阪府⼤阪市東淀川区豊⾥６丁⽬２１番１０号
2025-07-23
 



ナ,127000,株式会社中省鋲螺製作所
〒600-8896,京都市下京区⻄七条⻄⽯ケ坪町４−１
2024-07-12
http://www.nakasyo-kyoto.co.jp/
 
ナ,215547,株式会社ナカシロ
〒463-0071,愛知県名古屋市守⼭区新守町３５番地の２
2024-08-28
https://nakashiro.com/
 
ナ,125502,ナカシン株式会社
〒121-0073,東京都⾜⽴区六町２−４−１８
2025-02-22
https://www.nakashin-net.jp/
 
ナ,212181,株式会社中新造園
〒343-0844,埼⽟県越⾕市⼤間野町１−７０
2024-05-16
https://www.nakashin-zouen.jp/
 
ナ,115601,株式会社ナカジ
〒196-0004,東京都昭島市緑町３−２３−５
2024-07-24
http://www.k-nakaji.co.jp
 
ナ,106643,株式会社ナカジマ
〒379-2202,群⾺県伊勢崎市⾚堀⿅島町３３３−１
2025-04-27
http://www.yu-nakajima.jp
 
ナ,214249,株式会社ナカジマ
〒501-6062,岐⾩県⽻島郡笠松町⽥代５１３ー１
2025-06-21
 
ナ,115602,中島硝⼦⼯業株式会社
〒715-0004,岡⼭県井原市⽊之⼦町５３０１−２
2024-03-29
https://www.ngci.co.jp/index.html
 
ナ,221803,中島⾦属⼯業株式会社
〒089-0563,北海道中川郡幕別町字千住３９７番地９４
2025-07-01
 
ナ,231151,有限会社中島組
〒028-7111,岩⼿県⼋幡平市⼤更第２３地割７番地２
2025-10-25
 
ナ,223837,中島建⼯株式会社
〒330-0072,埼⽟県さいたま市浦和区領家５−１２−２０
2024-11-01
http://www.nakajimakenko.co.jp
 
ナ,217806,有限会社中島建設⼯業
〒390-0822,⻑野県松本市神⽥１−１５−３４
2023-06-23



 
ナ,125587,中島⼯業株式会社
〒532-0003,⼤阪市淀川区宮原２−１４−１４
2025-04-27
http://www.nakajima-industrial.co.jp/
 
ナ,217292,株式会社中島⼯業
〒578-0901,⼤阪府東⼤阪市加納⼋丁⽬１４番７号
2025-11-12
 
ナ,105529,中嶋産業株式会社
〒559-0032,⼤阪府⼤阪市住之江区南港南５−４−１０８
2025-04-19
http://www.nkjm.co.jp
 
ナ,101971,株式会社中島商会
〒367-0061,埼⽟県本庄市⼩島６−２−１
2024-11-28
 
ナ,115537,中島精管⼯業株式会社
〒263-0005,千葉県千葉市稲⽑区⻑沼町１４３
2024-07-30
http://www.nakajima-seikan.com
 
ナ,102187,有限会社中島製作所
〒373-0819,群⾺県太⽥市新島町３２４
2025-01-22
 
ナ,105266,株式会社中嶋製作所
〒546-0002,⼤阪府⼤阪市東住吉区杭全５−１３−２７
2024-10-12
https://www.nakajimas.co.jp
 
ナ,115565,株式会社中嶋製作所
〒350-0831,埼⽟県川越市府川７５５−１
2023-11-13
http://www.nakajima-ss.co.jp
 
ナ,105690,株式会社中島製作所
〒394-0086,⻑野県岡⾕市⻑地源２−６−３８
2024-03-01
http://www.k-nakajima.co.jp/
 
ナ,220381,株式会社中島設備
〒302-0032,茨城県取⼿市野々井１１０１−２２
2024-10-19
 
ナ,102148,中島鉄⼯株式会社
〒373-0022,群⾺県太⽥市東⾦井町１３１７−３ 東⾦井⼯業団地内
2025-01-17
 
ナ,230551,有限会社中島電建
〒290-0242,千葉県市原市中⾼根１３８１番地１３
2025-07-26
 



ナ,230543,中嶋電⼯ 中嶋浩美（その他）
〒624-0936,京都府舞鶴市字紺屋５２
2025-07-26
 
ナ,221186,ナカジマトーケン株式会社
〒136-0074,東京都江東区東砂６丁⽬１１番７号
2025-03-01
http://nakajima-token.co.jp/
 
ナ,219223,中嶋塗装⼯事株式会社
〒371-0814,群⾺県前橋市宮地町１８２番地
2024-03-02
 
ナ,212262,中島表具店 中嶋芳信（その他）
〒630-8306,奈良県奈良市紀寺町９０８
2024-07-11
 
ナ,219579,有限会社中島保温
〒143-0015,東京都⼤⽥区⼤森⻄３−７−１５
2024-04-13
 
ナ,219848,有限会社中島保温
〒385-0021,⻑野県佐久市⻑⼟呂９１１番地１０
2024-06-15
 
ナ,218175,株式会社中島⽊芸社
〒351-0012,埼⽟県朝霞市栄町２−１−３８
2023-08-11
 
ナ,126382,株式会社ナカジョウ
〒276-0022,千葉県⼋千代市上⾼野１５７２−５
2023-12-19
 
ナ,221104,株式会社中條⼯務店
〒809-0002,福岡県中間市⼤字中底井野字砂掘１１６４の２９
2025-02-01
http://www.nakajyo-k.com/
 
ナ,502470,株式会社中條製作所
〒940-0897,新潟県⻑岡市新組町２２１３番地
2023-10-14
http://www.nakajo-seisaku.co.jp
 
ナ,210420,株式会社ナカズミ
〒738-0021,広島県廿⽇市市⽊材港北３ー５７
2024-07-10
 
ナ,210684,株式会社ナカセ
〒920-3122,⽯川県⾦沢市福久町ト３３ー１９
2024-11-12
 
ナ,105700,仲精機株式会社
〒570-0011,⼤阪府守⼝市⾦⽥町１−２−１７
2024-03-11
http://www.nakaseiki.co.jp/



 
ナ,121436,有限会社中製作所
〒581-0039,⼤阪府⼋尾市太⽥新町６−１４０
2024-04-17
http://www.naka-seisakusho.co.jp
 
ナ,214305,株式会社中銭鉄筋⼯業
〒002-0852,北海道札幌市北区屯⽥２条２丁⽬１番１２号
2025-07-26
 
ナ,115675,株式会社中善
〒450-0002,愛知県名古屋市中村区名駅５−２３−１９
2024-03-17
http://www.nakazen-gr.net
 
ナ,210323,株式会社中装
〒720-0073,広島県福⼭市北吉津町四丁⽬５番１１号
2024-05-18
 
ナ,210171,株式会社中園
〒800-0231,福岡県北九州市⼩倉南区⼤字朽網３９１４ー４２
2024-02-05
 
ナ,121977,株式会社中⽥
〒811-2305,福岡県糟屋郡粕屋町⼤字柚須１４１−１
2024-07-24
http://www.nkt3a.co.jp/
 
ナ,125533,中⽥運輸株式会社
〒230-0047,横浜市鶴⾒区下野⾕町２−７９
2026-04-25
http://www.nakata-transp.co.jp
 
ナ,218883,株式会社中⽥組
〒097-0021,北海道稚内市港２丁⽬８番３０号
2024-01-12
http://www.nakata-fm.co.jp
 
ナ,213573,ナカタケ株式会社
〒130-0013,東京都墨⽥区錦⽷２ー１０ー７ナカタケビル
2024-02-03
http://www.nakatake.jp
 
ナ,220661,中⽥⼯業株式会社
〒533-0012,⼤阪府⼤阪市東淀川区⼤道南⼀丁⽬５番３号
2025-02-01
 
ナ,229374,仲⽥⼯業株式会社
〒559-0011,⼤阪府⼤阪市住之江区北加賀屋５丁⽬５番６１号
2025-11-13
 
ナ,217438,株式会社中⽥⼯務店
〒655-0852,兵庫県神⼾市垂⽔区名⾕町２３０番地の６
2023-01-07
 



ナ,217720,中⽥秀建設株式会社
〒631-0801,奈良県奈良市三碓２丁⽬１番９−１号
2026-04-20
 
ナ,104798,株式会社中⽥製作所
〒581-0851,⼤阪府⼋尾市上尾町５−１−１５
2026-06-06
http://www.nakata-ss.co.jp/
 
ナ,106710,株式会社中⽥製作所
〒699-0613,島根県出雲市斐川町神氷２５３５−１６
2026-07-01
http://www.nakata-s.jp/
 
ナ,102019,株式会社ナカタニ
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥２−１５−５
2024-12-07
http://www.nakatani-grp.co.jp
 
ナ,123603,株式会社ナカタニ
〒330-0064,埼⽟県さいたま市浦和区岸町７−１−７ 浦和チクラビル４Ｆ
2025-02-19
http://www.nakatani-mtl.com
 
ナ,103249,株式会社中⾕化学⼯業所
〒639-2313,奈良県御所市楢原１０９
2023-06-27
 
ナ,230658,中⾕機⼯株式会社
〒661-0001,兵庫県尼崎市塚⼝本町六丁⽬８番１８号
2025-08-02
http://www.nakatani-grp.com/kiko/
 
ナ,211980,中⾕⼯業株式会社
〒510-0868,三重県四⽇市市⼤字馳出１０６９番地の１
2024-01-10
 
ナ,115551,中⾕産業株式会社
〒541-0048,⼤阪府⼤阪市中央区⽡町４−３−６
2026-04-14
https://nakatani-sangyou.com
 
ナ,124362,中⾕産業株式会社
〒250-0004,神奈川県⼩⽥原市浜町１−１４−１１
2025-07-13
http://www.nakatanigroup.com/
 
ナ,120314,株式会社仲代⾦属
〒121-0055,東京都⾜⽴区加平２−９−２
2023-08-23
http://www.nakadai-metal.com
 
ナ,231294,有限会社中⽥⼯建
〒924-0021,⽯川県⽩⼭市⽵松町９３５番地１
2025-11-15



 
ナ,105620,株式会社中⽴
〒110-0008,東京都台東区池之端４−１６−９
2026-07-05
http://www.nakadachi.co.jp
 
ナ,231612,有限会社仲⽥電設
〒904-0005,沖縄県沖縄市嘉間良⼆丁⽬５番１号
2026-01-24
 
ナ,125535,株式会社中塚製作所
〒679-2201,兵庫県神崎郡福崎町⼤貫１０３４−９
2025-01-15
 
ナ,225048,ナカツネ建材株式会社
〒300-2645,茨城県つくば市上郷７５４９ー１
2025-04-01
https://www.nakatsunekenzai.com/
 
ナ,218424,中津⽊⼯株式会社
〒871-0001,⼤分県中津市⼤新⽥４４４番地の１
2023-09-23
https://nmsekkei.wixsite.com/nakatsumokkou
 
ナ,225877,ナカ・テクノメタル株式会社
〒110-0014,東京都台東区北上野２丁⽬２３番５号
2025-08-01
https://www.naka-techno.co.jp/
 
ナ,226330,株式会社ナカテック
〒584-0023,⼤阪府富⽥林市若松町東２ー２ー２３
2026-01-01
_
 
ナ,225030,株式会社中鉄
〒569-0014,⼤阪府⾼槻市野⽥東２丁⽬２番１号
2025-04-01
http://www.nakatetsu.jp/
 
ナ,210111,中出興業株式会社
〒335-0034,埼⽟県⼾⽥市笹⽬５ー３５ー１０
2023-12-25
http://www.nkh.jp/
 
ナ,504407,株式会社ナカデン
〒160-0016,東京都新宿区信濃町１１−２１ 松本ビル２Ｆ
2024-02-16
http://www.nakaden.co.jp
 
ナ,230830,有限会社那珂電気商会
〒311-0136,茨城県那珂市⾨部４０１５番地の２
2025-09-13
 
ナ,221449,中当建設株式会社
〒031-0011,⻘森県⼋⼾市⼤字⽥向字向平１２番地１



2025-04-01
http://nakato-kensetsu.com/
 
ナ,229259,有限会社中富⼯業
〒763-0092,⾹川県丸⻲市川⻄町南岸ノ上５９７−７
2025-08-30
http://tekkin-nakatomi.co.jp
 
ナ,218197,株式会社なかなか
〒135-0016,東京都江東区東陽１−３２−１５
2023-08-11
 
ナ,104609,株式会社ナカニシ
〒322-8666,栃⽊県⿅沼市下⽇向７００
2025-12-07
http://www.nsk-nakanishi.co.jp
 
ナ,223943,有限会社中⻄⼀郎商店
〒684-0012,⿃取県境港市中町２６番地
2024-12-01
 
ナ,106531,中⻄機械株式会社
〒622-0054,京都府南丹市園部町⼤⻄⼤将軍８
2025-01-21
 
ナ,125508,中⻄⾦属⼯業株式会社
〒530-8566,⼤阪市北区天満橋３−３−５
2023-05-30
http://www.nkc-j.co.jp
 
ナ,217905,株式会社中⻄組
〒634-0831,奈良県橿原市曽我町５７４番地
2023-07-07
 
ナ,212288,有限会社中⻄建設
〒611-0042,京都府宇治市⼩倉町春⽇森３５ー１
2024-08-01
 
ナ,218341,中⻄産業株式会社
〒763-0011,⾹川県丸⻲市富⼠⾒町５−１９−１１
2023-09-08
 
ナ,505572,中⻄商事株式会社
〒652-0891,兵庫県神⼾市兵庫区⻄宮内町２番３６号
2026-06-27
http://nakanishi-shoji.co.jp/
 
ナ,115645,株式会社中⻄製作所
〒232-0042,横浜市南区堀ノ内町１−１０４
2024-03-09
http://www.nakanishigear.co.jp/
 
ナ,225445,株式会社中⻄製作所
〒544-0015,⼤阪府⼤阪市⽣野区巽南五丁⽬４番１４号
2025-06-01



http://www.nakanishi.co.jp
 
ナ,125691,中⻄鉄⼯所
〒515-2109,三重県松阪市⼩野江町３１８−１
2023-07-27
 
ナ,125597,中⻄電機⼯業株式会社
〒460-0014,名古屋市中区富⼠⾒町９−１
2025-05-08
http://www.ne-nakanet.co.jp
 
ナ,120658,中⻄プラスチック株式会社
〒550-0004,⼤阪市⻄区靱本町１−１６−１４
2023-11-22
 
ナ,505232,中⽇本コミュニケーション株式会社
〒450-0003,愛知県名古屋市中村区名駅南三丁⽬７番２号
2025-06-12
https://nakanippon.com/
 
ナ,226931,株式会社中⽇本重機
〒457-0067,愛知県名古屋市南区上浜町２４３
2020-08-01
 
ナ,115699,中⽇本鋳⼯株式会社
〒445-8555,愛知県⻄尾市港町６−６
2024-07-19
http://www.nakachuko.co.jp
 
ナ,115512,中沼アートスクリーン株式会社
〒616-8082,京都市右京区太秦安井奥畑町２３
2024-02-18
http://www.nakanuma.co.jp
 
ナ,229065,株式会社中根建設
〒650-0034,兵庫県神⼾市中央区京町７６番地２
2025-05-31
https://nakane-kensetsu.co.jp
 
ナ,125221,株式会社ナカネコーポレーション
〒299-1163,千葉県君津市杢師４−１９−１２
2026-02-14
 
ナ,219761,ナカネ新建材株式会社
〒444-0924,愛知県岡崎市⼋帖北町６番地１６
2024-05-18
http://www.nakane-s.com/
 
ナ,125551,株式会社中根製作所
〒328-0011,栃⽊県栃⽊市⼤宮町２５００
2025-11-22
http://www.tnakane.co.jp
 
ナ,103568,株式会社ＮＡＫＡＮＯ
〒960-8201,福島県福島市岡島字作⽥⼊５−７



2024-01-22
https://www.nakano.inc
 
ナ,122732,ナカノ株式会社
〒232-0027,神奈川県横浜市南区新川町５−２７
2024-11-06
https://www.nakano-inter.co.jp
 
ナ,124265,株式会社ナカノ
〒761-8586,⾹川県⾼松市⽥村町３１５
2025-06-30
http://nakano1952.com/
 
ナ,218114,株式会社ナカノ
〒745-0056,⼭⼝県周南市新宿通５丁⽬１番１２号
2023-08-04
 
ナ,102744,株式会社中野運送
〒341-0051,埼⽟県三郷市天神１−１３９
2025-08-13
 
ナ,220072,株式会社中野組
〒791-0242,愛媛県松⼭市北梅本町９１番地
2025-02-01
 
ナ,229842,株式会社中野組
〒003-0837,北海道札幌市⽩⽯区北郷七条３丁⽬２ー８
2023-07-10
 
ナ,223242,中野建設株式会社
〒734-0027,広島県広島市南区仁保南１ー２５ー１６
2024-06-01
 
ナ,214549,有限会社中野建装
〒598-0071,⼤阪府泉佐野市鶴原１９５３ー３
2026-01-24
http://n-wind.co.jp/
 
ナ,106226,株式会社中野⼯業所
〒454-0853,愛知県名古屋市中川区⽟船町２−１−１３
2024-05-19
http://www.nakanodrum.jp/
 
ナ,218529,中野⼯業所株式会社
〒737-0144,広島県呉市広⽩岳５丁⽬６番４０号
2023-10-13
 
ナ,213927,株式会社中野⼯務店
〒670-0801,兵庫県姫路市仁豊野１６９ー１
2024-12-15
http://nakanokmt.co.jp
 
ナ,223199,株式会社中野⼯務店
〒869-0633,熊本県宇城市⼩川町新⽥１９１４ー１
2024-06-01



 
ナ,121973,中野合⾦株式会社
〒930-3261,富⼭県中新川郡⽴⼭町野町３５３
2024-07-24
http://www.nakano-metal.co.jp
 
ナ,226446,株式会社中野左官店
〒085-0821,北海道釧路市鶴ケ岱３丁⽬７番１６号
2026-03-01
 
ナ,120523,中野製鎖株式会社
〒581-0845,⼤阪府⼋尾市上之島町北６−１
2023-10-18
 
ナ,102862,株式会社中野製作所
〒124-0021,東京都葛飾区細⽥３−３０−６
2025-10-31
http://www.nakasei.co.jp/
 
ナ,127930,株式会社中農製作所
〒579-8037,東⼤阪市新町２１−２６
2025-06-18
http://www.nakanos-s.co.jp/
 
ナ,224105,株式会社中野製作所
〒734-0013,広島県広島市南区出島２−９−９
2025-02-01
 
ナ,218370,株式会社中野積算
〒167-0051,東京都杉並区荻窪５−１３−７
2023-09-08
 
ナ,213055,株式会社中野鉄建
〒458-0845,愛知県名古屋市緑区鳴海町字⾚塚９３番地の１
2026-02-19
http://nakanotekken.co.jp/
 
ナ,103951,中野鉄構株式会社
〒851-2108,⻑崎県⻄彼杵郡時津町⽇並郷３７８２
2024-09-07
http://www.nakano-tk.com
 
ナ,125545,株式会社仲野電機製作所
〒193-0803,東京都⼋王⼦市楢原町２９０
2025-01-16
http://www.nakanodenki.com/
 
ナ,129062,中野ハーネス⼯業株式会社
〒923-1224,⽯川県能美市和気町５０−１
2023-08-12
http://www.nakanogroup.co.jp
 
ナ,222128,株式会社ナカノフドー建設
〒102-0073,東京都千代⽥区九段北四丁⽬２番２８号
2026-04-01



https://www.wave-nakano.co.jp
 
ナ,115585,中野プラスチック⼯業株式会社
〒383-0042,⻑野県中野市⻄条１−２
2024-01-20
https://jnkp.co.jp
 
ナ,218706,中野冷機株式会社
〒108-8543,東京都港区芝浦２−１５−４
2023-12-08
https://nakano-reiki.com/
 
ナ,215590,株式会社中橋⼯務店
〒131-0033,東京都墨⽥区向島３丁⽬２番２号
2025-03-01
_
 
ナ,219277,ナカハシ商事株式会社
〒920-0223,⽯川県⾦沢市⼾⽔町カ１０３番地
2024-03-09
 
ナ,221035,中橋タイル株式会社
〒921-8027,⽯川県⾦沢市神⽥１丁⽬３１番１号イスルギビル３階
2025-01-01
https://nakahashi-tile.co.jp/
 
ナ,231012,有限会社中橋電気社
〒319-2266,茨城県常陸⼤宮市抽ケ台町２９０８番地の２
2025-10-11
 
ナ,115655,中浜⼯芸株式会社
〒180-0006,東京都武蔵野市中町２−１０−１
2024-03-14
http://www.nakahama.co.jp
 
ナ,214211,株式会社中原組
〒904-0021,沖縄県沖縄市胡屋５丁⽬１２番１２号
2025-05-24
 
ナ,213224,株式会社中原建設
〒817-1306,⻑崎県対⾺市峰町吉⽥１８６番地１
2026-05-13
https://c-nakahara.com/
 
ナ,215112,仲原建設株式会社
〒862-0911,熊本県熊本市東区健軍４丁⽬１５番４０号
2023-12-05
 
ナ,218034,株式会社中原建設
〒984-0042,宮城県仙台市若林区⼤和町３丁⽬５−１０−３０７
2023-07-28
 
ナ,223081,株式会社仲原建設
〒814-0111,福岡県福岡市城南区茶⼭２−９−２３
2024-05-01



 
ナ,213823,中原⼯業株式会社
〒812-0002,福岡県福岡市博多区空港前１丁⽬１１ー１０
2024-08-25
http://naka-hara.jp/
 
ナ,219518,株式会社中原⼯業
〒356-0003,埼⽟県ふじみ野市⼤原１−５−３
2024-03-30
 
ナ,220795,株式会社中原⼯業所
〒660-0085,兵庫県尼崎市元浜町四丁⽬７７番地
2025-03-08
 
ナ,104374,中原樹脂⼯業株式会社
〒386-0602,⻑野県⼩県郡⻑和町⻑久保２０６２−１
2025-04-25
http://www.nakaharajyushi.co.jp
 
ナ,106739,中原鉄⼯株式会社
〒703-8204,岡⼭県岡⼭市中区雄町２５０−７
2025-07-22
http://nakahara-tekko.co.jp/
 
ナ,220591,中原電気株式会社
〒811-1311,福岡県福岡市南区横⼿２−３２−１１シャーウッドビル３０５
2024-12-27
https://nakaharadenki.jp/
 
ナ,505585,ナカバヤシ株式会社
〒540-0031,⼤阪府⼤阪市中央区北浜東１−２０
2026-01-31
https://www.nakabayashi.co.jp/
 
ナ,226252,中藤建設株式会社
〒382-0034,⻑野県須坂市⼤字仁礼２２７番地の２
2025-12-01
http://nakafuji.sakura.ne.jp/nakafuji/
 
ナ,212906,株式会社ナカボーテック
〒104-0033,東京都中央区新川１丁⽬１７番２１号茅場町ファーストビル
2025-11-06
https://www.nakabohtec.co.jp/
 
ナ,100865,中星⼯業株式会社
〒400-0108,⼭梨県甲斐市宇津⾕３３５６
2023-09-07
http://www.nakaboshi.co.jp
 
ナ,106903,株式会社中松商会
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥２−３−４ Ｓ−ＧＥＴＥ⼤⼿町北７階
2026-03-01
https://www.nakamatsu.co.jp/
 
ナ,219296,株式会社中三川⼯業



〒329-0617,栃⽊県河内郡上三川町⼤字上蒲⽣５２９−４
2024-03-09
 
ナ,222780,中道⼯業株式会社
〒432-8033,静岡県浜松市中区海⽼塚⼆丁⽬１８番１８号
2024-03-01
http://www.nakamichi-kk.co.jp/
 
ナ,216649,株式会社中道設備⼯業
〒570-0048,⼤阪府守⼝市寺⽅本通１丁⽬３番６号
2025-06-18
https://nakamichi-nsk.co.jp
 
ナ,125575,株式会社中村
〒485-0029,愛知県⼩牧市中央２−５
2025-01-24
http://www.nakamura-net21.co.jp/
 
ナ,125658,株式会社ナカムラ
〒156-0051,東京都世⽥⾕区宮坂１−２３−１１
2023-07-15
http://www.pack-nk.com
 
ナ,213895,株式会社ナカムラ
〒950-0916,新潟県新潟市中央区⽶⼭４丁⽬６番１２号
2024-11-10
http://www.cs-nakamura.co.jp
 
ナ,214475,株式会社ナカムラ
〒939-8124,富⼭県富⼭市⼋川９２
2025-11-22
 
ナ,215104,株式会社なかむら
〒340-0043,埼⽟県草加市草加５ー９ー４
2023-11-28
 
ナ,221582,株式会社ナカムラ
〒997-0802,⼭形県鶴岡市伊勢原町２６番１０号
2025-04-01
http://www.kabunakamura.jp
 
ナ,224975,株式会社ナカムラ
〒660-0803,兵庫県尼崎市⻑州本通１ー１１ー１０
2025-04-01
http://tobide-ru.com
 
ナ,226062,株式会社ナカムラ
〒890-8601,⿅児島県⿅児島市新栄町２１番１１号
2025-10-01
http://www.nakamura-j.co.jp
 
ナ,226014,合資会社中村家具製作所
〒224-0061,神奈川県横浜市都筑区⼤丸１３番１号
2025-09-01
 



ナ,217021,仲村⾦物株式会社
〒700-0944,岡⼭県岡⼭市中区倉富２１１−８
2025-09-03
 
ナ,120824,株式会社中村機械
〒935-0037,富⼭県氷⾒市上泉１４５−１
2024-02-04
http://www.nakamurakikai.co.jp
 
ナ,102132,株式会社中村機器
〒323-0042,栃⽊県⼩⼭市外城９０−１
2025-01-15
 
ナ,227025,株式会社中村技建
〒206-0032,東京都多摩市南野３ー１３ー２
2023-09-01
 
ナ,218161,有限会社中村技建⼯業
〒451-0015,愛知県名古屋市⻄区⾹呑町３丁⽬８番
2023-08-11
 
ナ,225474,有限会社中村技建⼯業
〒690-2403,島根県雲南市三⼑屋町下熊⾕１６６０番地１５
2025-06-01
https://www.nakamuragikenkogyo.com/
 
ナ,218666,株式会社中村組
〒430-0906,静岡県浜松市中区住吉五丁⽬２２番１号
2023-11-24
 
ナ,223558,有限会社中村組
〒260-0813,千葉県千葉市中央区⽣実町２１０５ー２
2024-09-01
 
ナ,212039,中村建⼯株式会社
〒734-0004,広島県広島市南区宇品神⽥５丁⽬１６番７号
2024-02-16
 
ナ,211225,株式会社中村建設
〒400-0114,⼭梨県甲斐市万才３００
2025-06-17
http://www.nakamura-kensetsu.co.jp
 
ナ,212232,中村建設株式会社
〒430-0904,静岡県浜松市中区中沢町７１番２３号
2024-06-27
http://www.nakaken.co.jp
 
ナ,213509,株式会社ナカムラ建設
〒511-0428,三重県いなべ市北勢町阿下喜７１７番地の３
2020-11-25
 
ナ,214899,中村建設株式会社
〒028-8333,岩⼿県下閉伊郡普代村１０ー１ー３
2023-07-25



 
ナ,231320,株式会社中村建設
〒471-0855,愛知県豊⽥市柿本町四丁⽬３番地
2025-11-21
 
ナ,231340,株式会社中村建設
〒731-0101,広島県広島市安佐南区⼋⽊三丁⽬２８番３１号
2025-11-29
 
ナ,212589,株式会社中村建設ナカフサ
〒668-0025,兵庫県豊岡市幸町４番３号
2025-04-24
https://www.nk-nakafusa.co.jp/
 
ナ,102434,中村⼯機株式会社
〒392-0012,⻑野県諏訪市四賀８０
2025-03-08
http://www.nakamurakoki.co.jp
 
ナ,102234,中村⼯業株式会社
〒370-0353,群⾺県太⽥市新⽥上中町７−４
2025-01-28
 
ナ,220056,中村⼯業株式会社
〒734-0004,広島県広島市南区宇品神⽥３丁⽬８番１８号
2025-02-01
 
ナ,222413,中村⼯業株式会社
〒810-0073,福岡県福岡市中央区舞鶴３ー２ー６
2023-11-01
 
ナ,223552,中村⼯業株式会社
〒651-0071,兵庫県神⼾市中央区筒井町３ー１ー９
2024-09-01
http://www.naka-ko.co.jp
 
ナ,126368,株式会社中村⼯業所
〒316-0014,茨城県⽇⽴市東⾦沢町１−１９−２５
2023-12-13
http://www.nakamura-kgs.co.jp/
 
ナ,115505,中村鋼材株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川２−８−１０
2023-08-20
http://www.nakashow.co.jp
 
ナ,125546,中村鋼材株式会社
〒573-0006,⼤阪府枚⽅市堂⼭東町８−１１
2026-02-18
http://www.nscc-ns.co.jp/
 
ナ,215580,中村鋼材株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川２丁⽬８番１０号
2025-04-01
https://www.nakashow.co.jp/



 
ナ,224863,株式会社中村⼯務店
〒646-0216,和歌⼭県⽥辺市下三栖１４９９ー１２
2025-04-01
 
ナ,225517,株式会社中村産業
〒010-0851,秋⽥県秋⽥市⼿形字中⾕地３１９番地
2025-06-01
http://nakamura-sangyou.ne.jp/
 
ナ,505296,株式会社中村産業
〒330-0836,埼⽟県さいたま市⼤宮区⼤原６−６−１４
2025-10-29
 
ナ,125528,株式会社中村商会
〒246-0032,横浜市瀬⾕区南台１−４１−１１
2023-06-27
http://www.nakamura-s.jp/
 
ナ,213374,株式会社中村尚古堂
〒814-0142,福岡県福岡市城南区⽚江⼀丁⽬１番２５号
2023-08-05
http://www.nakamura-syokodo.jp/
 
ナ,115617,中村商事株式会社
〒101-0024,東京都千代⽥区神⽥和泉町１−７１
2024-05-02
http://www.nakamura-co.com
 
ナ,213551,株式会社中村商店
〒243-0418,神奈川県海⽼名市⼤⾕南２丁⽬１８番３号
2024-01-13
 
ナ,101171,株式会社中村⾃⼯
〒104-8431,東京都中央区築地３−１０−１０
2024-03-14
https://www.najico.co.jp
 
ナ,219374,中村重機商事株式会社
〒675-0033,兵庫県加古川市加古川町南備後４２−１
2024-03-16
http://nakamura-ju.co.jp/company.html
 
ナ,126303,株式会社中村精機
〒213-0031,神奈川県川崎市⾼津区宇奈根７０３−３
2023-11-30
http://www.nakamuraseiki.jp
 
ナ,101116,株式会社中村製作所
〒615-0803,京都府京都市右京区⻄京極南庄境町５４
2024-03-06
 
ナ,115508,中村製作所株式会社
〒399-4603,⻑野県上伊那郡箕輪町三⽇町４９３−１
2023-11-04



http://www.nakamuramfg.co.jp/
 
ナ,129745,株式会社中村製作所
〒400-0064,⼭梨県甲府市下飯⽥１−６−２
2025-01-12
http://www.nakamura-ss.co.jp
 
ナ,501613,株式会社 中村精密
〒822-0033,福岡県直⽅市⼤字上新⼊２５６７−６
2025-02-23
 
ナ,223020,中村⽯材株式会社
〒272-0032,千葉県市川市⼤洲２ー１ー３
2024-04-01
 
ナ,230866,中村⽯材株式会社
〒462-0018,愛知県名古屋市北区⽞⾺町４１番地
2025-09-20
 
ナ,223482,中村⽯材⼯業株式会社
〒810-0001,福岡県福岡市中央区天神３丁⽬１５番２４号
2024-08-01
http://nakamurasekizai.jp/
 
ナ,228295,中村⽯材⼯業株式会社
〒552-0012,⼤阪府⼤阪市港区市岡３丁⽬１６番３号
2024-07-24
http://www.nakaseki.com
 
ナ,219648,ナカムラ設備有限会社
〒733-0871,広島県広島市⻄区⾼須４丁⽬９番２７号
2024-04-27
 
ナ,216376,中村設備⼯業株式会社
〒511-0836,三重県桑名市⼤字江場字中野７００番地の１
2025-05-08
_
 
ナ,219849,株式会社中村設備⼯業
〒308-0104,茨城県筑⻄市⽊⼾６０番地１
2024-06-15
http://nakamura-setsubi.net
 
ナ,212578,株式会社中村創建
〒661-0965,兵庫県尼崎市次屋３丁⽬６番５６号
2025-04-10
_
 
ナ,115516,中村ターンテック株式会社
〒959-0308,新潟県⻄蒲原郡弥彦村⼤⼾字割６３５−５
2026-06-11
http://www.n-turntec.co.jp
 
ナ,126323,株式会社中村超硬
〒593-8323,⼤阪府堺市⻄区鶴⽥町２７−２７



2023-12-02
http://www.nakamura-gp.co.jp
 
ナ,228573,株式会社中村鉄筋⼯業
〒862-0924,熊本県熊本市中央区帯⼭６丁⽬３番５９号
2024-10-24
 
ナ,106304,株式会社中村鐵⼯所
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾１−４３−１
2024-08-04
http://www.k-nakatetu.co.jp
 
ナ,231706,株式会社中村鉄⼯所
〒959-0413,新潟県新潟市⻄蒲区升潟４８６９番地
2026-02-21
 
ナ,105683,中村電気株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥２−１０−７
2024-09-26
http://www.nakamura-denki.co.jp
 
ナ,227763,有限会社中村電気⼯事
〒981-2301,宮城県伊具郡丸森町⼤張⼤蔵字寺前３７番地
2024-03-28
https://nakamuradenki.jp/
 
ナ,115647,株式会社中村塗装店
〒141-0021,東京都品川区上⼤崎３−６−４
2024-05-16
http://www.nakamura-p.co.jp
 
ナ,210467,株式会社中村塗装店
〒417-0847,静岡県富⼠市⽐奈７９８番地の８
2024-08-03
 
ナ,210344,中村⼟⽊株式会社
〒491-0862,愛知県⼀宮市緑４丁⽬８番７号
2024-05-29
http://www.nddoboku.co.jp/
 
ナ,215624,有限会社中村内装
〒963-8041,福島県郡⼭市富⽥町字⾳路７６ー１１
2024-10-02
 
ナ,229730,株式会社ナカムラ内装
〒899-2431,⿅児島県⽇置市東市来町美⼭２０３２番地２
2026-05-22
https://www.nakamuranaisou.com
 
ナ,229278,有限会社中⾢板⾦⼯業
〒527-0173,滋賀県東近江市上岸本町５１７番２
2025-09-07
 
ナ,125433,株式会社中村鈑⾦⼯業所
〒577-0007,⼤阪府東⼤阪市稲⽥本町３−１５−３



2026-05-11
 
ナ,224533,中村表装株式会社
〒105-0003,東京都港区⻄新橋２丁⽬４番５号
2025-04-01
http://www.nakamurahyoso.co.jp/
 
ナ,225713,株式会社中村美装
〒231-0851,神奈川県横浜市中区⼭元町４丁⽬１６６番地の２０
2025-07-01
https://www.n-biso.com/
 
ナ,125308,中村鋲螺株式会社
〒600-8081,京都市下京区堺町通四条下る⼩⽯町１１８
2026-03-11
https://www.nakamura-byora.co.jp/
 
ナ,214873,株式会社中村防⽔⼯業
〒640-8319,和歌⼭県和歌⼭市⼿平４丁⽬２−１９
2023-07-18
 
ナ,214665,中村⽊材⼯業株式会社
〒350-0165,埼⽟県⽐企郡川島町中⼭２１３６−１
2023-04-11
 
ナ,211064,中村⽊⼯株式会社
〒420-0812,静岡県静岡市葵区古庄２丁⽬２０番４号
2025-04-15
_
 
ナ,228342,株式会社中村⾕
〒760-0028,⾹川県⾼松市鍛冶屋町１番地の１０
2024-08-10
http://www.nakamuraya-co.jp
 
ナ,221747,中村瀝⻘⼯業株式会社
〒116-0001,東京都荒川区町屋１ー１８ー８
2025-07-01
https://www.nakareki.co.jp/
 
ナ,215612,有限会社中元機⼯
〒739-0613,広島県⼤⽵市本町１ー５ー１６
2024-10-02
 
ナ,221534,中本建設株式会社
〒745-0864,⼭⼝県周南市北⼭１丁⽬１番１１号
2025-04-01
_
 
ナ,230148,中元建設株式会社
〒568-0098,⼤阪府茨⽊市⼤字千提寺２７０番地
2025-05-31
 
ナ,219939,株式会社中本建設⼯業
〒730-0845,広島県広島市中区⾈⼊川⼝町１１番７号



2024-06-29
http://nkmt.co.jp
 
ナ,115559,株式会社中本製作所
〒370-0535,群⾺県⾢楽郡⼤泉町寄⽊⼾１５２４
2025-08-25
 
ナ,115605,株式会社中本鉄⼯
〒920-0211,⽯川県⾦沢市湊３−８
2024-03-03
http://www.nakamototekkou.co.jp
 
ナ,106045,中本パックス株式会社
〒543-0012,⼤阪府⼤阪市天王寺区空堀町２−８
2023-09-30
https://www.npacks.co.jp/
 
ナ,211641,株式会社中本ロック
〒532-0021,⼤阪府⼤阪市淀川区⽥川北⼀丁⽬９番１３号
2026-05-19
http://www5a.biglobe.ne.jp/~nakamoto/lock/
 
ナ,125518,中森技研株式会社
〒498-0042,愛知県弥富市松名２−６１−１
2026-06-17
http://www.nakamorigiken.co.jp
 
ナ,229129,株式会社ナカヤ機材
〒690-0047,島根県松江市嫁島町２番１３号
2025-06-21
http://www.nakayakizai.co.jp/
 
ナ,220977,中⾕⼯業株式会社
〒241-0821,神奈川県横浜市旭区⼆俣川⼀丁⽬４５番６４号
2025-04-05
 
ナ,210585,株式会社なかやしき
〒800-0027,福岡県北九州市⾨司区⻩⾦町３番４ー１０２号
2024-10-06
http://www.nakayashiki-g.co.jp/
 
ナ,213671,中屋敷左官⼯業株式会社
〒064-0805,北海道札幌市中央区南５条⻄２６丁⽬１番２７号
2024-04-07
http://www.nakayasiki.co.jp
 
ナ,101862,株式会社中家製作所
〒409-3853,⼭梨県中巨摩郡昭和町築地新居１６４１−８
2024-11-02
http://www.nakayass.co.jp/
 
ナ,215974,株式会社中⾕総業
〒434-0005,静岡県浜松市浜北区⼤平６０７番地
2025-01-29
 



ナ,120641,仲屋ブラシ⼯業株式会社
〒140-8662,東京都品川区南品川６−５−４
2023-11-19
http://www.nakaya-brush.co.jp
 
ナ,105255,株式会社ナカヤマ
〒856-0009,⻑崎県⼤村市松原本町５６５−２１
2024-10-01
 
ナ,105702,株式会社ナカヤマ
〒509-7201,岐⾩県恵那市⼤井町下屋敷６１４−２
2025-09-27
http://www.net-nakayama.co.jp/
 
ナ,105842,中⼭⾦属化⼯株式会社
〒340-0011,埼⽟県草加市栄町３−２−１６
2026-02-10
http://www.nakayama-mc.jp/
 
ナ,104258,中⼭技術コンサルタント株式会社
〒063-0837,札幌市⻄区発寒１７条１４−２−８
2025-01-25
http://www.c-nakayama.co.jp
 
ナ,219485,有限会社中⼭空調設備
〒241-0823,神奈川県横浜市旭区善部町８−１３
2024-03-23
 
ナ,224826,中⼭建設株式会社
〒773-0007,徳島県⼩松島市⾦磯町９番８号
2025-04-01
https://nakayama-const.com/
 
ナ,226485,中⼭建設株式会社
〒592-0002,⼤阪府⾼⽯市⽻⾐５丁⽬１３番１４号
2026-03-01
 
ナ,115662,有限会社中⼭⼯業
〒230-0043,横浜市鶴⾒区汐⼊町１−３２−１
2024-04-17
 
ナ,220608,中⼭⼯業株式会社
〒811-1244,福岡県那珂川市⼤字⼭⽥１５２番地３５
2025-01-18
 
ナ,150021,中⼭鋼業株式会社
〒555-0042,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区⻄島１丁⽬２番１３３号
2024-02-17
 
ナ,227302,有限会社中⼭⼯務店
〒300-1625,茨城県北相⾺郡利根町⼤字⽻中１４０２
2024-01-13
 
ナ,115521,中⼭商事株式会社
〒317-0075,茨城県⽇⽴市相賀町１７−９



2026-03-17
http://www.nakayama-co.jp
 
ナ,115596,中⼭精⼯株式会社
〒577-0066,⼤阪府東⼤阪市⾼井⽥本通２−１−３３
2023-08-25
http://www.nakayamaseiko.co.jp/
 
ナ,150022,株式会社中⼭製鋼所
〒551-8551,⼤阪府⼤阪市⼤正区船町１丁⽬１番６６号
2023-10-18
 
ナ,115582,ナカヤマ精密株式会社
〒532-0004,⼤阪市淀川区⻄宮原２−７−３８ 新⼤阪⻄浦ビル８０１号
2024-05-29
http://www.nakayama-pre.co.jp
 
ナ,227333,株式会社中⼭装飾
〒730-0053,広島県広島市中区東千⽥町⼆丁⽬２番１９号
2024-02-01
 
ナ,215383,株式会社中⼭装飾岡⼭
〒703-8205,岡⼭県岡⼭市中区中井４ー１ー１
2024-05-08
 
ナ,216118,仲⼭鉄⼯株式会社
〒426-0055,静岡県藤枝市⼤⻄町３丁⽬１４番地の１
2025-03-05
http://www.nakayama-azz.co.jp/
 
ナ,214259,有限会社ナカヤマ電興
〒457-0066,愛知県名古屋市南区鳴尾２丁⽬１０５番地
2025-06-28
 
ナ,115589,中⼭電材株式会社
〒939-8261,富⼭市萩原４３６−１
2025-11-27
http://www.nakayama-denzai.com
 
ナ,226169,中⼭塗装株式会社
〒350-1302,埼⽟県狭⼭市⼤字東三ツ⽊８６番地２
2025-11-01
http://www.nakayamatosou.jp
 
ナ,103232,中⼭ファクトリー
〒583-0867,⼤阪府⽻曳野市河原城７８８−４
2023-06-20
 
ナ,505520,株式会社ナカヨ
〒371-0853,群⾺県前橋市総社町⼀丁⽬３番２号
2023-12-04
https://www.nyc.co.jp/index.html
 
ナ,217360,株式会社中吉野開発
〒638-0032,奈良県吉野郡下市町⼤字原⾕１番地



2025-12-03
 
ナ,125532,ナカライテスク株式会社
〒604-0855,京都市中京区⼆条通烏丸⻄⼊る東⽟屋町４９８
2025-03-05
https://www.nacalai.co.jp/
 
ナ,231961,株式会社中和⼯建
〒259-1112,神奈川県伊勢原市東富岡２６３番地の２
2026-04-25
https://www.nakawakouken.com
 
ナ,102326,ナカンテクノ株式会社
〒285-0808,千葉県佐倉市太⽥２０７１
2025-02-21
http://www.nakan-techno.co.jp/
 
ナ,217966,株式会社ナガイ
〒030-0144,⻘森県⻘森市⼤字⼤別内字葛野４７番地
2023-07-21
 
ナ,501606,永井印刷⼯業株式会社
〒104-0042,東京都中央区⼊船３−１−１３
2025-02-20
http://www.nagainet.co.jp/
 
ナ,222551,⻑家塗装株式会社
〒841-0026,佐賀県⿃栖市本⿃栖町１５３３
2024-01-01
 
ナ,124440,永井機械加⼯株式会社
〒210-0854,神奈川県川崎市川崎区浅野町５−１２
2025-08-24
http://nagai-kikai-kako.server-shared.com/
 
ナ,219369,永井クレーン⼯業株式会社
〒899-4463,⿅児島県霧島市国分下井２３００番地１
2024-03-16
 
ナ,222122,株式会社永井組
〒371-0017,群⾺県前橋市⽇吉町４丁⽬３５番地１８
2026-03-01
http://www.nagaigumi.com/
 
ナ,222436,株式会社永井組
〒761-0301,⾹川県⾼松市林町３５１ー２３
2023-12-01
 
ナ,212206,株式会社永井建設
〒230-0071,神奈川県横浜市鶴⾒区駒岡５丁⽬５番４１号
2024-06-06
https://www.nagai-kensetsu.net/
 
ナ,225893,永井建設株式会社
〒273-0115,千葉県鎌ケ⾕市東道野辺３ー１ー７



2025-08-01
https://nagaikensetsu.jp
 
ナ,231606,永井建設株式会社
〒695-0011,島根県江津市江津町１３４５番１
2026-01-24
https://www.nagai-construction52.com
 
ナ,213376,株式会社永井建装
〒157-0067,東京都世⽥⾕区喜多⾒８ー１１ー２１
2023-08-05
 
ナ,231749,有限会社永井建築
〒940-2115,新潟県⻑岡市下⼭⼀丁⽬７７１番地１９
2026-03-07
https://www.nagai-kenchiku.co.jp/
 
ナ,226671,永井鋼業株式会社
〒651-2124,兵庫県神⼾市⻄区伊川⾕町潤和字六反⽥１０６０番地の３
2023-05-01
 
ナ,212901,永井産業株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野１ー２５ー５
2025-10-30
http://www.nagaisangyou.co.jp
 
ナ,115567,永井紙器⼯業株式会社
〒675-1327,兵庫県⼩野市市場町５６７
2024-10-20
 
ナ,125513,株式会社永井商会
〒464-0076,愛知県名古屋市千種区豊年町１３−８
2026-04-11
 
ナ,227199,株式会社⻑井商事
〒963-0107,福島県郡⼭市安積２丁⽬２６７番地
2023-12-01
 
ナ,105152,⻑泉パーカライジング株式会社
〒411-0934,静岡県駿東郡⻑泉町下⻑窪１０８８
2024-06-12
http://www.npk-japan.com/
 
ナ,129764,株式会社永井製作所
〒335-0016,埼⽟県⼾⽥市下前２−８−１９
2025-01-21
 
ナ,221024,株式会社永井製作所
〒869-0524,熊本県宇城市松橋町豊福２７００番地
2025-01-01
https://nagai-steel.co.jp/
 
ナ,223283,株式会社⻑井⽯販
〒679-2431,兵庫県神崎郡神河町猪篠１３９ー１
2024-07-01



http://www.nagaistone.com
 
ナ,215306,永井鋳鐡株式会社
〒697-0311,島根県浜⽥市佐野町イ６６６
2024-03-20
 
ナ,231276,株式会社永井電気⼯業
〒632-0016,奈良県天理市川原城町９１７番地
2025-11-15
 
ナ,115636,ナガイパックプラン株式会社
〒668-0277,兵庫県豊岡市出⽯町丸中８８
2024-09-14
 
ナ,115543,株式会社ナガエ製作所
〒492-8167,愛知県稲沢市⻑束町座守４４
2023-10-01
 
ナ,220306,ナガエ塗装株式会社
〒445-0062,愛知県⻄尾市丁⽥町柳堂１４−２
2024-09-28
http://www.nagae-toso.co.jp/
 
ナ,218354,有限会社ナガオ
〒730-0842,広島県広島市中区⾈⼊中町５番１号
2023-09-08
 
ナ,128310,株式会社ナガオカ
〒999-3716,⼭形県東根市⼤字蟹沢字下縄⽬１８６３−６
2025-09-18
http://www.nagaoka.co.jp
 
ナ,230850,株式会社ナガオカ
〒617-0828,京都府⻑岡京市⾺場六ノ坪２番地
2025-09-20
https://k-nagaoka.com/
 
ナ,217039,株式会社永岡ウエル⼯業所
〒986-0032,宮城県⽯巻市開成１番２４
2025-09-03
https://nagaokawell.co.jp
 
ナ,210774,株式会社ナガオカカセツ
〒940-1140,新潟県⻑岡市上前島１丁⽬１８７０番地
2024-12-16
 
ナ,120916,株式会社⻑岡⾦型
〒940-2045,新潟県⻑岡市⻄陵町２６７４−３１
2024-02-26
http://www.nagaoka-kanagata.co.jp
 
ナ,115674,⻑岡⾦属⼯業株式会社
〒561-0841,⼤阪府豊中市名神⼝１−１−８
2024-06-21
http://www.nagaoka-sanko.co.jp/



 
ナ,222095,株式会社ナガオカサッシ⼯業
〒940-2121,新潟県⻑岡市喜多町字鐙潟４８６番地６
2026-02-01
http://www.kk-nsk.co.jp/
 
ナ,120265,有限会社⻑岡精機製作所
〒393-0026,⻑野県諏訪郡下諏訪町久保６０５７
2023-08-12
http://www.nagaokaseiki.jp/
 
ナ,102821,⻑岡ダイカスト⼯業株式会社
〒999-3103,⼭形県上⼭市⾦⾕字原７９８−１４
2025-10-09
 
ナ,229269,⻑岡鉄⼯株式会社
〒389-0115,⻑野県北佐久郡軽井沢町⼤字追分７０３−１
2025-09-04
 
ナ,223282,⻑岡電業株式会社
〒940-1145,新潟県⻑岡市⻘島町２０６６−１
2021-07-01
http://www.naga-den.co.jp
 
ナ,221473,株式会社⻑岡塗装店
〒690-0048,島根県松江市⻄嫁島１丁⽬２番１４号
2025-04-01
http://www.nagaoka-toso.co.jp
 
ナ,505349,⻑岡パワーエレクトロニクス株式会社
〒940-2135,新潟県⻑岡市深沢町上ノ⼭２０８５番地１６ ⻑岡新産業創造センター
2026-03-02
http://www.npe.co.jp/
 
ナ,225946,株式会社⻑尾組
〒616-8142,京都府京都市右京区太秦樋ノ内町１番地４
2025-09-01
 
ナ,104555,⻑尾⼯業株式会社
〒152-0002,東京都⽬黒区⽬黒本町２−２１−１９
2025-09-27
http://www.nagao-inck.co.jp
 
ナ,115651,株式会社⻑尾⼯業
〒455-0831,名古屋市港区⼗⼀屋１−６３
2024-08-07
http://www.nagaokogyo.co.jp/
 
ナ,227363,有限会社⻑尾左官⼯業
〒773-0014,徳島県⼩松島市江⽥町字中道２２ー１
2024-02-09
 
ナ,103697,⻑尾産業株式会社
〒319-1221,茨城県⽇⽴市⼤みか町４−２５−１５
2024-03-12



https://www.nagaoltd.co.jp
 
ナ,503775,株式会社⻑尾製作所
〒876-1512,⼤分県佐伯市堅⽥２１３４−２４
2026-04-20
http://www.nagaoss.co.jp/
 
ナ,225142,株式会社⻑尾レツカー
〒437-1604,静岡県御前崎市佐倉１０４１番地の１
2025-05-01
https://nagao-inc.net/
 
ナ,214653,株式会社⻑岐⼯業
〒176-0005,東京都練⾺区旭丘１−２０−１
2023-04-04
 
ナ,211155,株式会社⻑久保⼯務店
〒270-1359,千葉県印⻄市⽊刈６丁⽬１８番地１８
2022-05-25
 
ナ,503315,株式会社 ⻑倉製作所
〒410-0315,静岡県沼津市桃⾥６０６
2024-12-07
http:// www.nagakura-mc.co.jp
 
ナ,215398,有限会社⻑倉塗装
〒561-0805,⼤阪府豊中市原⽥南２−１−２５
2024-05-15
https://nagakura-tosou.jp/
 
ナ,213726,株式会社⻑坂組
〒920-0965,⽯川県⾦沢市笠舞２丁⽬２８番１６号
2024-06-09
http://www.nagasakagumi.co.jp/
 
ナ,214379,⻑坂建設興業株式会社
〒444-0521,愛知県⻄尾市吉良町上横須賀神ノ⽊２４番地
2025-09-20
https://nagasaka-kk.co.jp/
 
ナ,210799,有限会社⻑坂⼯業
〒400-0074,⼭梨県甲府市千塚１丁⽬８番３９号
2025-01-06
 
ナ,220956,⻑崎運送株式会社
〒850-0075,⻑崎県⻑崎市⻄泊町２２番３８号
2025-03-29
http://www.nagasakiunsou.jp
 
ナ,129553,⻑崎キヤノン株式会社
〒859-3793,⻑崎県東彼杵郡波佐⾒町折敷瀬郷９２５−１
2024-09-14
https://nagasaki.canon/
 
ナ,225476,株式会社⻑崎⼯務店



〒634-0042,奈良県橿原市菖蒲町４丁⽬１０番１３号
2025-06-01
_
 
ナ,505505,株式会社⻑崎国際テレビ
〒850-8504,⻑崎県⻑崎市出島町１１−１
2024-04-27
www.nib.jp
 
ナ,106193,⻑崎酸素株式会社
〒852-8013,⻑崎県⻑崎市梁川町１ー５
2024-03-31
http://fukutei.co.jp/nagasakisanso/
 
ナ,125553,⻑崎杉本⼯業株式会社
〒852-8034,⻑崎市城栄町１８−１４
2026-05-20
 
ナ,219948,株式会社⻑崎タカクラ
〒859-0315,⻑崎県諫早市⼤場町８０３−３
2024-06-29
 
ナ,220055,株式会社⻑崎塗装店
〒730-0031,広島県広島市中区紙屋町１丁⽬１番１３号
2025-02-01
http://www.nagasakitoso.co.jp/
 
ナ,125503,有限会社⻑崎ネームプレート
〒850-0078,⻑崎市神ノ島町１−３６７−１３
2026-04-02
 
ナ,505525,⻑崎⽂化放送株式会社
〒852-8527,⻑崎県⻑崎市茂⾥町３番２号
2025-03-05
http://www.ncctv.co.jp/
 
ナ,216017,株式会社⻑崎ベニヤ
〒850-0001,⻑崎県⻑崎市⻄⼭４丁⽬５４２番地
2025-02-05
https://nagasaki-beniya.co.jp/
 
ナ,115564,⻑崎菱電テクニカ株式会社
〒851-2102,⻑崎県⻄彼杵郡時津町浜⽥郷５１７−７
2025-04-20
https://www.ryoden-technica.com/
 
ナ,221103,有限会社⻑﨑ルーフ建材
〒852-8142,⻑崎県⻑崎市三ツ⼭町１３１番１
2025-02-01
 
ナ,217926,株式会社⻑沢建設
〒329-2751,栃⽊県那須塩原市東三島１−１０４−５
2023-07-14
 
ナ,103521,株式会社永沢⼯機



〒960-0231,福島県福島市飯坂町平野字⽥切３−１
2023-11-25
http://www.nux.co.jp/
 
ナ,227301,株式会社永沢興業
〒253-0082,神奈川県茅ケ崎市⾹川四丁⽬２９番１号
2024-01-13
http://www.nagasawa-kg.co.jp
 
ナ,210086,⻑澤⼯務店株式会社
〒019-1604,秋⽥県⼤仙市太⽥町駒場字⾼倉１１４
2023-12-05
 
ナ,125671,株式会社⻑澤製作所
〒208-0023,東京都武蔵村⼭市伊奈平２−７２−２
2023-07-20
 
ナ,129689,有限会社⻑澤製作所
〒210-0863,神奈川県川崎市川崎区夜光１−６−１１
2024-12-10
 
ナ,129664,有限会社⻑沢製作所
〒407-0044,⼭梨県韮崎市旭町上条北割１９９１
2024-12-04
 
ナ,215721,株式会社⻑沢電機
〒419-0125,静岡県⽥⽅郡函南町肥⽥４１１ー１
2024-11-06
http://e-appliance.co.jp
 
ナ,226584,株式会社⻑島組
〒532-0012,⼤阪府⼤阪市淀川区⽊川東１丁⽬１１番１５号⻑島ビル
2026-04-01
 
ナ,210886,⻑島建機⼯事株式会社
〒299-0265,千葉県袖ヶ浦市⻑浦５８０ー１１５
2025-02-04
 
ナ,224187,永島⼯業株式会社
〒120-0021,東京都⾜⽴区⽇ノ出町１番１号
2022-02-01
 
ナ,504766,⻑島梱包株式会社
〒150-0013,東京都渋⾕区恵⽐寿１−２２−２１
2023-07-26
http://www.nagashima.co.jp/index.html
 
ナ,106064,⻑島商事株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座７−１３−６ サガミビル２階
2023-10-21
 
ナ,115569,株式会社ナガシマ製作所
〒210-0015,神奈川県川崎市川崎区南町２０−３ 川崎ビル６階Ｃ号室
2025-09-17
http://www.nagashima-ss.co.jp



 
ナ,115598,株式会社⻑島製作所
〒021-0822,岩⼿県⼀関市東台１４−３４
2023-12-13
http://nagashima-s.co.jp/
 
ナ,504761,ナガシマ物流サービス株式会社
〒150-0013,東京都渋⾕区恵⽐寿１−２２−２１
2023-07-25
http://www.nagashima.co.jp/index.html
 
ナ,115659,永商産業株式会社
〒573-0114,⼤阪府枚⽅市穂⾕２１８８−６
2024-07-06
 
ナ,103696,株式会社⻑瀬
〒352-0004,埼⽟県新座市⼤和⽥３−４−１６
2024-03-12
http://www.kk-nagase.com/
 
ナ,129355,株式会社ナガセ
〒208-0023,東京都武蔵村⼭市伊奈平３−２１−３
2024-03-04
http://www.nagase-shibori.co.jp/
 
ナ,221020,株式会社ナガセ
〒791-8076,愛媛県松⼭市会津町２番２１号
2025-01-01
http://nagase-inc.jp/
 
ナ,221204,株式会社ナガセ
〒990-2345,⼭形県⼭形市富神台１０番地
2025-03-01
 
ナ,228954,株式会社永瀬
〒659-0064,兵庫県芦屋市精道町１０番１２号
2025-04-04
http://nagase-co.net
 
ナ,123486,ナガセエレックス株式会社
〒103-8355,東京都中央区⽇本橋⼩⾈町５−１ ⻑瀬産業（株）東京本社東館５階
2025-02-10
https://www.nagase-elex.co.jp
 
ナ,106112,ナガセケミカル株式会社
〒103-0024,東京都中央区⽇本橋⼩⾈町１２−１５
2023-12-18
https://www.nagase-chemical.co.jp/
 
ナ,505502,ナガセケムテックス株式会社
〒550-8668,⼤阪府⼤阪市⻄区新町１−１−１７
2023-03-12
https://www.nagasechemtex.co.jp/company/outline.html
 
ナ,223292,株式会社⻑瀬建設



〒885-0003,宮崎県都城市髙⽊町４７６９ー４
2024-07-01
 
ナ,101583,ナガセ研磨機材株式会社
〒550-8668,⼤阪市⻄区新町１−１−１７
2024-08-09
http://www.nagase-kenma.co.jp/
 
ナ,127446,⻑瀬⼯業株式会社
〒222-0001,神奈川県横浜市港北区樽町４−１５−１７
2024-10-05
http://www.nagkg.co.jp/
 
ナ,105800,⻑瀬産業株式会社
〒103-8355,東京都中央区⽇本橋⼩⾈町５−１
2024-10-04
http://www.nagase.co.jp
 
ナ,124734,ナガセテクノエンジニアリング株式会社
〒223-0057,神奈川県横浜市港北区新⽻町８８７
2025-12-17
 
ナ,503369,ナガセテクノサービス株式会社
〒270-0132,千葉県流⼭市駒⽊５２９
2025-02-25
https://www.nagase-ntsv.co.jp/
 
ナ,101496,株式会社永瀨鉄⼯
〒370-0421,群⾺県太⽥市粕川町２６４−９
2024-07-19
 
ナ,216684,株式会社永瀬電業社
〒802-0062,福岡県北九州市⼩倉北区⽚野新町２丁⽬４番７号
2025-06-18
 
ナ,128320,ナガセプラスチックス株式会社
〒550-8668,⼤阪市⻄区新町１−１−１７ ⻑瀬産業（株）内
2025-09-26
http://www.nagaseplastics.co.jp
 
ナ,101893,株式会社ナガソノ
〒024-0004,岩⼿県北上市村崎野２２−８３−２０
2024-11-12
http://www.nagasono.jp
 
ナ,100981,株式会社ナガタ
〒394-0025,⻑野県岡⾕市⼤栄町２−４−１５
2024-01-13
https://www.nagata-ss.co.jp/
 
ナ,212927,株式会社ナガタ
〒370-1401,群⾺県藤岡市⿁⽯⼄５２４
2025-11-20
 
ナ,210884,⻑⽵技研株式会社



〒292-1163,千葉県君津市東粟倉４２１ー５
2025-02-04
http://www.nagatake.co.jp/ng/
 
ナ,100842,ＮＡＧＡＴＡコーポレーション株式会社
〒328-0053,栃⽊県栃⽊市⽚柳町５−６−１２
2023-08-16
http://www.nagata-group.com/
 
ナ,223808,ナガタ⼯業株式会社
〒607-8234,京都府京都市⼭科区勧修寺南⼤⽇町７番地
2024-11-01
http://www.nagata-kogyo.co.jp
 
ナ,126152,株式会社永⽥製作所
〒394-0025,⻑野県岡⾕市⼤栄町２−４−１５
2023-11-11
https://www.nagata-ss.co.jp/
 
ナ,122724,永⽥鉄⼯株式会社
〒441-0101,愛知県豊川市宿町野川１−１２
2024-11-04
https://nagatatekko.co.jp
 
ナ,210548,永⽥鉄⼯株式会社
〒859-1116,⻑崎県雲仙市吾妻町阿⺟名１６０
2024-09-11
 
ナ,220954,有限会社永⽥電設
〒356-0059,埼⽟県ふじみ野市桜ヶ丘⼆丁⽬２５番３号
2025-03-29
https://www.nagata1990.com/
 
ナ,218802,永⽥電設⼯業 永⽥⼤祐（その他）
〒854-0067,⻑崎県諫早市久⼭台６６ー２ディアスＢ１０１
2023-12-22
 
ナ,213256,永⽥塗装株式会社
〒231-0057,神奈川県横浜市中区曙町５丁⽬６７番地
2023-06-03
http://www.npy.co.jp
 
ナ,216110,株式会社ナガ・ツキ
〒730-0823,広島県広島市中区吉島⻄１丁⽬２１番１号
2025-03-05
https://www.nagatsuki.co.jp/
 
ナ,127363,株式会社⻑津製作所
〒142-0041,東京都品川区⼾越４−１１−１８
2024-09-05
http://www.nagatsu.co.jp/
 
ナ,115691,那賀都⼯業株式会社
〒240-0025,横浜市保⼟ヶ⾕区狩場町１４
2024-09-04



http://www.nagato-kogyo.co.jp
 
ナ,220107,⻑登⼯業株式会社
〒465-0005,愛知県名古屋市名東区⾹流３−１００５
2024-07-27
 
ナ,120109,株式会社⻑友製作所
〒143-0015,東京都⼤⽥区⼤森⻄３−１８−１７
2023-07-22
http://www.nagatomo-ss.co.jp
 
ナ,129042,⻑沼商事株式会社
〒730-0036,広島県広島市中区袋町６−１４
2023-07-29
http://www.naganuma.co.jp
 
ナ,101676,有限会社⻑沼製作所
〒018-0411,秋⽥県にかほ市院内字下横根２−１
2024-09-18
http://Naganuma-Akita.co.jp
 
ナ,212258,株式会社⻑沼電業社
〒730-0036,広島県広島市中区袋町６−１４
2024-07-11
http://www.naganuma.co.jp/
 
ナ,220904,株式会社ナガノ
〒292-0834,千葉県⽊更津市潮⾒六丁⽬１８番地１
2025-03-22
http://k-nagano.com/
 
ナ,229139,株式会社ナガノ
〒562-0024,⼤阪府箕⾯市粟⽣新家⼆丁⽬１１番３９号
2025-06-21
 
ナ,126467,⻑野愛知電機株式会社
〒381-2282,⻑野県⻑野市川中島町原１２８０
2024-01-13
http://www.nagano-aichi.jp
 
ナ,100193,株式会社⻑野ＮＴＮ
〒387-0001,⻑野県千曲市⾬宮２２９８−１
2022-08-16
http://www.naganontn.co.jp/
 
ナ,105515,株式会社⻑野⼤崎製作所
〒389-0606,⻑野県埴科郡坂城町上五明１８９１
2025-12-22
 
ナ,115609,株式会社⻑野⾦属
〒146-0092,東京都⼤⽥区下丸⼦２−２８−４
2024-06-30
 
ナ,106805,⻑野計器株式会社
〒143-8544,東京都⼤⽥区東⾺込１−３０−４



2025-12-06
https://www.naganokeiki.co.jp/
 
ナ,226974,永野建材⼯業株式会社
〒158-0087,東京都世⽥⾕区⽟堤１ー１６ー２７
2026-08-01
 
ナ,229180,⻑野県板⾦株式会社
〒381-2211,⻑野県⻑野市稲⾥町下氷鉋５４２ー３
2025-07-18
 
ナ,217378,⻑野県防災システム株式会社
〒389-0515,⻑野県東御市常⽥５７７番地１号
2025-12-17
https://www.naganokenbousai.com/
 
ナ,210075,株式会社永野⼯業
〒860-0077,熊本県熊本市内坪井町９番５７号
2020-11-28
 
ナ,101528,株式会社⻑野サラヤ商会
〒380-0918,⻑野県⻑野市アークス１−５０
2024-07-26
http://www.naganosaraya.co.jp/
 
ナ,115629,株式会社⻑野サンコー
〒392-0015,⻑野県諏訪市中洲４６００−１７
2024-07-05
http://www.naganosankoh.jp/
 
ナ,120387,⻑野精⼯株式会社
〒391-8560,⻑野県茅野市本町東６−７
2023-09-09
http://www.nagano-seiko.co.jp
 
ナ,124583,有限会社永野製作所
〒739-2101,広島県東広島市⾼屋町造賀１１８３５−２９
2025-11-08
 
ナ,105721,株式会社⻑野製作所
〒387-0012,⻑野県千曲市桜堂４８３−１
2025-10-21
http://www.nagano-seisakusho.co.jp
 
ナ,218844,⻑野⽯材株式会社
〒134-0085,東京都江⼾川区南葛⻄６−３−２３
2023-12-22
 
ナ,115547,⻑野テクトロン株式会社
〒388-8014,⻑野市篠ノ井塩崎２３０４−１
2024-08-25
http://www.nagateku.co.jp/
 
ナ,231437,ナガノ電気株式会社
〒812-0871,福岡県福岡市博多区東雲町四丁⽬２番１７号



2025-12-13
https://www.nagano-e.co.jp/
 
ナ,115500,⻑野電材株式会社
〒389-2234,⻑野県飯⼭市⽊島６０３
2023-08-15
http://www.denzai.co.jp
 
ナ,211928,株式会社⻑野ナブコ
〒381-2246,⻑野県⻑野市丹波島２ー９ー１０
2023-12-05
https://naganonabco.co.jp
 
ナ,105720,⻑野⽇本無線株式会社
〒381-2288,⻑野市稲⾥町１１６３
2024-03-11
http://www.njrc.jp
 
ナ,505542,株式会社⻑野放送
〒380-8633,⻑野県⻑野市⼤字中御所字岡⽥町１３１番地７
2026-05-31
https://www.nbs-tv.co.jp/
 
ナ,125561,⻑野三菱電機機器販売株式会社
〒390-0863,⻑野県松本市⽩板１−７−５
2025-11-22
http://www.naganomelco.co.jp
 
ナ,101436,⻑野三和ポリエチレン株式会社
〒381-2206,⻑野市⻘⽊島町綱島７５１−５８
2024-06-26
http://www.ngmitsuwa.jp/
 
ナ,217229,株式会社ナガハシ
〒557-0063,⼤阪府⼤阪市⻄成区南津守５−６−６８
2025-10-15
 
ナ,123466,⻑橋線材株式会社
〒244-0003,神奈川県横浜市⼾塚区⼾塚町３３０９−３
2025-02-06
http://www.nagahashi-senzai.co.jp
 
ナ,230486,永橋電設株式会社
〒590-0532,⼤阪府泉南市北野⼀丁⽬５番１０号
2025-07-19
 
ナ,125947,⻑浜キヤノン株式会社
〒526-0001,滋賀県⻑浜市国友町１２８０
2023-10-26
http://www.canon-nagahama.co.jp/
 
ナ,218336,⻑浜産業株式会社
〒737-0003,広島県呉市阿賀中央七丁⽬７番２号
2023-09-08
http://www.nagahama-lease.co.jp/



 
ナ,125582,株式会社⻑浜シャーリング⼯場
〒526-0803,滋賀県⻑浜市⻄上坂町３３１
2025-04-04
http://www.nagasya.co.jp/
 
ナ,106516,株式会社⻑濱製作所
〒601-8461,京都市南区唐橋⾨脇町２３−２
2025-01-17
http://nagahama-f.com
 
ナ,214976,有限会社⻑浜設備⼯業所
〒235-0036,神奈川県横浜市磯⼦区中原２ー５ー２５
2023-09-05
 
ナ,231846,⻑浜塗装株式会社
〒811-4331,福岡県遠賀郡遠賀町⼤字別府３６６６番地の２
2026-04-04
https://www.nagahamatosou.com
 
ナ,222137,永渕電業株式会社
〒814-0021,福岡県福岡市早良区荒江３丁⽬２８番１５号
2026-04-01
https://nagafuchi-electric.com/
 
ナ,115519,ナガベア株式会社
〒850-0046,⻑崎県⻑崎市幸町６−７
2025-05-15
 
ナ,217564,有限会社永堀
〒755-0091,⼭⼝県宇部市⼤字上宇部２８２１番地の１
2026-02-04
https://ube-nagahori.jp/
 
ナ,105894,⻑堀⼯業株式会社
〒541-0052,⼤阪市中央区安⼟町１−７−３ 安⼟町野村ビル７階
2026-03-31
https://www.nac-corp.co.jp
 
ナ,219535,株式会社⻑松⼯務店
〒758-0063,⼭⼝県萩市⼤字⼭⽥４０９１番地の３
2024-04-06
 
ナ,106168,有限会社⻑峰⾦属⼯業所
〒124-0022,東京都葛飾区奥⼾１−４−２
2024-03-04
 
ナ,229323,⻑嶺建設株式会社
〒065-0015,北海道札幌市東区北⼗五条東１５丁⽬３ー７
2025-10-17
 
ナ,101174,株式会社⻑峰製作所
〒766-0026,⾹川県仲多度郡まんのう町岸上１７２５−２６
2024-03-14
https://nagamine-manu.co.jp



 
ナ,120645,⻑嶺電機株式会社
〒901-2134,沖縄県浦添市港川５１２−２８
2023-11-20
http://www.nagamine.e-arc.jp/
 
ナ,225403,株式会社⻑村商会
〒652-0834,兵庫県神⼾市兵庫区本町２丁⽬１番１２号
2025-06-01
http://www.nagamura-sk.co.jp/
 
ナ,226713,有限会社ナガモト⼯務店
〒738-0036,広島県廿⽇市市四季が丘５丁⽬６番地の１３
2026-05-01
 
ナ,224396,⻑屋建設⼯業株式会社
〒080-2460,北海道帯広市⻄⼆⼗条北２丁⽬２２番地１３
2025-04-01
_
 
ナ,213992,⻑安鉄⼯株式会社
〒702-8011,岡⼭県岡⼭市南区郡２９９４番地
2025-02-02
http://www.nagayasutekko.co.jp
 
ナ,122157,永柳⼯業株式会社
〒131-0032,東京都墨⽥区東向島２−１１−１７
2024-07-31
http://www.nagayanagi.co.jp/
 
ナ,224439,株式会社永⼭⼯務店
〒470-1132,愛知県豊明市間⽶町森前９３ー２２
2025-04-01
 
ナ,229888,株式会社永⼭重機
〒338-0826,埼⽟県さいたま市桜区⼤字⼤久保領家１１１−２
2023-08-06
http://www.nagayama-juuki.co.jp
 
ナ,105001,株式会社永⼭製作所
〒319-1305,茨城県⽇⽴市⼗王町⾼原２５５−１
2024-01-09
 
ナ,218224,⻑幸建設株式会社
〒874-0842,⼤分県別府市⼤字鶴⾒９４９番地の３９
2023-08-11
 
ナ,106067,株式会社ナガラ
〒550-0012,⼤阪府⼤阪市⻄区⽴売堀２−３−８
2023-10-28
http://nagara.co.jp
 
ナ,219461,株式会社ナクト
〒359-1147,埼⽟県所沢市⼩⼿指元町３−４−５７
2024-03-23



 
ナ,125530,株式会社ナクロ
〒535-0031,⼤阪市旭区⾼殿５−４−２６
2024-11-09
http://www.nacro.co.jp
 
ナ,217146,名草電業株式会社
〒641-0012,和歌⼭県和歌⼭市紀三井寺７５６
2025-09-24
 
ナ,102939,株式会社南雲製作所
〒943-0225,新潟県上越市三和区野５８２３−１
2026-01-08
http://www.nagumo-ss.com/
 
ナ,104452,株式会社南雲電装
〒940-0016,新潟県⻑岡市宝３−２−２７
2025-07-13
 
ナ,210386,株式会社名越⾦属⼯業
〒004-0042,北海道札幌市厚別区⼤⾕地⻄１丁⽬３番３０−１０５号
2024-06-18
 
ナ,222154,株式会社勿来製作所
〒972-8336,福島県いわき市渡辺町上釜⼾字鳶尾１８０番地
2026-04-01
 
ナ,214962,名呉鉄筋（その他）
〒904-2171,沖縄県沖縄市⾼原２−５−６
2023-08-29
 
ナ,154053,名古屋圧延⼯業株式会社
〒498-0066,愛知県弥富市楠２−２６−２５
2024-03-19
 
ナ,102412,名古屋科学機器株式会社
〒454-0036,愛知県名古屋市中川区⼆⼥⼦町７−５２
2025-03-05
http://www.nagoya-kagaku.com
 
ナ,115539,株式会社名古屋化学⼯業所
〒456-0058,名古屋市熱⽥区六番２−２−１
2025-06-30
http://www.nagoyakagaku.co.jp/
 
ナ,122865,株式会社ナゴヤギア
〒457-0819,愛知県名古屋市南区滝春町９
2024-12-05
http://www.nagoyagear.co.jp/
 
ナ,115680,名古屋技研⼯業株式会社
〒457-0823,名古屋市南区元塩町３−８
2024-02-28
http://www.nagoyagiken.co.jp
 



ナ,213133,ナゴヤ建機センター株式会社
〒454-0856,愛知県名古屋市中川区⼩碓通５ー２
2026-03-19
http://www.ncm-center.co.jp
 
ナ,221502,株式会社名古屋建陶社
〒486-0956,愛知県春⽇井市中新町１丁⽬２９番４号
2025-04-01
https://www.nagoyakentousha.co.jp/
 
ナ,210578,名古屋黒板株式会社
〒462-0843,愛知県名古屋市北区⽥幡２丁⽬１４番８号
2024-10-06
http://www.ncb.co.jp
 
ナ,104822,名古屋紙⼯株式会社
〒462-0044,愛知県名古屋市北区元志賀町１−３３
2026-06-16
 
ナ,115554,名古屋実業株式会社
〒480-0102,愛知県丹⽻郡扶桑町⾼雄宮前９１
2025-02-24
http://www.njknet.co.jp
 
ナ,101337,名古屋樹脂⼯業株式会社
〒451-0084,名古屋市⻄区上堀越町１−５０
2024-05-10
http://www.nagoyajushi.co.jp/
 
ナ,104441,名古屋スリーボンド株式会社
〒468-0052,愛知県名古屋市天⽩区井⼝１−５０１
2025-07-01
 
ナ,115581,名古屋精密⼯業株式会社
〒485-0082,愛知県⼩牧市⼤字村中字前⽥１８８
2026-05-31
 
ナ,126827,名古屋通信⼯業株式会社
〒453-0801,愛知県名古屋市中村区太閤１−２−１３
2024-04-28
http://www.meitsuko.co.jp/
 
ナ,500355,名古屋テレビ放送株式会社
〒460-8311,愛知県名古屋市中区橘２−１０−１
2024-07-31
https://www.nagoyatv.com/
 
ナ,228492,株式会社名古屋店装
〒452-0015,愛知県清須市⻄枇杷島町泉７８番地
2024-09-13
_
 
ナ,125510,名古屋電気株式会社
〒460-0003,名古屋市中区錦３−８−１４
2024-11-08



http://www.nagoyadenki.co.jp/
 
ナ,101686,名古屋電機⼯業株式会社
〒454-0021,愛知県名古屋市中川区横堀町１−３６
2024-09-25
https://www.nagoya-denki.co.jp/
 
ナ,106395,株式会社名古屋電機製作所
〒454-0013,愛知県名古屋市中川区⼋熊２−３−３
2024-11-10
 
ナ,115682,名古屋特殊鋼株式会社
〒484-0963,愛知県⽝⼭市字鶴池７８−１
2024-04-17
http://www.meitoku.co.jp/
 
ナ,115513,株式会社ナゴヤネット
〒492-8215,愛知県稲沢市⼤塚北１−７３
2023-09-20
 
ナ,231035,名古屋避雷針⼯業株式会社
〒491-0871,愛知県⼀宮市浅野字⼤⻄東３４番地
2025-10-11
https://www.nagoya-hirai.jp
 
ナ,104471,名古屋メタリコン⼯業株式会社
〒457-0015,愛知県名古屋市南区岩⼾町４−２９
2025-07-20
 
ナ,225247,名古屋モザイク⼯事株式会社
〒463-0007,愛知県名古屋市守⼭区松坂町９６番地
2025-05-01
https://www.nagoya-mosaic.co.jp
 
ナ,105603,名古屋理研電具株式会社
〒466-0842,愛知県名古屋市昭和区檀渓通１−２０
2024-02-04
https://www.nagoya-riken.co.jp
 
ナ,504435,ナサ⼯業株式会社
〒811-2115,福岡県糟屋郡須恵町佐⾕１３２３−１
2024-06-08
http://www.nasakogyo.co.jp/
 
ナ,115583,株式会社名定⼯作所
〒670-0061,兵庫県姫路市⻄今宿１−１１−２０
2023-10-29
http://www.nasada-k.co.jp/
 
ナ,231271,株式会社梨⽊⼯務店
〒063-0850,北海道札幌市⻄区⼋軒⼗条⻄⼗⼆丁⽬２番２９号
2025-11-08
 
ナ,213760,梨⼦建設株式会社
〒020-0114,岩⼿県盛岡市⾼松４丁⽬２０番２０号



2024-07-14
 
ナ,214550,株式会社梨本硝⼦
〒271-0065,千葉県松⼾市南花島１ー５ー１９
2026-01-24
 
ナ,223665,ナショナル⾦属株式会社
〒580-0006,⼤阪府松原市⼤堀３ー６ー２９
2024-10-01
http://www.nasyokin.co.jp/office.html
 
ナ,502980,ナショナルソフトウェア株式会社
〒113-0021,東京都⽂京区本駒込５丁⽬４番７号 駒込スパンクリートビル３階
2023-09-04
http://www.nationalsoftware.co.jp/
 
ナ,103063,名島光学株式会社
〒145-0064,東京都⼤⽥区上池台３−３８−８
2023-03-04
 
ナ,115515,株式会社ナスカ
〒105-0014,東京都港区芝２−９−５ ワースリビングＦＫＯビル２Ｆ
2023-08-30
http://www.nasca-kk.com/
 
ナ,217798,株式会社ナスキー
〒984-0012,宮城県仙台市若林区六丁の⽬中町１８ー１５斎喜六丁の⽬ビル２１２
2026-06-16
 
ナ,219829,那須建設株式会社
〒993-0002,⼭形県⻑井市屋城町７番１号
2024-06-08
https://nas-con.jp
 
ナ,216336,株式会社ナスコ
〒150-0036,東京都渋⾕区南平台町１５ー１
2025-04-23
_
 
ナ,216363,株式会社ナスコ
〒457-0841,愛知県名古屋市南区豊⽥４丁⽬７番２３号
2025-05-08
http://www.japan-web-koatsu-senjyo.net/
 
ナ,219273,株式会社那須⼯業
〒814-0104,福岡県福岡市城南区別府７丁⽬１１番３１号
2024-03-09
 
ナ,225291,那須産業株式会社
〒233-0013,神奈川県横浜市港南区丸⼭台２丁⽬３８番９号
2025-06-01
http://www.nasusangyo.co.jp/
 
ナ,115534,株式会社那須精機
〒325-0025,栃⽊県那須塩原市下厚崎２２６−１８



2025-02-02
 
ナ,115599,那須電機⼯業株式会社
〒806-0046,福岡県北九州市⼋幡⻄区森下町２６−７７
2026-02-26
http://www.nasudenkikougyou.co.jp/
 
ナ,231039,那須電機商事株式会社
〒555-0041,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区中島⼆丁⽬１２番５号
2025-10-11
 
ナ,504531,那須電機鉄⼯株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿⼆丁⽬１番１２号
2025-03-11
http://www.nasudenki.co.jp/
 
ナ,217837,那須電材産業株式会社
〒136-0075,東京都江東区新砂３ー５ー３５
2023-06-30
 
ナ,153014,ナス物産株式会社
〒103-0011,東京都中央区⽇本橋⼤伝⾺町１４−１７ ⼤伝⾺町千歳ビル
2024-01-19
 
ナ,217835,株式会社ナズナ電⼯
〒180-0022,東京都武蔵野市境２ー２１ー１３
2026-06-30
 
ナ,127618,株式会社ナセル
〒174-0076,東京都板橋区上板橋１−１９−１６ アソルティー２Ｆ
2024-12-18
http://www.nacelle.co.jp
 
ナ,218017,ナダカ⼯業株式会社
〒347-0043,埼⽟県加須市⾺内２１４−１
2023-07-28
 
ナ,120507,株式会社ナチ関東
〒105-0021,東京都港区東新橋１−９−２ 汐留住友ビル１７階
2023-10-15
http://www.nachi-fujikoshi.co.jp
 
ナ,213894,ナチュラルコンサルタント株式会社
〒921-8066,⽯川県⾦沢市⽮⽊２丁⽬１４７番地
2024-11-10
http://www.naturalnet.co.jp/
 
ナ,220158,株式会社ナック
〒520-2342,滋賀県野洲市野洲１６５０ー４
2024-08-17
 
ナ,228939,ナックル株式会社
〒344-0114,埼⽟県春⽇部市東中野４５番地２５
2025-03-22
 



ナ,210285,株式会社ナッケン
〒599-8102,⼤阪府堺市東区⽯原町４丁２９４番地
2024-04-22
 
ナ,125573,株式会社ナツハラ
〒529-1162,滋賀県⽝上郡豊郷町⼋町８０３
2026-05-27
http://www.natsuhara-group.co.jp
 
ナ,210561,夏原株式会社
〒601-8341,京都府京都市南区吉祥院前⽥町２番地１７
2024-09-16
 
ナ,105623,夏原⼯業株式会社
〒522-0342,滋賀県⽝上郡多賀町⼤字敏満寺５７９
2024-06-06
http://www.natsuhara.co.jp/
 
ナ,216280,夏村⼯業株式会社
〒802-0804,福岡県北九州市⼩倉南区下城野２丁⽬６−３０−Ａ−６
2025-04-09
 
ナ,215742,有限会社棗組
〒410-1303,静岡県駿東郡⼩⼭町⽣⼟２０４ー１
2024-11-13
 
ナ,222374,株式会社夏⽬組
〒441-0211,愛知県豊川市御油町⼀ノ坪２６−１
2023-11-01
 
ナ,505562,夏⽬光学株式会社
〒395-0808,⻑野県飯⽥市⿍上茶屋３４６１
2026-06-19
https://www.natsume-optics.co.jp/
 
ナ,226160,株式会社棗⽥建⼯
〒729-3103,広島県福⼭市新市町⼤字新市１０００番地の１
2025-11-01
http://natsumedakenkou.co.jp/
 
ナ,120490,株式会社ナテック
〒340-0015,埼⽟県草加市⾼砂２−２−３４ シャルマン⾼砂１階
2023-10-08
https://www.natec1886.co.jp
 
ナ,124568,株式会社ナテック
〒590-0005,⼤阪府堺市堺区南清⽔町２−２−２２
2025-11-01
http://www.natec-japan.co.jp/
 
ナ,127431,株式会社ナテック
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥２−４−４ 藤和内神⽥ビル２Ｆ
2024-09-28
http://www.na-tec.co.jp
 



ナ,221787,株式会社ナデック
〒462-0843,愛知県名古屋市北区⽥幡１丁⽬２番４号
2025-07-01
_
 
ナ,220413,ナトリ株式会社
〒047-0031,北海道⼩樽市⾊内⼀丁⽬１番８号
2024-11-01
http://natori-co.jp
 
ナ,230053,名取⼯業株式会社
〒112-0011,東京都⽂京区千⽯四丁⽬１８番２号
2025-04-26
http://www.natori-kogyo.co.jp/
 
ナ,222194,株式会社名取⼯務店
〒151-0073,東京都渋⾕区笹塚３ー１ー６
2026-06-01
 
ナ,121568,株式会社名取製作所
〒410-0007,静岡県沼津市⻄沢⽥２７０
2024-05-15
http://www.kk-natori.co.jp/
 
ナ,225005,名取屋興産株式会社
〒181-0013,東京都三鷹市下連雀３ー３２ー３
2025-04-01
http://www.natoriyakosan.com
 
ナ,210828,七海建設株式会社
〒179-0083,東京都練⾺区平和台４丁⽬２５番１２号
2025-01-13
https://nanaumi.co.jp/
 
ナ,100737,ナナエンジニアリング株式会社
〒194-0363,東京都⼋王⼦市別所１−６３−１１
2026-05-11
http://www.nana-e.com/
 
ナ,229736,株式会社ナナキ
〒929-0122,⽯川県能美市⼤浜町ケ６３−６
2023-05-27
 
ナ,213987,株式会社七彩
〒601-8530,京都府京都市南区吉祥院中島町２９番地
2022-02-02
http://www.nanasai.co.jp
 
ナ,219110,七星空調株式会社
〒144-0033,東京都⼤⽥区東糀⾕３丁⽬９番２号
2024-02-16
 
ナ,105820,株式会社七星科学研究所
〒164-0002,東京都中野区上⾼⽥１−４９−１５
2024-10-25



http://www.nanabosi.co.jp/
 
ナ,503382,七陽商事株式会社
〒121-0816,東京都⾜⽴区梅島２−７−４
2025-03-18
http://www.nanayojapan.co.jp/
 
ナ,220938,ナニックジャパン株式会社
〒151-0061,東京都渋⾕区初台⼆丁⽬３１番４号
2025-03-29
https://www.nanik.co.jp
 
ナ,106455,ナニワ鏡⼯業株式会社
〒544-0022,⼤阪府⼤阪市⽣野区舎利寺１−６−２６
2024-12-17
https://naniwa-infinity.com
 
ナ,220051,株式会社浪花組
〒542-0083,⼤阪府⼤阪市中央区東⼼斎橋２丁⽬３番２７号
2025-02-01
http://naniwagumi.co.jp/
 
ナ,123970,浪速⼯業株式会社
〒457-0817,愛知県名古屋市南区元柴⽥⻄町２−６
2025-06-16
 
ナ,103384,浪華合成株式会社
〒536-0008,⼤阪市城東区関⽬５−１１−７
2023-09-01
http://www.naniwagousei.com
 
ナ,212117,株式会社浪速試錐⼯業所
〒580-0014,⼤阪府松原市岡３ー１７ー１
2024-04-04
http://www.naniwashisui.co.jp
 
ナ,120413,浪速商⼯株式会社
〒530-0003,⼤阪市北区堂島２−１−１８
2023-09-18
http://www.namisho.co.jp/
 
ナ,115672,株式会社ナニワ製作所
〒537-0002,⼤阪市東成区深江南２−５−４
2024-04-17
http://www.naniwa-ss.co.jp
 
ナ,121440,浪速鉄⼯株式会社
〒552-0007,⼤阪市港区弁天３−６−１５
2024-04-17
http://www.naniwa-iron.com
 
ナ,219767,株式会社浪速電機⼯業所
〒930-0982,富⼭県富⼭市荒川２丁⽬９番３９号
2024-05-25
 



ナ,215897,株式会社ナニワ名古屋
〒466-0006,愛知県名古屋市昭和区北⼭町３−１０−５
2022-01-08
 
ナ,106188,ナノ・ソルテック株式会社
〒223-0057,神奈川県横浜市港北区新⽻町２０３２
2024-03-29
https://nstj.co.jp/home
 
ナ,115660,株式会社ナノテック
〒242-0007,神奈川県⼤和市中央林間４−２−１７
2024-01-28
http://www.n-tech.co.jp/
 
ナ,103469,ナパック株式会社
〒399-4117,⻑野県駒ヶ根市⾚穂１４−１８２３
2023-10-15
http://www.napac.co.jp/
 
ナ,115507,ナビエース株式会社
〒486-0934,愛知県春⽇井市⻑塚町２−１２
2024-06-06
 
ナ,504966,ナビオコンピュータ株式会社
〒541-0043,⼤阪府⼤阪市中央区⾼麗橋４−３−７
2023-10-02
http://www.navio.co.jp/
 
ナ,106032,ナビタスマシナリー株式会社
〒590-0823,⼤阪府堺市堺区⽯津北町９−１
2023-09-11
https://navitas-mc.co.jp
 
ナ,215172,株式会社ナフィックス
〒111-0053,東京都台東区浅草橋５−１３−６
2024-01-16
http://www.naffics-co.jp/
 
ナ,215888,株式会社ナブアシスト
〒371-0846,群⾺県前橋市元総社町５２１番地の８
2024-12-25
https://www.nav-assist.co.jp/
 
ナ,101341,株式会社ナブエヤー
〒464-0848,愛知県名古屋市千種区春岡１−１−２ ⼭マンビル６階
2024-05-14
http://www.navair.jp/
 
ナ,215500,ナブコシステム株式会社
〒100-6032,東京都千代⽥区霞が関３丁⽬２ー５
2024-04-01
https://www.nabcosystem.co.jp
 
ナ,222248,ナブコドア株式会社
〒550-0005,⼤阪府⼤阪市⻄区⻄本町１ー１２ー２２



2023-09-01
https://www.nabco-door.co.jp
 
ナ,216596,ナブコントロール株式会社
〒124-0006,東京都葛飾区堀切６丁⽬１６番８号
2025-06-11
http://www.navcon.co.jp/
 
ナ,104480,ナブテスコ株式会社
〒102-0093,東京都千代⽥区平河町２−７−９
2026-06-18
 
ナ,503310,ナブテスコ オートモーティブ株式会社
〒102-0093,東京都千代⽥区平河町⼆丁⽬７番９号
2024-12-03
http://www.nabtesco-automotive.com
 
ナ,102047,ナブテスコ株式会社 精機カンパニー
〒102-0093,東京都千代⽥区平河町２−７−９
2024-12-19
https://www.nabtesco.com/
 
ナ,124306,株式会社ナプレ
〒311-1301,茨城県東茨城郡⼤洗町磯浜５９５
2025-06-30
 
ナ,223109,株式会社ナベカヰ
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾２ー３ー２１
2024-05-01
https://www.nabekai.co.jp
 
ナ,231032,株式会社鍋島商店
〒801-0852,福岡県北九州市⾨司区港町２番２３号
2025-10-11
 
ナ,112694,鍋清株式会社
〒460-0013,名古屋市中区上前津２−９−３０
2026-06-21
http://www.nabesei.co.jp
 
ナ,126845,株式会社ナベヤ
〒500-8743,岐⾩県岐⾩市若杉町２５
2024-05-15
http://www.nabeya.co.jp
 
ナ,225171,有限会社鍋屋製作所
〒739-1752,広島県広島市安佐北区上深川町２５５番地の１
2025-05-01
 
ナ,111495,鍋屋バイテック株式会社
〒501-3939,岐⾩県関市桃紅⼤地１
2024-02-28
http://www.nbk1560.com/index.html
 
ナ,105733,鍋林株式会社



〒390-8722,⻑野県松本市中央３−２−２７
2024-12-06
http://www.nabelin.co.jp
 
ナ,224973,鍋林建⼯株式会社
〒390-0851,⻑野県松本市⼤字島内３５０１番地１
2025-04-01
https://nabelinkenko.com/
 
ナ,115566,株式会社ナベル
〒518-0131,三重県伊賀市ゆめが丘７−２−３
2023-08-09
http://www.bellows.co.jp
 
ナ,217421,有限会社⽣井興業
〒252-0822,神奈川県藤沢市葛原２０２９番地
2026-01-07
 
ナ,230972,有限会社並⽊組
〒349-1157,埼⽟県加須市道⽬３１６番地
2025-10-04
 
ナ,107893,ナミックス株式会社
〒950-3131,新潟市北区濁川３９９３
2024-05-23
http://www.namics.co.jp
 
ナ,125709,ナミテイ株式会社
〒577-0042,⼤阪府東⼤阪市⻄堤２−２−２３
2023-08-05
http://www.namitei.co.jp
 
ナ,219969,ナミデン株式会社
〒534-0024,⼤阪府⼤阪市都島区東野⽥町１−１５−３
2024-06-29
http://namiden.com/
 
ナ,211983,株式会社波平建設
〒739-1733,広島県広島市安佐北区⼝⽥南１−９−３
2024-01-20
http://www.namihira.co.jp
 
ナ,216329,株式会社並松運送
〒891-0131,⿅児島県⿅児島市⾕⼭港３丁⽬４番９号
2025-04-23
 
ナ,219533,株式会社成夢⼯
〒569-1146,⼤阪府⾼槻市⾚⼤路町５１ー２１
2024-04-06
 
ナ,115503,ナムテック株式会社
〒216-0044,神奈川県川崎市宮前区⻄野川２−３７−４
2023-09-06
 
ナ,216217,株式会社名村造船所



〒550-0012,⼤阪府⼤阪市⻄区⽴売堀⼆丁⽬１番９号
2025-03-26
https://www.namura.co.jp
 
ナ,224482,⾏⽅建設株式会社
〒332-0034,埼⽟県川⼝市並⽊⼆丁⽬３１番１０号並⽊ハウス１０１号
2025-04-01
https://www.namekata.co.jp/
 
ナ,126693,滑川軽銅株式会社
〒163-0209,東京都新宿区⻄新宿２−６−１ 新宿住友ビル９階
2024-03-02
http://www.namekawa.co.jp/
 
ナ,219812,なめら株式会社
〒745-0851,⼭⼝県周南市徳⼭６３７−１
2024-06-01
 
ナ,125581,有限会社滑川梱包
〒936-0883,富⼭県滑川市野町１６７５
2025-12-10
http://www.primzahl.com/
 
ナ,219440,有限会社納⾕設備
〒454-0034,愛知県名古屋市中川区五⼥⼦町２−８８
2024-03-23
 
ナ,100422,株式会社ナユタ
〒431-3103,静岡県浜松市東区常光町３９８
2025-11-09
http://www.nayuta-co.jp
 
ナ,225181,株式会社奈良興業
〒337-0008,埼⽟県さいたま市⾒沼区春岡１丁⽬２０番地８
2025-05-01
_
 
ナ,115528,ナラサキ産業株式会社
〒060-0001,札幌市中央区北⼀条⻄７−１
2023-11-10
http://www.narasaki.co.jp
 
ナ,223844,株式会社奈良商店
〒452-0811,愛知県名古屋市⻄区砂原町３４９
2021-11-01
http://www.narashouten.co.jp
 
ナ,115575,奈良精⼯株式会社
〒633-0101,奈良県桜井市⼩夫３６８１
2023-12-16
http://www.nara-seiko.co.jp/
 
ナ,212703,奈良造園⼟⽊株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜１丁⽬１３番地３
2025-06-26



http://www.narazouen.co.jp/
 
ナ,217583,株式会社ナラタ
〒847-0025,佐賀県唐津市宇⽊４３５番地１
2026-02-10
http://narata.jp/
 
ナ,221451,株式会社奈良屋
〒021-0026,岩⼿県⼀関市⼭⽬字前⽥１１番地
2025-04-01
http://www.naraya.co.jp
 
ナ,223174,株式会社奈良屋
〒310-0852,茨城県⽔⼾市笠原町６００ー１５
2024-06-01
http://www.naraya-corp.co.jp
 
ナ,210716,形川斫⼯業 形川正敏（その他）
〒939-1272,富⼭県⾼岡市下⿇⽣５１０１
2024-11-25
 
ナ,219436,株式会社成ヶ澤
〒088-0605,北海道釧路郡釧路町字別保原野南２４線４６番地８０
2024-03-23
https://narigasawa.com
 
ナ,213789,有限会社成澤鉄⼯所
〒999-7672,⼭形県鶴岡市柳久瀬字⼤坪１６
2024-08-04
https://narisawatekko.com/
 
ナ,216016,成商ビル管理株式会社
〒036-8012,⻘森県弘前市⼤字北⽡ケ町１３番地１
2025-02-05
https://narisyo.co.jp/
 
ナ,212215,成⽥⾦属⼯業株式会社
〒453-0035,愛知県名古屋市中村区⼗王町１３番３０号
2024-06-13
 
ナ,227564,株式会社成⽥鋼業
〒984-0821,宮城県仙台市若林区中倉２丁⽬２４−５
2021-03-09
http://www.narita-kogyo.co.jp
 
ナ,125570,株式会社成⽥製作所
〒456-0033,名古屋市熱⽥区花表町２０−１２
2024-11-20
https://www.narita.co.jp/
 
ナ,125589,株式会社成⽥製作所
〒145-0065,東京都⼤⽥区東雪⾕２−２６−１４
2025-10-25
http://narita-works.com
 



ナ,125527,株式会社成⽥製陶所
〒489-8680,愛知県瀬⼾市道泉町７０
2025-04-16
http://www.naritaseitosho.co.jp
 
ナ,213328,成⽥畳⼯店 成⽥貢（その他）
〒036-8155,⻘森県弘前市中野４丁⽬３番地３号
2020-07-08
 
ナ,230179,株式会社成⽥鉄⼯所
〒915-0801,福井県越前市家久町５６号１１番地の１
2025-06-07
http://www.narita-tk.jp
 
ナ,230330,成⽥電業株式会社
〒206-0812,東京都稲城市⽮野⼝７４６番地の１
2025-07-05
https://naritadengyo.co.jp
 
ナ,214649,成⽥塗装⼯業株式会社
〒041-0807,北海道函館市北美原２丁⽬８番１１号
2026-03-28
https://narita-painting.jp/
 
ナ,222234,株式会社成本組
〒471-0052,愛知県豊⽥市逢妻町３ー６ー４
2023-07-01
 
ナ,102361,成本コンテナー株式会社
〒532-0011,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島５−１４−２２ リクルート新⼤阪ビル５階
2025-02-25
http://www.narimotocontainer.com/
 
ナ,125591,株式会社ナルエ
〒342-0056,埼⽟県吉川市平沼１−４−５
2025-12-14
http://www.narue.co.jp
 
ナ,216004,鳴尾建材店 久野正義（その他）
〒457-0066,愛知県名古屋市南区鳴尾⼀丁⽬１３０番地
2025-02-05
 
ナ,218255,ＮＡＲＵ建築写真事務所（その他）
〒162-0065,東京都新宿区住吉町３−１５ミニヨンリドー４０２
2023-08-18
 
ナ,126887,成澤⼯機株式会社
〒386-0022,⻑野県上⽥市緑ヶ丘２−７−１３
2024-05-30
 
ナ,211704,成澤⽊⼯株式会社
〒422-8033,静岡県静岡市駿河区登呂２ー１８ー３６
2026-06-15
http://www.naru-moku.co.jp
 



ナ,216980,株式会社鳴島重機⼯事
〒279-0004,千葉県浦安市猫実２ー３２ー２２
2025-08-13
 
ナ,115563,株式会社ナルセ
〒990-0046,⼭形市⼤⼿町８−２０
2023-10-05
http://www.naruse-co.com
 
ナ,505512,成瀬⾦属株式会社
〒579-8025,⼤阪府東⼤阪市宝町８−３８
2026-03-19
 
ナ,224309,成瀬電気⼯事株式会社
〒920-0061,⽯川県⾦沢市問屋町２丁⽬１７番地
2025-03-01
http://www.narusedenki.co.jp/
 
ナ,115586,株式会社成瀬理⼯
〒020-0066,盛岡市上⽥３−８−２９
2023-08-20
http://www.naruserikou.co.jp/
 
ナ,106416,ナルックス株式会社
〒618-0001,⼤阪府三島郡島本町⼭崎２−１−７
2024-11-19
http://www.nalux.co.jp/
 
ナ,210229,株式会社ナルックス
〒510-8001,三重県四⽇市市天カ須賀５ー４ー１３
2024-03-23
http://www.nalux-pc.co.jp/
 
ナ,230104,株式会社成⽃
〒802-0081,福岡県北九州市⼩倉北区紺屋町８番１−１００２号
2025-05-17
https://naruto.smgp.co.jp/
 
ナ,215769,成東建設株式会社
〒314-0131,茨城県神栖市下幡⽊４０９１−３１
2021-11-20
 
ナ,222253,鳴⾨貨物⾃動⾞株式会社
〒772-0003,徳島県鳴⾨市撫養町南浜字⼤⼯野４８−１
2023-10-01
 
ナ,115545,株式会社ナルプラ
〒326-0337,栃⽊県⾜利市島⽥町２５２−１１
2023-10-21
http://www.narupla.co.jp
 
ナ,229548,株式会社成美
〒419-0201,静岡県富⼠市厚原１８９３ー７
2026-03-05
http://narumi-kaitai.com



 
ナ,214755,株式会社鳴海組
〒508-0015,岐⾩県中津川市⼿賀野３３５ー１
2026-06-06
 
ナ,210506,成美興業株式会社
〒121-0836,東京都⾜⽴区⼊⾕７−７−１４
2024-08-28
https://www.narumi-gr.co.jp/
 
ナ,115695,株式会社鳴海合⾦製作所
〒458-0832,名古屋市緑区漆⼭１０７
2024-03-29
http://www.ngm.co.jp/
 
ナ,115646,鳴海製陶株式会社
〒458-8530,愛知県名古屋市緑区鳴海町伝治⼭３
2024-09-22
http://www.narumi.co.jp
 
ナ,218543,成和美装 ⽔坂誠克（その他）
〒731-3363,広島県広島市安佐北区安佐町くすの⽊台５９−５
2023-10-20
 
ナ,212698,株式会社ナレッジ
〒541-0052,⼤阪府⼤阪市中央区安⼟町３丁⽬２番８号本町ＡＢＣビル３０２号
2025-06-20
_
 
ナ,505150,株式会社ナレッジ・キューブ・システムズ
〒170-0013,東京都豊島区東池袋⼀丁⽬１７番３号
2024-11-13
http://www.kcube-sys.co.jp
 
ナ,220251,株式会社ナレッジフォーサイト
〒152-0022,東京都⽬黒区柿の⽊坂１−３０−１７
2024-09-14
https://knowledgeforesight.com
 
ナ,106832,株式会社ナレッジワークマネジメント
〒659-0062,兵庫県芦屋市宮塚町１２−２
2025-12-21
http://www.kwork.jp/
 
ナ,115637,株式会社名和
〒358-0032,埼⽟県⼊間市狭⼭ヶ原２４０−１
2024-05-10
http://www.jnawa.com/
 
ナ,222733,株式会社名和組
〒540-0037,⼤阪府⼤阪市中央区内平野町２ー１ー２
2024-03-01
 
ナ,212527,株式会社ＮＡＷＡＴＡ
〒742-0344,⼭⼝県岩国市玖珂町３９２５



2025-03-13
https://kk-nawata.com
 
ナ,215188,株式会社名和敏建設
〒550-0013,⼤阪府⼤阪市⻄区新町１丁⽬６番２２号
2024-01-30
 
ナ,217296,株式会社南栄開発
〒904-2201,沖縄県うるま市字昆布１３９１−１
2025-11-12
 
ナ,104542,株式会社ナンエツ⼯業
〒252-0132,神奈川県相模原市緑区橋本台３−１８−１２
2025-09-15
http://nanetsu.co.jp
 
ナ,126677,株式会社南旺社
〒230-0051,横浜市鶴⾒区鶴⾒中央４−３６−１ ナイス第２ビル
2024-02-28
http://www.nanosha.co.jp
 
ナ,106584,南海技研⼯業株式会社
〒704-8161,岡⼭県岡⼭市東区九蟠５５７−２８
2025-02-25
https://www.nankaigiken.com
 
ナ,217240,南海建設興業株式会社
〒597-0051,⼤阪府⾙塚市王⼦１７番地の１
2025-10-21
http://www.nankenkogyo.com
 
ナ,125572,南海⼯業株式会社
〒582-0015,⼤阪府柏原市⾼井⽥９０５−４
2025-04-03
http://www.nankai-kk.com/
 
ナ,128658,ナンカイ⼯業株式会社
〒598-8580,⼤阪府泉佐野市湊１−３−１
2026-01-04
http://www.nankai-industrial.co.jp
 
ナ,213502,株式会社南海興業
〒556-0027,⼤阪府⼤阪市浪速区⽊津川２丁⽬４番４８号
2023-11-18
 
ナ,210409,南海⾠村建設株式会社
〒556-0011,⼤阪府⼤阪市浪速区難波中三丁⽬５番１９号
2024-07-10
http://www.nantatsu.co.jp/
 
ナ,227319,南海通運株式会社
〒595-0075,⼤阪府泉⼤津市臨海町１丁⽬２３番地
2021-01-25
 
ナ,115552,南海電機株式会社



〒661-0965,兵庫県尼崎市次屋４−４−２８
2024-03-10
 
ナ,216465,株式会社南海電設
〒233-0006,神奈川県横浜市港南区芹が⾕１丁⽬３８ー１７
2025-05-21
 
ナ,105242,南海プライウッド株式会社
〒760-0067,⾹川県⾼松市松福町１−１５−１０
2024-09-25
https://www.nankaiplywood.co.jp/
 
ナ,105848,南海プリント株式会社
〒790-0051,愛媛県松⼭市⽣⽯町４４９−３
2026-02-17
 
ナ,505570,南海放送株式会社
〒790-8510,愛媛県松⼭市１丁⽬１番地１号
2024-03-08
http://www.rnb.co.jp  
 
ナ,231171,南海放送⾳響照明株式会社
〒790-0916,愛媛県松⼭市束本⼀丁⽬５番４号
2025-10-25
http://nhos.co.jp/
 
ナ,219484,株式会社南空
〒893-0022,⿅児島県⿅屋市旭原町３６０２番地４４
2024-03-23
 
ナ,220484,南建興業株式会社
〒333-0842,埼⽟県川⼝市前川１ー１８ー１３
2024-11-30
http://www.nanken-k.co.jp/
 
ナ,224160,株式会社南光
〒891-0132,⿅児島県⿅児島市七ツ島⼆丁⽬１番地
2025-02-01
 
ナ,221362,南晃⼯業株式会社
〒571-0065,⼤阪府⾨真市垣内町１６番２１号
2025-04-01
https://nankokogyo.jimdofree.com/
 
ナ,505522,株式会社南江堂
〒113-8410,東京都⽂京区本郷３−４２−６
2026-04-10
www.nankodo.co.jp
 
ナ,221533,南国建興株式会社
〒783-0085,⾼知県南国市⼗市３１４９番地
2025-04-01
 
ナ,224765,南国殖産株式会社
〒890-0053,⿅児島県⿅児島市中央町１８番地１



2025-04-01
https://www.nangoku.co.jp
 
ナ,231638,株式会社南翔クレーン
〒850-0964,⻑崎県⻑崎市⼤⼭町７１番地３
2026-02-07
https://nansho-crane.jp/
 
ナ,106795,株式会社ナンシン
〒399-3702,⻑野県上伊那郡飯島町飯島７３９
2025-11-04
https://www.nanshin.com/
 
ナ,500119,株式会社ナンシン
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町１−１７−４ ＪＰＲ⼈形町ビル
2023-10-09
https://www.nansin.co.jp
 
ナ,115572,南真化学⼯業株式会社
〒214-0021,川崎市多摩区宿河原１−１−４０
2024-05-16
http://www.nanshin-grp.co.jp
 
ナ,129167,株式会社南信化成
〒396-0111,⻑野県伊那市美篶８２６８
2023-11-19
http://www.nanshinkasei.co.jp
 
ナ,103099,南進機⼯株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋５−８−７
2026-03-27
http://www.nanshin-kiko.co.jp
 
ナ,503671,ナンシン機⼯株式会社
〒391-0001,⻑野県茅野市ちの６２８
2025-09-09
http://www.nomura-g.co.jp
 
ナ,211553,南進建設株式会社
〒211-0013,神奈川県川崎市中原区上平間４１２番地
2026-02-24
 
ナ,223854,南信重機興業株式会社
〒277-0924,千葉県柏市⾵早⼀丁⽬１０番地１０
2024-12-01
http://www.nanshinjuki.co.jp
 
ナ,105730,株式会社南信精機製作所
〒399-3705,⻑野県上伊那郡飯島町七久保８１５
2024-03-26
http://www.nanshinss.co.jp
 
ナ,220041,南伸電⼯株式会社
〒409-3606,⼭梨県⻄⼋代郡市川三郷町⾼⽥５２８ー２
2024-07-20



 
ナ,101868,南信ハーネス株式会社
〒399-4101,⻑野県駒ケ根市下平１２０７
2024-11-05
http;//www.nanshin-h.com
 
ナ,230624,南城電気株式会社
〒590-0533,⼤阪府泉南市中⼩路⼆丁⽬１７６７番地の５
2025-08-02
 
ナ,219682,株式会社南星エネルギー
〒901-2216,沖縄県宜野湾市字佐真下１１４番地
2024-04-27
 
ナ,102678,株式会社南星機械
〒861-1201,熊本県菊池市泗⽔町吉富２２−１
2023-07-12
 
ナ,213049,株式会社南⽣電⼯
〒899-2201,⿅児島県⽇置市東市来町湯⽥１３３６番地１
2026-02-12
 
ナ,231279,有限会社南総
〒299-5503,千葉県鴨川市天津６７４番地の１
2025-11-15
 
ナ,226113,株式会社南電⼯
〒890-0056,⿅児島県⿅児島市下荒⽥２丁⽬４１番６号
2022-10-01
http://www.nandenko.co.jp/
 
ナ,100950,南島酒販株式会社
〒903-0104,沖縄県中頭郡⻄原町兼久２７７
2023-12-09
http://www.nanto-shuhan.com
 
ナ,120809,南⽃産業株式会社
〒530-0004,⼤阪市北区堂島浜１−４−１６ アクア堂島⻄館
2024-01-30
https://www.nanto-corp.co.jp
 
ナ,221409,南野建設株式会社
〒573-0005,⼤阪府枚⽅市池之宮２丁⽬３番６号
2022-04-01
http://www.nanno.co.jp/
 
ナ,106348,株式会社ナンバーフォー
〒910-0026,福井県福井市光陽３ー８−２６
2024-09-10
https://www.no4.co.jp
 
ナ,215659,株式会社ナンバーワン
〒133-0056,東京都江⼾川区南⼩岩１−４−５
2024-10-16
 



ナ,217539,有限会社南波組
〒740-0061,⼭⼝県玖珂郡和⽊町和⽊５丁⽬９ー３ー４
2026-01-28
 
ナ,230735,有限会社難波興業
〒710-0804,岡⼭県倉敷市⻄阿知町新⽥９３番地の１
2025-08-16
 
ナ,104456,株式会社難波製作所
〒940-2053,新潟県⻑岡市福道町字前⽥８０４
2025-07-14
http://www.nanba-ss.co.jp/
 
ナ,115591,株式会社南部
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１−１１−１０
2023-06-07
http://www.nambu.jp/
 
ナ,210501,南武株式会社
〒133-0073,東京都江⼾川区⿅⾻５丁⽬６番７号
2024-08-28
http://nanbukabu.co.jp/company.html
 
ナ,210649,株式会社ナンブ
〒444-0840,愛知県岡崎市⼾崎町字⽜転１０番地９１
2024-10-28
http://nambu-y.jp/
 
ナ,224800,株式会社南部
〒272-0014,千葉県市川市⽥尻１−８−２２
2022-04-01
 
ナ,115511,南部化成株式会社
〒421-0305,静岡県榛原郡吉⽥町⼤幡３５０−１
2026-03-02
http://www.nanbu.co.jp
 
ナ,213342,株式会社南部架設
〒030-0142,⻘森県⻘森市⼤字野⽊字野尻３７番地７３４
2020-07-15
 
ナ,212428,南部コミュニケーションサービス株式会社
〒812-0893,福岡県福岡市博多区那珂３丁⽬１８番２６号
2024-12-26
https://nancomi.com/
 
ナ,213306,有限会社南部室内
〒020-0121,岩⼿県盛岡市⽉が丘三丁⽬４０番４３号
2020-07-01
 
ナ,115504,株式会社南部製作所
〒319-2134,茨城県常陸⼤宮市⼯業団地１７−１
2024-12-01
 
ナ,128646,株式会社南部製作所



〒457-0863,愛知県名古屋市南区豊１−５３−５
2025-12-28
http://www.nanbu-s.co.jp/
 
ナ,215606,株式会社南防
〒890-0082,⿅児島県⿅児島市紫原４丁⽬１９番１０号
2024-09-25
 
ナ,502778,南北産業株式会社
〒424-0822,静岡県静岡市清⽔区旭町２番２号
2024-12-22
https://nanboku.jp/
 
ナ,230613,南北熱機⼯業株式会社
〒625-0080,京都府舞鶴市字北吸９６３番地
2025-08-02
 
ナ,225996,株式会社南保組
〒931-8332,富⼭県富⼭市森４丁⽬１１番１号
2025-09-01
 
ナ,227361,南満建材⼯業株式会社
〒274-0802,千葉県船橋市⼋⽊が⾕２−１５−１１
2024-02-09
 
ナ,106310,株式会社南陽
〒812-8556,福岡市博多区博多駅前３−１９−８
2026-06-06
https://www.nanyo.co.jp
 
ナ,218459,株式会社南洋開発
〒644-0012,和歌⼭県御坊市湯川町⼩松原６５０番地の１０
2023-09-29
 
ナ,124578,株式会社南陽商会
〒600-8055,京都市下京区⾼辻通麸屋町⾓鍋屋町２４１−２
2025-11-05
 
ナ,217143,南陽電業株式会社
〒597-0083,⼤阪府⾙塚市海塚⼀丁⽬２２番３５号
2025-09-24
https://nanyoudengyou.localinfo.jp/
 
ナ,229866,株式会社ナンリ
〒845-0033,佐賀県⼩城市三⽇⽉町樋⼝９１７
2023-07-24
http://www.nanri-c.com
 
ナ,219833,株式会社ナヴィテック
〒132-0025,東京都江⼾川区松江２丁⽬３７番３号
2024-06-08
 
ニ,230686,株式会社ニーズ
〒960-0103,福島県福島市本内字南街道下１番地１
2025-08-09



https://needs1997.co.jp
 
ニ,231235,有限会社ニーズ
〒563-0102,⼤阪府豊能郡豊能町ときわ台四丁⽬２番地の１７
2025-11-01
 
ニ,104581,株式会社ニーズウェル
〒102-0094,東京都千代⽥区紀尾井町４−１ ニューオータニ ガーデンコート１３階
2025-10-24
https://www.needswell.com/
 
ニ,212741,株式会社ニーズ⼯業
〒133-0061,東京都江⼾川区篠崎町６丁⽬３番７号
2025-07-10
http://needs-kougyo.com
 
ニ,504596,ニーズシェア株式会社
〒150-6139,東京都渋⾕区渋⾕２−２４−１２ 渋⾕スクランブルスクエア３９Ｆ
2025-08-12
https://www.needsshare.co.jp/
 
ニ,218852,株式会社ニートエレックス
〒490-1106,愛知県あま市⼩路１丁⽬８ー１番
2024-01-05
 
ニ,126640,株式会社ニートレックス
〒466-0064,名古屋市昭和区鶴舞２−１７−３
2024-02-22
http://www.nitolex.co.jp/
 
ニ,218246,株式会社新川ビルサービス
〒939-0626,富⼭県下新川郡⼊善町⼊膳５１８９番地
2023-08-18
 
ニ,506049,新潟運輸株式会社
〒950-0947,新潟県新潟市中央区⼥池北１丁⽬１番１号
2026-01-25
http://www.niigataunyu.co.jp/
 
ニ,220432,新潟ガービッヂ株式会社
〒949-6775,新潟県南⿂沼市宮１７１３番地
2024-11-09
http://www.garbage.co.jp/
 
ニ,216828,有限会社新潟機械商⾏
〒465-0097,愛知県名古屋市名東区平和が丘２丁⽬４７番地の１
2025-07-09
 
ニ,228998,新潟機電⼯業株式会社
〒945-0011,新潟県柏崎市松波２丁⽬２５番１２号
2025-04-25
http://www.vr-plan.co.jp/
 
ニ,212818,新潟建⼯株式会社
〒951-8013,新潟県新潟市中央区柳島町１丁⽬５番地１



2025-09-04
https://www.niigata-kenkou.co.jp
 
ニ,214243,新潟県コンクリート⼆次製品協同組合
〒950-0916,新潟県新潟市中央区⽶⼭２番１６号
2025-06-14
http://www.niigata2con.or.jp
 
ニ,229018,新潟検査⼯業株式会社
〒950-0015,新潟県新潟市東区河渡庚２９６番地１３
2025-05-23
 
ニ,103202,新潟県電気⼯事⼯業組合
〒951-8068,新潟市中央区上⼤川前通六番町１２０３
2026-06-10
http://www.chuokai-niigata.or.jp/ndkk/
 
ニ,212817,新潟興業株式会社
〒950-0922,新潟県新潟市江南区⼭⼆ツ６０７番１
2025-09-04
http://www.n-kogyo.co.jp/
 
ニ,126558,株式会社新潟⾼和
〒941-0071,新潟県⽷⿂川市⼤野９１０−１
2024-02-08
http://nigata.kowa-dk.jp/
 
ニ,217273,株式会社新潟コマツパーテイシヨン
〒950-0941,新潟県新潟市中央区⼥池６−９−１５
2022-11-05
 
ニ,220400,新潟サンリン株式会社
〒950-0961,新潟県新潟市中央区東出来島１１番１８号
2024-10-26
http://www.ni-sanrin.com/
 
ニ,100226,新潟紙器⼯業株式会社
〒959-1386,新潟県加茂市柳町２−２−２１
2025-08-25
http://www.n-shiki.com/
 
ニ,227119,新潟商事株式会社
〒133-0061,東京都江⼾川区篠崎町６丁⽬３番１９号
2023-10-01
http://www.niigata-shoji.co.jp
 
ニ,126530,株式会社新潟成型
〒959-0109,新潟県燕市分⽔向陽７−４
2024-01-30
http://www.niigata-seikei.co.jp/
 
ニ,126270,株式会社ニイガタ精密
〒339-0002,埼⽟県さいたま市岩槻区裏慈恩寺８５４−５
2026-05-17
http://www.nsmold.co.jp



 
ニ,229035,新潟潜⽔興業株式会社
〒950-0057,新潟県新潟市東区⼭の下町１４番２号
2025-05-31
http://www.sensui.co.jp/
 
ニ,127494,新潟⽵内ハガネ株式会社
〒959-1277,新潟県燕市物流センター２−９
2024-11-09
http://www.nth-k.co.jp/
 
ニ,100662,新潟ダイカスト株式会社
〒959-0116,新潟県燕市新興野８−１１
2026-03-15
http://www.niigata-dc.jp/
 
ニ,226505,新潟調理機器株式会社
〒950-0855,新潟県新潟市東区江南６丁⽬２番地１４
2026-03-01
https://www.niigata-chourikiki.co.jp/
 
ニ,222819,ニイガタ鉄筋⼯業株式会社
〒950-1121,新潟県新潟市⻄区板井３６８ー１
2024-03-01
 
ニ,506100,株式会社新潟テレビ⼆⼗⼀
〒951-8521,新潟県新潟市中央区下⼤川前通六ノ町２２３０番地１９
2024-10-24
http://www.uxtv.jp
 
ニ,113543,新潟電⼦⼯業株式会社
〒950-1431,新潟県新潟市南区上⼋枚１３１０
2023-09-27
 
ニ,224821,株式会社新潟ナブコ
〒950-0892,新潟県新潟市東区寺⼭１丁⽬１８番３６号
2025-04-01
http://www.niigata-nabco.co.jp/
 
ニ,220121,新潟ノーミ株式会社
〒950-0088,新潟県新潟市中央区万代３丁⽬６番８号
2024-08-03
 
ニ,223640,株式会社新潟⽇⽴
〒950-0867,新潟県新潟市東区⽵尾卸新町７５２番地１０
2024-10-01
 
ニ,225249,株式会社新潟藤⽥組
〒951-8131,新潟県新潟市中央区⽩⼭浦２丁⽬６４５−１
2025-05-01
http://www.n-fujita.co.jp
 
ニ,106536,新潟部品加⼯株式会社
〒959-1287,新潟県燕市⼤関２０５−１
2025-01-21



https://www.niigata-buhinkakou.com/
 
ニ,506155,株式会社新潟放送
〒951-8655,新潟県新潟市中央区川岸町３−１８
2025-09-05
https://www.ohbsn.com/
 
ニ,228508,株式会社新潟三越伊勢丹
〒950-8589,新潟県新潟市中央区⼋千代１丁⽬６番１号
2024-09-20
 
ニ,103087,新潟三吉⼯業株式会社
〒949-7226,新潟県南⿂沼市⼭崎新⽥９８０
2026-03-13
http://www.miyoshi-ltd.com/
 
ニ,120798,新潟メタリコン⼯業株式会社
〒951-8027,新潟市中央区湊町通⼆の町２６４２
2024-01-27
http://www.nii-meta.jp/
 
ニ,221314,株式会社新潟菱和硝⼦
〒950-0972,新潟県新潟市中央区新和３丁⽬８番１４号
2025-04-01
 
ニ,123596,新倉計量器株式会社
〒101-0048,東京都千代⽥区神⽥司町２−２
2025-02-19
http://www.niikura-scales.co.jp/
 
ニ,100836,新倉⼯業株式会社
〒412-0047,静岡県御殿場市神場２３１４−５
2023-08-15
http://www.niikura.co.jp/
 
ニ,225650,株式会社新倉商店
〒238-0012,神奈川県横須賀市安浦町２ー２３
2025-07-01
http://www.niikurasyoten.com/
 
ニ,504480,新座冶⾦株式会社
〒352-0011,埼⽟県新座市野⽕⽌７−１１−３
2024-10-16
http://www.niizayakin.ecnet.jp
 
ニ,222485,株式会社新⾼製作所
〒537-0013,⼤阪府⼤阪市東成区⼤今⾥南１ー１６ー８
2023-12-01
http://www.niitaka-ss.co.jp
 
ニ,218061,新⾼電気株式会社
〒025-0092,岩⼿県花巻市⼤通り１ー４ー１５
2023-08-04
https://www.niitaka.com
 



ニ,124565,新髙理化⼯業株式会社
〒120-0034,東京都⾜⽴区千住５−２７−１９
2025-10-27
 
ニ,225881,新舘建設株式会社
〒157-0077,東京都世⽥⾕区鎌⽥２ー１２ー１３
2025-08-01
https://niidate.co.jp/
 
ニ,215337,有限会社新舘左官⼯務店
〒039-2505,⻘森県上北郡七⼾町字⽴野頭１４５−８
2024-03-27
 
ニ,222146,新妻鋼業株式会社
〒341-0012,埼⽟県三郷市半⽥４６０番地
2026-04-01
https://www.niiduma.jp/
 
ニ,121749,新妻精機株式会社
〒146-0092,東京都⼤⽥区下丸⼦２−３６−２１
2024-05-27
http://www.niizuma.co.jp
 
ニ,126378,株式会社ニイヅマックス
〒146-0093,東京都⼤⽥区⽮⼝２−２−２７
2023-12-15
http://www.niizumax.co.jp
 
ニ,225374,株式会社新居伝
〒770-0021,徳島県徳島市佐古⼀番町２番１５号
2025-06-01
https://niiden.jp
 
ニ,222896,株式会社新中組
〒737-0045,広島県呉市本通５丁⽬１１−１７
2024-03-01
 
ニ,212230,有限会社新居浜⼯業所
〒463-0070,愛知県名古屋市守⼭区新守⼭１９０７番地
2024-06-27
 
ニ,227680,株式会社新堀⼯務店
〒311-1534,茨城県鉾⽥市⿃栖１１４２
2024-03-23
http://niihori-koumuten.com
 
ニ,106352,株式会社ニイミ
〒464-8560,愛知県名古屋市千種区内⼭１−９−２０
2024-09-14
https://www.niimi.co.jp/
 
ニ,231135,株式会社新⾒⼯務店
〒187-0001,東京都⼩平市⼤沼町四丁⽬４６番１４号
2025-10-18
http://niimikoumuten.com



 
ニ,116091,株式会社新村
〒386-8551,⻑野県上⽥市⼤字秋和１９９−４
2024-09-03
http://www.21mura.co.jp/
 
ニ,219650,有限会社新村産業
〒392-0015,⻑野県諏訪市⼤字中洲福島４８４５番地
2024-04-27
 
ニ,212775,株式会社ニカメ電機
〒655-0891,兵庫県神⼾市垂⽔区⼭⼿６丁⽬１０ー５
2025-07-31
 
ニ,214222,株式会社⼆輝建設
〒311-2423,茨城県潮来市⽇の出４丁⽬８番１２号
2025-05-31
http://www.niki-kk.sakura.ne.jp/
 
ニ,125191,仁⽊⼯芸株式会社
〒140-0011,東京都品川区東⼤井５−２６−２２
2026-02-04
http://www.nikiglass.co.jp
 
ニ,216176,株式会社仁⽊総合⼟⽊
〒611-0031,京都府宇治市広野町⻄裏３３番地１⻑束ビル３階
2025-03-19
http://niki-sd.com/
 
ニ,212894,仁⽊鉄⼯株式会社
〒708-1215,岡⼭県津⼭市杉宮７４２番地１
2025-10-23
https://www.niki-ironworks.co.jp/
 
ニ,500051,株式会社ニキョウ電⼦
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥７−２５−５ ⻄五反⽥７丁⽬ビル４Ｆ
2023-08-05
https://www.nikyo.co.jp
 
ニ,105545,株式会社ニクニ
〒213-0032,神奈川県川崎市⾼津区久地８４３−５
2025-12-28
https://www.nikuni.co.jp/
 
ニ,230311,株式会社ニクマ
〒650-0024,兵庫県神⼾市中央区海岸通６番地建隆ビルⅡ ３０５号
2025-06-28
https://www.nikuma.co.jp/
 
ニ,214087,⼆建装業株式会社
〒963-0107,福島県郡⼭市安積４丁⽬５３番地
2025-03-22
_
 
ニ,215059,有限会社⼆軒⾕機⼯



〒497-0001,愛知県あま市七宝町沖之島間曽３３番地
2023-10-24
 
ニ,216851,⼆幸建設株式会社
〒152-0013,東京都⽬黒区南⼀丁⽬２番１２号
2025-07-09
https://www.nikoukensetsu.com/
 
ニ,101911,株式会社⼆幸製作所
〒252-0132,神奈川県相模原市緑区橋本台３−２−１４
2024-11-15
 
ニ,116111,株式会社⼆光製作所
〒332-0006,埼⽟県川⼝市末広１−２１−１９
2026-03-12
https://www.nikoss.co.jp/
 
ニ,128618,株式会社ニコテクノス
〒331-0811,埼⽟県さいたま市北区吉野町１−４０５−３
2025-12-27
 
ニ,105933,株式会社ニコン
〒108-6290,東京都港区港南２−１５−３
2025-11-13
http://www.nikon.co.jp
 
ニ,127943,株式会社ニコン・トリンブル
〒144-0035,東京都⼤⽥区南蒲⽥２−１６−２ テクノポート⼤樹⽣命ビル
2025-06-27
https://www.nikon-trimble.co.jp
 
ニ,503128,株式会社ニコンイメージングジャパン
〒108-6290,東京都港区港南⼆丁⽬１５番３号
2024-02-13
https://www.nikon-image.com/
 
ニ,129887,株式会社ニコンエンジニアリング
〒140-0015,東京都品川区⻄⼤井１−６−３ （株）ニコン⼤井製作所内
2025-04-05
https://www.ave.nikon.co.jp/n-eng/index.htm
 
ニ,112564,株式会社ニコンソリューションズ
〒140-0015,東京都品川区⻄⼤井１−６−３ （株）ニコン ⼤井製作所内
2024-04-18
https://www.nsl.nikon.com/jpn/
 
ニ,115520,株式会社ニコンテック
〒140-0012,東京都品川区勝島１−５−２１
2023-06-17
http://www.nikontec.co.jp
 
ニ,213226,株式会社ニシ
〒441-8103,愛知県豊橋市⼭⽥三番町１６ー４
2026-05-13
http://www.kk-nishi.com



 
ニ,211063,株式会社ニシード
〒607-8152,京都府京都市⼭科区東野⼋代６ー３
2025-04-15
https://niseed.co.jp/
 
ニ,116334,株式会社ニシイ
〒812-0007,福岡県福岡市博多区東⽐恵３−４−６
2024-08-14
http://www.nishii.co.jp
 
ニ,123922,株式会社⻄居製作所
〒146-0083,東京都⼤⽥区千⿃１−１０−７
2025-06-03
http://www.nishii-ss.com/
 
ニ,127783,有限会社⻄⼀製作所
〒134-0088,東京都江⼾川区⻄葛⻄７−２４−１８
2025-03-07
 
ニ,216005,株式会社⻄浦組
〒578-0975,⼤阪府東⼤阪市中鴻池町３ー１１ー２８
2025-04-01
 
ニ,105943,株式会社ニシオ
〒932-0129,富⼭県⼩⽮部市安養寺１６５７
2022-12-01
http://www.e-nishio.com
 
ニ,116089,株式会社⻄尾
〒509-7403,岐⾩県恵那市岩村町５６０−１
2024-06-09
 
ニ,225434,株式会社⻄尾アルミ
〒671-0252,兵庫県姫路市花⽥町加納原⽥９０５
2025-06-01
http://www.nishioal.co.jp/nishioal.html
 
ニ,214261,株式会社⻄尾園芸
〒733-0842,広島県広島市⻄区井⼝２丁⽬１６ー２０
2025-06-28
 
ニ,116121,株式会社⻄岡
〒556-0023,⼤阪市浪速区稲荷１−７−１１
2026-03-31
http://www.nishioka-p.co.jp/
 
ニ,210177,株式会社ニシオカ
〒710-0047,岡⼭県倉敷市⼤島５６０ー１２
2024-02-18
 
ニ,210258,株式会社⻄岡⼯業
〒737-0144,広島県呉市広⽩岳⼆丁⽬９番２４号
2024-04-09
 



ニ,128965,⻄岡鋲螺株式会社
〒579-8025,⼤阪府東⼤阪市宝町２０−２９
2023-05-23
 
ニ,216308,株式会社⻄尾硝⼦鏡⼯業所
〒143-0016,東京都⼤⽥区⼤森北５丁⽬９番１２号
2025-04-16
https://www.nishio-m.co.jp/
 
ニ,213160,株式会社ニシオクエレベータサービス
〒530-0054,⼤阪府⼤阪市北区南森町１ー３ー１３藤隆ビル４階
2026-03-25
 
ニ,215661,⻄尾建設 ⻄尾⼀正（その他）
〒683-0854,⿃取県⽶⼦市夜⾒町２９８７−１０
2024-10-16
 
ニ,226341,⻄尾⼯業株式会社
〒331-0047,埼⽟県さいたま市⻄区⼤字指扇２７６８番地
2026-01-01
 
ニ,222854,株式会社⻄尾産業
〒223-0057,神奈川県横浜市港北区新⽻町２８９
2024-03-01
 
ニ,220645,株式会社ニシオ設備⼯業
〒919-0322,福井県福井市上河北町第１８号４３番地
2025-02-01
http://www.nishio-setsubi.co.jp/
 
ニ,504798,⻄尾総合印刷株式会社
〒701-1152,岡⼭県岡⼭市北区津⾼６５１番地
2023-08-18
http://www.nishio.co.jp/
 
ニ,211465,⻄尾総合ホーム株式会社
〒445-0063,愛知県⻄尾市今川町⾺捨場１８−２
2025-12-02
 
ニ,214732,ニシオティーアンドエム株式会社
〒569-0836,⼤阪府⾼槻市唐崎⻄２丁⽬２６番１号
2026-05-23
https://www.nishio-tm.co.jp/
 
ニ,223123,株式会社ニシオテック
〒921-8176,⽯川県⾦沢市円光寺本町８番５０号
2024-05-01
 
ニ,218772,株式会社⻄尾⽊材⼯業所
〒579-8014,⼤阪府東⼤阪市中⽯切町２丁⽬１０番３３号
2023-12-15
http://west-lumber.co.jp/
 
ニ,226407,⻄尾レントオール株式会社
〒542-0083,⼤阪府⼤阪市中央区東⼼斎橋⼀丁⽬１１番１７号



2026-03-01
http://www.nishio-rent.co.jp
 
ニ,231811,ニシオレントオールＴＣ株式会社
〒542-0083,⼤阪府⼤阪市中央区東⼼斎橋⼀丁⽬１１番１７号
2026-03-20
 
ニ,212312,ニシオワークサポート株式会社
〒542-0083,⼤阪府⼤阪市中央区東⼼斎橋１−１１−１７
2024-08-29
http://www.opedas.com/
 
ニ,215905,有限会社⻄上美装
〒733-0813,広島県広島市⻄区⼰斐中２丁⽬１３番４３号
2025-01-15
 
ニ,122465,株式会社⻄軽精機
〒385-0009,⻑野県佐久市⼤字⼩⽥井字南⾦井１０７７−１８
2024-09-22
 
ニ,223403,株式会社⻄川組
〒535-0001,⼤阪府⼤阪市旭区太⼦橋１丁⽬２番２０−３０３号
2024-08-01
 
ニ,220866,⻄川組 ⻄川峰⼀（その他）
〒532-0006,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄三国１−２−３５−２１３
2025-03-15
 
ニ,105770,⻄川計測株式会社
〒151-8620,東京都渋⾕区代々⽊３−２２−７ 新宿⽂化クイントビル５Ｆ
2024-07-08
http://www.nskw.co.jp/
 
ニ,105913,⻄川産業株式会社
〒533-0005,⼤阪府⼤阪市東淀川区瑞光２−６−２１
2025-10-09
http://www.nishikawa-nbc.co.jp
 
ニ,229345,⻄川設備⼯業株式会社
〒550-0001,⼤阪府⼤阪市⻄区⼟佐堀１ー１ー１３
2025-10-25
http://www.nishikawa-s.co.jp/
 
ニ,225988,株式会社⻄川造園
〒573-0093,⼤阪府枚⽅市東中振１丁⽬１８番７０号
2025-09-01
 
ニ,126044,株式会社⻄川電機製作所
〒409-3843,⼭梨県中央市⻄花輪４３２２−８
2025-02-21
 
ニ,230478,有限会社⻄川電業
〒242-0008,神奈川県⼤和市中央林間⻄五丁⽬７番３３−４号
2025-07-19
 



ニ,230659,有限会社⻄川電⼯
〒731-0544,広島県安芸⾼⽥市吉⽥町多治⽐２８５７番地
2025-08-02
 
ニ,128481,⻄川物産株式会社
〒731-0137,広島市安佐南区⼭本２−１−２７
2025-12-18
http://www.nishikawa-bussan.jp/
 
ニ,217417,有限会社⻄川屋
〒458-0022,愛知県名古屋市緑区⼩坂⼆丁⽬１４２６番地
2025-12-24
 
ニ,215967,株式会社⻄関東パワーテクノ
〒183-0014,東京都府中市是政２−１５−２６
2025-01-29
http://www.nishikanto-pt.com/
 
ニ,126186,⻄垣⾦属⼯業株式会社
〒605-0933,京都市東⼭区⼤和⼤路通七条下ル⼆丁⽬⻄⼊⾠⺒町５８７
2026-03-11
https://www.nishigaki-248.com/
 
ニ,116355,株式会社ニシキ
〒841-0042,佐賀県⿃栖市酒井⻄町６３４−１
2024-06-20
http://www.nishiki-tpt.jp
 
ニ,127844,株式会社⻄機
〒145-0071,東京都⼤⽥区⽥園調布４−４２−２０
2025-03-29
http://www.nishiki-eng.co.jp
 
ニ,219267,株式会社ニシキ
〒672-8040,兵庫県姫路市飾磨区野⽥町９５−１
2024-03-09
https://kk-nishiki.com/
 
ニ,231534,有限会社⻄⽊架設⼯業
〒981-3362,宮城県富⾕市⽇吉台⼆丁⽬５番５号
2026-01-10
 
ニ,218229,株式会社錦川興発
〒742-0415,⼭⼝県岩国市周東町中⼭字古屋１０８３０−１
2023-08-18
http://www.nishikigawa.jp/construction
 
ニ,216548,株式会社錦興業
〒386-1326,⻑野県上⽥市舞⽥７１０番地
2025-05-28
http://www.nishiki-kougyou.co.jp/
 
ニ,217929,ニシキ電⼯株式会社
〒177-0041,東京都練⾺区⽯神井町７−３−３１−４０４号
2023-07-14



 
ニ,215945,株式会社錦⾒電気⼯事
〒455-0064,愛知県名古屋市港区本宮町２丁⽬３７番地の８
2025-01-29
 
ニ,231485,株式会社⻄九州道路
〒849-0937,佐賀県佐賀市鍋島⼀丁⽬８番２号
2025-12-19
http://nishido.jp/
 
ニ,212003,株式会社ニシキンテック
〒739-1754,広島県広島市安佐北区⼩河原町１０４番地の１
2024-02-02
http://www.nishikin.co.jp/
 
ニ,217576,株式会社⻄技計測コンサルタント
〒791-2116,愛媛県伊予郡砥部町原町７８３
2026-02-10
 
ニ,124206,株式会社⻄倉製作所
〒360-0243,埼⽟県熊⾕市間々⽥５６２
2025-06-28
 
ニ,224537,⻄⼝⼯業株式会社
〒624-0905,京都府舞鶴市字福来９９６番地の１
2025-04-01
 
ニ,105151,有限会社⻄⼝電機
〒232-0055,神奈川県横浜市南区中島町３−６１
2024-06-11
 
ニ,213405,株式会社⻄建
〒531-0075,⼤阪府⼤阪市北区⼤淀南２ー７ー２
2020-09-02
 
ニ,213937,株式会社⻄建
〒379-2165,群⾺県前橋市上⻑磯町３１０ー１
2021-12-15
http://www.nishiken-woodex.co.jp
 
ニ,217623,株式会社ニシケン
〒839-0804,福岡県久留⽶市宮ノ陣町若松１ー９
2026-03-03
https://www.r-nishiken.co.jp/
 
ニ,229783,⻄建アートフォーム株式会社
〒278-0001,千葉県野⽥市⽬吹１３２４ー１
2026-06-19
http://nishikensetsu.co.jp/company/artform.html
 
ニ,220190,株式会社⻄建設計
〒802-0004,福岡県北九州市⼩倉北区鍛冶町⼀丁⽬１番１号北九州東洋ビル６階
2024-08-31
https://www.e-nks.com/
 



ニ,227457,⻄建設株式会社
〒134-0088,東京都江⼾川区⻄葛⻄６丁⽬３番４号
2024-02-28
 
ニ,214782,株式会社⻄興
〒812-0023,福岡県福岡市博多区奈良屋町１４番３号
2026-06-20
https://nisiko.jp/
 
ニ,210736,有限会社⻄⼯業
〒870-0108,⼤分県⼤分市⼤字三佐１９６７番地
2024-12-02
http://www.ynk.ne.jp
 
ニ,229877,⻄鋼商事株式会社
〒857-0852,⻑崎県佐世保市⼲尽町５番地の７
2026-07-28
http://www.nishikou.co.jp
 
ニ,504550,ニシコム株式会社
〒144-0051,東京都⼤⽥区⻄蒲⽥７−２６−１１ Ｆｌｏｓ蒲⽥ １０階
2025-04-28
https://www.nisicom.co.jp
 
ニ,126168,株式会社⻄郡商店
〒701-0145,岡⼭市今保１３２−２
2023-04-12
http://www.nishigori.co.jp/
 
ニ,225674,株式会社⻄崎組
〒761-4121,⾹川県⼩⾖郡⼟庄町淵崎甲１３３８番地の２
2025-07-01
https://www.nishizaki-gumi.co.jp/
 
ニ,101168,有限会社⻄澤研磨
〒391-0211,⻑野県茅野市湖東８０５４−３
2024-03-13
http://www.nishizawakenma.co.jp
 
ニ,226419,⻄澤⼯業株式会社
〒370-0801,群⾺県⾼崎市上並榎町４４５番地
2026-03-01
http://www.nishizawakk.co.jp
 
ニ,231646,株式会社⻄澤興業
〒334-0073,埼⽟県川⼝市⾚井三丁⽬１３番１８号
2026-02-07
 
ニ,229322,株式会社⻄澤製作所
〒381-2207,⻑野県⻑野市⼤橋南１ー２０ー１
2025-10-17
http://2438.jp
 
ニ,129319,⻄芝エンジニアリング株式会社
〒671-1242,兵庫県姫路市網⼲区浜⽥１０００



2024-02-23
 
ニ,116052,⻄芝電機株式会社
〒671-1280,兵庫県姫路市網⼲区浜⽥１０００
2023-10-28
http://www.nishishiba.co.jp
 
ニ,224466,株式会社⻄商
〒812-0897,福岡県福岡市博多区半道橋２丁⽬７番４０号
2025-04-01
 
ニ,116321,⻄商事株式会社
〒103-0014,東京都中央区⽇本橋蛎殻町１−１６−８ ⽔天宮平和ビル８Ｆ
2024-09-05
http://www.nisi.co.jp
 
ニ,219192,株式会社⻄商店
〒146-0082,東京都⼤⽥区池上六丁⽬２８番５号
2024-03-02
 
ニ,229528,株式会社ニシジマ
〒422-8045,静岡県静岡市駿河区⻄島１３２６番地の１
2026-03-01
 
ニ,125964,⻄島クリーニング
〒297-0034,千葉県茂原市中の島町１６１
2023-10-28
 
ニ,219541,有限会社⻄島⼯業
〒359-0021,埼⽟県所沢市東所沢５−２−１７第２ＹＴビル２０１
2024-04-06
 
ニ,230615,⻄嶋電気⼯事株式会社
〒755-0096,⼭⼝県宇部市開五丁⽬１５番１−１号
2025-08-02
 
ニ,228968,株式会社ニシスタ
〒802-0985,福岡県北九州市⼩倉南区⼤字志井７２７番９
2025-04-11
 
ニ,116399,⻄精⼯株式会社
〒770-0005,徳島県徳島市南⽮三町１−１１−４
2024-09-04
https://www.nishi-seiko.co.jp
 
ニ,222666,有限会社⻄善鉄筋
〒134-0003,東京都江⼾川区春江町４ー２２ー２
2024-02-01
 
ニ,222583,⻄⾕⼯業株式会社
〒175-0081,東京都板橋区新河岸２ー９ー２６
2024-01-01
 
ニ,116295,⻄⾕商事株式会社
〒550-0015,⼤阪市⻄区南堀江１−１０−１１



2023-11-15
http://www.nisitani.co.jp
 
ニ,124394,株式会社⻄⾕製作所
〒335-0031,埼⽟県⼾⽥市美⼥⽊４−１０−７
2025-07-29
 
ニ,218711,株式会社⻄⽥
〒415-0151,静岡県賀茂郡南伊⾖町湊１７３８番地の６
2023-12-08
 
ニ,229961,株式会社⻄⽥⻲
〒601-8205,京都府京都市南区久世殿城町１３５ー１
2023-09-24
http://www.nishidakame.co.jp
 
ニ,104284,⻄⽥⾦属株式会社
〒130-0021,東京都墨⽥区緑２−２−７
2025-02-05
http://www.nishida-kinzoku.co.jp/
 
ニ,216277,有限会社⻄⽥組
〒615-0913,京都府京都市右京区梅津南上⽥町３５番地
2025-04-09
https://nishidagumi-kyoto.com/
 
ニ,219115,株式会社⻄⽥組
〒030-0111,⻘森県⻘森市⼤字荒川字柴⽥１０２番地１
2024-02-16
http://www.nishidagumi.co.jp/
 
ニ,210681,⻄⽥建設株式会社
〒577-0821,⼤阪府東⼤阪市吉松１丁⽬１０番１７号
2021-11-12
 
ニ,227275,⻄⽥⼯業株式会社
〒930-0966,富⼭県富⼭市⽯⾦１丁⽬３番２４号
2023-12-21
http://www.nisida.co.jp/
 
ニ,229785,株式会社⻄⽥⼯業
〒728-0011,広島県三次市⼗⽇市⻄３丁⽬１４番１号
2026-06-19
 
ニ,225760,株式会社⻄⽥興産
〒795-8603,愛媛県⼤洲市徳森２４８
2025-07-01
https://nishidakosan.co.jp/
 
ニ,106764,株式会社⻄⽥商会
〒621-0243,京都府⻲岡市宮前町宮川⻘野２６−３
2025-08-31
 
ニ,116280,株式会社⻄⽥製作所
〒612-8247,京都市伏⾒区横⼤路下三栖南郷２１



2023-10-21
http://www.nishida-mfg.co.jp
 
ニ,223064,株式会社ニシダ装飾
〒678-0255,兵庫県⾚穂市新⽥１０６９ー１
2024-05-01
 
ニ,116273,⻄⽥電気株式会社
〒799-2654,松⼭市内宮町甲５１１−１
2024-04-10
http://www.nishida-elec.co.jp/
 
ニ,230758,有限会社⻄⽥電⼯
〒448-0005,愛知県刈⾕市今川町⽥地池１０番地
2025-08-30
 
ニ,227633,株式会社⻄塚清掃社
〒071-0549,北海道空知郡上富良野町北町１丁⽬４番１０
2021-03-15
 
ニ,116146,株式会社ニシテイ
〒806-0011,福岡県北九州市⼋幡⻄区紅梅２−１−１
2026-06-11
http://www.nishitei.co.jp
 
ニ,218732,株式会社ニシテック
〒770-8001,徳島県徳島市津⽥海岸町５番５１号
2023-12-15
https://nishitec.co.jp
 
ニ,505755,株式会社ニシテック
〒312-0062,茨城県ひたちなか市⾼場１６７３−２７
2025-10-27
https://nishitech.co.jp
 
ニ,212041,株式会社⻄鉄
〒711-0913,岡⼭県倉敷市児島味野４０５１ー１２
2024-02-23
 
ニ,501498,株式会社⻄鉄エージェンシー
〒810-0074,福岡県福岡市中央区⼤⼿⾨⼆丁⽬１番１０号
2025-02-12
http://www.nag.co.jp
 
ニ,223979,⻄鉄電設⼯業株式会社
〒812-0887,福岡県福岡市博多区三筑⼆丁⽬２０番６号
2025-01-01
https://www.f-ndk.jp/
 
ニ,218867,株式会社⻄出
〒514-0028,三重県津市東丸之内１９番２８号
2024-01-05
 
ニ,220087,株式会社ニシデン
〒527-0034,滋賀県東近江市沖野三丁⽬８番３１号



2024-07-20
http://www.e-nishiden.jp/
 
ニ,126932,有限会社⻄電機⼯業所
〒852-8002,⻑崎県⻑崎市弁天町１７−１２
2024-06-14
 
ニ,218654,⻄電設⼯事株式会社
〒390-0312,⻑野県松本市⼤字岡⽥松岡１３９
2023-11-24
 
ニ,231995,株式会社⻄東京建材試験所
〒352-0012,埼⽟県新座市畑中⼆丁⽬１６番１５号
2026-05-09
https://wtokyo.jp/
 
ニ,224722,株式会社ニシトク
〒812-0863,福岡県福岡市博多区⾦の隈１丁⽬２８番６０号
2025-04-01
 
ニ,223211,ニシド⼯業株式会社
〒427-0039,静岡県島⽥市向⾕１丁⽬４０３９番地の６
2024-06-01
 
ニ,224939,株式会社⻄中建設
〒162-0053,東京都新宿区原町２ー６９ー３
2025-04-01
 
ニ,506094,株式会社⻄⽇本新聞社
〒810-8721,福岡県福岡市中央区天神１−４−１
2024-08-29
http://nishinippon.co.jp/
 
ニ,105703,⻄⽇本鉄道株式会社
〒261-0023,千葉県千葉市美浜区中瀬１−３ 幕張テクノガーデンＤ棟４階
2024-11-11
http://www.nishitetsu.co.jp
 
ニ,502528,⻄⽇本電線株式会社
〒870-0011,⼤分県⼤分市⼤字駄原２８９９番地
2023-12-09
http://www.nnd.co.jp/
 
ニ,220803,⻄⽇本プラント⼯業株式会社
〒810-8540,福岡県福岡市中央区⾼砂⼀丁⽬１０番１号
2025-03-08
https://www.npc21.jp/
 
ニ,502362,⻄⽇本放送株式会社
〒760-8575,⾹川県⾼松市丸の内８番１５号
2026-06-07
http://www.rnc.co.jp/
 
ニ,224314,⻄⽇本アルミ建材株式会社
〒880-0124,宮崎県宮崎市⼤字新名⽖字⾕廻４０９０番地１７



2025-03-01
 
ニ,215685,⻄⽇本アンカー有限会社
〒520-3046,滋賀県栗東市⼤橋５丁⽬５−９
2024-10-23
 
ニ,104034,株式会社⻄⽇本エグゼック
〒860-0047,熊本市⻄区春⽇３−１５−６０ ＪＲ熊本⽩川ビル６Ｆ
2024-10-08
http://www.exec.co.jp/
 
ニ,231943,株式会社⻄⽇本開発
〒650-0026,兵庫県神⼾市中央区古湊通⼆丁⽬２番２８号
2026-04-25
 
ニ,216274,株式会社⻄⽇本硝⼦センター
〒811-1321,福岡県福岡市南区柳瀬１丁⽬７番２０号
2025-04-09
_
 
ニ,219400,⻄⽇本クリスタル株式会社
〒814-0033,福岡県福岡市早良区有⽥３丁⽬８番２５号
2024-03-23
http://www.nishicry.com/
 
ニ,105155,株式会社⻄⽇本計測
〒805-0061,福岡県北九州市⼋幡東区⻄本町１−７−８
2024-06-13
http://www.n-keisoku.co.jp
 
ニ,219749,株式会社⻄⽇本建⽔社
〒551-0021,⼤阪府⼤阪市⼤正区南恩加島１−２−２２−３階
2024-05-18
 
ニ,219247,⻄⽇本⼯化株式会社
〒811-1365,福岡県福岡市南区⽫⼭３丁⽬１１番２９号
2024-03-09
http://www.nishiko.co
 
ニ,129446,株式会社⻄⽇本⼯業
〒859-3223,佐世保市広⽥４−２−１
2024-05-20
http://www.nishinihonkogyo.co.jp/
 
ニ,215207,⻄⽇本興業株式会社
〒895-0005,⿅児島県薩摩川内市永利町４５６８ー２
2024-02-06
 
ニ,215599,株式会社⻄⽇本⼯業
〒701-1145,岡⼭県岡⼭市北区横井上３６番地１
2024-09-25
 
ニ,219424,⻄⽇本⼯業株式会社
〒811-2305,福岡県糟屋郡粕屋町⼤字柚須字⽯橋１１５番１
2024-03-23



 
ニ,219970,⻄⽇本⼯業株式会社
〒545-0052,⼤阪府⼤阪市阿倍野区阿倍野筋３−１２−２ー１１４号
2024-06-29
https://sandoh-west.com/
 
ニ,116260,株式会社⻄⽇本⼯作所
〒808-0109,北九州市若松区南⼆島２−１１−１８
2023-10-19
 
ニ,214661,⻄⽇本⼯測株式会社
〒670-0016,兵庫県姫路市坂元町１０８番地
2026-04-11
 
ニ,101408,⻄⽇本⾼速道路ファシリティーズ株式会社
〒567-0885,⼤阪府茨⽊市東中条町１−６
2024-06-12
http://www.w-nexco-fct.co.jp
 
ニ,216898,⻄⽇本施設サービス株式会社
〒861-8039,熊本県熊本市東区⻑嶺南６丁⽬１７ー３９
2025-07-23
 
ニ,230757,株式会社⻄⽇本重量機⼯
〒658-0023,兵庫県神⼾市東灘区深江浜町１５−３
2025-08-23
 
ニ,503701,株式会社⻄⽇本情報システム
〒754-0894,⼭⼝県⼭⼝市佐⼭産業団地南１２００番地の１３
2025-09-29
http://www.n-js.co.jp
 
ニ,106143,⻄⽇本スターワークス株式会社
〒812-0011,福岡県福岡市博多区博多駅前１−１５−２０ ＮＭＦ博多駅前ビル３Ｆ
2024-01-29
https://www.star-w-n.com
 
ニ,216281,株式会社⻄⽇本セーフティーサポート
〒862-0950,熊本県熊本市中央区⽔前寺６丁⽬１０番４３号
2025-04-09
http://www.nishinihon-ss.co.jp/
 
ニ,129765,有限会社⻄⽇本通信サービス
〒700-0945,岡⼭県岡⼭市南区新保６６０−５
2025-01-22
http://ntstec.co.jp
 
ニ,210877,株式会社⻄⽇本電機器製作所
〒800-0039,福岡県北九州市⾨司区中町４番１号
2022-01-29
http://www.nishiden.com/
 
ニ,226847,⻄⽇本電気システム株式会社
〒564-0043,⼤阪府吹⽥市南吹⽥１−５−２５
2023-07-01



http://www.j-nesco.com
 
ニ,506011,⻄⽇本電信電話株式会社
〒534-0024,⼤阪府⼤阪市都島区東野⽥町４丁⽬１５−８２
2026-05-17
https://www.ntt-west.co.jp/
 
ニ,213711,⻄⽇本塗装株式会社
〒810-0012,福岡県福岡市中央区⽩⾦２ー１３ー７
2024-05-26
 
ニ,103016,株式会社⻄⽇本ニチアス
〒712-8055,岡⼭県倉敷市南畝２−６−２４
2026-02-13
 
ニ,122937,⻄⽇本ビニール⼯業株式会社
〒850-0001,⻑崎県⻑崎市⻄⼭４−５４７−１
2024-12-25
 
ニ,232007,⻄⽇本ビルド株式会社
〒740-0022,⼭⼝県岩国市⼭⼿町⼀丁⽬１２番１８号
2026-05-16
https://www.n-build.net/
 
ニ,503908,⻄⽇本放送サービス株式会社
〒761-8051,⾹川県⾼松市⻄春⽇町⼤畑１７３７−１
2024-02-06
https://rnc-s.co.jp
 
ニ,129211,⻄⽇本貿易株式会社
〒541-0045,⼤阪市中央区道修町４−４−１０ ＫＤＸ⼩林道修町ビル８階
2023-12-24
http://www.wjtc.co.jp
 
ニ,502509,⻄根⼯業株式会社
〒028-7111,岩⼿県⼋幡平市⼤更第２地割１５４番地１５
2026-05-31
http://www.nishine-i.com
 
ニ,220436,株式会社⻄之表コーポレーション
〒135-0091,東京都港区台場２丁⽬２番２−１５０９号
2024-11-09
http://nishinoomote.jp/
 
ニ,116265,⻄野⾦陵株式会社
〒541-0056,⼤阪市中央区久太郎町１−６−９
2023-11-04
http://www.nishinokinryo.co.jp
 
ニ,506067,⻄野⾦陵株式会社
〒766-0001,⾹川県仲多度郡琴平町６２３番地
2024-01-10
www.nishinokinryo.co.jp
 
ニ,215573,株式会社ニシノグループ



〒312-0012,茨城県ひたちなか市⾺渡１１３１ー１
2024-09-18
http://nishino-group.jp/
 
ニ,227297,⻄野⼯業株式会社
〒312-0017,茨城県ひたちなか市⻑堀町２ー１４ー２
2024-01-13
 
ニ,227863,⻄野⼯業株式会社
〒791-1101,愛媛県松⼭市久⽶窪⽥町１１３１番地１
2024-04-10
 
ニ,120525,⻄野産業株式会社
〒550-0013,⼤阪市⻄区新町３−１１−２３
2023-10-18
http://www.g-nishino.co.jp/
 
ニ,122821,株式会社⻄野精器製作所
〒312-0005,茨城県ひたちなか市新光町５５２−８４
2024-11-26
http://www.nisinoseiki.com/
 
ニ,220130,有限会社ニシノ設備⼯業
〒336-0043,埼⽟県さいたま市南区⼤字円正寺２１０番地３
2024-08-03
 
ニ,106692,有限会社⻄野電設
〒316-0033,茨城県⽇⽴市中成沢町２−６−８
2025-06-15
 
ニ,128790,株式会社⻄野電設
〒811-1251,福岡県那珂川市松⽊６−１３−１
2026-02-15
 
ニ,230098,有限会社⻄野内装店
〒001-0908,北海道札幌市北区新琴似⼋条⼗三丁⽬５番１０号
2025-05-17
 
ニ,220720,⻄畑⼯業有限会社
〒290-0011,千葉県市原市能満２０６８番地６２
2025-02-21
https://nishihata-ind.com/
 
ニ,105183,ニシハツ株式会社
〒847-0831,佐賀県唐津市千々賀１４０
2024-07-12
http://www.nishihatsu.co.jp
 
ニ,216025,株式会社⻄原衛⽣⼯業所
〒108-0023,東京都港区芝浦４ー２ー８
2024-04-01
http://www.nishihara-eng.co.jp
 
ニ,219993,⻄原⼯業有限会社
〒711-0934,岡⼭県倉敷市児島塩⽣２００５番地



2024-07-06
 
ニ,231893,株式会社⻄原鉄建⼯業
〒020-0502,岩⼿県岩⼿郡雫⽯町板橋２０７
2026-04-11
 
ニ,213801,株式会社⻄原ネオ
〒108-0023,東京都港区芝浦３丁⽬６番１８号
2024-08-11
https://www.nishihara-neo.co.jp/
 
ニ,102151,⻄場⼯業株式会社
〒376-0013,群⾺県桐⽣市広沢町５−甲１２７４
2025-01-17
http://www.sunfield.ne.jp/~nishibax/
 
ニ,218555,⻄福岡クレーン株式会社
〒814-0022,福岡県福岡市早良区原１丁⽬２９番１８号
2023-10-20
 
ニ,213904,⻄武株式会社
〒550-0005,⼤阪府⼤阪市⻄区⻄本町２ー１ー２８
2024-11-24
http://www.seko.co.jp
 
ニ,219333,株式会社ニシボ
〒811-1311,福岡県福岡市南区横⼿３丁⽬３９ー１９
2024-03-16
 
ニ,222684,株式会社⻄堀建装
〒029-4205,岩⼿県奥州市前沢字前野９番地３
2024-02-01
 
ニ,500300,株式会社⻄巻
〒989-6255,宮城県⼤崎市古川休塚字南⽥６２番１号
2024-06-23
http://www.kk-nishimaki.co.jp
 
ニ,116234,株式会社⻄巻鉄⼯所
〒143-0004,東京都⼤⽥区昭和島２−４−３
2024-02-16
 
ニ,222114,⻄松建設株式会社
〒105-6407,東京都港区虎ノ⾨１丁⽬１７番１号
2026-03-01
https://www.nishimatsu.co.jp/
 
ニ,228559,ニシマフォーミング株式会社
〒701-1465,岡⼭県岡⼭市北区上⼟⽥２８２ー１
2024-10-16
https://nishimaforming.co.jp/o.jp/
 
ニ,217589,⻄港建設⼯業株式会社
〒803-0801,福岡県北九州市⼩倉北区⻄港町１６番地
2026-02-18



 
ニ,100766,株式会社ニシムラ
〒581-0862,⼤阪府⼋尾市千塚２−１６２
2023-06-03
http://www.nishimura-arch.co.jp
 
ニ,116362,⻄村株式会社
〒651-0096,兵庫県神⼾市中央区雲井通３−１−７
2024-07-12
http://www.nishimura-oil.co.jp
 
ニ,125897,株式会社ニシムラ
〒630-0142,奈良県⽣駒市北⽥原町１１３２−５３
2023-10-17
http://www.niw.co.jp/
 
ニ,230070,ニシムラ株式会社
〒601-8104,京都府京都市南区上⿃⽻⾓⽥町３２番地
2025-04-26
http://www.nsmr.co.jp
 
ニ,105593,株式会社⻄村⾦属⼯業所
〒577-0804,⼤阪府東⼤阪市中⼩阪３−６−１０
2023-09-16
 
ニ,231381,株式会社⻄村組
〒676-0017,兵庫県⾼砂市荒井町東本町４番３号
2025-12-06
https://nishimura-gumi.jimdofree.com/
 
ニ,116243,株式会社⻄村ケミテック
〒543-0033,⼤阪市天王寺区堂ヶ芝１−５−２１
2024-04-03
http://www.nishimura-ct.co.jp
 
ニ,211572,株式会社ニシムラ建設
〒693-0011,島根県出雲市⼤津町３６０７ー２８
2026-03-09
 
ニ,218794,株式会社⻄村⼯業
〒193-0801,東京都⼋王⼦市川⼝町５２１番地１
2023-12-15
 
ニ,222231,⻄村⼯業株式会社
〒640-8287,和歌⼭県和歌⼭市築港五丁⽬７番地の４
2023-07-01
 
ニ,220071,株式会社⻄村⼯業所
〒171-0042,東京都豊島区⾼松１丁⽬１番８号
2025-02-01
http://www.nishimura-k.net/
 
ニ,224919,株式会社⻄村⼯作所
〒514-0125,三重県津市⼤⾥窪⽥町１４７３番地の１
2025-04-01



 
ニ,223642,株式会社⻄村⼯場
〒990-0051,⼭形県⼭形市銅町１ー６ー３２
2024-10-01
 
ニ,100344,株式会社⻄村商会
〒100-0011,東京都千代⽥区内幸町１−１−１
2025-09-27
http://www.nisi-mura.co.jp/
 
ニ,100889,株式会社⻄村商会
〒850-0802,⻑崎市伊良林１−２−３１
2023-10-03
http://www.n-syokai.co.jp
 
ニ,230426,株式会社⻄村住建商事
〒625-0036,京都府舞鶴市字浜３２８番地
2025-07-12
 
ニ,212420,株式会社⻄村樹脂⼯事
〒329-1102,栃⽊県宇都宮市⽩沢町５４８番地５
2024-12-19
https://nishimura-jushi.co.jp/
 
ニ,101124,株式会社⻄村製作所
〒571-0015,⼤阪府⾨真市三ッ島４−２４−１６
2024-03-07
http://www.nishimura-mfg.co.jp/
 
ニ,121880,株式会社⻄村製作所
〒146-0081,東京都⼤⽥区仲池上２−１５−５
2024-06-27
http://www.nishimura-ss.com
 
ニ,126587,株式会社⻄村製作所
〒547-0001,⼤阪市平野区加美北９−１１−８
2024-02-13
http://www.nishimura-seisakusyo.jp/
 
ニ,212197,有限会社⻄村造園
〒899-4315,⿅児島県霧島市国分湊４９４番地４
2024-06-06
 
ニ,230470,株式会社⻄村電機設計事務所
〒554-0012,⼤阪府⼤阪市此花区⻄九条⼀丁⽬２番２０号
2025-07-19
 
ニ,122927,⻄村陶業株式会社
〒607-8322,京都府京都市⼭科区川⽥清⽔焼団地町３−２
2024-12-24
https://nishimuratougyou.co.jp/
 
ニ,215233,株式会社⻄村⼟⽊建設
〒840-2205,佐賀県佐賀市川副町⼤字南⾥１４８９−１
2024-02-20



http://www.nishimura-dk.co.jp
 
ニ,120270,⻄村無線電機株式会社
〒150-0032,東京都渋⾕区鶯⾕町７−１０
2023-08-12
http://www.nmd-trans.co.jp/
 
ニ,104696,株式会社⻄村優美堂印刷所
〒110-0016,東京都台東区台東３−１２−８
2026-03-29
 
ニ,228416,有限会社⻄村ルーフテック
〒601-8204,京都府京都市南区久世東⼟川町２００ー１１６
2024-08-23
 
ニ,106754,株式会社ニシモト
〒712-8011,岡⼭県倉敷市連島町連島１９５５−２
2025-08-17
http://www.24moto.co.jp
 
ニ,225325,⻄本建設株式会社
〒882-0803,宮崎県延岡市⼤貫町５丁⽬１６３５
2022-06-01
http://www.nishimoto-nobeoka.co.jp
 
ニ,216066,⻄本⼯業株式会社
〒675-1122,兵庫県加古郡稲美町中村４５１番地の４
2025-02-19
 
ニ,224398,株式会社⻄本⼯務所
〒455-0002,愛知県名古屋市港区東海通４ー２８
2025-04-01
 
ニ,116285,株式会社⻄本電器製作所
〒630-8452,奈良市北之庄⻄町２−６−５
2023-11-11
http://www.nisimotodenki.com
 
ニ,216834,有限会社⻄森電気⼯事
〒250-0407,神奈川県⾜柄下郡箱根町⼆ノ平１０９１
2025-07-09
 
ニ,116012,株式会社ニシヤマ
〒143-0016,東京都⼤⽥区⼤森北４−１１−１１
2023-09-30
http://www.nishiyama.co.jp
 
ニ,211236,⻄⼭運輸機⼯株式会社
〒300-3554,茨城県結城郡⼋千代町⼤字尾崎３０９ー１
2025-06-29
https://nishiyamaunyu.com/
 
ニ,223285,株式会社⻄⼭組
〒403-0032,⼭梨県富⼠吉⽥市上吉⽥東７丁⽬２９番１９号
2024-07-01



 
ニ,226510,⻄⼭建設株式会社
〒337-0016,埼⽟県さいたま市⾒沼区⼤字東⾨前２１６番地の２
2026-04-01
 
ニ,218728,⻄⼭⼯機株式会社
〒671-1131,兵庫県姫路市⼤津区天神町１丁⽬７７番地
2023-12-15
 
ニ,104824,⻄⼭⼯業株式会社
〒419-0205,静岡県富⼠市天間１７７−２
2026-06-16
http://www.nishi.co.jp
 
ニ,125952,⻄⼭鋼業株式会社
〒116-0002,東京都荒川区荒川５−１８−４
2023-10-26
http://www.nishiyama-kougyo.com/
 
ニ,219876,株式会社⻄⼭⼯業
〒154-0017,東京都世⽥⾕区世⽥⾕３ー１１ー１２
2024-06-22
http://www.ny-kogyo.com/
 
ニ,125330,株式会社⻄⼭製作所
〒541-0047,⼤阪市中央区淡路町２−１−１５
2026-03-17
http://www.nishiyama-osaka.co.jp
 
ニ,116282,⻄⼭電気株式会社
〒108-0072,東京都港区⽩⾦２−５−１２
2024-01-13
http://www.nishiyama-denki.co.jp
 
ニ,228783,株式会社⻄⼭塗装
〒861-8035,熊本県熊本市東区御領５丁⽬６ー６６
2024-12-20
http://www.2480p.co.jp
 
ニ,230449,有限会社⻄脇電⼯
〒510-0048,三重県四⽇市市中納屋町６番２号
2025-07-12
 
ニ,213698,⻄脇板⾦⼯業株式会社
〒551-0001,⼤阪府⼤阪市⼤正区三軒家⻄２丁⽬３番２５号
2024-05-12
 
ニ,505682,ニジェス株式会社
〒350-1124,埼⽟県川越市新宿町１丁⽬２番１３号川建ビル２階Ｃ号
2025-03-18
 
ニ,231319,⼆⼗⼀電設株式会社
〒618-0001,⼤阪府三島郡島本町⼭崎四丁⽬１５番７号
2025-11-21
 



ニ,505607,ニスコム株式会社
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕１−１５−２１  ポーラ渋⾕ビル６Ｆ
2024-07-29
https://ssl.niscom.co.jp/company/outline/
 
ニ,223465,有限会社仁⽥野建設
〒874-0833,⼤分県別府市⼤字鶴⾒３８２８番地１１
2024-08-01
http://nitano.co.jp
 
ニ,125480,ニダック株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町２−８−１ 須⽥町ＭＫビル
2026-05-31
http://www.nidak.com/
 
ニ,126049,ニダック精密株式会社
〒979-2512,福島県相⾺市柚⽊字⼀の坪１０５−８
2025-03-09
http://nidakseimitsu.co.jp
 
ニ,124656,株式会社ニチア
〒231-0015,横浜市中区尾上町２−１９
2025-12-03
http://www.e-nichia.jp
 
ニ,222979,株式会社ニチア
〒730-0826,広島県広島市中区南吉島１ー３ー４１
2024-04-01
 
ニ,116309,⽇亜化学⼯業株式会社
〒774-8601,徳島県阿南市上中町岡４９１
2024-08-24
http://www.nichia.co.jp
 
ニ,228275,⽇亜⼯業株式会社
〒231-0057,神奈川県横浜市中区曙町２丁⽬１９ー１曙町新井ビルディング１２０３号
2024-07-11
http://www.nichia1996.co.jp/
 
ニ,116001,ニチアス株式会社
〒104-8555,東京都中央区⼋丁堀１−６−１
2024-06-18
https://www.nichias.co.jp
 
ニ,211868,ニチアスエンジニアリングサービス株式会社
〒104-8555,東京都中央区⼋丁堀１ー６ー１
2023-10-06
 
ニ,106923,ニチアス関東販売株式会社
〒104-8555,東京都中央区⼋丁堀１−６−１
2026-03-17
 
ニ,229082,株式会社ニチアスセムクリート
〒104-8555,東京都中央区⼋丁堀１ー６ー１
2025-05-31



http://nichias-c.co.jp/
 
ニ,116277,⽇亜鍛⼯株式会社
〒379-0205,群⾺県富岡市妙義町北⼭７７
2024-02-02
http://www.nichiatanko.co.jp
 
ニ,222207,⽇圧株式会社
〒144-0035,東京都⼤⽥区南蒲⽥１丁⽬１番２２号サテライトＥ５Ｆ
2026-06-01
https://www.nichiatsu.co.jp/
 
ニ,221658,⽇圧ジョイント株式会社
〒983-0038,宮城県仙台市宮城野区新⽥２丁⽬１１番１−Ａ１０１号
2025-05-01
 
ニ,210597,ニチイコンサルタント株式会社
〒491-0837,愛知県⼀宮市多加⽊２丁⽬９番３号
2024-10-06
http://www.nichii.co.jp/
 
ニ,210874,株式会社ＮＩＣＨＩＵＮ
〒030-0142,⻘森県⻘森市⼤字野⽊字野尻３７番地１２４
2025-01-29
https://nichiun-k.co.jp
 
ニ,210976,株式会社⽇栄
〒130-0002,東京都墨⽥区業平３丁⽬１０番１４号
2025-03-11
 
ニ,505132,株式会社⽇栄
〒160-0004,東京都新宿区四⾕三丁⽬４番地⾅井ビル４階
2024-09-25
 
ニ,116109,⽇栄印刷紙⼯株式会社
〒581-0038,⼤阪府⼋尾市若林町２−１４３
2026-01-18
https://www.nichiei-prn.com/
 
ニ,128854,⽇永インターナショナル株式会社
〒101-0051,東京都千代⽥区神⽥神保町３−２−３ Ｄａｉｗａ神保町三丁⽬ビル９階
2026-03-07
http://www.nichiei-intl.co.jp
 
ニ,229780,⽇栄インテック株式会社
〒116-0011,東京都荒川区⻄尾久７丁⽬５７番８号
2023-06-19
https://www.nichieiintec.jp/
 
ニ,101709,⽇栄企業有限会社
〒877-1242,⼤分県⽇⽥市⼤字⼩野３０７０−１
2024-10-01
 
ニ,223629,ニチエイ建⼯株式会社
〒769-2101,⾹川県さぬき市志度５９４



2024-10-01
 
ニ,505604,株式会社⽇栄建装
〒806-0067,福岡県北九州市⼋幡⻄区引野⼆丁⽬６番２５号
2024-07-15
 
ニ,116185,⽇栄⼯業株式会社
〒544-0011,⼤阪市⽣野区⽥島１−１７−１７
2025-03-05
http://www.nichiei-ind.co.jp/
 
ニ,212267,⽇栄興業株式会社
〒231-0057,神奈川県横浜市中区曙町２−１９−１
2024-07-11
http://www.k-nichiei.co.jp/
 
ニ,225076,⽇栄⼯業株式会社
〒171-0014,東京都豊島区池袋４丁⽬２７番５号
2025-04-01
 
ニ,230620,⽇栄興業株式会社
〒260-0807,千葉県千葉市中央区松ケ丘町１８番地１
2025-08-02
http://www.nichieikougyou.com
 
ニ,226858,⽇栄鋼材株式会社
〒227-0065,神奈川県横浜市⻘葉区恩⽥町３１４７
2023-07-01
 
ニ,124885,⽇栄紙⼯株式会社
〒432-8006,静岡県浜松市⻄区⼤久保町１２６５
2026-01-13
http://www.nichiei-shikou.co.jp/
 
ニ,116316,株式会社⽇栄紙⼯社
〒802-0085,北九州市⼩倉北区吉野町１２−１６
2024-09-29
http://www.nichiei-shiko.co.jp
 
ニ,211870,⽇栄商事株式会社
〒920-0064,⽯川県⾦沢市南新保町⼝３５番地
2023-10-13
http://www.nichiei-g.co.jp
 
ニ,105554,⽇榮新化株式会社
〒578-0935,⼤阪府東⼤阪市若江東町６−１−３３
2025-05-13
 
ニ,116206,⽇映精機株式会社
〒120-0046,東京都⾜⽴区⼩台２−５０−５
2024-03-14
http://www.nichieiseiki.co.jp/
 
ニ,229240,⽇栄地質測量設計株式会社
〒970-8026,福島県いわき市平字作町⼀丁⽬３番地の２



2025-08-15
http://www.nitiei.co.jp
 
ニ,231497,⽇栄通信株式会社
〒376-0011,群⾺県桐⽣市相⽣町⼆丁⽬９５０番地１４
2025-12-27
 
ニ,216849,⽇栄動⼒⼯業株式会社
〒105-0003,東京都港区⻄新橋⼆丁⽬１１番６号
2025-07-09
https://nichieidouryoku.co.jp/
 
ニ,217389,株式会社⽇栄ビル建装
〒373-0833,群⾺県太⽥市⽜沢町１０８０−３
2022-12-17
 
ニ,116306,⽇欧事務機株式会社
〒251-0023,神奈川県藤沢市鵠沼花沢町１−１４−２０１
2024-09-27
http://www.nichio-jimuki.co.jp
 
ニ,106954,株式会社⽇果
〒297-0042,千葉県茂原市三ヶ⾕１１４１−１
2026-04-28
 
ニ,214911,株式会社ニチカ
〒400-0203,⼭梨県南アルプス市徳永１６１４ー１
2023-08-01
http://www.nichika.co.jp
 
ニ,228219,⽇学株式会社
〒140-0014,東京都品川区⼤井１丁⽬４９番１５号
2024-06-29
https://www.nichigaku.co.jp
 
ニ,225427,ニチコー株式会社
〒814-0113,福岡県福岡市城南区⽥島１丁⽬４番９５号
2025-06-01
http://www1.bbig.jp/nichikoh/
 
ニ,105530,ニチコン株式会社
〒604-0845,京都市中京区烏丸通御池上る
2025-06-19
http://www.nichicon.co.jp/
 
ニ,504993,株式会社⽇情秋⽥システムズ
〒010-0951,秋⽥県秋⽥市⼭王⼆丁⽬２番１７号 ⼭王ピアレスビル７階
2023-10-17
https://www.nas-akita.co.jp/
 
ニ,502405,⽇造精密研磨株式会社
〒238-0013,神奈川県横須賀市平成町１−１−１
2023-07-28
http://www.uft.co.jp/
 



ニ,210909,株式会社ニチゾウテック
〒551-0023,⼤阪府⼤阪市⼤正区鶴町２丁⽬１５番２６号
2025-02-17
https://www.nichizotech.co.jp/
 
ニ,126172,⽇段株式会社
〒680-0921,⿃取県⿃取市古海５３１
2025-10-17
 
ニ,226969,株式会社ニチダン
〒065-0028,北海道札幌市東区北⼆⼗⼋条東２０丁⽬４番１号
2023-08-01
http://www.nichidan.com
 
ニ,213314,株式会社ニチダン盛岡
〒020-0403,岩⼿県盛岡市⼄部３０−７２−３
2020-07-08
 
ニ,116274,株式会社⽇伝
〒542-8588,⼤阪府⼤阪市中央区上本町⻄１−２−１６
2024-02-23
http://www.nichiden.com
 
ニ,226157,株式会社⽇電
〒799-1514,愛媛県今治市町⾕甲６８１番地１２
2025-11-01
http://www.nichiden-group.co.jp
 
ニ,231370,株式会社⽇電
〒116-0014,東京都荒川区東⽇暮⾥六丁⽬３７番１２号
2025-11-29
http://www.nichiden-kk.co.jp/
 
ニ,129317,⽇電エンジニアリング株式会社
〒538-0032,⼤阪市鶴⾒区安⽥４−８−６２
2024-02-23
 
ニ,226837,株式会社⽇電仮設管理センター
〒984-0831,宮城県仙台市若林区沖野七丁⽬４ー１０
2026-07-01
 
ニ,230622,株式会社⽇電機⼯
〒660-0875,兵庫県尼崎市南⽵⾕町三丁⽬３番地
2025-08-02
 
ニ,126180,⽇電⼯業株式会社
〒251-0013,神奈川県藤沢市⼩塚１２６
2025-08-15
http://www.nichiden-kogyo.co.jp
 
ニ,127988,有限会社⽇電舎
〒316-0014,茨城県⽇⽴市東⾦沢町１−１２−１５
2025-08-06
http://www.nichidensha.co.jp
 



ニ,231576,株式会社⽇電商会
〒590-0983,⼤阪府堺市堺区⼭本町⼀丁３６番地６
2026-01-17
http://ndsyokai.co.jp/
 
ニ,129334,⽇電商⼯株式会社
〒650-0024,兵庫県神⼾市中央区海岸通３−１−１７
2024-02-26
http://www.ndsk.co.jp/
 
ニ,105760,⽇電精密⼯業株式会社
〒503-8557,岐⾩県⼤垣市三塚町３３６−１
2024-06-15
http://www.nsk-cp.co.jp/
 
ニ,211956,株式会社⽇電総合システム
〒496-0003,愛知県津島市寺野町字五反⽥１３番地の３
2023-12-21
 
ニ,129757,株式会社⽇電テレコム
〒731-0102,広島県広島市安佐南区川内５−２０−２７
2025-01-18
http://www.kkntc.com/
 
ニ,214214,株式会社⽇道建設運輸
〒044-0201,北海道虻⽥郡喜茂別町字喜茂別３５５番地
2025-05-31
_
 
ニ,214696,⽇動⼯業株式会社
〒577-0015,⼤阪府東⼤阪市⻑⽥３丁⽬７ー３０
2026-04-25
http://www.nichido-k.co.jp/
 
ニ,101212,⽇動精⼯株式会社
〒394-0026,⻑野県岡⾕市塚間町２−６−２２
2024-03-21
 
ニ,126438,株式会社⽇南
〒252-1125,神奈川県綾瀬市吉岡東１−１４−１３
2024-01-04
http://www.nichinan-group.com
 
ニ,100968,⽇南⾦属⼯業株式会社
〒124-0011,東京都葛飾区四つ⽊５−２１−１１
2023-12-27
 
ニ,230705,⽇南電気計装株式会社
〒712-8044,岡⼭県倉敷市東塚七丁⽬５番５号
2025-08-09
https://nichinandenkikeisou.wixsite.com/nichinandenki
 
ニ,231768,⽇南電気⼯事有限会社
〒271-0096,千葉県松⼾市下⽮切３２番地の１１
2026-03-14



 
ニ,215807,株式会社ニチノー緑化
〒103-0001,東京都中央区⽇本橋⼩伝⾺町１４番４号
2024-12-04
http://www.nichino-ryokka.co.jp/
 
ニ,223669,⽇美商事株式会社
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町⼆丁⽬３番６号
2024-10-01
http://www.nichibi-shoji.co.jp
 
ニ,103738,株式会社⽇鋲茨城
〒110-0012,東京都台東区⻯泉２−２０−２−１２０５
2024-03-26
http://nichibyo-ibaraki.com/
 
ニ,116354,株式会社ニチフ
〒538-0053,⼤阪市鶴⾒区鶴⾒１−３−５８
2024-08-14
http://www.nichifu.co.jp
 
ニ,211049,株式会社ニチプレ
〒660-0832,兵庫県尼崎市東初島町２ー２５
2025-04-13
http://www.nichipure.co.jp
 
ニ,124795,株式会社ニチベイ
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋３−１５−４
2026-01-06
http://www.nichi-bei.co.jp
 
ニ,228762,ニチベイサービス株式会社
〒103-0026,東京都中央区⽇本橋兜町２２番６号
2024-12-14
https://www.nichibei-service.co.jp/
 
ニ,105550,株式会社ニチベイパーツ
〒134-8602,東京都江⼾川区⻄葛⻄７−９−１７
2025-09-22
http://www.nichibei.co.jp
 
ニ,226111,株式会社ニチボー
〒812-0888,福岡県福岡市博多区板付４ー７ー２８
2025-10-01
http://www.nichiboh21.co.jp
 
ニ,223797,株式会社ニチボウ
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥１ー９ー５
2024-11-01
https://www.nitibou.co.jp/
 
ニ,104586,株式会社ニチマン
〒545-0051,⼤阪府⼤阪市阿倍野区旭町１−１−９
2025-11-04
https://nichimanjapan.co.jp



 
ニ,231448,株式会社⽇満
〒550-0012,⼤阪府⼤阪市⻄区⽴売堀三丁⽬１番１号
2025-12-13
 
ニ,126456,⽇銘商事株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町４−５−１ ふじビル５階
2024-01-12
http://www.nichimei.co.jp/
 
ニ,102274,⽇⽊産業株式会社
〒316-0036,茨城県⽇⽴市鮎川町４−１−８
2025-02-12
http://www.nichimoku.co.jp/
 
ニ,126085,⽇油株式会社
〒150-6019,東京都渋⾕区恵⽐寿４−２０−３
2024-12-14
http://www.nof.co.jp
 
ニ,105584,⽇油技研⼯業株式会社
〒350-1107,埼⽟県川越市的場新町２１−２
2025-06-05
http://www.nichigi.co.jp
 
ニ,105821,⽇輸⼯業株式会社
〒170-0003,東京都豊島区駒込２−３−１ 六興ビル６Ｆ
2026-01-16
http://www.nichiyukougyou.co.jp
 
ニ,120612,株式会社⽇洋⼯業
〒444-1202,愛知県安城市城ヶ⼊町団⼾１７３−５
2023-11-13
http://www.nichiyou.jp/
 
ニ,127422,⽇洋⼯業株式会社
〒143-0023,東京都⼤⽥区⼭王４−１９−５
2024-09-27
http://www.nichiyo-kk.co.jp/
 
ニ,551012,株式会社⽇陸
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町３丁⽬７番地１ 興和⼀橋ビル ８階
2024-06-30
 
ニ,103714,⽇菱製管株式会社
〒375-0045,群⾺県藤岡市⾦井字笹曲輪１３−３
2024-03-20
 
ニ,100974,⽇冷⼯業株式会社
〒329-4415,栃⽊県栃⽊市⼤平町真⼸１５７０
2024-01-10
https://www.nrk-h.co.jp
 
ニ,126608,株式会社⽇和
〒146-0093,東京都⼤⽥区⽮⼝３−２８−１



2024-02-16
 
ニ,129886,株式会社ニチワ
〒651-0084,兵庫県神⼾市中央区磯辺通２−２−１６ 三宮南ビル８Ｆ
2025-04-05
https://www.nichiwa.co.jp
 
ニ,105525,⽇和エンジニアリング株式会社
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚３−１０−１０
2025-04-15
http://www.nichiwa-eng.com/
 
ニ,502207,株式会社ニチワ⼯業
〒391-0003,⻑野県茅野市本町東３−１７
2026-02-25
https://www.nichiwak.co.jp/
 
ニ,104877,⽇和サービス株式会社
〒316-0034,茨城県⽇⽴市東成沢町２−２−１０
2023-07-27
http://www.nichiwa-hitachi.co.jp/
 
ニ,505018,⽇海通信⼯業株式会社
〒733-0033,広島県広島市⻄区観⾳本町⼆丁⽬７番地５
2023-12-26
http://www.nikkaisys.co.jp/
 
ニ,227941,⽇海不⼆サッシ株式会社
〒920-0352,⽯川県⾦沢市観⾳堂町へ４１番地４
2024-04-20
 
ニ,126169,⽇化産業株式会社
〒554-0012,⼤阪市此花区⻄九条３−１６−３
2026-01-16
http://www.e-nikka.jp/
 
ニ,120545,⽇化精⼯株式会社
〒154-0003,東京都世⽥⾕区野沢２−２−１
2023-10-24
https://www.nikkaseiko.co.jp
 
ニ,504501,株式会社⽇活アド・エイジェンシー
〒104-0045,東京都中央区築地１丁⽬７番１０号
2024-12-17
http://www.nikkatsu-ad.co.jp
 
ニ,116276,⽇活電線製造株式会社
〒453-0856,名古屋市中村区並⽊２−８３
2024-03-23
http://nikkatsu-ele.com/
 
ニ,504135,株式会社ニッカファインテクノ
〒101-0026,東京都千代⽥区神⽥佐久間河岸６７ ＭＢＲ９９ビル
2024-11-08
http://www.nkft.co.jp



 
ニ,129883,⽇化メンテナンス株式会社
〒101-0031,東京都千代⽥区東神⽥２−５−１２ ⿓⾓散ビル６Ｆ
2025-04-02
http://www.nikka-mente.com
 
ニ,116171,⽇管株式会社
〒430-0945,静岡県浜松市中区池町２２０−４
2026-05-24
http://www.fukurou.co.jp/
 
ニ,228075,株式会社⽇環
〒321-0118,栃⽊県宇都宮市インターパーク４丁⽬７番地６
2024-05-25
https://www.nikkan-gr.com/
 
ニ,116174,ニッカン⼯業株式会社
〒152-8907,東京都⽬黒区⼤岡⼭１−３５−２２
2025-12-01
http://www.nikkan-ind.co.jp
 
ニ,506084,株式会社⽇刊スポーツ新聞社
〒104-0045,東京都中央区築地３−５−１０
2024-08-25
https://www.nikkansports.com/
 
ニ,102617,株式会社ニッキ
〒243-0801,神奈川県厚⽊市上依知３０２９
2025-06-17
http://www.nikkinet.co.jp/
 
ニ,229510,⽇機愛媛株式会社
〒791-0054,愛媛県松⼭市空港通四丁⽬３番４３号
2026-02-21
http://www.nikkiehime.jp
 
ニ,226310,⽇起建設株式会社
〒496-0942,愛知県愛⻄市⼭路町野⽅１４９番地７
2026-01-01
http://www.nikki-kensetsu.co.jp/
 
ニ,213265,⽇機⼯業株式会社
〒103-0015,東京都中央区⽇本橋箱崎町４４ー１
2023-06-10
 
ニ,216914,株式会社⽇揮⼯業
〒264-0033,千葉県千葉市若葉区都賀の台３ー５ー１５
2025-07-23
 
ニ,103901,株式会社⽇輝製作所
〒666-0227,兵庫県川辺郡猪名川町笹尾材ノ前１１−１
2024-07-06
http://www.nikkimfc.com/
 
ニ,104387,⽇機装株式会社



〒150-6022,東京都渋⾕区恵⽐寿４−２０−３ 恵⽐寿ガーデンプレイスタワー２２階
2025-05-23
http://nikkiso.co.jp
 
ニ,106788,ニッキトライシステム株式会社
〒390-1243,⻑野県松本市神林７１０７−３７
2025-10-20
https://www.nicki.co.jp/
 
ニ,102490,ＮｉＫＫｉ Ｆｒｏｎ株式会社
〒381-0003,⻑野県⻑野市⼤字穂保字飯綱ノ⽊４０９−２
2025-03-25
http://www.nikkifron.com
 
ニ,101617,株式会社ニッキフロン・トレーディング
〒381-0003,⻑野県⻑野市⼤字穂保４６９−１
2024-08-24
http://www.nikkifron.com
 
ニ,222408,⽇九興産株式会社
〒810-0011,福岡県福岡市中央区⾼砂１ー２４ー２０
2023-11-01
http://www.nikkyu-kosan.co.jp
 
ニ,116216,⽇揮ユニバーサル株式会社
〒141-8563,東京都品川区⼤崎１−６−３
2024-03-14
https://www.n-u.co.jp
 
ニ,213163,⽇協エレベータ株式会社
〒169-0072,東京都新宿区⼤久保２ー１３ー４
2026-03-25
 
ニ,102722,⽇⾦スチール株式会社
〒108-0014,東京都港区芝５−３０−７
2025-07-30
http://www.nikkin-steel.co.jp
 
ニ,218026,株式会社ニック
〒170-0013,東京都豊島区東池袋２−４５−９
2023-07-28
http://nic-biz.jp
 
ニ,228242,株式会社ニック
〒810-0005,福岡県福岡市中央区清川⼆丁⽬１７番１５号３階
2024-06-29
 
ニ,116188,ニックス株式会社
〒104-0031,東京都中央区京橋２−８−１５
2023-09-08
http://nixx.co.jp
 
ニ,116366,ニックス株式会社
〒591-8011,⼤阪府堺市北区南花⽥町４７−４
2024-10-03



 
ニ,126477,株式会社ニックス
〒220-6108,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい２−３−３ クイーンズタワーＢ８Ｆ
2024-01-17
http://www.nix.co.jp
 
ニ,211454,株式会社ニックスサービス
〒235-0016,神奈川県横浜市磯⼦区磯⼦３−４−２３
2025-11-25
http://www.nics-service.com
 
ニ,122556,ニック東軽⾦株式会社
〒352-0011,埼⽟県新座市野⽕⽌６−１７−１２
2024-10-08
 
ニ,216475,株式会社ニッケーコー
〒421-0111,静岡県静岡市駿河区丸⼦新⽥１９２番地の１
2022-05-21
 
ニ,126235,株式会社ニッケー⼯機
〒427-0042,静岡県島⽥市中央町１１−１１
2026-06-05
http://nikkeikouki.co.jp
 
ニ,104629,株式会社ニッケー⼯業
〒424-0911,静岡市清⽔区宮加三７８９
2026-01-20
http://www.nikkeikogyo.co.jp/
 
ニ,216739,ニッケイ株式会社
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥３丁⽬２０番１４号
2025-06-25
https://nikkey.co.jp
 
ニ,225040,⽇軽エンジニアリング株式会社
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾２丁⽬３５番１３号
2025-04-01
https://sne.co.jp/
 
ニ,101268,⽇軽形材株式会社
〒716-0061,岡⼭県⾼梁市落合町阿部２１００
2024-04-09
 
ニ,120975,⽇軽⾦アクト株式会社
〒105-8681,東京都港区新橋１−１−１３ アーバンネット内幸町ビル
2024-03-10
https://group.nikkeikin.co.jp/act/
 
ニ,215240,⽇軽産業株式会社
〒424-0825,静岡県静岡市清⽔区松原町５ー１２
2024-02-20
http://www.nikkeisangyo.co.jp/
 
ニ,504482,株式会社⽇経産業広告社
〒101-0052,東京都千代⽥区神⽥⼩川町２−１ ⽊村ビル８階



2024-10-20
http://www.nikkeisk.co.jp/
 
ニ,220868,株式会社⽇軽重量
〒350-0209,埼⽟県坂⼾市塚越３０７番地４
2025-03-15
 
ニ,213118,株式会社⽇軽天
〒332-0031,埼⽟県川⼝市⻘⽊１丁⽬１６番１３号
2026-03-12
 
ニ,126179,⽇計電測株式会社
〒142-0063,東京都品川区荏原４−１４−７
2023-11-11
http://www.nikkeidensoku.co.jp
 
ニ,218454,株式会社⽇景⽣コン
〒791-0321,愛媛県東温市河之内字北引岩⼄８２６番地３
2023-09-29
 
ニ,224518,⽇軽パネルシステム株式会社
〒105-8681,東京都港区新橋１丁⽬１番１３号
2025-04-01
https://www.nikkeipanel.co.jp/
 
ニ,129120,株式会社ニッケン
〒124-0006,東京都葛飾区堀切２−４８−２０
2023-10-16
http://www.nkn-co.jp/
 
ニ,213595,株式会社⽇研
〒590-0834,⼤阪府堺市堺区出島町３丁⽬１３番８号
2021-02-17
http://nikken-web.co.jp
 
ニ,220521,株式会社⽇建
〒240-0051,神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区上菅⽥町４１８番地１８６
2024-12-07
http://www.y-nikken.co.jp
 
ニ,220765,有限会社⽇研
〒811-1311,福岡県福岡市南区横⼿⼀丁⽬１２番１号
2025-03-01
https://www.nk-fukuoka.com/
 
ニ,223093,株式会社⽇建
〒524-0031,滋賀県守⼭市⽴⼊町４７５番地の２
2024-05-01
http://www.nikken-shiga.com/
 
ニ,224114,株式会社⽇建
〒411-0016,静岡県三島市塚原新⽥４１２番地の７
2025-02-01
http://nikken-mishima.sakura.ne.jp/
 



ニ,224543,株式会社⽇建
〒810-0001,福岡県福岡市中央区天神４丁⽬９番１０号第２正友ビル３Ｆ
2025-04-01
http://www.kknikken.co.jp/
 
ニ,230136,⽇建株式会社
〒581-0054,⼤阪府⼋尾市南⻲井町⼆丁⽬１番５０号
2025-05-31
https://www.nikken-r.co.jp
 
ニ,212712,株式会社⽇建圧送
〒250-0102,神奈川県南⾜柄市千津島１８４５
2025-06-26
 
ニ,116090,⽇研エレクトロン株式会社
〒183-0011,東京都府中市⽩⽷台１−１６−３
2023-08-20
http://nikken-electron.jp/
 
ニ,228859,⽇建⽚桐リース株式会社
〒060-0051,北海道札幌市中央区南⼀条東７丁⽬２ー４
2025-01-23
http://www.katagiri-g.com/nikken/
 
ニ,128796,⽇研機器株式会社
〒312-0063,茨城県ひたちなか市⽥彦１６５６−１
2026-02-20
http://www.nikkenkiki.co.jp/
 
ニ,103401,株式会社⽇研機材製作所
〒144-0033,東京都⼤⽥区東糀⾕５−２０−１０
2023-09-10
 
ニ,226056,⽇建⾦属株式会社
〒891-0105,⿅児島県⿅児島市中⼭町１９１４番地３号
2025-10-01
https://nikkenkinzoku.co.jp
 
ニ,227371,⽇建⾦属株式会社
〒802-0031,福岡県北九州市⼩倉北区⾚坂海岸７番９号
2024-02-09
 
ニ,106699,⽇研空調株式会社
〒745-0074,⼭⼝県周南市今宿町３−４３
2025-06-27
https://www.nikken-air.com
 
ニ,220761,⽇建⼯業株式会社
〒321-0973,栃⽊県宇都宮市岩曽町１７９番地４
2025-03-01
 
ニ,211657,株式会社⽇建興業社
〒162-0822,東京都新宿区下宮⽐町３ー１３
2026-05-30
 



ニ,220308,⽇建⼯材株式会社
〒814-0142,福岡県福岡市城南区⽚江４−８−８
2024-09-28
 
ニ,215593,⽇建サッシ販売株式会社
〒124-0005,東京都葛飾区宝町２−１９−１７
2024-09-25
 
ニ,223580,株式会社⽇建商会
〒760-0080,⾹川県⾼松市⽊太町２４９６−５
2024-09-01
 
ニ,230797,⽇建商事株式会社
〒160-0003,東京都新宿区四⾕本塩町１４番１号
2025-08-30
http://www.nikkenshoji.co.jp
 
ニ,223891,⽇建スチール株式会社
〒661-0978,兵庫県尼崎市久々知⻄町１丁⽬４番１５号
2024-12-01
 
ニ,215622,有限会社⽇建設備⼯業社
〒740-0012,⼭⼝県岩国市元町４丁⽬１０ー５
2024-10-02
 
ニ,220313,株式会社⽇建総合建設
〒870-0848,⼤分県⼤分市賀来北２ー１６ー１０
2024-10-05
https://www.nikken-all.com
 
ニ,102725,⽇研トータルソーシング株式会社
〒144-0051,東京都⼤⽥区⻄蒲⽥７−２３−３ ⽇研第⼀ビル
2025-07-31
https://www.nikken-totalsourcing.jp/
 
ニ,224764,⽇建フレメックス株式会社
〒370-0801,群⾺県⾼崎市上並榎町３４８番地２
2025-04-01
http://www.framex.co.jp
 
ニ,103316,⽇研ブラスト⼯業株式会社
〒574-0056,⼤阪府⼤東市新⽥中町７−１０
2023-07-28
 
ニ,223125,⽇建リース株式会社
〒732-0822,広島県広島市南区松原町５番１号ビッグフロント広島タワービル７０５
2024-05-01
https://nikken-lease.co.jp/
 
ニ,227224,⽇建リース⼯業株式会社
〒203-0042,東京都東久留⽶市⼋幡町⼆丁⽬１１番７３号
2023-11-30
http://www.nrg.co.jp
 
ニ,104552,株式会社ニッコー



〒454-0005,愛知県名古屋市中川区⻄⽇置町９−１１１
2025-09-23
http://www.co-nikko.jp
 
ニ,116346,株式会社ニッコー
〒669-2145,兵庫県丹波篠⼭市今⽥町⽊津松⼭２９３−３
2024-10-02
https://www.nikko-corporation.co.jp/
 
ニ,121449,ニッコー株式会社
〒924-8686,⽯川県⽩⼭市相⽊町３８３
2024-04-21
http://www.nikko-company.co.jp
 
ニ,126268,株式会社ニッコー
〒279-0011,千葉県浦安市美浜１−９−２ 浦安ブライトンビル５階
2023-11-24
http://www.pipe-nikko.co.jp
 
ニ,211376,株式会社ニッコー
〒320-0057,栃⽊県宇都宮市中⼾祭１丁⽬２番５号
2025-09-30
http://www.kknikko.co.jp
 
ニ,116035,ニッコー・マテリアルズ株式会社
〒221-0056,神奈川県横浜市神奈川区⾦港町３−１ コンカード横浜５Ｆ
2023-09-04
 
ニ,100325,ニッコーエンジニア株式会社
〒744-0024,⼭⼝県下松市⼤字末武上８７５
2025-09-21
https://nikkoer.co.jp
 
ニ,504174,有限会社ニッコー機器浜松
〒431-1305,静岡県浜松市北区細江町気賀９５６９番地
2024-12-25
 
ニ,211777,有限会社ニッコーケン
〒007-0804,北海道札幌市東区東苗穂四条３丁⽬２ー５１
2026-07-27
 
ニ,217970,株式会社ニッコーケン
〒039-1165,⻘森県⼋⼾市⽯堂１丁⽬２７−１５
2023-07-21
 
ニ,116039,ニッコーシ株式会社
〒106-0041,東京都港区⿇布台２−４−５ メソニック３９ＭＴビル１０Ｆ
2024-05-09
https://www.nikkoshi.co.jp
 
ニ,503666,ニッコーテクノ株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥３−１４−８ ニシザワビル４Ｆ
2025-09-07
http://www.nikko-techno.co.jp/
 



ニ,106578,ニッコー電機株式会社
〒559-0024,⼤阪府⼤阪市住之江区新北島７−１−７６
2025-02-18
https://www.nikkohdenki.co.jp
 
ニ,103166,ニッコーデンティー株式会社
〒136-0072,東京都江東区⼤島７−１５−１
2026-04-28
 
ニ,126105,ニッコーム株式会社
〒033-0036,⻘森県三沢市南町３−３１−２６４０
2025-08-31
https://www.nikkohm.co.jp
 
ニ,105569,ニッコーラジコム株式会社
〒108-0075,東京都港区港南４−７−８ 都漁連⽔産会館５階
2025-05-24
http//www.nikko-radicom.com
 
ニ,103158,株式会社⽇⼯
〒480-1103,愛知県⻑久⼿市岩作落合１２−９
2026-04-22
http://nikko-nt.co.jp
 
ニ,103161,株式会社⽇⼯
〒480-1103,愛知県⻑久⼿市岩作落合１２−９
2026-04-23
 
ニ,116161,株式会社⽇興
〒317-0076,茨城県⽇⽴市会瀬町４−１−４３
2026-05-14
https://www.nikko-paint.co.jp
 
ニ,216419,⽇⼯株式会社
〒847-0031,佐賀県唐津市原１２８７番地の４
2025-05-14
https://nikkou-karatsu.jimdofree.com/
 
ニ,217962,株式会社ニッコウ
〒108-0073,東京都港区三⽥１−６−７⼤三洋⾏ビル２階
2023-07-21
https://www.nikkou-denki.co.jp/
 
ニ,225854,株式会社⽇衡
〒454-0001,愛知県名古屋市中川区運河町３番３号
2025-08-01
http://www.nikko-tn.co.jp
 
ニ,230100,⽇⼯株式会社
〒722-0051,広島県尾道市東尾道９番地１
2025-05-17
https://nikko-gr.co.jp/index.php
 
ニ,231791,株式会社⽇⼯あかね⼯業
〒110-0005,東京都台東区上野五丁⽬１６番１６号天美ビル５階



2026-03-20
http://www.nikkoakane.jp/
 
ニ,226573,⽇晃茨城計測株式会社
〒317-0064,茨城県⽇⽴市神峰町４ー２０ー１０
2026-04-01
 
ニ,102032,⽇光化成株式会社
〒531-0077,⼤阪市北区⼤淀北１−６−４１
2024-12-11
http://www.nikkokasei.co.jp
 
ニ,126097,⽇⼯機材株式会社
〒542-0012,⼤阪市中央区⾕町８−２−３
2025-02-14
http://nikkokizai.com
 
ニ,223338,⽇興基礎株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋４丁⽬２５番６号
2024-07-01
 
ニ,116278,⽇興キャスティ株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥２−１２−６ 内神⽥ＯＳビル９階
2024-05-11
http://www.casty.co.jp/
 
ニ,116305,⽇光⾦属化学株式会社
〒210-0854,川崎市川崎区浅野町３−１３
2024-06-02
 
ニ,230985,⽇光計装株式会社
〒712-8052,岡⼭県倉敷市松江三丁⽬３番１２号
2025-10-04
http://www.nikkokeiso.co.jp
 
ニ,222588,株式会社⽇興建材商⾏
〒466-0051,愛知県名古屋市昭和区御器所四丁⽬⼆番六号
2024-01-01
http://www.nikko-kenzai.co.jp/
 
ニ,220524,⽇興建設株式会社
〒318-0021,茨城県⾼萩市⼤字安良川９１５番地４
2024-12-07
http://www.nikkou-kk.co.jp
 
ニ,225511,⽇興建設株式会社
〒669-1513,兵庫県三⽥市三輪２丁⽬４番３号
2025-06-01
https://www.nikkou-sanda.co.jp/
 
ニ,225829,⽇光建設株式会社
〒819-0373,福岡県福岡市⻄区周船寺３丁⽬２６番６５号
2025-08-01
https://nikko-civil.com/
 



ニ,215538,有限会社⽇光建創
〒901-0224,沖縄県豊⾒城市字与根３２８−４
2021-08-28
 
ニ,226258,有限会社⽇弘建装
〒185-0013,東京都国分寺市⻄恋ケ窪３−３５−１８
2025-12-01
 
ニ,105147,株式会社⽇興⼯機
〒210-0023,神奈川県川崎市川崎区⼩川町１９−１
2024-06-06
http://www.nikkokoki.co.jp
 
ニ,105312,⽇鋼⼯業株式会社
〒614-8286,京都府⼋幡市美濃⼭千原⾕８−２
2024-10-24
http://www.nikko-kogyo.co.jp
 
ニ,116364,⽇向⼯業株式会社
〒131-0041,東京都墨⽥区⼋広１−３３−１０
2024-08-18
http://www.nikko-kk.com/
 
ニ,217487,有限会社⽇光⼯業
〒470-1154,愛知県豊明市新栄町七丁⽬４７０番地
2026-01-21
 
ニ,125209,⽇光護謨⼯業株式会社
〒530-0043,⼤阪市北区天満２−１２−２
2026-02-10
https://www.nikko-r.com
 
ニ,222580,株式会社⽇鋼サッシュ製作所
〒761-8052,⾹川県⾼松市松並町１０３５
2024-01-01
http://www.nikko-ltd.jp/
 
ニ,128977,⽇廣産業株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１−１０−１ 平富ビル２Ｆ
2026-06-03
http://www.nikko-sg.co.jp/
 
ニ,129622,⽇⼯産業株式会社
〒125-0063,東京都葛飾区⽩⿃４−１４−２３
2024-11-26
http://www.nikko-bulgeform.co.jp
 
ニ,215289,⽇興産業株式会社
〒187-0032,東京都⼩平市⼩川町１ー２４７４
2024-03-13
 
ニ,225711,⽇興産業株式会社
〒989-3126,宮城県仙台市⻘葉区落合⼀丁⽬１４ー３８
2025-07-01
_



 
ニ,214494,⽇興システック株式会社
〒113-0033,東京都⽂京区本郷３−３１−４
2025-12-06
http://www.nikko-c.co.jp
 
ニ,222277,株式会社⽇興社
〒135-0021,東京都江東区⽩河４丁⽬９番５号
2023-10-01
 
ニ,116016,株式会社⽇興商会
〒660-0892,兵庫県尼崎市東難波町５−１０−３０
2024-09-10
https://nikko.bunguclub.co.jp
 
ニ,116048,株式会社⽇光商会
〒467-0845,名古屋市瑞穂区河岸１−１−４５
2025-02-18
http://www.nikkoinc.com
 
ニ,116293,株式会社⽇光商会
〒140-8666,東京都品川区南品川４−９−５
2024-04-17
http://nikko-shokai.jp/
 
ニ,125773,株式会社⽇晃商会
〒618-0022,⼤阪府三島郡島本町桜井２−１４−１
2023-09-07
 
ニ,228873,株式会社⽇鋼商会
〒702-8021,岡⼭県岡⼭市南区福⽥１６９ー５
2025-02-01
 
ニ,126214,⽇砿商事株式会社
〒144-0056,東京都⼤⽥区⻄六郷３−１８−１
2023-11-14
http://www.nikko-shoji.co.jp
 
ニ,120731,⽇興精機株式会社
〒501-3304,岐⾩県加茂郡富加町⾼畑６１８−８
2023-12-24
http://www.nikkoss.jp/
 
ニ,124623,⽇光精器株式会社
〒573-0033,⼤阪府枚⽅市岡南町６−３７
2025-11-22
https://www.nikko-seiki.co.jp/
 
ニ,104269,株式会社⽇幸製作所
〒410-0022,静岡県沼津市⼤岡４０４４−２５
2025-01-29
http://www.nikko-ss.com
 
ニ,115600,株式会社⽇興製作所
〒143-0015,東京都⼤⽥区⼤森⻄３−３−１６



2023-08-05
http://www.nikko-seisaku.co.jp
 
ニ,126126,有限会社⽇興製作所
〒210-0854,神奈川県川崎市川崎区浅野町６−５
2026-02-22
http://www.nikko-seisakusho.co.jp
 
ニ,126154,株式会社⽇興製作所
〒995-0005,⼭形県村⼭市⼤字櫤⼭１２２４−３０
2022-11-26
http://www.nikko-y.co.jp
 
ニ,116207,⽇興ソフトウェア株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎３−６−１７
2024-01-18
http://www.nikkou-soft.co.jp
 
ニ,100827,⽇光テクニカ株式会社
〒672-8035,兵庫県姫路市飾磨区中島３１２６
2023-07-29
http://www.nikko-te.co.jp
 
ニ,213153,⽇鋼電気株式会社
〒210-0834,神奈川県川崎市川崎区⼤島３ー６ー６
2026-03-25
 
ニ,126000,株式会社⽇幸電機製作所
〒211-0002,川崎市中原区上丸⼦⼭王町１−８６０−２
2024-11-06
http://www.nikko-el.co.jp/
 
ニ,230388,株式会社⽇宏電機製作所
〒581-0063,⼤阪府⼋尾市太⼦堂⼀丁⽬１番９号
2025-07-12
http://nikkou-osaka.com
 
ニ,218931,⽇興電気通信株式会社
〒433-8102,静岡県浜松市北区⼤原町１１番地
2024-01-19
http://www.ndtkk.jp
 
ニ,231036,⽇興電建株式会社
〒983-0044,宮城県仙台市宮城野区宮千代⼀丁⽬１６番３号
2025-10-11
 
ニ,116011,⽇興電⼦株式会社
〒183-0055,東京都府中市府中町１−１０−３ 府中南ビル４Ｆ
2024-06-24
http://www.nkd.co.jp
 
ニ,225406,⽇⼯電設株式会社
〒939-8205,富⼭県富⼭市新根塚町⼆丁⽬８番地６
2022-06-01
 



ニ,116002,⽇興電線株式会社
〒206-0802,東京都稲城市東⻑沼１７２１−５
2023-09-30
http://www.nikko-densen.co.jp/
 
ニ,116008,⽇興ビジネスサポート株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎３−６−１７
2025-01-21
 
ニ,125969,⽇興美術株式会社
〒420-0922,静岡県静岡市葵区流通センター１２−２
2023-10-31
 
ニ,123807,⽇⼯プロス株式会社
〒633-0241,奈良県宇陀市榛原下井⾜１３９６−１
2025-04-16
http://nikkou-pros.co.jp/
 
ニ,215166,⽇⼯マシナリー株式会社
〒278-0013,千葉県野⽥市上三ケ尾２５９番地
2024-01-16
 
ニ,219052,株式会社⽇光溶材
〒158-0082,東京都世⽥⾕区等々⼒四丁⽬２４番１４号
2024-02-09
http://www.nikko-a.co.jp
 
ニ,126654,⽇興リカ株式会社
〒101-0043,東京都千代⽥区神⽥富⼭町１０−２
2024-02-27
http://www.nikko-rica.co.jp
 
ニ,503699,⽇鋼ＹＰＫ商事株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１−１１−１ ゲートシティ⼤崎ウエストタワー２４階
2025-09-28
https://jsw-nyc.jp/
 
ニ,212444,株式会社ニッコン
〒161-0033,東京都新宿区下落合３丁⽬１６番１０号
2025-01-23
http://www.nicconpool.com
 
ニ,231050,株式会社⽇さく
〒330-0854,埼⽟県さいたま市⼤宮区桜⽊町四丁⽬１９９番地３
2025-10-11
https://www.nissaku.co.jp/
 
ニ,121763,株式会社ニッサチェイン
〒577-0816,⼤阪府東⼤阪市友井４−３−２３
2024-05-30
http://www.nissa.co.jp
 
ニ,124494,⽇産化学株式会社
〒103-6119,東京都中央区⽇本橋２−５−１ ⽇本橋⾼島屋三井ビルディング
2025-09-21



https://www.nissanchem.co.jp/
 
ニ,215374,株式会社⽇産クリエイティブサービス
〒245-8558,神奈川県横浜市⼾塚区上⽮部町２３８４
2021-05-01
http://www.nissan-nics.co.jp
 
ニ,128961,⽇産紙業株式会社
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚２−２６−７ ＭＥ新⼤塚ビル５Ｆ
2026-05-22
http://www.nissanshigyo.co.jp/
 
ニ,129879,株式会社⽇産製作所
〒391-0213,⻑野県茅野市豊平４７７−１
2025-04-02
 
ニ,231252,⽇産設備株式会社
〒232-0053,神奈川県横浜市南区井⼟ケ⾕下町１番１号
2025-11-08
 
ニ,231220,⽇産電機株式会社
〒781-8002,⾼知県⾼知市役知町９番１８号
2025-11-01
 
ニ,126133,株式会社⽇産電機製作所
〒601-8204,京都市南区久世東⼟川町３５０
2026-03-18
http://www.ns-nk.co.jp
 
ニ,120678,⽇産ネジ株式会社
〒580-0046,⼤阪府松原市三宅中８−４−４１
2023-11-28
http://www.nissan-neji.com/
 
ニ,105818,⽇産パッキング株式会社
〒612-8401,京都府京都市伏⾒区深草下川原町１３０−３
2026-01-15
http://www.nissanpacking.co.jp
 
ニ,106730,ＮＩＳＳＨＡ株式会社
〒604-8551,京都市中京区壬⽣花井町３
2023-07-02
http://www.nissha.com
 
ニ,122970,ＮＩＳＳＨＡエフアイエス株式会社
〒532-0027,⼤阪市淀川区⽥川２−４−２８
2025-01-14
 
ニ,126129,株式会社⽇⾞エンジニアリング
〒442-8502,愛知県豊川市穂ノ原２−２０
2025-12-25
 
ニ,100434,株式会社ＮＩＳＳＹＯ
〒205-0023,東京都⽻村市神明台４−５−１７
2025-11-26



https://www.nissyo.tokyo
 
ニ,100548,株式会社⽇紹
〒486-0902,愛知県春⽇井市新開町字平渕３９
2026-01-13
http://www.i-nissho.co.jp/
 
ニ,105710,⽇昌株式会社
〒530-0047,⼤阪府⼤阪市北区⻄天満４−８−１７ 宇治電ビルディング４階
2024-03-11
https://www.nissho-group.com/
 
ニ,219060,株式会社⽇祥
〒157-0062,東京都世⽥⾕区南烏⼭５丁⽬２６番１４号
2024-02-09
 
ニ,225845,⽇商株式会社
〒132-0035,東京都江⼾川区平井６ー４１ー１０
2025-08-01
 
ニ,506097,⽇祥株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町⼆丁⽬３番１号
2024-01-28
http://www.nissho-ch.co.jp/
 
ニ,221329,⽇章運輸機⼯株式会社
〒084-0913,北海道釧路市星が浦南３丁⽬３番４号
2025-04-01
 
ニ,506034,⽇商エレクトロニクス株式会社
〒102-0084,東京都千代⽥区⼆番町３−５
2024-04-24
http://www.nissho-ele.co.jp
 
ニ,127777,⽇商機械株式会社
〒332-0004,埼⽟県川⼝市領家３−８−８
2025-03-05
http://www.nisshoh.com
 
ニ,224201,⽇昌グラシス株式会社
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町２丁⽬１４番６号
2025-02-01
https://www.nissho-g.co.jp/
 
ニ,223495,⽇昭建材⼯業株式会社
〒330-0835,埼⽟県さいたま市⼤宮区北袋町１ー８２ー１
2024-08-01
http://nissho-kenzai.co.jp/
 
ニ,220456,⽇翔建設株式会社
〒259-1142,神奈川県伊勢原市⽥中１４１−１
2024-11-16
 
ニ,116350,有限会社⽇晶⼯業
〒452-0064,愛知県清須市⻄枇杷島町旭２−８２−２



2024-05-24
 
ニ,212097,株式会社⽇昇⼯業
〒274-0067,千葉県船橋市⼤⽳南２ー３０ー１６
2024-03-23
 
ニ,224442,株式会社⽇昇⼯業
〒983-0821,宮城県仙台市宮城野区岩切２ー３ー３６
2025-04-01
https://www.nisshokogyo.co.jp
 
ニ,226020,⽇章興産株式会社
〒811-2304,福岡県糟屋郡粕屋町⼤字仲原２８１３ー１
2025-09-01
http://www.nissho-i.co.jp
 
ニ,116154,⽇商産業株式会社
〒411-0931,静岡県駿東郡⻑泉町東野５０−１０
2025-11-16
 
ニ,231998,株式会社⽇翔資材
〒536-0015,⼤阪府⼤阪市城東区新喜多⼀丁⽬５番２６号
2026-05-09
http://www.nisshoshizai.jp/
 
ニ,101150,有限会社⽇昇精研
〒289-2713,千葉県旭市萩園字⽩⽔１６４１−１
2024-03-12
http://www.nisshou-seiken.com/
 
ニ,126165,株式会社⽇昌製作所
〒317-0053,茨城県⽇⽴市滑川町１−９−１０
2025-09-19
http://www.nisshoss.co.jp
 
ニ,129401,株式会社⽇照製作所
〒340-0036,埼⽟県草加市苗塚町３１８−４
2024-03-31
http://www.k-nse.co.jp/
 
ニ,105287,株式会社⽇昇テクニカ
〒522-0025,滋賀県彦根市野⽥⼭町７１８−１４
2024-10-16
http://nissyotechnica.co.jp
 
ニ,126014,株式会社ニッショウテクノス
〒807-1312,福岡県鞍⼿郡鞍⼿町中⼭⼤正寺４９−６１
2025-02-19
 
ニ,224054,⽇昭電気株式会社
〒107-0061,東京都港区北⻘⼭２丁⽬１０番２９号
2025-01-01
https://www.nisshoelec.co.jp/
 
ニ,230496,有限会社⽇章電気計装



〒744-0075,⼭⼝県下松市瑞穂町三丁⽬１２番１４号
2025-07-19
http://nisshodenkei.co.jp
 
ニ,103441,株式会社⽇昭電機製作所
〒555-0012,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区御幣島１−１５−２６
2023-10-03
http://www.nissho-denki-mfg.co.jp/
 
ニ,219981,⽇章電⼯株式会社
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町１ー６ー１２
2024-07-06
 
ニ,125745,⽇湘電⼦株式会社
〒244-0003,横浜市⼾塚区⼾塚町２０５−８
2023-08-25
 
ニ,120476,⽇章鋲螺株式会社
〒103-0015,東京都中央区⽇本橋箱崎町１５−１
2023-10-04
http://www.nisshou-byoura.co.jp
 
ニ,128803,株式会社⽇昇物流
〒259-0151,神奈川県⾜柄上郡中井町井ノ⼝１８６７−６
2026-02-21
 
ニ,500351,⽇昭無線株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥２−１３−１
2024-07-31
https://www.nmk.co.jp
 
ニ,129513,株式会社⽇章メンテナンスサービス
〒210-0834,川崎市川崎区⼤島４−１９−６
2024-07-17
 
ニ,105893,株式会社ニッシン
〒665-0047,兵庫県宝塚市⻲井町１０−７
2025-09-04
http://www.nissin-inc.co.jp/
 
ニ,127764,株式会社ニッシン
〒850-0837,⻑崎市⻄⼩島２−７−３１
2025-03-01
 
ニ,217429,株式会社⽇新
〒166-0002,東京都杉並区⾼円寺北３ー４０ー１０グレイスビル２Ｆ
2026-01-07
http://k-nissin.co.jp/
 
ニ,219229,株式会社⽇新
〒231-8477,神奈川県横浜市中区尾上町６−８１
2024-03-02
https://www.nissin-tw.com/
 
ニ,101354,⽇信ＩＴフィールドサービス株式会社



〒110-0015,東京都台東区東上野２−２４−１
2024-05-18
https://www.nisshin-it.co.jp
 
ニ,106911,⽇新イーエム株式会社
〒160-0007,東京都新宿区荒⽊町２３−９
2026-03-07
https://www.nisshin-em.co.jp/
 
ニ,125945,⽇新イオン機器株式会社
〒601-8205,京都市南区久世殿城町５７５
2023-10-26
http://www.nissin-ion.co.jp/
 
ニ,224009,⽇新インテック株式会社
〒003-0874,北海道札幌市⽩⽯区⽶⾥四条２丁⽬３番２０号
2025-01-01
https://nissin-intec.co.jp/
 
ニ,126339,⽇清オイリオグループ株式会社
〒104-8285,東京都中央区新川１−２３−１
2023-12-06
http://www.nisshin-oillio.com
 
ニ,121668,⽇信岡部⼆光株式会社
〒369-0201,埼⽟県深⾕市岡２９４３−２
2026-03-01
http://www.okabeniko.co.jp/
 
ニ,121827,⽇進化成株式会社
〒103-0021,東京都中央区⽇本橋本⽯町３−３−５ ⽇本橋トークビル５階
2024-06-12
http://www.e-nisshin.com
 
ニ,126181,株式会社⽇進化成
〒335-0031,埼⽟県⼾⽥市美⼥⽊３−６−８
2026-02-12
http://www.nissinkasei.jp/
 
ニ,129551,⽇進化成株式会社
〒120-0037,東京都⾜⽴区千住河原町１１−５
2024-09-14
http://www.nissinkasei.com/
 
ニ,105860,⽇新化成⼯業株式会社
〒569-0843,⼤阪府⾼槻市三箇牧２−１１−１
2025-01-29
http://www.nissinplastics.co.jp
 
ニ,125204,株式会社⽇新化成製作所
〒458-0847,愛知県名古屋市緑区浦⾥２−１８３
2026-02-10
 
ニ,116259,株式会社⽇清機⼯
〒252-0236,神奈川県相模原市中央区富⼠⾒６−６−１ ⼤賀ビル１１３



2024-03-02
 
ニ,217572,⽇進機⼯株式会社
〒463-0808,愛知県名古屋市守⼭区花咲台２丁⽬４０１番地
2026-02-10
https://nissinkiko.com/
 
ニ,101852,⽇新技研株式会社
〒358-0033,埼⽟県⼊間市狭⼭台４−１４−１０
2024-10-31
https://nissin-giken.co.jp
 
ニ,219449,⽇進技研株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町３−２−２
2024-03-23
http://nissingiken.co.jp/
 
ニ,126053,⽇新計器株式会社
〒543-0042,⼤阪市天王寺区烏ヶ辻１−３−１７
2025-06-06
http://www.nisshin-keiki.co.jp
 
ニ,219987,株式会社⽇伸建設
〒062-0003,北海道札幌市豊平区美園三条３丁⽬１番２７号
2024-07-06
 
ニ,215520,⽇新建⼯株式会社
〒120-0034,東京都⾜⽴区千住１丁⽬２１番３号
2026-04-01
https://nisshin-kenko.co.jp/
 
ニ,228684,株式会社⽇新建⼯
〒761-8058,⾹川県⾼松市勅使町５０２番１
2024-11-20
 
ニ,221763,⽇新建材株式会社
〒733-0033,広島県広島市⻄区観⾳本町１丁⽬２２番２５号
2025-07-01
 
ニ,213238,株式会社⽇⾠建設
〒135-0053,東京都江東区⾠⺒３ー１２ー２６
2026-05-20
 
ニ,105713,⽇伸⼯業株式会社
〒520-2152,滋賀県⼤津市⽉輪１−１−１
2024-12-05
http://www.nissinjpn.co.jp/
 
ニ,116096,⽇新興業株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町１−２６−５
2024-11-04
http://www.nisshin-kk.co.jp
 
ニ,116197,⽇清⼯業株式会社
〒482-0031,愛知県岩倉市⼋剱町江迎８−１



2025-09-21
https://nisshin-industry.jp/
 
ニ,116301,⽇進⼯業株式会社
〒447-0844,愛知県碧南市港本町４−３９
2024-09-04
http://www.enissin.com/
 
ニ,126091,⽇進⼯業株式会社
〒613-0034,京都府久世郡久御⼭町佐⼭新開地５０
2025-04-18
http://nisshin-kyoto.com
 
ニ,126131,⽇信⼯業株式会社
〒329-0114,栃⽊県下都賀郡野⽊町野⽊１４１−３
2026-01-23
http://ns-kougyou.co.jp
 
ニ,127526,⽇伸⼯業株式会社
〒577-0836,⼤阪府東⼤阪市渋川町３−２−１１
2024-11-15
http://www.nis-cec.com/nisshin/
 
ニ,211320,ニッシン⼯業株式会社
〒514-0824,三重県津市神⼾１８８２番地
2022-08-02
 
ニ,213359,⽇進⼯業株式会社
〒744-0021,⼭⼝県下松市平⽥４４３番地
2020-07-29
 
ニ,214356,⽇進⼯業株式会社
〒006-0829,北海道札幌市⼿稲区⼿稲前⽥６１２番地１３４
2025-09-06
https://www.nissin-spr.co.jp/
 
ニ,215484,⽇新⼯業株式会社
〒950-0015,新潟県新潟市東区河渡庚２９６番地６０
2024-07-10
 
ニ,215720,株式会社⽇新⼯業
〒060-0031,北海道札幌市中央区北１条東４丁⽬１番地１
2021-11-06
 
ニ,219205,⽇新⼯業株式会社
〒792-0032,愛媛県新居浜市政枝町２丁⽬１−２８
2024-03-02
https://nisshin-i.co.jp/
 
ニ,220330,⽇新⼯業有限会社
〒680-0911,⿃取県⿃取市千代⽔１丁⽬７３番地
2024-10-12
https://www.nissin-k.net/
 
ニ,225868,⽇神⼯業株式会社



〒320-0021,栃⽊県宇都宮市東塙⽥２ー８ー４１
2025-08-01
https://nisshin-kogyo.co.jp/
 
ニ,225920,⽇新興業株式会社
〒882-0812,宮崎県延岡市本⼩路７４
2025-09-01
https://www.nissinkohgyo.co.jp/
 
ニ,126114,株式会社⽇新⼯業所
〒553-0002,⼤阪市福島区鷺洲５−２−５
2025-11-19
 
ニ,100923,株式会社⽇新⼯業製作所
〒106-0046,東京都港区元⿇布１−２−１３ 元⿇布ガーデン２０３号
2023-11-10
http://www.nissin-kogyo.co.jp
 
ニ,126007,⽇進⼯具株式会社
〒140-0013,東京都品川区南⼤井４−５−９
2025-01-25
http://www.ns-tool.com
 
ニ,116120,株式会社⽇新コンピュータシステム
〒112-0004,東京都⽂京区後楽１−５−３ 後楽国際ビルディング３階
2025-02-23
https://www.nisin.co.jp
 
ニ,126011,ニッシン産業株式会社
〒540-0014,⼤阪市中央区⿓造寺町７−２１
2025-04-04
http://www.nissin-san.co.jp/
 
ニ,221237,⽇新産業株式会社
〒040-0077,北海道函館市吉川町８番４号
2025-03-01
 
ニ,221454,⽇新産業株式会社
〒733-0001,広島県広島市⻄区⼤芝三丁⽬１７番１号
2025-04-01
https://www.nisshinsangyou.com/
 
ニ,116287,株式会社⽇新商会
〒171-0022,東京都豊島区南池袋３−１３−８ ホウエイビル６階
2024-02-03
http://www.nissinshoukai.com
 
ニ,506088,⽇信商事株式会社
〒662-0934,兵庫県⻄宮市⻄宮浜１−２３
2024-10-04
http://www.nissin.ch
 
ニ,103686,⽇進精機株式会社
〒146-0095,東京都⼤⽥区多摩川２−２９−２１
2024-03-09



http://www.nissin-precision.com
 
ニ,105256,有限会社⽇進精機
〒324-0044,栃⽊県⼤⽥原市親園１５０２−３
2024-10-01
 
ニ,122811,⽇新精機株式会社
〒354-0043,埼⽟県⼊間郡三芳町⼤字⽵間沢７８−１
2024-11-21
http://www.nissin-sk.co.jp/
 
ニ,116004,株式会社⽇進製作所
〒627-0037,京都府京丹後市峰⼭町千歳２２
2024-02-07
http://www.nissin-mfg.co.jp/
 
ニ,116397,株式会社⽇清製粉ウェルナ
〒101-8441,東京都千代⽥区神⽥錦町１−２５
2024-08-08
https://www.nisshin-seifun-welna.com/index/nisshin-seifun-we
lna/
 
ニ,220459,⽇進設備⼯業株式会社
〒810-0013,福岡県福岡市中央区⼤宮２丁⽬３番４号
2024-11-22
 
ニ,102941,⽇信ソフトエンジニアリング株式会社
〒346-0029,埼⽟県久喜市江⾯１８３６−１
2026-01-09
http://www.nisshin-soft.co.jp
 
ニ,216359,株式会社⽇⾠断熱
〒336-0025,埼⽟県さいたま市南区⽂蔵１丁⽬１３番１号
2025-05-08
 
ニ,216539,⽇進テクノ株式会社
〒326-0053,栃⽊県⾜利市伊勢町４丁⽬１２番地１
2025-05-28
http://www.nisshin-techno.co.jp
 
ニ,104637,⽇信テクノエンジニアリング株式会社
〒346-8524,埼⽟県久喜市江⾯字⼤⾕１８３６−１
2026-01-30
http://www.signalntec.co.jp
 
ニ,229435,株式会社⽇新鉄筋
〒334-0061,埼⽟県川⼝市⼤字新堀１３ー１
2025-12-13
 
ニ,216953,株式会社⽇伸鉄⼯建設
〒124-0025,東京都葛飾区⻄新⼩岩四丁⽬８番地５号
2025-07-30
 
ニ,211415,有限会社⽇新鉄⼯所
〒915-0852,福井県越前市松森町１０ー５ー１



2025-10-28
 
ニ,106177,⽇進電気株式会社
〒481-8508,愛知県北名古屋市六ツ師⼥夫越５
2024-03-12
http://nisshin-denki.jp
 
ニ,215123,有限会社⽇伸電気
〒142-0053,東京都品川区中延６丁⽬３番２１号
2023-12-12
 
ニ,506074,⽇新電機株式会社
〒615-8686,京都府京都市右京区梅津⾼畝町４７番地
2024-08-21
https://nissin.jp/
 
ニ,101659,⽇新電機商事株式会社
〒101-0024,東京都千代⽥区神⽥和泉町１ 神⽥和泉町ビル６階
2024-09-12
http://nds.nissin.co.jp/
 
ニ,218934,株式会社⽇新電機製作所
〒381-0022,⻑野県⻑野市⼤⾖島芹⼟２７７
2024-01-19
https://www.nisshin-e.jp/
 
ニ,231188,株式会社⽇進電機製作所
〒537-0012,⼤阪府⼤阪市東成区⼤今⾥三丁⽬１２番１８号
2025-10-25
 
ニ,215919,⽇進電気⼟⽊株式会社
〒900-0002,沖縄県那覇市曙１丁⽬６番１５号
2025-01-22
https://www.nishindenk.com/
 
ニ,506137,⽇信電⼦サービス株式会社
〒338-0013,埼⽟県さいたま市中央区鈴⾕４丁⽬８番１号
2026-06-25
http://www.open-nes.co.jp/
 
ニ,103056,⽇信電設株式会社
〒330-0071,埼⽟県さいたま市浦和区上⽊崎１−１５−１３
2026-02-27
http://www.nissindensetu.co.jp/
 
ニ,231415,株式会社⽇清電設
〒230-0032,神奈川県横浜市鶴⾒区⼤東町５番地９
2025-12-13
https://www.nisshin-densetsu.jp/
 
ニ,220211,⽇進電設⼯業株式会社
〒367-0026,埼⽟県本庄市朝⽇町２ー１０ー４
2024-09-07
http://nissindensetu.com
 



ニ,122834,⽇新電装株式会社
〒486-0923,愛知県春⽇井市下条町字北吉⽥８５０
2024-11-26
http://www.nissin-denso.co.jp
 
ニ,126100,株式会社⽇進電装
〒245-0014,横浜市泉区中⽥南３−２８−２５
2025-07-27
http://www.nisshin-denso.co.jp
 
ニ,100897,⽇新電通技研株式会社
〒460-0008,愛知県名古屋市中区栄３−２５−１６
2023-10-06
 
ニ,120233,ニッシントーア・岩尾株式会社
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町２−３０−８
2023-08-05
http://www.nisshintoaiwao.co.jp
 
ニ,212210,⽇新特殊建設株式会社
〒120-0034,東京都⾜⽴区千住⼀丁⽬２１番３号
2024-06-13
http://www.nisshin-tokusyu.co.jp
 
ニ,219108,⽇新塗装⼯業株式会社
〒144-0046,東京都⼤⽥区東六郷２−１１−１３
2024-02-16
 
ニ,126156,⽇信特器株式会社
〒596-0826,⼤阪府岸和⽥市作才町１４１
2026-03-04
http://www.n-tokki.co.jp
 
ニ,231268,⽇新ネットワークス株式会社
〒532-0012,⼤阪府⼤阪市淀川区⽊川東三丁⽬２番１２号
2025-11-08
https://www.nisshin-networks.co.jp/
 
ニ,126118,⽇伸物産株式会社
〒108-0074,東京都港区⾼輪２−２１−３８
2026-04-05
 
ニ,100011,⽇⾠貿易株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥２−１６−２ 第２ディーアイシービル１０Ｆ
2025-06-16
http://www.nissinboeki.co.jp/
 
ニ,213851,⽇信防災株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町３丁⽬２番４号
2024-09-29
 
ニ,225735,⽇新防⽔⼯事株式会社
〒334-0061,埼⽟県川⼝市⼤字新堀２８０ー１
2025-07-01
 



ニ,129750,⽇清紡ブレーキ株式会社
〒103-8650,東京都中央区⽇本橋⼈形町２−３１−１１
2025-01-13
http://www.nisshinbo-brake.co.jp
 
ニ,103060,⽇清紡マイクロデバイス株式会社
〒103-0003,東京都中央区⽇本橋横⼭町３−１０
2025-04-05
https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/
 
ニ,123162,⽇清紡マイクロデバイスＡＴ株式会社
〒842-0032,佐賀県神埼郡吉野ヶ⾥町⽴野９５０
2025-03-26
 
ニ,116242,⽇清紡メカトロニクス株式会社
〒103-8650,東京都中央区⽇本橋⼈形町２−３１−１１ ⽇清紡ホールディングズ㈱内
2023-12-06
http://www.nisshinbo-mechatronics.co.jp
 
ニ,106820,⽇新明弘テック株式会社
〒541-0054,⼤阪市中央区南本町２−４−３
2024-08-22
http://www.asutec.com
 
ニ,214309,⽇進メンテナンス株式会社
〒870-0108,⼤分県⼤分市三佐１ー５ー１
2025-08-02
 
ニ,231553,株式会社⽇新メンテナンス
〒542-0081,⼤阪府⼤阪市中央区南船場四丁⽬１２番１２号
2026-01-10
http://www.nichime.co.jp
 
ニ,216608,株式会社ニッシン冷熱
〒336-0026,埼⽟県さいたま市南区辻⼋丁⽬１２番１２号
2025-06-11
https://www.n-s-group.co.jp/
 
ニ,124540,⽇新冷熱⼯業株式会社
〒144-0052,東京都⼤⽥区蒲⽥５−４４−７−９０４
2025-10-07
 
ニ,217602,株式会社⽇樹建設
〒003-0026,北海道札幌市⽩⽯区本通８丁⽬南２番９号
2026-02-18
http://www.nijju.jp
 
ニ,220460,⽇⽔化学⼯業株式会社
〒730-0813,広島県広島市中区住吉町１９番１２号
2024-11-22
http://nissui.net/
 
ニ,505738,⽇⽔製薬株式会社
〒110-8736,東京都台東区上野三丁⽬２４番６号
2025-08-09



 
ニ,104376,ニッスイマリン⼯業株式会社
〒804-0076,北九州市⼾畑区銀座２−６−２７
2025-05-11
 
ニ,116128,株式会社ニッセイ
〒444-1297,愛知県安城市和泉町井ノ上１−１
2023-08-12
http://www.nissei-gtr.co.jp/
 
ニ,116331,⽇精株式会社
〒530-0011,⼤阪市北区⼤深町３−１ グランフロント⼤阪タワーＢ１２階
2024-09-06
http://www.nissei-net.co.jp
 
ニ,116376,⽇精株式会社
〒105-8411,東京都港区⻄新橋１−１８−１７ 明産⻄新橋ビル
2024-10-10
http://www.nissei.co.jp
 
ニ,129428,株式会社ニッセイ
〒206-0802,東京都稲城市東⻑沼１８３−１０
2024-04-24
https://nissei-ws.com
 
ニ,212946,株式会社ニッセイ
〒101-0025,東京都千代⽥区神⽥佐久間町２−１
2025-12-04
http://www.nissei-service.com
 
ニ,230744,株式会社⽇成
〒231-0851,神奈川県横浜市中区⼭元町三丁⽬１２７番地
2025-08-23
 
ニ,126108,株式会社ニッセイ アイソレイト
〒433-8122,静岡県浜松市中区上島６−３−２０
2026-04-04
http://www.nissei-isolate.jp
 
ニ,103834,⽇精エー・エス・ビー機械株式会社
〒384-8585,⻑野県⼩諸市甲４５８６−３
2024-05-13
http://www.nisseiasb.co.jp/
 
ニ,101658,株式会社ニッセイエコ
〒252-0821,神奈川県藤沢市⽤⽥４７５
2024-09-12
https://www.nisseieco.co.jp
 
ニ,104016,⽇⽣開発株式会社
〒760-0023,⾹川県⾼松市寿町１−４−３
2024-10-05
http://www.nissei-k.com/
 
ニ,104742,⽇精機⼯株式会社



〒060-0032,札幌市中央区北２条東１１−２３
2026-04-24
http://www.nisseikiko.com
 
ニ,116341,⽇晴⾦属株式会社
〒558-0014,⼤阪市住吉区我孫⼦１−２−１０
2024-09-06
http://www.nisseikinzoku.co.jp/
 
ニ,216199,有限会社⽇成⾦属⼯業
〒885-0095,宮崎県都城市蓑原町８７６６
2025-03-26
 
ニ,230235,ニッセイ技研株式会社
〒819-0038,福岡県福岡市⻄区⽻根⼾６７番地４
2025-06-21
http://www.nisseigiken.com/
 
ニ,229538,⽇制警備保障株式会社
〒166-0011,東京都杉並区梅⾥１ー２２ー２４
2026-03-05
http://park1.wakwak.com/~nissei-keibi/index.html
 
ニ,220275,⽇成建材株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野３−２−６⽯⽥ビル１階
2024-09-21
 
ニ,216660,有限会社⽇晴建設
〒792-0046,愛媛県新居浜市上原３丁⽬１番６８号
2025-06-18
_
 
ニ,216890,⽇成建設株式会社
〒231-0832,神奈川県横浜市中区本牧緑ケ丘１３８番地
2022-07-23
 
ニ,224056,株式会社ニッセイ建設
〒156-0042,東京都世⽥⾕区⽻根⽊１丁⽬１０番１３号
2025-01-01
 
ニ,214270,⽇誠⼯業株式会社
〒983-0007,宮城県仙台市宮城野区仙台港北⼀丁⽬１番地の７
2025-07-05
 
ニ,220653,⽇星⼯業株式会社
〒957-0101,新潟県北蒲原郡聖籠町東港三丁⽬７５番地１８
2025-02-01
 
ニ,231248,⽇成⼯業株式会社
〒140-0002,東京都品川区東品川⼆丁⽬１番１１号
2025-11-08
https://nissei.lline-group.co.jp
 
ニ,225204,株式会社⽇成興産
〒061-3244,北海道⽯狩市新港南２丁⽬３７２１番地４



2025-05-01
http://www.nissei-k.ecnet.jp/
 
ニ,116043,株式会社ニッセイコム
〒140-8511,東京都品川区⼤井１−４７−１
2024-12-04
http://www.nisseicom.co.jp
 
ニ,126084,⽇星産業株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町１−１０−５
2025-03-05
http://www.nisseicorp.co.jp
 
ニ,126009,株式会社ニッセイ シーエスティー
〒574-0061,⼤阪府⼤東市⼤東町７−５１
2025-03-05
http://www.nissei-cst.co.jp/
 
ニ,211277,株式会社⽇誠ｃｆｃ
〒343-0025,埼⽟県越⾕市⼤沢３丁⽬１０−１４
2025-07-14
http://www.nisseicfc.jp
 
ニ,230799,株式会社⽇成ストマック・トーキョー
〒134-0084,東京都江⼾川区東葛⻄三丁⽬１７番１５号
2025-08-30
https://www.nissei-st.co.jp
 
ニ,230192,⽇世テクノ株式会社
〒541-0043,⼤阪府⼤阪市中央区⾼麗橋⼆丁⽬５番１０号アイケイビル
2025-06-07
https://www.nissei-techno.com/
 
ニ,501667,⽇精テクノロジー株式会社
〒650-0047,兵庫県神⼾市中央区港島南町３−２−８
2025-03-17
https://www.nisseig.com/
 
ニ,105520,⽇精電機株式会社
〒025-0061,岩⼿県花巻市本館２０１
2025-03-31
http://www.new-nissei.com
 
ニ,116066,⽇星電気株式会社
〒432-8006,静岡県浜松市⻄区⼤久保町１５０９
2024-10-31
http://www.nissei-el.co.jp
 
ニ,221081,ニッセイ電気株式会社
〒162-0807,東京都新宿区東榎町１０番地１
2025-02-01
 
ニ,227071,⽇製電機株式会社
〒670-0995,兵庫県姫路市⼟⼭東の町１４ー１０
2023-10-01



https://nissei-elec.co.jp
 
ニ,504285,⽇星電機株式会社
〒311-4204,茨城県⽔⼾市⽥⾕町１９３０番地
2025-09-13
 
ニ,216019,⽇⽣電機⼯業株式会社
〒170-0013,東京都豊島区東池袋２丁⽬６番７号
2025-02-12
https://nisseidenki.co.jp/
 
ニ,116325,⽇精電⼦株式会社
〒861-2223,熊本県上益城郡益城町⼩池９７７−１
2024-06-06
http://ndk.nsk-cp.co.jp
 
ニ,225879,⽇成ビルド⼯業株式会社
〒920-0396,⽯川県⾦沢市⾦⽯北３丁⽬１６番１０号
2025-08-01
http://www.nisseibuild.co.jp/
 
ニ,126116,有限会社⽇⽣双葉マーク
〒356-0036,埼⽟県上福岡市南台１−１４−７
2026-02-21
 
ニ,102792,⽇精プラステック株式会社
〒103-0011,東京都中央区⽇本橋⼤伝⾺町２−７ ⽇本橋第⼀ビル５Ｆ
2025-09-26
http://www.c-serve.co.jp
 
ニ,103142,株式会社⽇⻘プラント
〒316-0035,茨城県⽇⽴市国分町３−１−１２
2026-04-14
 
ニ,215472,⽇⻘⽊材株式会社
〒136-0082,東京都江東区新⽊場３−９−９
2024-06-26
 
ニ,123366,ニッセイロールペーパー株式会社
〒204-0002,東京都清瀬市旭ヶ丘１−２６６−１３
2025-01-30
 
ニ,224843,株式会社⽇設
〒105-6971,東京都港区芝浦１丁⽬２番１号
2025-04-01
https://www.nisetu.co.jp
 
ニ,211052,⽇設⼯業株式会社
〒448-0034,愛知県刈⾕市神明町１丁⽬２８番地
2025-04-13
http://www.aichi-nissetsu.jp/
 
ニ,224584,株式会社⽇宣
〒003-0826,北海道札幌市⽩⽯区菊⽔元町六条３ー４ー１３
2025-04-01



http://www.hi-nissen.co.jp
 
ニ,210224,⽇扇運輸機⼯株式会社
〒808-0109,福岡県北九州市若松区南⼆島⼆丁⽬１７番２８号
2024-03-19
 
ニ,105750,⽇泉化学株式会社
〒792-8584,愛媛県新居浜市⻄原町２−４−３４
2024-05-22
http://nissen-chem.jp
 
ニ,212252,株式会社ニッセン・ワイケイ
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀３ー９ー５
2024-07-04
http://nissenyk.com/
 
ニ,219840,ニッソー技研株式会社
〒792-0852,愛媛県新居浜市東⽥⼆丁⽬甲１３１７番地の３
2024-06-08
 
ニ,222353,株式会社⽇創建材
〒381-2247,⻑野県⻑野市⻘⽊島１ー１８ー１３
2023-11-01
 
ニ,228680,株式会社⽇創建材
〒861-2244,熊本県上益城郡益城町寺迫１２０９ー１
2024-11-20
http://www.nisso-kenzai.net/
 
ニ,211654,⽇創建設株式会社
〒540-0038,⼤阪府⼤阪市中央区内淡路町１丁⽬３番１３号
2020-05-24
 
ニ,106966,⽇総⼯産株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区１−４−１ ⽇総⼯産新横浜ビル
2026-05-22
 
ニ,219148,⽇綜ゴンドラ株式会社
〒103-0014,東京都中央区⽇本橋蛎殻町１−１０−１
2024-02-22
http://www.nsgon.com/
 
ニ,220429,⽇綜産業株式会社
〒103-0014,東京都中央区⽇本橋蛎殻町１−１０−１
2024-11-09
https://www.nisso-sangyo.co.jp
 
ニ,116363,⽇曹商事株式会社
〒103-8422,東京都中央区⽇本橋本町３−３−６
2024-10-27
https://www.nissoshoji.com
 
ニ,504118,⽇総ブレイン株式会社
〒230-0062,神奈川県横浜市鶴⾒区豊岡町２８−２６ ⽇総第⼀ビル
2024-10-15



https://www.nsbrain.jp/
 
ニ,220681,株式会社ニッソク
〒666-0106,兵庫県川⻄市⼭下町２０番地の２０
2025-02-07
https://kobe-sekkou.com/
 
ニ,105543,ニッタ株式会社
〒556-0022,⼤阪府⼤阪市浪速区桜川４−４−２６
2026-03-12
http://www.nitta.co.jp
 
ニ,118576,ニッタ・デュポン株式会社
〒556-0022,⼤阪府⼤阪市浪速区桜川４−４−２６
2026-06-18
https://www.nittadupont.co.jp/
 
ニ,128614,ニッタ・デュポン トレーディング株式会社
〒556-0022,⼤阪市浪速区桜川４−４−２６
2026-06-24
http://www.nittadupont.co.jp
 
ニ,228234,株式会社新⽥市⼯務店
〒536-0013,⼤阪府⼤阪市城東区鴫野東２丁⽬８番１４号
2024-06-29
 
ニ,218789,ニッタエアソリューションズ株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町１−１−８
2023-12-15
 
ニ,115200,ニッタ化⼯品株式会社
〒556-0022,⼤阪府⼤阪市浪速区桜川４−４−２６ ニッタビル
2024-03-21
https://www.nitta-ci.co.jp
 
ニ,219855,新⽥管⼯株式会社
〒230-0061,神奈川県横浜市鶴⾒区佃野町９ー３
2024-06-15
http://www.nittakankou.co.jp/
 
ニ,224044,株式会社新⽥硝⼦店
〒700-0942,岡⼭県岡⼭市南区豊成３丁⽬２４番３５号
2025-01-01
 
ニ,102048,株式会社新⽥製作所
〒018-0147,秋⽥県にかほ市象潟町字⽴⽯４−２７
2024-12-20
http://www.nitta-seisakusho.co.jp
 
ニ,222187,株式会社新⽥窓業
〒644-0044,和歌⼭県⽇⾼郡美浜町⼤字和⽥２１０２番地の１
2026-06-01
http://www.nitta-sougyou.com/
 
ニ,122194,ニッタテクノソリューションズ株式会社



〒653-0031,兵庫県神⼾市⻑⽥区⻄尻池町３−１−２３
2025-07-23
https://www.nittats.co.jp/
 
ニ,216566,ニッタン株式会社
〒151-8535,東京都渋⾕区笹塚１丁⽬５４番５号
2025-06-04
https://www.nittan.com/
 
ニ,220632,株式会社ニッタン
〒731-0125,広島県広島市安佐南区⼤町⻄三丁⽬１１１５−２
2025-01-25
 
ニ,216286,⽇中コンサルタント株式会社
〒134-0086,東京都江⼾川区臨海町３丁⽬６番３号⽇中ビル
2025-04-09
http://www.jccon.co.jp/
 
ニ,501550,⽇通ＮＥＣロジスティクス株式会社
〒211-0063,神奈川県川崎市中原区⼩杉町１丁⽬４０３ 武蔵⼩杉ＳＴＭビル
2024-01-27
https://www.nittsu-necl.co.jp/
 
ニ,116151,⽇通⼯エレクトロニクス株式会社
〒382-0071,⻑野県須坂市⼩河原２０３１−１
2026-04-28
http://www.nitsuko-ele.co.jp
 
ニ,231816,株式会社ニッテク
〒136-0074,東京都江東区東砂六丁⽬６番４号
2026-03-28
http://www.nitteku.jp/
 
ニ,121053,⽇鉄ＳＧワイヤ株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内１−９−１ 丸の内中央ビル１１階
2024-03-19
http://www.sgw.nipponsteel.com/
 
ニ,228476,⽇鉄エンジニアリング株式会社
〒141-8604,東京都品川区⼤崎１丁⽬５番１号⼤崎センタービル
2024-09-13
https://www.eng.nipponsteel.com
 
ニ,123221,⽇鉄カーボン株式会社
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋１−１３−１ ⽇鉄⽇本橋ビル
2025-10-29
https://www.nscm.nipponsteel.com/ns-carbon/
 
ニ,213814,⽇鉄環境株式会社
〒104-0031,東京都港区海岸１丁⽬９番１号
2024-08-25
https://www.eco-tech.nipponsteel.com/
 
ニ,113356,⽇鉄ケミカル＆マテリアル株式会社
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋１−１３−１ ⽇鉄⽇本橋ビル



2026-05-10
https://www.nscm.nipponsteel.com
 
ニ,150039,⽇鉄建材株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥４−１４−１ 秋葉原ＵＤＸ１３階
2024-01-08
 
ニ,154039,⽇鉄鋼管株式会社
〒100-0006,東京都千代⽥区有楽町１−１−３ 東京宝塚ビル１２Ｆ
2023-08-06
 
ニ,231174,⽇鉄鋼構造株式会社
〒808-0022,福岡県北九州市若松区⼤字安瀬６４番地
2025-10-25
https://www.eng.nipponsteel.com/globalnetwork/japan/ns3
 
ニ,150013,⽇鉄鋼板株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町１−５−６ 第１０中央ビル
2023-08-01
 
ニ,154032,⽇鉄鋼板株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町１−５−６ 第１０中央ビル
2023-11-21
 
ニ,154015,⽇鉄ステンレス株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内１−８−２
2024-10-01
 
ニ,114494,⽇鉄ステンレスアート株式会社
〒661-0965,兵庫県尼崎市次屋２−２−２４
2024-03-21
https://www.ms-art.co.jp/
 
ニ,126043,⽇鉄ステンレス加⼯株式会社
〒447-0853,愛知県碧南市浜町１
2025-06-06
https://www.kako.stainless.nipponsteel.com
 
ニ,503412,⽇鉄ソリューションズ株式会社
〒105-6417,東京都港区虎ノ⾨１丁⽬１７番１号
2025-04-26
https://www.nssol.nipponsteel.com/
 
ニ,125332,⽇鉄テクノロジー株式会社
〒100-0006,東京都千代⽥区有楽町１−７−１
2023-03-17
https://www.nstec.nipponsteel.com
 
ニ,125784,⽇鉄テクノロジー株式会社
〒100-0006,東京都千代⽥区有楽町１−７−１ 有楽町電気ビル北館６Ｆ
2023-09-12
https://www.nstec.nipponsteel.com/
 
ニ,114516,⽇鉄テックスエンジ株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内２−５−２ 三菱ビル１２階



2024-09-20
https://www.tex.nipponsteel.com/
 
ニ,223566,⽇鉄テックスエンジ株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内２丁⽬５番２号三菱ビル
2024-09-01
https://www.tex.nipponsteel.com/
 
ニ,115111,⽇鉄電磁株式会社
〒490-1207,愛知県あま市⼆ツ寺⼩畑２３
2024-02-09
http://www.nses.co.jp/
 
ニ,123906,⽇鉄⽇⽴システムエンジニアリング株式会社
〒104-6591,東京都中央区明⽯町８−１ 聖路加タワー２６Ｆ
2025-05-28
http://www.nhs.co.jp
 
ニ,153056,⽇鉄物産株式会社
〒103-6025,東京都中央区⽇本橋２−７−１ 東京⽇本橋タワー２６階
2025-02-23
 
ニ,153111,⽇鉄物産株式会社
〒103-6025,東京都中央区⽇本橋２−７−１ 東京⽇本橋タワー２６階
2023-10-01
 
ニ,215249,⽇鉄物産コンストラクション株式会社
〒107-0052,東京都港区⾚坂８−５−２６
2024-02-27
 
ニ,229417,⽇鉄物産システム建築株式会社
〒105-0021,東京都港区東新橋１丁⽬９番２号
2025-12-05
https://www.nst-sumisys.co.jp
 
ニ,102441,⽇鉄物産マテックス株式会社
〒541-0043,⼤阪市中央区⾼麗橋４−２−１６
2025-03-08
http://www.nst-matex.com
 
ニ,100638,⽇鉄物産溶材販売株式会社
〒103-0016,東京都中央区⽇本橋⼩網町１１−１０ 岩尾⼤和ビル３Ｆ
2023-03-03
https://nstwm.co.jp/
 
ニ,124033,⽇鉄物産ワイヤ＆ウェルディング株式会社
〒103-0016,東京都中央区⽇本橋⼩網町１１−１０
2025-03-07
https://nstww.com
 
ニ,221532,⽇塗株式会社
〒721-0952,広島県福⼭市曙町１丁⽬１０番１０号
2025-04-01
http://www.nitto-net.co.jp/
 



ニ,227494,株式会社ニットー
〒454-0027,愛知県名古屋市中川区広川町三丁⽬１番地８
2024-02-28
http://www.nittoh-info.co.jp
 
ニ,503229,ニットーエンジニアリング株式会社
〒371-0055,群⾺県前橋市北代⽥町３０５番地１
2024-07-15
 
ニ,215276,ニットー建装株式会社
〒153-0064,東京都⽬黒区下⽬黒⼆丁⽬１番５号
2024-03-06
https://www.210kenso.co.jp
 
ニ,217180,株式会社ニットービジネス
〒182-0036,東京都調布市⾶⽥給１丁⽬２３番１１号
2025-10-01
https://www.nittou-e.com/business/
 
ニ,126822,ニットーボーメディカル株式会社
〒102-0083,東京都千代⽥区麹町２−４−１ 麹町⼤通りビル７階
2024-04-24
http://www.nittobo.co.jp/
 
ニ,116116,株式会社⽇東
〒486-0904,愛知県春⽇井市宮町字中島２２
2026-05-28
https://www.nittoh.com
 
ニ,126178,株式会社ｎｉｔｔｏｈ
〒392-0131,⻑野県諏訪市湖南４５２９
2026-04-17
https://www.nittohkogaku.co.jp/
 
ニ,212069,⽇東有限会社
〒245-0018,神奈川県横浜市泉区上飯⽥町２０５３−１１
2024-03-05
 
ニ,212737,株式会社⽇東
〒590-0004,⼤阪府堺市堺区北清⽔町２丁２番６号
2025-07-10
https://www.210-nitto.co.jp/
 
ニ,221911,株式会社⽇東
〒350-0214,埼⽟県坂⼾市千代⽥５ー７ー２４
2025-08-01
http://www.nitto-inc.co.jp
 
ニ,226991,⽇東運輸株式会社
〒672-8075,兵庫県姫路市飾磨区思案橋５５番地
2023-09-01
 
ニ,127845,⽇東エルマテリアル株式会社
〒532-0011,⼤阪市淀川区⻄中島４−３−２４
2025-03-30



 
ニ,222631,⽇東エレベータ製造株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥２−１５−４
2024-01-01
http://www.nittoh.ev.co.jp
 
ニ,218700,⽇東化建株式会社
〒558-0055,⼤阪府⼤阪市住吉区万代４丁⽬２０番９号
2023-12-08
 
ニ,126045,⽇東化⼯株式会社
〒253-0111,神奈川県⾼座郡寒川町⼀之宮６−１−３
2024-12-07
http://www.nitto-kk.co.jp
 
ニ,229497,⽇東化⼯機株式会社
〒135-0006,東京都江東区常盤１−１７−１１
2026-02-15
http://www.nitto-kakoki.co.jp
 
ニ,122734,⽇東機器ファインテック株式会社
〒108-0073,東京都港区三⽥３−１１−３６
2024-11-06
http://www.nitto-fine.co.jp/
 
ニ,223813,⽇東グラモフォン株式会社
〒591-8043,⼤阪府堺市北区北⻑尾町８丁４ー１２
2024-11-01
 
ニ,225023,株式会社⽇東軽⾦
〒998-0875,⼭形県酒⽥市東町１丁⽬１３番地の９
2025-04-01
_
 
ニ,221337,株式会社⽇東建装
〒940-2031,新潟県⻑岡市宝地町１５９番地１３
2025-04-01
https://nitto-kensou.jp/
 
ニ,227207,⽇東⼯営株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿七丁⽬７番３０号
2023-12-01
http://www.nittohkoei.co.jp
 
ニ,105518,⽇東⼯機株式会社
〒108-0073,東京都港区三⽥５−６−７
2025-04-09
http://www.nittokohki.co.jp/
 
ニ,105993,⽇東光器株式会社
〒102-0073,東京都千代⽥区九段北１−１４−１８
2025-12-12
http://www.nitto-optical.co.jp
 
ニ,105773,⽇東⼯業株式会社



〒158-0097,東京都世⽥⾕区⽤賀３−１１−１２
2025-02-20
http://www.nittokogyo.com
 
ニ,116342,⽇東⼯業株式会社
〒480-1189,愛知県⻑久⼿市蟹原２２０１
2024-07-06
http://www.nito.co.jp/
 
ニ,124680,⽇東⼯業株式会社
〒432-8051,静岡県浜松市南区若林町８７３−１
2025-12-08
http://www.nitto-industry.co.jp/
 
ニ,121980,⽇東⼯具販売株式会社
〒578-0965,⼤阪府東⼤阪市本庄⻄１−６−４
2024-07-25
http://www.nittokog.co.jp
 
ニ,116324,⽇東礦⼯商事株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿３−２−７ ＫＤＸ新宿ビル９階
2024-08-10
http://www.nittokoko.co.jp/
 
ニ,222774,株式会社⽇東コンクリート技術事務所
〒341-0042,埼⽟県三郷市⾕⼝２１９
2024-03-01
 
ニ,126295,⽇東サプライ株式会社
〒222-0037,神奈川県横浜市港北区⼤倉⼭６−２−１２
2026-06-17
https://www.nittoh-supply.co.jp/
 
ニ,104352,⽇東シール株式会社
〒371-0014,群⾺県前橋市朝⽇町３−４−７
2025-03-31
 
ニ,100978,⽇東商事株式会社
〒994-0015,⼭形県天童市泉町１−１３−１
2024-01-13
http://www.nitto-s.com/
 
ニ,102199,⽇東商事株式会社
〒104-0031,東京都中央区京橋１−６−１２
2025-01-23
http://www.nitto-s.jp
 
ニ,126076,⽇東商事株式会社
〒530-0047,⼤阪市北区⻄天満４−１２−５
2025-05-25
http://www.nittoshoji.co.jp
 
ニ,127926,⽇東シンコー株式会社
〒910-0381,福井県坂井市丸岡町⾈寄１１０−１−１
2025-06-18



https://www.nittoshinko.co.jp/
 
ニ,126134,⽇東⾃動⾞機器株式会社
〒311-3116,茨城県東茨城郡茨城町⻑岡３２６８
2025-11-26
http://www.nittocorp.co.jp
 
ニ,116074,⽇東樹脂⼯業株式会社
〒142-0051,東京都品川区平塚２−９−２９
2024-03-28
http://www.clarex.co.jp/
 
ニ,126265,⽇東精⼯株式会社
〒623-0054,京都府綾部市井倉町梅ヶ畑２０
2026-06-10
https://www.nittoseiko.co.jp/
 
ニ,126008,株式会社⽇東製作所
〒252-0231,神奈川県相模原市中央区相模原２−１３−１４ ⼩津ビル３Ｆ
2025-06-11
 
ニ,126024,⽇東絶縁株式会社
〒657-0864,神⼾市灘区新在家南町５−９−３
2025-02-19
 
ニ,129177,株式会社⽇東絶縁ホールディングス
〒657-0864,兵庫県神⼾市灘区新在家南町５−９−３
2023-11-28
http://www.nzk.co.jp/index.html
 
ニ,122869,⽇東造機株式会社
〒297-0029,千葉県茂原市⾼師５８５
2024-12-05
http://www.nittoh.co.jp
 
ニ,218953,⽇東断熱株式会社
〒152-0012,東京都⽬黒区洗⾜⼆丁⽬１８番１号
2024-01-19
 
ニ,103956,⽇東通信株式会社
〒981-0912,宮城県仙台市⻘葉区堤町３−１−１５
2024-09-10
http://www.nittocom.co.jp
 
ニ,116054,⽇東通信機株式会社
〒158-0098,東京都世⽥⾕区上⽤賀５−１２−１１
2024-03-27
https://www.nittotsushinki.co.jp
 
ニ,104657,株式会社⽇東テック
〒311-1252,茨城県ひたちなか市部⽥野２９９１
2026-02-27
 
ニ,115610,⽇東電気株式会社
〒311-3116,茨城県東茨城郡茨城町⻑岡３２６８



2023-08-06
http://www.nittocorp.co.jp
 
ニ,121738,株式会社⽇東電機
〒297-0029,千葉県茂原市⾼師５８５
2024-05-26
 
ニ,116169,⽇東電機⼯業株式会社
〒824-0035,福岡県⾏橋市東泉１−１−１４
2026-02-26
http://www.nitto-denki.co.jp/
 
ニ,126035,株式会社⽇東電機製作所
〒373-0019,群⾺県太⽥市吉沢町１０３０
2024-12-07
http://www.nitto-e2.co.jp/
 
ニ,217479,⽇東電技株式会社
〒221-0022,神奈川県横浜市神奈川区守屋町１ー３ー６
2026-01-21
 
ニ,102380,⽇東電⼯株式会社
〒530-0011,⼤阪市北区⼤深町４−２０ グランフロント⼤阪タワーＡ３３階
2023-08-24
https://www.nitto.com/jp/ja/
 
ニ,105793,⽇東電⼯株式会社
〒530-0011,⼤阪市北区⼤深町４−２０ グランフロント⼤阪タワーＡ３３階
2025-03-17
https://www.nitto.com/jp/ja/
 
ニ,116058,⽇東電⼯株式会社
〒530-0011,⼤阪市北区⼤深町４−２０ グランフロント⼤阪タワーＡ３３階
2025-02-18
https://www.nitto.com/jp/ja/
 
ニ,126037,⽇東電⼯株式会社
〒530-0011,⼤阪市北区⼤深町４−２０ グランフロント⼤阪タワーＡ３３階
2025-02-05
https://www.nitto.com/jp/ja/
 
ニ,228562,⽇東電⼯株式会社
〒169-0073,東京都新宿区百⼈町２丁⽬２４番１０号
2024-10-16
 
ニ,503916,⽇東電⼯株式会社
〒970-8021,福島県いわき市平中神⾕字⼗⼆所河原５０
2024-02-08
http://www.nitto-denko.co.jp
 
ニ,127900,⽇東電⼯ＣＳシステム株式会社
〒441-3194,愛知県豊橋市中原町字平⼭１８
2025-05-29
https://www.nittocs.co.jp/
 



ニ,218731,⽇東電設株式会社
〒451-0045,愛知県名古屋市⻄区名駅２ー４ー３ウエスタンビル６Ｆ６２号
2023-12-15
http://nitto-densetsu.com/index.php
 
ニ,104119,⽇東電線株式会社
〒116-0012,東京都荒川区東尾久８−４１−７
2024-10-23
http://www.nitto-densen.co.jp
 
ニ,105940,⽇東電線⼯業株式会社
〒306-0632,茨城県坂東市辺⽥１４０３−１
2025-09-10
http://www.nittodensen.co.jp
 
ニ,215976,⽇東道路株式会社
〒150-0012,東京都渋⾕区広尾１丁⽬３番１２号
2025-01-29
https://nitto-road.co.jp/
 
ニ,216846,⽇東⼟建株式会社
〒183-0045,東京都府中市美好町２−３７−２
2025-07-09
 
ニ,214157,株式会社⽇東⼟⽊
〒476-0013,愛知県東海市中央町五丁⽬２４番地
2025-04-26
https://www.nitto-doboku.com/
 
ニ,102561,⽇東発条株式会社
〒230-0071,神奈川県横浜市鶴⾒区駒岡２−１８−２０
2025-05-13
http://www.nittospring.co.jp/
 
ニ,105990,株式会社⽇東発條
〒211-0011,神奈川県川崎市中原区下沼部１８８８−６−２０１
2026-01-18
http://www.nitto-hatsujo.co.jp/
 
ニ,223258,⽇東物産株式会社
〒460-0007,愛知県名古屋市中区新栄１ー１２ー１０
2024-06-01
http://www.nittoh-bussan.co.jp/
 
ニ,224045,⽇東物産株式会社
〒701-0165,岡⼭県岡⼭市北区⼤内⽥８３０番地の１
2025-01-01
http://www.nitto-okayama.co.jp
 
ニ,224092,⽇東物産株式会社
〒960-8162,福島県福島市南町２１２番地
2022-02-01
http://www.nittoh-b.co.jp/
 
ニ,102126,⽇東部品株式会社



〒370-0501,群⾺県⾢楽郡千代⽥町福島４５５−８
2025-01-15
 
ニ,229856,⽇東紡績株式会社
〒960-8581,福島県福島市郷野⽬字東１番地
2023-07-17
http://www.nittobo.co.jp/
 
ニ,101152,株式会社⽇東紡マテリアル
〒102-0083,東京都千代⽥区麹町３−２
2024-03-12
http://www.ntb-m.com
 
ニ,126255,⽇東ユメックス株式会社
〒330-0856,埼⽟県さいたま市⼤宮区三橋４−３５６−１
2023-06-10
http://www.nittoyumex.com/
 
ニ,224001,⽇陶窯業株式会社
〒591-8002,⼤阪府堺市北区北花⽥町１丁２７番
2025-01-01
 
ニ,216102,⽇東レジン株式会社
〒170-0013,東京都豊島区東池袋４丁⽬２５番１２号サンシャインサイド８階
2025-03-05
https://www.nitto-r.com/
 
ニ,129327,ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社
〒330-0841,埼⽟県さいたま市⼤宮区東町２−２９２−１
2024-02-25
https://nittoku.co.jp/
 
ニ,220588,株式会社ニットク
〒121-0823,東京都⾜⽴区伊興三丁⽬１７番２号
2024-12-27
 
ニ,216080,⽇特建設株式会社
〒103-0004,東京都中央区東⽇本橋３丁⽬１０番６号
2024-04-01
https://www.nittoc.co.jp/
 
ニ,100240,⽇特コイデ株式会社
〒954-0076,新潟県⾒附市新幸町９−３
2025-08-30
https://nittokukoide.nittoku.co.jp
 
ニ,210658,ニットクメンテ株式会社
〒114-0003,東京都北区豊島８−１６−１４
2024-10-30
http://www.nittokmente.co.jp
 
ニ,126210,株式会社⽇都⼯業
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町３−９−１ 花岡ビル４階
2023-05-10
http://www.nitto-k.co.jp



 
ニ,116172,⽇発販売株式会社
〒105-0021,東京都港区東新橋２−１４−１ ＮＢＦコモディオ汐留８階
2025-06-15
https://www.nippan-inc.co.jp/
 
ニ,229618,株式会社ニッパツパーキングシステムズ
〒220-0004,神奈川県横浜市⻄区北幸２ー８ー１９横浜⻄⼝Ｋビル６Ｆ
2026-03-31
http://www.nhk-ps.co.jp/
 
ニ,105552,⽇版グループ株式会社
〒131-0043,東京都墨⽥区⽴花３−１０−１２
2022-05-13
https://www.nippangroup.com
 
ニ,220359,株式会社ニッパンレンタル
〒371-0013,群⾺県前橋市⻄⽚⾙町４丁⽬５番１５号
2024-10-19
https://www.nippan-r.co.jp/
 
ニ,211694,ＮＩＰエンジニアリング株式会社
〒661-0976,兵庫県尼崎市潮江五丁⽬８番３１号
2026-06-15
https://www.nip-eng.co.jp/
 
ニ,103841,ニップラテクノデバイス株式会社
〒169-0075,東京都新宿区⾼⽥⾺場１−２９−２１ みかどビル４階
2024-05-18
http://www.nippla.jp/
 
ニ,221671,株式会社ＮＩＰＰＯ
〒104-0031,東京都中央区京橋⼀丁⽬１９番１１号
2025-05-01
https://www.nippo-c.co.jp
 
ニ,105963,ニッポー株式会社
〒574-0062,⼤阪府⼤東市氷野２−３−７
2025-12-07
http://www.nippoltd.co.jp
 
ニ,127454,ニッポー産業株式会社
〒211-0013,神奈川県川崎市中原区上平間２０７９−１
2024-10-11
 
ニ,105941,ニッポー紙器株式会社
〒829-0333,福岡県築上郡築上町⼤字⽔原３４２
2026-06-10
 
ニ,116375,株式会社ＮＩＰＰＯ’Ｓ
〒690-1401,島根県松江市⼋束町江島１１２８−５２
2024-06-21
https://www.nippos.co.jp
 
ニ,210458,株式会社⽇邦



〒458-0807,愛知県名古屋市緑区砂⽥１丁⽬ー１１０４番地
2024-07-29
 
ニ,128322,株式会社⽇豊エンジニアリング
〒220-0004,横浜市⻄区北幸２−１０−２７
2025-09-26
https://www.np-e.co.jp/
 
ニ,213614,⽇豊建設株式会社
〒561-0804,⼤阪府豊中市曽根南町２丁⽬１１番２４号
2024-03-03
 
ニ,216918,株式会社⽇豊建設
〒811-1123,福岡県福岡市早良区内野１ー２５ー５
2025-07-23
https://nippo-k.net/
 
ニ,125770,⽇邦⼯業株式会社
〒145-0073,東京都⼤⽥区北嶺町２−１０
2023-09-07
http://www.nippokk.co.jp/
 
ニ,223005,⽇宝⼯業株式会社
〒220-0012,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい４ー６ー２
2024-04-01
http://www.nippo-eng.co.jp
 
ニ,211848,⽇宝興産株式会社
〒143-0016,東京都⼤⽥区⼤森北６ー３ー１５
2020-09-15
 
ニ,105590,⽇邦産業株式会社
〒460-0003,愛知県名古屋市中区錦１−１０−１
2026-03-27
https://www.nip.co.jp
 
ニ,106016,⽇豊産業株式会社
〒103-0014,東京都中央区⽇本橋蛎殻町２−８−４
2023-08-31
http://www.nipposangyo.jp/
 
ニ,128699,⽇邦産業株式会社
〒550-0023,⼤阪市⻄区千代崎２−１１−１１
2026-01-15
http://www.nippo-sangyo.co.jp
 
ニ,505732,⽇邦電機株式会社
〒142-0053,東京都品川区中延１−１１−６
2025-07-14
https://www.nippo-d.co.jp/
 
ニ,103356,株式会社⽇放電⼦
〒101-0052,東京都千代⽥区神⽥⼩川町２−１２−１
2023-08-19
https://www.nippoe.co.jp



 
ニ,106432,⽇邦ファスナー株式会社
〒734-0022,広島市南区東雲２−１７−９−１０１
2024-12-03
 
ニ,101427,⽇邦プレシジョン株式会社
〒407-0175,⼭梨県韮崎市穂坂町宮久保７３４
2024-06-19
http://www.pnp.co.jp
 
ニ,215790,⽇鋪建設株式会社
〒154-0001,東京都世⽥⾕区池尻２丁⽬１１番３号
2024-11-27
http://www.nippokensetsu.co.jp/
 
ニ,229945,⽇ポリ化⼯株式会社
〒630-2234,奈良県⼭辺郡⼭添村⼤字切幡１２６番地の４
2023-09-11
http://www.nippori.co.jp/
 
ニ,212823,株式会社⽇本アクア
〒108-0075,東京都港区港南２丁⽬１６番２号
2025-09-11
https://www.n-aqua.jp/
 
ニ,116170,⽇本アクティ・システムズ株式会社
〒108-0073,東京都港区三⽥３−１４−１０ 三⽥３丁⽬ＭＴビル
2025-02-24
http://www.actys.co.jp/
 
ニ,125622,⽇本アスコ株式会社
〒663-8202,⻄宮市⾼畑町１−２０
2026-06-23
http://www.ascojp.co.jp
 
ニ,106270,⽇本アビオニクス株式会社
〒224-0053,神奈川県横浜市都筑区池辺町４４７５
2026-02-09
https://www.avio.co.jp
 
ニ,116135,⽇本アルゴリズム株式会社
〒154-0004,東京都世⽥⾕区太⼦堂４−１−１ キャロットタワー２４Ｆ
2025-02-25
https://www.nalgo.co.jp/
 
ニ,104377,株式会社⽇本アレフ
〒105-0014,東京都港区芝２−１４−５ 芝千歳ビル８階
2025-05-11
https://www.nippon-aleph.co.jp/
 
ニ,116029,⽇本アンテナ株式会社
〒116-8561,東京都荒川区⻄尾久７−４９−８
2024-05-01
http://www.nippon-antenna.co.jp/
 



ニ,126106,⽇本イットリウム株式会社
〒836-0003,福岡県⼤牟⽥市唐船２０８１−３９８
2026-02-19
http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/group/nyc/
 
ニ,225624,⽇本インシュレーション株式会社
〒542-0081,⼤阪府⼤阪市中央区南船場⼀丁⽬１８番１７号
2025-07-01
https://www.jic-bestork.co.jp/
 
ニ,221768,⽇本運搬機械株式会社
〒721-0954,広島県福⼭市卸町１５番１６号
2025-07-01
https://www.nichiun.co.jp/
 
ニ,116070,⽇本エヤークラフトサプライ株式会社
〒160-0005,東京都新宿区愛住町３−３
2023-08-12
http://www.nasco.co.jp
 
ニ,103264,⽇本エレクトリゾーラ株式会社
〒243-0018,神奈川県厚⽊市中町３−１１−１８ ＭＹ厚⽊ビル４Ｆ
2023-07-04
http://www.elektrisola.com/jp/home.html
 
ニ,219566,⽇本エンジニアリング株式会社
〒103-0014,東京都中央区⽇本橋蛎殻町１ー３ー５共同ビル（兜町）４階４１号
2024-04-13
 
ニ,225211,⽇本オーチス・エレベータ株式会社
〒113-0021,東京都⽂京区本駒込２丁⽬２８番８号
2025-05-01
https://www.otis.com
 
ニ,126019,⽇本オートマティックコントロール株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１−６−４
2025-03-07
http://www.naccjp.com
 
ニ,106930,⽇本カーバイド⼯業株式会社
〒108-8466,東京都港区港南２−１６−２ 太陽⽣命品川ビル２２階
2025-04-12
http://www.carbide.co.jp
 
ニ,126744,⽇本カーボン株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀１−１０−７
2024-03-16
http://www.carbon.co.jp
 
ニ,502326,⽇本紙通商株式会社
〒101-8210,東京都千代⽥区神⽥駿河台四丁⽬６番地
2026-04-05
https://www.np-t.co.jp/
 
ニ,106630,⽇本ガイシ株式会社



〒467-8530,愛知県名古屋市瑞穂区須⽥町２−５６
2026-02-24
http://www.ngk.co.jp
 
ニ,102341,⽇本クエーカー・ケミカル株式会社
〒581-0075,⼤阪府⼋尾市渋川町２−１−３
2025-02-22
http://www.quakerchem.co.jp/
 
ニ,106660,⽇本クロージャー株式会社
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥２−１８−１ ⼤崎フォレストビル１８Ｆ
2026-03-10
http://www.ncc-caps.co.jp
 
ニ,210742,⽇本ケーブル株式会社
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町２丁⽬１１番地
2024-12-02
http://www.nipponcable.com
 
ニ,116056,株式会社⽇本計器製作所
〒143-0016,東京都⼤⽥区⼤森北３−１−１４ ⼤森ＮＳビル７Ｆ
2024-10-30
http://www.nipponkeiki.co.jp
 
ニ,106830,⽇本軽⾦属株式会社
〒105-8681,東京都港区新橋１−１−１３ アーバンネット内幸町ビル
2024-08-27
https://www.nikkeikin.co.jp
 
ニ,218787,⽇本計装技研株式会社
〒144-0051,東京都⼤⽥区⻄蒲⽥６−３６−１１
2023-12-15
https://nitcom.jp/
 
ニ,106120,⽇本ケミコン株式会社
〒141-8605,東京都品川区⼤崎５−６−４ 都五反⽥ビル東館
2025-04-06
https://www.chemi-con.co.jp
 
ニ,156050,⽇本⾼周波鋼業株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町１−１０−５ ＴＭＭビル８Ｆ
2025-03-10
 
ニ,106440,ニッポン⾼度紙⼯業株式会社
〒781-0395,⾼知県⾼知市春野町弘岡上６４８
2024-05-23
http://www.kodoshi.co.jp
 
ニ,106822,株式会社⽇本国際放送
〒150-0011,東京都渋⾕区東１−２−２０ 渋⾕ファーストタワー８階
2025-12-16
https://www.jibtv.com/ja/
 
ニ,227969,⽇本コムシス株式会社
〒141-8647,東京都品川区東五反⽥２ー１７ー１



2024-04-27
http://www.comsys.co.jp
 
ニ,506063,⽇本コムシス株式会社
〒141-8647,東京都品川区東五反⽥２−１７−１
2024-06-07
https://www.comsys.co.jp/
 
ニ,220616,⽇本コンクリート株式会社
〒463-8547,愛知県名古屋市守⼭区瀬古三丁⽬１７２５番地
2025-01-18
https://www.nippon-c.co.jp/
 
ニ,506160,⽇本コンクリート⼯業株式会社
〒108-8560,東京都港区芝浦４−６−１４（ＮＣ芝浦ビル）
2025-02-08
https://ncic.co.jp/
 
ニ,116222,⽇本コントロール⼯業株式会社
〒350-0214,埼⽟県坂⼾市千代⽥５−１−１６
2023-11-26
http://www.nipcon.co.jp
 
ニ,103968,株式会社⽇本コンピュータ開発
〒140-0013,東京都品川区南⼤井６−２４−９
2024-09-17
http://www.nck-tky.co.jp/
 
ニ,228473,⽇本コンベヤ株式会社
〒101-0044,東京都千代⽥区鍛冶町１丁⽬７番７号
2024-09-13
https://www.conveyor.co.jp/
 
ニ,126501,⽇本サイエンティフィック株式会社
〒175-0081,東京都板橋区新河岸２−２２−３
2024-01-23
http://www.nscnet.co.jp
 
ニ,105272,⽇本シーエムアイ株式会社
〒520-3121,滋賀県湖南市⻄寺２−２−１０
2024-10-15
http://www.nippon-cmi.co.jp/
 
ニ,116244,⽇本シール株式会社
〒559-0025,⼤阪市住之江区平林南１−３−６５
2024-02-21
https://www.nipponseal.co.jp
 
ニ,106340,⽇本シイエムケイ株式会社
〒163-1388,東京都新宿区⻄新宿６−５−１
2023-08-13
 
ニ,127640,⽇本システム開発株式会社
〒160-0021,東京都新宿区歌舞伎町２−４−１０ ＫＤＸ東新宿ビル６Ｆ
2024-12-25



http://www.nsk.co.jp/
 
ニ,100496,株式会社⽇本システムクリエイター
〒135-0016,東京都江東区東陽４−３−１ 東陽町信栄ビル８階
2025-12-16
https://www.nsc-p.co.jp
 
ニ,101566,⽇本シャフト株式会社
〒236-0003,横浜市⾦沢区幸浦２−１−１５
2024-08-02
http://www.nipponshaft.co.jp/
 
ニ,126150,⽇本⾞輌製造株式会社
〒456-8691,名古屋市熱⽥区三本松町１−１
2025-08-06
https://www.n-sharyo.co.jp/
 
ニ,211339,株式会社⽇本シューター
〒601-8326,京都府京都市南区吉祥院南落合町３
2025-08-26
https://www.nippon-shooter.co.jp/
 
ニ,506040,株式会社⽇本触媒
〒541-0043,⼤阪府⼤阪市中央区⾼麗橋４−１−１ 興銀ビル
2024-03-02
https://www.shokubai.co.jp/ja/
 
ニ,503005,株式会社⽇本触媒トレーディング
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町⼀丁⽬１４番８号
2024-07-06
http://www.shokubai-trading.co.jp/
 
ニ,126177,⽇本信号株式会社
〒100-6513,東京都千代⽥区丸の内１−５−１ 新丸の内ビルディング１３階
2025-11-16
http://www.signal.co.jp/
 
ニ,503927,⽇本新薬株式会社
〒601-8550,京都府京都市南区吉祥院⻄ノ庄⾨⼝町１４
2024-02-17
http://www.nippon-shinyaku.co.jp/
 
ニ,124561,⽇本ジー・ティー株式会社
〒152-0002,東京都⽬黒区⽬黒本町３−１２−１５
2025-10-25
http://www.ngt.co.jp
 
ニ,122172,⽇本スウェージロックＦＳＴ株式会社
〒663-8142,兵庫県⻄宮市鳴尾浜１−１−１
2025-05-21
 
ニ,223672,⽇本スタッドウェルディング株式会社
〒210-0846,神奈川県川崎市川崎区⼩⽥１丁⽬２−６
2024-10-01
http://www.nsw-j.com



 
ニ,106560,⽇本精機株式会社
〒940-8580,新潟県⻑岡市東蔵王２−２−３４
2025-10-02
http://www.nippon-seiki.co.jp
 
ニ,103111,株式会社⽇本成⼯
〒939-0418,富⼭県射⽔市布⽬沢７１０−５
2026-03-28
http://www.nipon-seiko.co.jp
 
ニ,106190,⽇本精⼯株式会社
〒141-8560,東京都品川区⼤崎１−６−３ ⽇精ビル
2025-07-24
http://www.nsk.com
 
ニ,103468,⽇本製紙⽊材株式会社
〒101-8213,東京都千代⽥区神⽥駿河台４−６
2023-10-15
http://www.np-l.co.jp
 
ニ,503734,⽇本精線株式会社
〒541-0043,⼤阪府⼤阪市中央区⾼麗橋４丁⽬１番１号 興銀ビル９Ｆ
2025-12-22
http://www.n-seisen.co.jp/index.html
 
ニ,150009,⽇本製鉄株式会社
〒100-8071,東京都千代⽥区丸の内２−６−１ 丸の内パークビルディング
2023-10-01
 
ニ,150023,⽇本製鉄株式会社
〒100-8071,東京都千代⽥区丸の内２−６−１ 丸の内パークビルディング
2023-10-01
 
ニ,100976,⽇本精密株式会社
〒223-0061,神奈川県横浜市港北区⽇吉７−１５−２２
2024-01-10
http://www.ns-atomic.jp/
 
ニ,116075,⽇本ゼオン株式会社
〒100-8246,東京都千代⽥区丸の内１−６−２ 新丸の内センタービル１４Ｆ
2023-09-19
http://www.zeon.co.jp/
 
ニ,116062,⽇本測器株式会社
〒651-0084,神⼾市中央区磯辺通３−１−１９
2023-10-31
http://www.nippon-sokki.co.jp/
 
ニ,126202,⽇本造機株式会社
〒510-0836,三重県四⽇市市松本５−３−３４
2026-06-17
 
ニ,225607,⽇本宅配システム株式会社
〒461-0004,愛知県名古屋市東区葵⼀丁⽬２５番１号



2025-07-01
http://j-d-sys.com
 
ニ,116077,⽇本タングステン株式会社
〒812-8538,福岡市博多区美野島１−２−８
2024-01-23
http://www.nittan.co.jp/
 
ニ,116100,株式会社ニッポンダイナミックシステムズ
〒154-0015,東京都世⽥⾕区桜新町２−２２−３
2025-02-23
https://www.nds-tyo.co.jp/
 
ニ,126403,⽇本鋳造株式会社
〒210-9567,神奈川県川崎市川崎区⽩⽯町２−１
2023-12-20
http://www.nipponchuzo.co.jp
 
ニ,506005,⽇本通運株式会社
〒101-8647,東京都千代⽥区神⽥和泉町２番地
2023-12-06
https://www.nittsu.co.jp/
 
ニ,503651,⽇本通信ネットワーク株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥⼆丁⽬３番４号
2025-09-03
http://www.c-ntn.co.jp
 
ニ,100224,株式会社⽇本テクナート
〒164-0013,東京都中野区弥⽣町３−３５−１３ ３３５中野新橋ビル２Ｆ
2025-08-24
http://www.technart.com/
 
ニ,210134,⽇本鉄塔⼯業株式会社
〒136-0075,東京都江東区新砂１−６−２７
2024-01-16
https://www.jsteam.jp/
 
ニ,501708,株式会社⽇本ディックス
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥５−２１−１５ 五反⽥メタリオンビル８階
2025-04-13
http://www.ndics.com
 
ニ,116180,⽇本デェイブレイク株式会社
〒105-0014,東京都港区芝２−９−１０ ダイユウビル６Ｆ
2025-02-24
http://www.ndbnet.co.jp/
 
ニ,106010,⽇本電気株式会社
〒108-8001,東京都港区芝５−７−１
2025-03-15
 
ニ,216398,⽇本電機株式会社
〒146-0093,東京都⼤⽥区⽮⼝３丁⽬２番１号
2025-05-14



http://www.n-denki.co.jp/
 
ニ,106300,⽇本電気硝⼦株式会社
〒520-8639,滋賀県⼤津市晴嵐２−７−１
2026-06-06
https://www.neg.co.jp
 
ニ,116044,⽇本電気航空宇宙システム株式会社
〒183-8502,東京都府中市住吉町５−２２−５ ＮＥＣ中河原技術センター内
2024-03-21
http://www.nas.co.jp
 
ニ,116015,⽇本電気通信システム株式会社
〒108-0073,東京都港区三⽥１−４−２８
2023-08-30
http://www.ncos.co.jp/
 
ニ,216090,⽇本電設⼯業株式会社
〒110-8706,東京都台東区池之端１丁⽬２番２３号
2025-04-01
https://www.densetsuko.co.jp/
 
ニ,506003,⽇本電通株式会社
〒552-0003,⼤阪府⼤阪市港区磯路２丁⽬２１番１号
2024-04-24
http://www.ndknet.co.jp/
 
ニ,128930,⽇本電能株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜１−７−９
2026-04-18
http://www.den.co.jp
 
ニ,102803,⽇本トーカンパッケージ株式会社
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥２−１８−１ ⼤崎フォレストビルディング
2024-08-29
http://www.tokan.co.jp/ntp/
 
ニ,116020,⽇本特殊陶業株式会社
〒467-8525,名古屋市瑞穂区⾼辻町１４−１８
2023-05-09
http://www.ngkntk.co.jp
 
ニ,116192,⽇本トムソン株式会社
〒108-8586,東京都港区⾼輪２−１９−１９
2025-07-06
http://www.ikont.co.jp
 
ニ,105358,⽇本トレルボルグシーリングソリューションズ株式会社
〒135-0016,東京都江東区東陽７−１−１ イーストネットビルディング２階
2024-11-27
http://www.tss.trelleborg.com/jp
 
ニ,506078,⽇本道路株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋１−６−５
2024-09-11



https://www.nipponroad.co.jp/
 
ニ,504912,⽇本ドナルドソン株式会社
〒190-0022,東京都⽴川市錦町１−８−７
2023-08-25
www.donaldson.com
 
ニ,229378,⽇本ドライケミカル株式会社
〒114-0014,東京都北区⽥端６丁⽬１番１号
2025-11-16
https://www.ndc-group.co.jp/
 
ニ,126025,⽇本乳化剤株式会社
〒103-0024,東京都中央区⽇本橋⼩⾈町４−１
2024-12-01
http://www.nipponnyukazai.co.jp
 
ニ,106460,⽇本発条株式会社
〒236-0004,横浜市⾦沢区福浦３−１０
2024-10-02
http://www.nhkspg.co.jp
 
ニ,106880,ニッポンパーツ株式会社
〒462-0825,名古屋市北区⼤曽根１−５−８
2024-09-29
http://www.nipponparts.co.jp/
 
ニ,226210,⽇本ヒューム株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋５丁⽬３３番１１号
2025-11-01
http://www.nipponhume.co.jp
 
ニ,219302,⽇本ビルコン株式会社
〒130-0023,東京都墨⽥区⽴川２丁⽬１１番１０号
2024-03-16
 
ニ,220383,⽇本ピーマック株式会社
〒243-0213,神奈川県厚⽊市飯⼭３１５０
2024-10-26
https://www.pmac.co.jp/
 
ニ,106480,⽇本ピラー⼯業株式会社
〒550-0013,⼤阪市⻄区新町１−７−１
2024-11-19
http://www.pillar.co.jp
 
ニ,228357,⽇本ファステム株式会社
〒354-0041,埼⽟県⼊間郡三芳町藤久保５９６番地
2021-08-10
http://www.npfastem.co.jp
 
ニ,219708,⽇本フィクラ株式会社
〒336-0022,埼⽟県さいたま市南区⽩幡六丁⽬１番６号
2024-05-11
 



ニ,127389,⽇本ブレイディ株式会社
〒192-0043,東京都⼋王⼦市暁町１−３１−１６
2024-09-12
http://www.brady.co.jp/
 
ニ,116082,⽇本プリメックス株式会社
〒146-8650,東京都⼤⽥区鵜の⽊１−５−１２
2023-11-19
http://www.primex.co.jp
 
ニ,126103,⽇本プレーテック株式会社
〒329-2756,栃⽊県那須塩原市⻄三島７−３３４
2026-03-12
https://www.n-platec.com
 
ニ,505282,株式会社⽇本プロフィックス・エンジニアリング
〒102-0073,東京都千代⽥区九段北⼀丁⽬４番５号
2025-09-18
https://www.j-profix.co.jp/
 
ニ,126627,⽇本ベアリング株式会社
〒947-8503,新潟県⼩千⾕市千⾕甲２８３３
2024-02-21
http://www.nipponbearing.com
 
ニ,506006,⽇本ペイント株式会社
〒140-8677,東京都品川区南品川４−７−１６
2024-03-06
http://www.nipponpaint.co.jp
 
ニ,126060,⽇本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社
〒140-8675,東京都品川区南品川４−１−１５
2024-11-16
https://nipponpaint-industrial.com
 
ニ,231819,⽇本ホイスト株式会社
〒720-0841,広島県福⼭市津之郷町⼤字津之郷２５８番地の４
2026-03-28
https://www.nipponhoist.co.jp/
 
ニ,126212,⽇本包装システム株式会社
〒379-2153,群⾺県前橋市上⼤島町１８２
2023-06-17
http://www.nhs-1972.co.jp/
 
ニ,504106,⽇本マニュファクチャリングサービス株式会社
〒163-1445,東京都新宿区⻄新宿３−２０−２ 東京オペラシティタワー４５階
2024-09-19
http://hs.n-ms.co.jp/
 
ニ,116290,⽇本メクトロン株式会社
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨１−１２−１５
2023-10-21
http://www.mektron.co.jp
 



ニ,213689,⽇本メタルエンジニアリング株式会社
〒577-0012,⼤阪府東⼤阪市⻑⽥東ＳＫパークビル
2021-04-28
http://nmeng.co.jp
 
ニ,505316,⽇本郵政コーポレートサービス株式会社
〒107-0052,東京都港区⾚坂８−４−１４ ⻘⼭タワープレイス５Ｆ
2025-12-12
https://www.jp-cs.jp/
 
ニ,505727,⽇本ラッド
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨⼆丁⽬２番５号 共同通信会館ビル
2025-06-23
https://www.nippon-rad.co.jp
 
ニ,221726,⽇本リーテック株式会社
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町１丁⽬６番地
2025-06-01
https://www.j-rietec.co.jp/
 
ニ,106555,⽇本レイテック株式会社
〒180-0006,東京都武蔵野市中町１−２０−８
2025-02-01
 
ニ,104175,ニツコー熔材⼯業株式会社
〒557-0063,⼤阪府⼤阪市⻄成区南津守５−１−２
2024-11-19
http://www.nikko-yozai.co.jp/
 
ニ,155510,⽇産トレーディング株式会社
〒244-0805,神奈川県横浜市⼾塚区川上町９１−１ ＢＥＬＩＳＴＡタワー東⼾塚
2024-05-11
 
ニ,503805,⽇清紡ケミカル株式会社
〒103-8650,東京都中央区⽇本橋⼈形町⼆丁⽬３１番１１号
2023-07-29
http://www.nisshinbo-chem.co.jp/
 
ニ,116189,株式会社⼆津電機
〒357-0217,埼⽟県飯能市南川６６６−１
2026-02-26
 
ニ,150026,⽇本鋼管株式会社
〒100-0011,東京都千代⽥区内幸町２−２−３ ⽇⽐⾕国際ビル
2023-10-01
 
ニ,106790,ニデック株式会社
〒601-8205,京都府京都市南区久世殿城町３３８
2024-07-04
https://www.nidec.com/jp/
 
ニ,106680,ニデックアドバンスドモータ株式会社
〒376-0011,群⾺県桐⽣市相⽣町３−９３
2026-03-31
https://www.nidec.com/jp/nidec-advancedmotor/



 
ニ,103080,ニデックインスツルメンツ株式会社
〒393-8511,⻑野県諏訪郡下諏訪町５３２９
2025-04-10
https://www.nidec.com/jp/nidec-instruments/
 
ニ,102411,ニデックインスツルメンツサービスエンジニアリング株式会社
〒396-0008,⻑野県伊那市上の原６１００
2025-03-05
https://www.nidec-instruments.com/nise/
 
ニ,102330,ニデックコンポーネンツ株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿７−５−２５
2026-06-12
https://www.nidec-components.com
 
ニ,115125,ニデック精⼯株式会社
〒820-0062,福岡県飯塚市⽬尾５１５−８３
2023-10-20
 
ニ,103025,ニデックテクノモータ株式会社
〒917-0241,福井県⼩浜市遠敷３６−１−１
2023-07-19
 
ニ,118652,ニデックテクノモータ株式会社
〒601-8205,京都市南区久世殿城町３３８
2026-06-11
https://www.nidec.com/jp/nidec-technomotor/
 
ニ,102355,ニデックプレシジョン株式会社
〒174-8550,東京都板橋区志村２−１８−１０
2026-01-29
https://www.nidec.com/jp/nidec-precision/
 
ニ,227085,仁藤鉄筋株式会社
〒999-4122,⼭形県北村⼭郡⼤⽯⽥町⼤字⽥沢２３９ー１６
2023-10-01
 
ニ,229105,ニトックス株式会社
〒211-0013,神奈川県川崎市中原区上平間１５５０番地
2025-06-06
http://www.nitox.com
 
ニ,216345,有限会社蜷川⼯業
〒930-1361,富⼭県中新川郡⽴⼭町下⽥７７−１
2025-04-23
 
ニ,228150,株式会社蜷川⽊⼯所
〒040-0023,北海道函館市宇賀浦町１９ー８
2024-06-07
 
ニ,218784,似島建設株式会社
〒424-0037,静岡県静岡市清⽔区袖師町１４３３−５
2023-12-15
 



ニ,105903,株式会社ニノテック
〒963-8577,福島県郡⼭市島２−４４−２
2025-09-12
http://www.ninotec.co.jp
 
ニ,229067,有限会社ニノミヤ⾦属
〒798-0078,愛媛県宇和島市祝森甲３３６６番地
2025-05-31
 
ニ,214995,⼆宮建設株式会社
〒921-8154,⽯川県⾦沢市⾼尾南１丁⽬８８番地
2020-09-12
http://www.ninomiya-kensetsu.co.jp
 
ニ,212809,⼆宮⼯業株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町⼆丁⽬１５番
2025-09-04
 
ニ,225121,⼆宮産業株式会社
〒263-0005,千葉県千葉市稲⽑区⻑沼町３３４番地の２
2025-05-01
http://www.ninomiya-co.co.jp
 
ニ,116101,株式会社⼆ノ宮製作所
〒189-0003,東京都東村⼭市久⽶川町１−３４−９
2026-03-05
 
ニ,211747,株式会社ニハシ⼯務店
〒352-0022,埼⽟県新座市本多１ー８ー２３
2020-07-08
 
ニ,105560,株式会社ニフコ
〒239-0847,神奈川県横須賀市光の丘５−３
2025-12-04
https://www.nifco.com
 
ニ,500044,ニプロ株式会社
〒531-8510,⼤阪府⼤阪市北区本庄⻄３丁⽬９番３号
2023-07-31
https://www.nipro.co.jp/
 
ニ,128994,株式会社ニプロン
〒660-0095,兵庫県尼崎市⼤浜町２−５７
2026-06-17
https://www.nipron.co.jp
 
ニ,129225,株式会社⼆豊鉄⼯所
〒876-0125,⼤分県佐伯市弥⽣⼤字江良１８３６−１
2024-01-19
http://niho-iron.jp/
 
ニ,126651,株式会社⽇本アートギアシステムズ
〒651-0084,神⼾市中央区磯辺通２−２−１６ 三宮南ビル６階
2024-02-27
http://www.jags.co.jp



 
ニ,223167,⽇本アーバン株式会社
〒130-0011,東京都墨⽥区⽯原１ー２２ー１０
2024-06-01
 
ニ,124655,株式会社⽇本アイケミカル
〒601-8333,京都市南区吉祥院東浦町２３−１
2025-12-03
http://www.ichemical.co.jp/company/
 
ニ,105832,⽇本アイラック株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川１−２２−１１ 永代ビル９Ｆ
2026-01-31
http://www.i-rac.co.jp
 
ニ,126712,⽇本アエロジル株式会社
〒163-0913,東京都新宿区⻄新宿２−３−１ 新宿モノリス１３階（私書箱７０１５号）
2024-03-09
http://www.aerosil.jp
 
ニ,506150,⽇本アキュライド株式会社
〒572-0025,⼤阪府寝屋川市⽯津元町１０番１２号
2025-02-06
https://accuride.co.jp
 
ニ,502739,⽇本アクティブクリエーション株式会社
〒171-0022,東京都豊島区南池袋２−１３−１０南池袋⼭本ビル４Ｆ
2024-10-17
http://www.jp-active.co.jp
 
ニ,505513,株式会社⽇本アシスト
〒230-0051,神奈川県横浜市鶴⾒区鶴⾒中央４−３６−１ ナイス第⼆ビル ６Ｆ
2024-01-07
https://www.n-assist.co.jp/
 
ニ,216381,株式会社⽇本アジルテック
〒151-0063,東京都渋⾕区富ヶ⾕１ー３０ー２２
2025-05-14
 
ニ,225278,⽇本圧送株式会社
〒241-0805,神奈川県横浜市旭区都岡町１５ー１２
2025-06-01
http://www.nihonassou.co.jp/
 
ニ,106180,⽇本圧着端⼦製造株式会社
〒102-0081,東京都千代⽥区四番町８−６
2025-07-12
http://www.jst-mfg.com
 
ニ,105067,⽇本アトマイズ加⼯株式会社
〒278-0015,千葉県野⽥市⻄三ヶ尾８７−１６
2024-03-20
http://www.atomize.co.jp/
 
ニ,100055,⽇本アバカス株式会社



〒990-0031,⼭形県⼭形市⼗⽇町４−３−３１
2025-07-20
https://www.abacus.co.jp/
 
ニ,116118,⽇本アランダム株式会社
〒177-0032,東京都練⾺区⾕原３−２３−９
2023-08-11
http://www.alundum.net/
 
ニ,125837,⽇本アルコール販売株式会社
〒103-0024,東京都中央区⽇本橋⼩⾈町６−６ ⼩倉ビル
2023-09-26
http://www.aruhan.gr.jp
 
ニ,121380,⽇本アルミット株式会社
〒164-8666,東京都中野区弥⽣町２−１４−２
2024-04-03
http://www.almit.co.jp/
 
ニ,215653,株式会社⽇本アンカーシステム
〒950-0891,新潟県新潟市東区上⽊⼾２丁⽬２３番１０号
2024-10-16
https://nihon-anchor.com/
 
ニ,231624,⽇本安全警備株式会社
〒650-0034,兵庫県神⼾市中央区京町７１番地
2026-01-31
https://www.ankei.co.jp/
 
ニ,231567,⽇本イーティーエス・リンドグレン株式会社
〒112-0006,東京都⽂京区⼩⽇向四丁⽬２番６号
2026-01-17
https://www.ets-lindgren.com/locations/japan?page=Offices-Ja
pan-Page
 
ニ,116162,⽇本板硝⼦株式会社
〒108-6321,東京都港区三⽥３−５−２７ 住友不動産三⽥ツインビル⻄館
2025-05-15
 
ニ,224096,⽇本板硝⼦ウインテック株式会社
〒541-0053,⼤阪府⼤阪市中央区本町１丁⽬７ー７
2025-02-01
 
ニ,228634,⽇本板硝⼦関東販売株式会社
〒360-0816,埼⽟県熊⾕市⽯原１１９８番地
2024-11-07
http://www.nsgskt.co.jp
 
ニ,224323,⽇本板硝⼦ディー・アンド・ジー・システム株式会社
〒130-0004,東京都墨⽥区本所４丁⽬１９番３号本所吾妻橋ＤＪビル４階
2025-03-01
 
ニ,226571,⽇本板硝⼦東北株式会社
〒981-3521,宮城県黒川郡⼤郷町中村字⻄浦３番１号
2026-04-01



http://nsg-t.com/
 
ニ,229230,⽇本板硝⼦北海道株式会社
〒004-0052,北海道札幌市厚別区厚別中央⼆条５丁⽬３番３１号
2025-08-06
http://nsg-hokkaido.jp/
 
ニ,116150,⽇本インターシステムズ株式会社
〒530-0002,⼤阪市北区曽根崎新地１−４−１２ 桜橋プラザビル４Ｆ
2025-02-23
http://www.nisz.co.jp
 
ニ,121461,⽇本インターフェイス株式会社
〒175-0092,東京都板橋区⾚塚１−２２−１５
2024-04-24
http://www.nihonif.co.jp
 
ニ,120987,⽇本インテグリス合同会社
〒108-0073,東京都港区三⽥１−４−２８
2024-03-12
 
ニ,123775,⽇本インフォメーション株式会社
〒464-0850,名古屋市千種区今池１−８−８ 今池ガスビル
2025-04-05
http://www.nicnet.co.jp
 
ニ,102177,⽇本ウエスト株式会社
〒270-0034,千葉県松⼾市新松⼾５−１６１
2025-01-21
http://www.nihonwest.co.jp
 
ニ,116373,⽇本ウエルディング・ロッド株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座１−１３−８
2024-10-30
http://www.nihonwel.co.jp/
 
ニ,213819,⽇本ウォール建材株式会社
〒543-0042,⼤阪府⼤阪市天王寺区烏ケ辻２丁⽬２ー８
2024-08-25
 
ニ,116143,⽇本エー・エス・エム株式会社
〒215-0033,東京都多摩市永⼭６−２３−１
2026-07-12
https://www.asm.com
 
ニ,214514,⽇本エード株式会社
〒103-0021,東京都中央区⽇本橋本⽯町３ー３ー８
2025-12-20
 
ニ,224251,⽇本エアーコンジシヨナース株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座７丁⽬１３番６号
2025-03-01
http://www.nippon-air.com/
 
ニ,226565,⽇本エアーテック株式会社



〒110-8686,東京都台東区⼊⾕１ー１４ー９
2026-04-01
http://www.airtech.co.jp
 
ニ,116384,⽇本エア・リキード合同会社
〒108-8509,東京都港区芝浦３−４−１ グランパークタワー
2024-08-22
https://industry.airliquide.jp/
 
ニ,503025,⽇本エイアンドエル株式会社
〒541-8550,⼤阪府⼤阪市中央区北浜４丁⽬５番３３号
2024-10-04
https://www.n-al.co.jp
 
ニ,502935,⽇本エイサー株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿６−２４−１⻄新宿三井ビルディング１８Ｆ
2026-03-17
https://acerjapan.com/
 
ニ,231910,株式会社⽇本衛⽣センター
〒186-0015,東京都国⽴市⽮川三丁⽬１番地の６
2026-04-18
https://www.nippon-ec.com/
 
ニ,116108,株式会社⽇本ＨＰ
〒136-8711,東京都江東区⼤島２−２−１
2023-08-09
 
ニ,504425,株式会社⽇本ＨＰ
〒108-0075,東京都港区港南１丁⽬２番７０号品川シーズンテラス２１階
2024-04-15
http://www8.hp.com/jp/ja/home.html
 
ニ,214079,株式会社⽇本栄電
〒225-0004,神奈川県横浜市⻘葉区元⽯川町３７１２番地１６
2025-03-15
http://www.n-eiden.co.jp
 
ニ,116329,⽇本エクシード株式会社
〒303-0043,茨城県常総市内守⾕町４３８２−４
2024-08-25
http://www.nihon-exceed.co.jp
 
ニ,103390,⽇本エクス・クロン株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿２−８−６
2023-09-02
http://www.jex.co.jp
 
ニ,505603,⽇本ＳＥ株式会社
〒163-0725,東京都新宿区⻄新宿２丁⽬７番１号 ⼩⽥急第⼀⽣命ビル２５階
2024-07-15
https://www.jse.co.jp
 
ニ,116267,⽇本エスケイエフ株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜３−１７−６ イノテックビル４Ｆ



2024-02-02
http://www.skf-japan.co.jp/
 
ニ,212079,⽇本Ｘ線検査株式会社
〒144-0042,東京都⼤⽥区⽻⽥旭町２ー１９
2024-03-08
http://www.nxk.co.jp
 
ニ,213300,⽇本エックス線検査株式会社
〒556-0017,⼤阪府⼤阪市浪速区湊町１丁⽬４番１号
2026-07-01
https://www.j-x-i.co.jp/
 
ニ,129015,株式会社⽇本エッチング
〒144-0044,東京都⼤⽥区本⽻⽥２−８−１９
2026-07-03
http://www.nihon-etching.co.jp
 
ニ,101511,⽇本エフイー・アイ株式会社
〒140-0002,東京都品川区東品川４−１２−２ 品川シーサイドウエストタワー１Ｆ
2024-07-24
http://www.fei.com
 
ニ,503410,⽇本エフイー・アイ株式会社
〒140-0002,東京都品川区東品川４−１２−２ 品川シーサイドウエストタワー１Ｆ
2025-04-23
thermofisher.com/FEI
 
ニ,120903,⽇本エフ・ティ・ビー株式会社
〒332-0012,埼⽟県川⼝市本町１−１２−１１
2024-02-24
http://www.nihon-ftb.co.jp/
 
ニ,116193,⽇本エマソン株式会社
〒140-0002,東京都品川区東品川１−２−５ リバーサイド品川港南ビル５Ｆ
2023-08-05
http://www.emerson.co.jp
 
ニ,126127,⽇本エム・ケー・エス株式会社
〒102-0073,東京都千代⽥区九段北４−１−２８ 九段ファーストプレイス６Ｆ
2025-10-29
https://www.mks.com/mks-japan
 
ニ,120899,⽇本エレクトロ株式会社
〒321-4362,栃⽊県真岡市熊倉町４８５４−１
2024-02-24
 
ニ,126111,⽇本エレクトロニツクシステムズ株式会社
〒532-0011,⼤阪市淀川区⻄中島５−５−１５ 新⼤阪セントラルタワー南館１１Ｆ
2026-01-18
http://www.nesnet.co.jp
 
ニ,126175,⽇本エレパーツ株式会社
〒144-0056,東京都⼤⽥区⻄六郷４−１４−２
2025-09-25



http://www.eleparts.co.jp
 
ニ,221140,⽇本エレベーター製造株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町１丁⽬１０番３号
2025-03-01
https://www.nichiele.co.jp/
 
ニ,101519,⽇本エンギス株式会社
〒224-0044,神奈川県横浜市都筑区川向町１３６０
2024-07-24
http://www.engis.co.jp
 
ニ,126062,⽇本エンジニア株式会社
〒534-0001,⼤阪市都島区⽑⾺町５−６−１４
2025-01-04
http://nek.co.jp
 
ニ,211337,株式会社⽇本エンジニア
〒720-0801,広島県福⼭市⼊船町２丁⽬８番１号
2025-08-26
http://nihon-engineer.co.jp
 
ニ,100225,⽇本エンジニアリングプラスチック株式会社
〒252-0816,神奈川県藤沢市遠藤２０１０−１
2025-08-25
http://www.e-jep.co.jp
 
ニ,106040,⽇本オートマチックマシン株式会社
〒146-0092,東京都⼤⽥区下丸⼦３−２８−４
2026-03-05
http://www.jam-net.co.jp
 
ニ,126718,株式会社⽇本オープンシステムズ
〒930-0057,富⼭県富⼭市上本町３−１６
2024-03-10
https://www.jops.co.jp
 
ニ,502977,⽇本オフィスラミネーター株式会社
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋２−１２−６ ＪＯＬビル
2023-08-25
http://www.jol-net.co.jp
 
ニ,126161,⽇本オルボテック株式会社
〒153-0042,東京都⽬黒区⻘葉台４−７−７
2026-02-04
http://www.orbotech.com
 
ニ,228446,⽇本⾳響エンジニアリング株式会社
〒130-0021,東京都墨⽥区緑１ー２１ー１０
2024-09-04
https://www.noe.co.jp/
 
ニ,122603,⽇本カーリット株式会社
〒104-0031,東京都中央区京橋１−１７−１０
2024-10-10



http://www.carlit.co.jp/index.htm
 
ニ,116323,⽇本カールコード⼯業株式会社
〒361-0025,埼⽟県⾏⽥市⼤字埼⽟４１７６−５
2024-10-19
https://www.curlcord.co.jp/
 
ニ,225315,株式会社⽇本解技
〒601-8392,京都府京都市南区吉祥院内河原町９番地
2025-06-01
 
ニ,126033,⽇本海計測特機株式会社
〒939-8064,富⼭市⾚⽥９７０
2025-06-04
http://www.nihonkaikeisoku.co.jp
 
ニ,231098,⽇本海建興株式会社
〒930-0858,富⼭県富⼭市⽜島町２４番６号
2025-10-18
https://www.nihonkaikenko.co.jp/
 
ニ,218453,⽇本海⼯株式会社
〒650-0032,兵庫県神⼾市中央区伊藤町１１９番地
2023-09-29
http://www.nipponkaiko.co.jp/
 
ニ,506027,⽇本海コンクリート⼯業株式会社
〒931-8588,富⼭県富⼭市⽥畑７５０
2023-12-09
http://www.nkcon.co.jp/
 
ニ,223218,⽇本カイザー株式会社
〒108-0073,東京都港区三⽥３丁⽬２番８号
2024-06-01
http://www.nihon-kaiser.co.jp
 
ニ,215683,⽇本海上⼯事株式会社
〒112-0004,東京都⽂京区後楽⼀丁⽬７番２７号１丁⽬７番２７号
2024-10-23
 
ニ,116205,株式会社⽇本海メディカル
〒263-0014,千葉市稲⽑区作草部町１０２４−１０
2023-10-22
 
ニ,215738,株式会社⽇本海洋サービス
〒590-0907,⼤阪府堺市堺区緑町三丁１２６番地４
2024-11-13
http://www.nihonkaiyo-sv.co.jp/
 
ニ,126023,株式会社⽇本科学技術研修所
〒151-0051,東京都渋⾕区渋⾕５−１０−１１ ⽇科技研ビル
2025-06-04
https://www.i-juse.co.jp
 
ニ,104564,⽇本化学⼯業株式会社



〒136-8515,東京都江東区⻲⼾９−１１−１
2025-10-04
http://www.nippon-chem.co.jp
 
ニ,126157,⽇本化⼯機材株式会社
〒194-0044,東京都町⽥市成瀬６−１０−１５−７０３
2025-11-13
https://www.nk-kizai.co.jp
 
ニ,100770,⽇本嘉晶電⼦株式会社
〒170-0013,東京都豊島区東池袋１−３２−６ 河合ビル２階
2026-06-08
 
ニ,224130,⽇本化成⼯業株式会社
〒564-0043,⼤阪府吹⽥市南吹⽥１丁⽬２０番２３号
2025-02-01
 
ニ,225082,⽇本仮設株式会社
〒063-0836,北海道札幌市⻄区発寒⼗六条１４丁⽬６番５０号
2025-04-01
https://www.nihonkasetsu.co.jp/
 
ニ,106199,⽇本カタン株式会社
〒573-1020,⼤阪府枚⽅市磯島南町１３−１
2024-04-12
 
ニ,128999,⽇本⾦型材株式会社
〒335-0021,埼⽟県⼾⽥市新曽２００２−１２ 市ヶ⾕ビル４Ｆ
2023-06-19
http://www.nikkata.co.jp
 
ニ,129080,⽇本カニゼン株式会社
〒120-0047,東京都⾜⽴区宮城１−３５−１１
2023-09-02
http://www.kanigen.co.jp/
 
ニ,506081,⽇本紙パルプ商事株式会社
〒104-8656,東京都中央区勝どき三丁⽬１２番１号フォアフロントタワー
2023-12-21
https://www.kamipa.co.jp/
 
ニ,122759,⽇本化薬株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内２−１−１ 明治安⽥⽣命ビル
2024-11-10
http://www.nipponkayaku.co.jp
 
ニ,214694,株式会社⽇本環境アセス
〒463-0002,愛知県名古屋市守⼭区⼤字中志段味字⻄原２８００ー１
2026-04-25
http://www.jea-navi.com/
 
ニ,224119,⽇本環境アメニティ株式会社
〒108-0074,東京都港区⾼輪３丁⽬５番２３号
2025-02-01
https://www.nea-ltd.com/



 
ニ,218479,⽇本環境開発株式会社
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥４−７−１９
2023-10-06
https://j-kankyo.co.jp/index.html
 
ニ,216842,⽇本環境設備株式会社
〒252-0243,神奈川県相模原市中央区上溝２３８７ー１
2025-07-09
 
ニ,102495,株式会社⽇本環境調査研究所
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿６−２４−１
2025-03-27
http://www.jer.co.jp/
 
ニ,106846,株式会社⽇本環境認証機構
〒107-0052,東京都港区⾚坂２−２−１９ アドレスビル
2025-12-27
https://www.jaco.co.jp
 
ニ,225620,⽇本管⼯業株式会社
〒604-0846,京都府京都市中京区押⼩路通烏丸⻄⼊る⾦吹町４６１ー２
2025-07-01
http://www.nihonkan.jp
 
ニ,224241,⽇本管材センター株式会社
〒104-8401,東京都中央区⼋丁堀２丁⽬２４番３号
2025-03-01
https://www.kanzai.co.jp
 
ニ,106828,⽇本カンタム・デザイン株式会社
〒171-0042,東京都豊島区⾼松１−１１−１６ ⻄池袋フジタビル２階
2025-12-20
https://www.qd-japan.com/
 
ニ,215294,⽇本乾溜⼯業株式会社
〒812-0054,福岡県福岡市東区⾺出１丁⽬１１番１１号
2024-03-13
http://www.kanryu.co.jp/
 
ニ,123229,株式会社⽇本管理ラベル
〒450-0002,名古屋市中村区名駅２−３６−２０ ＡＩＭビル７階
2025-01-27
http://www.aimjal.co.jp/
 
ニ,214479,⽇本硝⼦建具株式会社
〒751-0833,⼭⼝県下関市武久町１丁⽬４０番９号
2025-11-22
 
ニ,505181,⽇本企画株式会社
〒273-0005,千葉県船橋市本町６−２１−１６
2025-03-07
https://www.nkcnet.co.jp
 
ニ,225067,⽇本機器鋼業株式会社



〒103-0027,東京都中央区⽇本橋１ー２ー１９
2025-04-01
http://www.nipponkiki.co.jp/
 
ニ,106311,⽇本機⼯株式会社
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨２−１０−１ 第⼀⼤⾨ビル６Ｆ
2024-08-04
 
ニ,106490,⽇本機材株式会社
〒541-0052,⼤阪市中央区安⼟町１−８−１５ 野村不動産⼤阪ビル８階
2024-12-24
 
ニ,211861,株式会社⽇本機材
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋１−２−１５
2020-10-06
http://www.kizai.co.jp/
 
ニ,100057,⽇本キスコ株式会社
〒169-0051,東京都新宿区⻄早稲⽥１−２２−２ ⻄早稲⽥東ウィング２Ｆ
2025-07-20
http://www.kissco.co.jp
 
ニ,221846,⽇本基礎技術株式会社
〒530-0043,⼤阪府⼤阪市北区天満１丁⽬９番１４号
2025-08-01
https://www.jafec.co.jp/
 
ニ,229272,⽇本機電株式会社
〒577-0011,⼤阪府東⼤阪市荒本北３丁⽬５ー１３
2025-09-07
https://n-kiden.co.jp/
 
ニ,126657,⽇本キム株式会社
〒331-0058,埼⽟県さいたま市⻄区飯⽥２４７−２
2024-02-27
 
ニ,101698,⽇本協同エネルギー株式会社
〒123-0874,東京都⾜⽴区堀之内１−１６−２３
2024-10-01
http://www.coesco.co.jp/
 
ニ,213824,⽇本橋梁株式会社
〒550-0002,⼤阪府⼤阪市⻄区江⼾堀⼀丁⽬９番１号
2024-09-01
https://www.nihon-kyoryo.co.jp/
 
ニ,105466,⽇本⾦海環境株式会社
〒424-0046,静岡県静岡市清⽔区⻄⼤曲町５−３０
2025-02-28
 
ニ,150025,⽇本⾦属株式会社
〒108-0014,東京都港区芝５−３０−７
2026-05-23
 
ニ,505445,株式会社⽇本⾦属化⼯所



〒384-2102,⻑野県佐久市塩名⽥１０６８
2023-07-21
http://www.nikkin-nagano.co.jp/
 
ニ,223224,株式会社⽇本技研
〒101-0063,東京都千代⽥区神⽥淡路町１−２３−５
2024-06-01
http://www.niggi.co.jp/
 
ニ,116034,⽇本クインライト株式会社
〒531-0076,⼤阪市北区⼤淀中３−１６−１９
2024-03-17
http://www.niq.co.jp/
 
ニ,211837,⽇本空調サービス株式会社
〒465-0042,愛知県名古屋市名東区照が丘２３９番２
2023-09-08
http://www.nikku.co.jp
 
ニ,210883,株式会社⽇本空調北陸
〒930-0010,富⼭県富⼭市稲荷元町１丁⽬１番１１号
2025-02-04
http://www.nikku-hokuriku.co.jp
 
ニ,219157,⽇本躯体処理株式会社
〒333-0835,埼⽟県川⼝市道合２６２−１
2024-02-22
http://www.kutai.co.jp/
 
ニ,216720,⽇本クリーナーサービス株式会社
〒453-0038,愛知県名古屋市中村区猪之越町⼀丁⽬１番１０号
2025-06-25
 
ニ,226566,⽇本クリーンシステム株式会社
〒547-0006,⼤阪府⼤阪市平野区加美正覚寺１丁⽬１３番１８号
2026-04-01
http://www.jcs-co.com
 
ニ,218583,株式会社⽇本クリエーターズ⼯業
〒321-0932,栃⽊県宇都宮市平松本町３２５−１０
2023-11-04
 
ニ,215205,⽇本クリエート株式会社
〒520-3221,滋賀県湖南市三雲字堂の上８５４番地の８
2024-02-06
 
ニ,101231,⽇本クリエイティブシステム株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥６−１５−９ 明治安⽥⽣命末広町ビル８階
2024-03-27
http://www.tokyojcs.com
 
ニ,106002,⽇本クレスタ株式会社
〒184-0004,東京都⼩⾦井市本町１−９−３−３０３
2023-08-17
http://www.cresta-j.co.jp/



 
ニ,231747,株式会社⽇本クレステム
〒481-0004,愛知県北名古屋市⿅⽥花の⽊２９番地の４
2026-03-07
 
ニ,103871,株式会社⽇本クロス圧延
〒297-0026,千葉県茂原市茂原６９７
2024-06-04
http://www.atuen.com
 
ニ,102012,株式会社⽇本グラフィックシステムズ
〒231-0021,神奈川県横浜市中区⽇本⼤通り１１ 横浜情報⽂化センター１２階
2024-12-05
http://www.k-ngs.co.jp/
 
ニ,212564,株式会社⽇本グリーン企画
〒366-0811,埼⽟県深⾕市⼈⾒４７９ー４
2025-04-03
 
ニ,217225,⽇本ケーモー⼯事株式会社
〒111-0053,東京都台東区浅草橋３丁⽬１９番１号
2025-10-15
https://www.nihon-kemo.co.jp/
 
ニ,504543,株式会社⽇本経済社
〒104-8176,東京都中央区銀座７−１３−２０
2025-04-14
http://www.nks.co.jp/
 
ニ,106577,株式会社⽇本計装
〒242-0017,神奈川県⼤和市⼤和東３−８−３ ⼤和第⼀⽣命ビル３階
2025-02-18
http://www.nihonkeiso.co.jp
 
ニ,210767,⽇本軽窓株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町２丁⽬８番２号
2024-12-16
http://www.n-keisou.com
 
ニ,230473,⽇本計装株式会社
〒510-0884,三重県四⽇市市泊町７番２号
2025-07-19
 
ニ,219175,株式会社⽇本計測
〒183-0045,東京都府中市美好町１丁⽬７番地の２
2024-03-02
 
ニ,100328,⽇本計測⼯業株式会社
〒168-0065,東京都杉並区浜⽥⼭４−１０−１
2025-09-21
http://www.nkeisoku.co.jp
 
ニ,216035,⽇本軽鉄株式会社
〒162-0041,東京都新宿区早稲⽥鶴巻町５６０
2024-04-01



 
ニ,212772,有限会社⽇本警備保障センター
〒700-0927,岡⼭県岡⼭市北区⻄古松１丁⽬１２番１号
2025-07-31
 
ニ,502131,⽇本結晶光学株式会社
〒374-0047,群⾺県館林市野辺町８１０−５
2026-01-21
http://nk-k.co.jp
 
ニ,216010,⽇本建⼯株式会社
〒141-8650,東京都品川区上⼤崎２ー２５ー５
2024-04-01
http://www.nihonkenko.co.jp/
 
ニ,225456,⽇本建材⼯事株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿六丁⽬２８番１０−６０７号
2025-06-01
http://www.nihonkenzai.com
 
ニ,227653,⽇本建設株式会社
〒102-0076,東京都千代⽥区五番町１４番地
2024-03-15
http://www.tokyo-nikken.co.jp/
 
ニ,224716,⽇本建創株式会社
〒247-0074,神奈川県鎌倉市城廻１２３番地１号
2025-04-01
 
ニ,505244,⽇本ゲージ株式会社
〒311-3116,茨城県東茨城郡茨城町⼤字⻑岡字住吉３６５２番地
2025-07-03
http://www.nihongauge.co.jp
 
ニ,116226,株式会社ニホンゲンマ
〒532-0036,⼤阪市淀川区三津屋中３−８−１０
2024-03-15
http://www.genma.co.jp
 
ニ,105999,⽇本コークス⼯業株式会社
〒135-6007,東京都江東区豊洲３−３−３ 豊洲センタービル７Ｆ
2023-08-07
https://www.n-coke.com/
 
ニ,106253,⽇本コーティング⼯業株式会社
〒661-0012,兵庫県尼崎市南塚⼝町２−１２−１８ 塚⼝若松ビル３Ｆ
2024-06-28
https://www.nipponcoating.co.jp
 
ニ,106808,⽇本コーバン株式会社
〒135-0044,東京都江東区越中島１−１−１
2025-12-09
https://coburn.jp/
 
ニ,216195,⽇本⾼圧コンクリート株式会社



〒060-0003,北海道札幌市中央区北三条⻄三丁⽬１番地５４
2025-03-26
http://www.nihonkoatsu.co.jp
 
ニ,106611,⽇本⾼圧電気株式会社
〒474-0053,愛知県⼤府市柊⼭町８−２８８
2025-03-16
http://www.nkeco.co.jp
 
ニ,127483,⽇本⼯機株式会社
〒213-0033,神奈川県川崎市⾼津区下作延３−２４−１４
2024-10-27
 
ニ,230339,株式会社⽇本⾼機
〒861-0801,熊本県⽟名郡南関町⼤字関外⽬６８８番地の１
2025-07-05
https://www.nihonkouki.com
 
ニ,218723,⽇本興業株式会社
〒769-2101,⾹川県さぬき市志度４６１４番地１３
2023-12-08
 
ニ,226575,⽇本⼯業検査株式会社
〒210-0001,神奈川県川崎市川崎区本町１ー５ー１６
2026-04-01
https://www.nikkoken.com/
 
ニ,116322,⽇本⼯業備品株式会社
〒167-0052,東京都杉並区南荻窪３−３２−１
2024-06-30
http://www.nkb-j.jp/
 
ニ,106140,⽇本航空電⼦⼯業株式会社
〒150-0043,東京都渋⾕区道⽞坂１−２１−１
2025-05-24
https://www.jae.com
 
ニ,226319,⽇本鋼建株式会社
〒530-0012,⼤阪府⼤阪市北区芝⽥２丁⽬８ー７⼋⽊ビル５Ｆ
2026-01-01
 
ニ,126777,有限会社⽇本⼯作精⼯所
〒257-0015,神奈川県秦野市平沢１６８−２
2024-03-27
 
ニ,124666,⽇本⼯作油株式会社
〒108-0014,東京都港区芝５−２９−１４
2025-12-06
http://www.nihon-kohsakuyu.co.jp/
 
ニ,215200,⽇本興志株式会社
〒174-0071,東京都板橋区常盤台２−１５−９
2024-02-06
https://www.nihonkoushi.com
 



ニ,116232,⽇本⾼周波株式会社
〒226-0019,神奈川県横浜市緑区中⼭３−１５−１
2023-12-01
http://www.nikoha.co.jp
 
ニ,116006,⽇本⾼純度化学株式会社
〒179-0081,東京都練⾺区北町３−１０−１８
2024-09-04
https://www.netjpc.com
 
ニ,102088,⽇本⾼速削孔株式会社
〒210-0854,神奈川県川崎市川崎区浅野町５−８
2025-01-07
http://www.sakkou.co.jp/
 
ニ,116247,⽇本光電⼯業株式会社
〒161-8560,東京都新宿区⻄落合１−３１−４
2024-01-31
http://www.nihonkohden.co.jp
 
ニ,116030,⽇本黒鉛商事株式会社
〒520-0851,滋賀県⼤津市唐橋町１６−３
2026-07-09
http://www.n-kokuen.com/
 
ニ,211823,⽇本国⼟開発株式会社
〒107-8467,東京都港区⾚坂４丁⽬９番９号
2023-09-01
https://www.n-kokudo.co.jp/
 
ニ,500125,⽇本コネクト⼯業株式会社
〒158-0082,東京都世⽥⾕区等々⼒１−３３−１４
2023-10-21
http://www.connect.co.jp/
 
ニ,504788,⽇本コムシンク株式会社
〒550-0002,⼤阪府⼤阪市⻄区江⼾堀１−２−１１
2023-08-15
https://www.comthink.co.jp/
 
ニ,217119,株式会社⽇本コンクリートカッティング
〒578-0921,⼤阪府東⼤阪市⽔⾛５ー５ー５０
2025-09-17
http://www.concrete-cutting.jp
 
ニ,228096,⽇本コンクリート⼯業株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦４丁⽬６番１４号ＮＣ芝浦ビル
2024-05-25
https://www.ncic.co.jp/
 
ニ,504577,株式会社 ⽇本コンサルト新潟
〒953-0051,新潟県新潟市⻄蒲区河井８７１
2025-07-12
http://nccniigata.web.fc2.com
 



ニ,105114,⽇本コンテック株式会社
〒103-0016,東京都中央区⽇本橋⼩網町１８−３ ⼩網町ゼネラルビル５Ｆ
2024-04-26
http://www.n-con.co.jp
 
ニ,116115,⽇本コントロールシステム株式会社
〒150-0013,東京都渋⾕区恵⽐寿１−２０−１８ 三富ビル新館５Ｆ
2025-02-24
https://www.nippon-control-system.co.jp
 
ニ,219141,⽇本コンピューターテクノス株式会社
〒102-0074,東京都千代⽥区九段南３丁⽬５番７号
2024-02-22
https://jct-inc.co.jp/
 
ニ,104036,株式会社⽇本コンピュータ・アソシエーツ
〒814-0001,福岡県福岡市早良区百道浜２−１−２２ 福岡ＳＲＰセンタービル７階
2024-10-08
http://www.nzkjca.co.jp
 
ニ,103999,株式会社⽇本コンピュータコンサルタント
〒221-0052,横浜市神奈川区栄町５−１ 横浜クリエーションスクエア６Ｆ
2024-09-30
http://www.n-c-c.co.jp/
 
ニ,129941,株式会社⽇本コンピュータシステム
〒310-0805,茨城県⽔⼾市中央１−３−３８
2025-04-19
http://www.kkjcs.co.jp/
 
ニ,231226,⽇本コンピュータ・ダイナミクス株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥四丁⽬３２番１号
2025-11-01
https://www.ncd.co.jp/
 
ニ,506127,⽇本コンピュータブレーン株式会社
〒169-0075,東京都新宿区⾼⽥⾺場１−５−１９ ＫＦビル
2026-05-17
https://www.ncb-net.co.jp/
 
ニ,116380,⽇本梱包資材株式会社
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋３−２−１４
2024-05-31
http://www.housouki.jp/
 
ニ,113810,⽇本ゴア合同会社
〒108-0075,東京都港区港南１−８−１５ Ｗビル１４階
2024-06-06
http://www.gore.com
 
ニ,103581,⽇本合璧⼯業株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜３−２−６ 新横浜ビジネスセンタービル７０２
2024-01-26
 
ニ,223389,⽇本ゴンドラ株式会社



〒104-0031,東京都中央区京橋１丁⽬１８番１号
2024-08-01
http://www.ngon.co.jp
 
ニ,127328,株式会社⽇本サーキット
〒212-0013,神奈川県川崎市幸区堀川町５８０ ソリッドスクエア⻄館８Ｆ
2024-08-14
https://www.circuit.co.jp/
 
ニ,122765,⽇本サーモ株式会社
〒223-0066,神奈川県横浜市港北区⾼⽥⻄３−２−１
2024-11-13
http://www.nippon-thermo.co.jp
 
ニ,220206,株式会社⽇本サーモエナー
〒108-0071,東京都港区⽩⾦台３丁⽬２番１０号
2024-09-07
 
ニ,111501,⽇本サーモスタット株式会社
〒204-0003,東京都清瀬市中⾥６−５９−２
2024-07-14
http://www.ntcl.co.jp
 
ニ,104435,⽇本サーモセンサー株式会社
〒234-0051,神奈川県横浜市港南区⽇野５−２０−２
2025-06-28
http://www.nts-nts.co.jp
 
ニ,106786,⽇本サーモディスク株式会社
〒412-0023,静岡県御殿場市深沢７３２
2025-10-14
 
ニ,224828,⽇本サイン株式会社
〒550-0012,⼤阪府⼤阪市⻄区⽴売堀２丁⽬１番９号
2025-04-01
http://www.sign.co.jp
 
ニ,218818,株式会社⽇本サウンドテクノ
〒108-0023,東京都港区芝浦３丁⽬１９番１９号
2023-12-22
 
ニ,230252,⽇本サッシガラス株式会社
〒350-1144,埼⽟県川越市稲荷町２番地３６
2025-06-21
http://www.nihon-s-glass.co.jp
 
ニ,225610,有限会社⽇本サッシュ製作所
〒454-0033,愛知県名古屋市中川区五⼥⼦１丁⽬１０番１４号
2025-07-01
 
ニ,100274,⽇本サポートシステム株式会社
〒300-0847,茨城県⼟浦市卸町２−１３−３
2025-09-06
http://www.jss1.jp/
 



ニ,104904,⽇本サムスン株式会社
〒108-8240,東京都港区港南２−１６−４ 品川グランドセントラルタワー１０Ｆ
2023-08-30
 
ニ,210659,株式会社⽇本サルベージサービス
〒601-8347,京都府京都市南区吉祥院観⾳堂南町１番１
2024-10-30
http://www.nippon-salvage.co.jp
 
ニ,225819,⽇本産業株式会社
〒104-0052,東京都中央区⽉島四丁⽬４番４号
2025-08-01
https://www.nihon-sangyou.co.jp/
 
ニ,230134,⽇本産興株式会社
〒661-0035,兵庫県尼崎市武庫之荘三丁⽬１８番４号
2025-05-31
_
 
ニ,224985,⽇本サンサイクル株式会社
〒103-0014,東京都中央区⽇本橋蛎殻町１ー７ー９
2025-04-01
http://www.sancycle.co.jp
 
ニ,129606,⽇本産商株式会社
〒101-0061,東京都千代⽥区神⽥三崎町２−２０−７ ⽔道橋⻄⼝会館７Ｆ
2024-11-24
 
ニ,229502,⽇本サンスチール株式会社
〒550-0005,⼤阪府⼤阪市⻄区⻄本町１丁⽬８番２号三晃ビル４階
2026-02-15
 
ニ,506105,⽇本サンテック株式会社
〒162-0845,東京都新宿区市⾕本村町３−１９
2025-03-21
http://www.jsuntech.co.jp
 
ニ,129140,⽇本三花貿易株式会社
〒532-0011,⼤阪市淀川区⻄中島３−２０−８ 新和ビル５０２号
2023-10-27
 
ニ,125638,株式会社⽇本シード研究所
〒252-1125,神奈川県綾瀬市吉岡東２−３−２７
2026-07-07
http://www.seed-lab.com/
 
ニ,126096,⽇本シー・ビー・ケミカル株式会社
〒140-0013,東京都品川区南⼤井３−２８−３
2025-05-30
http://www.jcbchem.co.jp/
 
ニ,105631,⽇本シール⼯業株式会社
〒534-0011,⼤阪市都島区⾼倉町３−１２−６
2025-07-16
http://www.nippon-seal.co.jp



 
ニ,505398,株式会社⽇本シールボンド
〒390-0841,⻑野県松本市渚１−１−４
2023-06-16
http://www.sealbond.co.jp
 
ニ,211857,⽇本シーレーク株式会社
〒731-3169,広島県広島市安佐南区伴⻄⼀丁⽬６番１１号
2023-10-06
http://www.sealake.co.jp
 
ニ,126546,⽇本紙器株式会社
〒669-4133,兵庫県丹波市春⽇町平松８１
2024-02-06
http://www.nihonshiki.co.jp
 
ニ,106770,⽇本紙⼯業株式会社
〒484-0894,愛知県⽝⼭市⽻黒字北⼱２−１
2024-06-08
https://www.nskg.co.jp/
 
ニ,128362,⽇本獅⿓株式会社
〒101-0024,東京都千代⽥区神⽥和泉町１−１−１２ ミツバビル２０２
2025-10-29
http://www.japan-snow.com
 
ニ,121451,⽇本システム株式会社
〒183-8512,東京都府中市⽚町３−２２
2024-04-21
https://www.jskk.co.jp/
 
ニ,123965,⽇本システム・エイト株式会社
〒310-0842,茨城県⽔⼾市けやき台３−３
2025-06-15
http://www.nse-inc.co.jp
 
ニ,212812,株式会社⽇本システム家具
〒640-8113,和歌⼭県和歌⼭市広瀬通丁１ー１８
2025-09-04
http://nihonsystem-kagu.co.jp/
 
ニ,501839,⽇本システム技術株式会社
〒530-0005,⼤阪府⼤阪市北区中之島⼆丁⽬３番１８号
2025-06-21
https://www.jast.jp/
 
ニ,219169,株式会社⽇本システム研究所
〒211-0041,神奈川県川崎市中原区下⼩⽥中５丁⽬１１番２１号
2024-03-02
https://www.nsr-web.co.jp/company/summary.html
 
ニ,225627,⽇本システム⼯業株式会社
〒601-8316,京都府京都市南区吉祥院池ノ内町８番地
2025-07-01
 



ニ,123896,株式会社⽇本システムコンサルタント
〒170-6020,東京都豊島区東池袋３−１−１ サンシャイン６０ ２０階
2025-05-27
https://www.nsc-kk.co.jp/
 
ニ,116142,株式会社⽇本システムプロダクト
〒106-0041,東京都港区⿇布台２−３−２２ ⼀乗寺ビル３階
2025-04-30
http://www.nsp-net.co.jp
 
ニ,124660,⽇本清⽔産業株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町１−３−９ ＰＭＯ神⽥万世橋１０Ｆ
2025-12-06
http://www.j-shimizu.co.jp
 
ニ,215864,株式会社⽇本シャッター製作所
〒145-0064,東京都⼤⽥区上池台１丁⽬１４−１明伸ビル４０３号
2024-12-18
http://www.nihon-shutter.co.jp/
 
ニ,210241,⽇本秀栄⼯業株式会社
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨２丁⽬２番１９号
2024-03-26
 
ニ,104990,⽇本修理技術システム株式会社
〒861-2104,熊本県熊本市東区秋津２−３−３３ ハイムリバティ２０１号
2023-12-01
 
ニ,219921,株式会社⽇本消⾳研究所
〒224-0053,神奈川県横浜市都筑区池辺町４６４８
2024-06-22
 
ニ,210868,⽇本昇降機株式会社
〒812-0882,福岡県福岡市博多区⻨野４丁⽬７番６号
2025-01-29
http://nissho-elevator.co.jp/
 
ニ,116283,⽇本商事株式会社
〒530-0012,⼤阪市北区芝⽥２−２−１７
2024-04-14
http://www.jade.dti.ne.jp/nihonsho/
 
ニ,106920,株式会社⽇本真空科学研究所
〒370-0841,群⾺県⾼崎市栄町３−１１ ⾼崎バナーズビル３Ｆ
2025-01-26
http://www.nihonshinku.com/
 
ニ,126109,⽇本真空光学株式会社
〒100-6530,東京都千代⽥区丸の内１−５−１
2025-12-10
http://www.ocj.co.jp
 
ニ,105992,⽇本ＪＨＰ株式会社
〒110-0005,東京都台東区上野７−３−９ アルベルゴ上野５２１号室
2023-08-03



http://www.qd-jinghong.com/
 
ニ,210698,⽇本ジオス株式会社
〒651-2226,兵庫県神⼾市⻄区桜が丘中町５丁⽬９番地の７
2024-11-12
http://www.nihongeos.com/
 
ニ,126812,⽇本治具株式会社
〒373-0022,群⾺県太⽥市東⾦井町１３１７−２
2024-04-14
http://www.sugino.com/site/nihonjig/
 
ニ,126304,⽇本磁⽯⼯業株式会社
〒540-0004,⼤阪市中央区⽟造１−３−３３
2023-11-30
http://www.nihonjisyaku.co.jp
 
ニ,105464,⽇本⾃動保管機株式会社
〒001-0016,札幌市北区北１６条⻄３−２−２４
2025-02-21
http://nc-1.jp
 
ニ,126372,⽇本重化学⼯業株式会社
〒104-8257,東京都中央区新川１−１７−２５
2023-12-14
http://www.jmc.co.jp/
 
ニ,224032,⽇本住宅パネル⼯業協同組合
〒113-0021,東京都⽂京区本駒込６丁⽬１５番７号
2025-01-01
http://www.panekyo.or.jp/
 
ニ,503997,⼀般財団法⼈⽇本情報経済社会推進協会
〒106-0032,東京都港区六本⽊⼀丁⽬９−９ 六本⽊ファーストビル
2024-07-25
 
ニ,506022,⼀般財団法⼈⽇本情報経済社会推進協会
〒106-0032,東京都港区六本⽊⼀丁⽬９番９号 六本⽊ファーストビル内
2023-08-14
http://www.jipdec.or.jp/
 
ニ,116110,⽇本情報通信株式会社
〒170-0014,東京都豊島区池袋１−１２−８ ＮＩＣ池袋ビル
2025-02-23
http://www.nic-net.co.jp
 
ニ,123800,⽇本スエーヂ⼯業株式会社
〒585-0044,⼤阪府南河内郡千早⾚阪村森屋２５−１
2025-04-14
http://www.swage.co.jp/
 
ニ,216668,⽇本スクリーン株式会社
〒537-0003,⼤阪府⼤阪市東成区神路３丁⽬２番４号
2025-06-18
http://www.screen1955.co.jp/



 
ニ,226690,⽇本スタッド⼯業株式会社
〒570-0048,⼤阪府守⼝市寺⽅本通２丁⽬７番１０号
2026-05-01
http://www.nihonstud.co.jp/
 
ニ,505739,⽇本ストラタステクノロジー株式会社
〒102-0085,東京都千代⽥区六番町６番地
2025-08-19
www.stratus.com/jp/
 
ニ,125279,⽇本スピン株式会社
〒223-0056,神奈川県横浜市港北区新吉⽥町２２７
2026-03-02
http://www.nihon-supin-jp.com/
 
ニ,226478,⽇本スピンドル製造株式会社
〒661-8510,兵庫県尼崎市潮江４丁⽬２番３０号
2023-03-01
http://www.spindle.co.jp
 
ニ,226686,⽇本スプライススリーブ株式会社
〒103-0015,東京都中央区⽇本橋箱崎町１７番１号
2026-05-01
https://www.splice.co.jp/
 
ニ,218103,⽇本スプレー⼯業株式会社
〒338-0811,埼⽟県さいたま市桜区⼤字⽩鍬字宮⽥５７−２
2023-08-04
 
ニ,504366,株式会社⽇本スペリア社
〒564-0063,⼤阪府吹⽥市江坂町１−１６−１５
2026-07-04
http://nihonsuperior.co.jp/
 
ニ,101149,⽇本スライド⼯業株式会社
〒121-0836,東京都⾜⽴区⼊⾕９−２０−２０
2024-03-12
https://www.n-slide.co.jp
 
ニ,126113,⽇本精器株式会社
〒581-0016,⼤阪府⼋尾市⼋尾⽊北２−８
2026-03-13
http://www.nihonseiki.com/
 
ニ,125300,⽇本精機⼯業株式会社
〒392-0015,⻑野県諏訪市⼤字中洲４７５０
2026-03-08
http://www.nihonseiki.net
 
ニ,116370,⽇本制禦機器株式会社
〒569-0012,⼤阪府⾼槻市東天川１−５−１
2024-05-29
http://www.nihon-seigyo.co.jp/index.html
 



ニ,101022,株式会社⽇本製鋼所
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１−１１−１ ゲートシティ⼤崎ウェストタワー
2024-02-03
https://www.jsw.co.jp
 
ニ,216087,⽇本セイフティー株式会社
〒102-0082,東京都千代⽥区⼀番町２１番地
2025-02-26
https://www.nihonsafety.com/
 
ニ,116199,⽇本精密株式会社
〒332-0012,埼⽟県川⼝市本町４−１−８ 川⼝センタービル８階
2026-02-26
http://www.nihon-s.co.jp
 
ニ,106620,⽇本精密⾦型株式会社
〒332-0031,埼⽟県川⼝市⻘⽊３−２−３
2026-02-05
https://jpd-japan.co.jp
 
ニ,126390,⽇本精蝋株式会社
〒104-0031,東京都中央区京橋２−５−１８
2023-12-19
http://www.seiro.co.jp/
 
ニ,210110,⽇本積算株式会社
〒336-0033,埼⽟県さいたま市南区曲本２−１３−２サンクレスト１０３号
2023-12-25
 
ニ,127485,株式会社⽇本設計⼯業
〒433-8102,静岡県浜松市北区⼤原町５００
2024-10-30
http://www.nissetsuko.co.jp/
 
ニ,227081,⽇本設備⼯業株式会社
〒103-0015,東京都中央区⽇本橋箱崎町３６番２号
2023-10-01
http://www.nihonsetsubi.co.jp
 
ニ,105149,⽇本セミラボ株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−１５−１０ ＹＳ新横浜ビル６Ｆ
2024-06-07
http://www.semilab-j.jp/
 
ニ,116330,⽇本セラミック株式会社
〒689-1193,⿃取県⿃取市広岡１７６−１７
2024-05-22
https://www.nicera.co.jp/
 
ニ,229643,⽇本セラミックス株式会社
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町１−６−１２
2026-04-08
 
ニ,100773,⽇本セルロイド化⼯株式会社
〒577-0055,⼤阪府東⼤阪市⻑栄寺１７−６



2026-06-09
 
ニ,231741,⽇本潜⽔⼯事株式会社
〒106-0044,東京都港区東⿇布三丁⽬４番１２号
2026-03-07
http://www.nihonsensuikouji.co.jp
 
ニ,505358,⽇本総合サービス株式会社
〒108-0075,東京都港区港南１丁⽬６番３４号 品川イースト４階
2023-03-17
http://www.nd-s.co.jp
 
ニ,211591,⽇本綜合防⽔株式会社
〒171-0022,東京都豊島区南池袋３ー１１ー１０
2026-03-25
http://www.nissobo.co.jp
 
ニ,105512,⽇本ソセー⼯業株式会社
〒457-0068,愛知県名古屋市南区南野１−９９
2025-04-04
 
ニ,504815,⽇本ソフテック株式会社
〒939-1325,富⼭県砺波市花島６９番地
2023-08-21
https://www.nsft.co.jp/
 
ニ,116155,⽇本ソフトウェアサービス株式会社
〒154-0003,東京都世⽥⾕区野沢２−３４−１２ ＮＳＳビル
2025-03-03
http://www.nss.co.jp
 
ニ,502687,株式会社 ⽇本ソフトウェアテクノロジー
〒101-0024,東京都千代⽥区神⽥和泉町１−３−４⻘⽊ビル６Ｆ
2024-07-26
http://www.nstnet.co.jp
 
ニ,123924,⽇本ソフトウェアマネジメント株式会社
〒221-0056,神奈川県横浜市神奈川区⾦港町５−３２ ベイフロント横浜７階
2025-06-04
http://www.jsm.co.jp/
 
ニ,106649,⽇本ソフトウエア株式会社
〒553-0003,⼤阪市福島区福島７−２０−１
2025-05-12
https://www.nsware.co.jp/
 
ニ,116098,⽇本ソフトウエアインダストリ株式会社
〒108-0014,東京都港区芝４−５−１２
2025-02-23
http://www.nsii.co.jp
 
ニ,503947,⽇本ソフト技研株式会社
〒186-0002,東京都国⽴市東１−４−１５ 国⽴ＫＴビル３Ｆ
2024-03-12
https://www.e-nstec.com/



 
ニ,212709,⽇本体育施設株式会社
〒164-0003,東京都中野区東中野３ー２０ー１０
2025-06-26
https://www.ntssports.co.jp/
 
ニ,217069,株式会社⽇本タスクス
〒192-0374,東京都⼋王⼦市中⼭５５４番地１５
2025-09-10
 
ニ,508057,⽇本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社
〒105-8508,東京都港区芝公園４−１−４
2024-03-06
https://www.tcs.com/jp-ja/home
 
ニ,506089,⽇本たばこ産業株式会社
〒105-6972,東京都港区虎ノ⾨４−１−１ 神⾕町トラストタワー
2026-03-11
https://www.jti.co.jp/
 
ニ,106520,⽇本端⼦株式会社
〒254-0811,神奈川県平塚市⼋重咲町２６−７
2025-06-15
http://www.nippon-tanshi.co.jp/
 
ニ,220323,⽇本ダイナミック通信株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋５−７−２
2024-10-05
 
ニ,503429,⽇本ダイニスコ株式会社
〒220-0023,神奈川県横浜市⻄区平沼１−３８−２ 咲久良ビル５階
2025-07-02
http://www.DJL.jp
 
ニ,105144,⽇本ダイヤバルブ株式会社
〒140-0005,東京都品川区広町１−３−２２
2024-06-01
http://www.ndv.co.jp
 
ニ,219196,⽇本断熱株式会社
〒670-0944,兵庫県姫路市阿保⼄１５９ー１
2024-03-02
 
ニ,116395,⽇本蓄電器⼯業株式会社
〒197-0013,東京都福⽣市武蔵野台１−２３−１
2024-06-26
http://www.jcc-foil.co.jp
 
ニ,506170,⽇本地⼯株式会社
〒334-0075,埼⽟県川⼝市江⼾袋２−１−２
2025-02-08
http://www.chiko.co.jp
 
ニ,225360,株式会社⽇本彫刻⼯芸
〒734-0014,広島県広島市南区宇品⻄⼆丁⽬６番２７ー６号



2025-06-01
http://niccho.main.jp/
 
ニ,224280,⽇本調理機株式会社
〒144-8513,東京都⼤⽥区東六郷３ー１５ー８
2025-03-01
http://www.nitcho.co.jp
 
ニ,219084,株式会社⽇本地理コンサルタント
〒420-0801,静岡県静岡市葵区東千代⽥１丁⽬６番２０号
2024-02-09
http://www.chiricon.co.jp/
 
ニ,502722,⽇本通信株式会社
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨四丁⽬１番２８号
2024-09-01
http://www.j-com.co.jp/
 
ニ,123621,⽇本通信エレクトロニック株式会社
〒105-0014,東京都港区芝３−１５−１５
2025-02-20
http://www.jacom.com
 
ニ,116339,⽇本通信機株式会社
〒243-0303,神奈川県愛甲郡愛川町中津４００５
2024-08-28
https://nitsuki.com/
 
ニ,215989,⽇本通信産業株式会社
〒550-0015,⼤阪府⼤阪市⻄区南堀江４丁⽬２５番２６号
2025-02-05
http://www.nihon-tsushin-sangyo.co.jp
 
ニ,106220,株式会社⽇本抵抗器製作所
〒939-1807,富⼭県南砺市北野２３１５
2022-10-05
http://www.jrm.co.jp
 
ニ,106230,⽇本抵抗器販売株式会社
〒140-0013,東京都品川区南⼤井３−６−２０
2022-10-05
http://www.jrm.co.jp
 
ニ,106170,⽇本テキサス・インスツルメンツ合同会社
〒160-8366,東京都新宿区⻄新宿６−２４−１
2025-06-15
http://www.tij.co.jp
 
ニ,231063,⽇本テクトス株式会社
〒652-0047,兵庫県神⼾市兵庫区下沢通七丁⽬１番２３号
2025-10-18
http://www.ntect.net
 
ニ,116349,⽇本テクニカル・サービス株式会社
〒154-0001,東京都世⽥⾕区池尻３−１０−３



2024-08-30
http://www.nitteku.co.jp
 
ニ,102076,⽇本テクニカルシステム株式会社
〒104-0031,東京都中央区京橋２−１８−２ 明海京橋ビル４階
2024-12-26
http://www.jtsnet.com
 
ニ,122926,⽇本テクネス株式会社
〒651-2111,兵庫県神⼾市⻄区池上１−１３−１９
2024-12-24
 
ニ,215089,⽇本テクノ株式会社
〒101-0061,東京都千代⽥区神⽥三崎町２−１１−３
2023-11-14
 
ニ,504774,株式会社⽇本テクノス
〒192-0911,東京都⼋王⼦市打越町２００２−７
2023-08-04
http://www.n-tks.co.jp/
 
ニ,121766,⽇本テクノストラクチャア株式会社
〒183-0055,東京都府中市府中町１−１０−３
2024-05-30
 
ニ,105202,⽇本テクノ・ラボ株式会社
〒220-6211,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい２−３−５ クイーンズタワーＣ１１階
2024-08-02
https://www.ntl.co.jp/
 
ニ,230837,⽇本テクロ株式会社
〒141-0021,東京都品川区上⼤崎⼆丁⽬１３番１７号
2025-09-13
https://www.tecro.co.jp/
 
ニ,105141,株式会社⽇本テック
〒671-1116,兵庫県姫路市広畑区正⾨通４−１０−６
2024-05-31
HTTP://www.kk-ntec.co.jp
 
ニ,213081,⽇本鉄建⼯業株式会社
〒270-1151,千葉県我孫⼦市本町３丁⽬２番３５号サンメルシー我孫⼦２０２
2026-03-05
 
ニ,214752,⽇本鉄板リース株式会社
〒530-0047,⼤阪府⼤阪市北区⻄天満２丁⽬６−８堂ビル８２０号
2026-05-30
http://www.ntlkk.co.jp/
 
ニ,150000,⼀般社団法⼈⽇本鉄鋼連盟
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町３−２−１０ 鉄鋼会館
2025-06-15
www.jisf.or.jp
 
ニ,128830,株式会社⽇本テレシス



〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−１５−１６ ＮＭＦ新横浜ビル３Ｆ
2026-03-03
http://www.netjts.co.jp
 
ニ,506051,⽇本テレビ放送網株式会社
〒105-7444,東京都港区東新橋⼀丁⽬６−１
2023-08-18
https://www.ntv.co.jp/
 
ニ,210473,⽇本デージー株式会社
〒468-0056,愛知県名古屋市天⽩区島⽥１丁⽬４１７番地
2024-08-03
 
ニ,123901,株式会社⽇本データコントロール
〒108-0074,東京都港区⾼輪３−２５−２３ 京急第２ビル３Ｆ
2025-05-28
https://ndc-net.co.jp
 
ニ,104043,⽇本データスキル株式会社
〒221-0052,神奈川県横浜市神奈川区栄町１−１
2024-10-09
http://www.nds.co.jp
 
ニ,501803,株式会社⽇本デキシー
〒100-7008,東京都千代⽥区丸の内２−７−２ ＪＰタワー ８階
2025-04-22
http://www.dixie.co.jp/index.html
 
ニ,127355,⽇本デコラックス株式会社
〒480-0103,愛知県丹⽻郡扶桑町柏森前屋敷１０
2024-09-04
http://www.decoluxe.jp/
 
ニ,105996,⽇本電営株式会社
〒101-0044,東京都千代⽥区鍛冶町２−６−１ 堀内ビル９Ｆ
2023-08-07
https://www.n-denei.co.jp
 
ニ,116148,⽇本電解株式会社
〒308-0851,茨城県筑⻄市下江連１２２６
2023-08-23
http://www.nippon-denkai.co.jp
 
ニ,106471,⽇本電化⾦属株式会社
〒612-8236,京都府京都市伏⾒区横⼤路下三栖⾥ノ内２０−１
2024-12-23
http://www.nihondenka.co.jp
 
ニ,116105,株式会社⽇本電化⼯業所
〒553-0003,⼤阪市福島区福島１−４−８
2025-02-24
http://www.ndenka.co.jp
 
ニ,106290,⽇本電気化学株式会社
〒606-8414,京都市左京区浄⼟寺真如町３２



2026-03-15
https://www.ndkgk.com
 
ニ,120267,株式会社⽇本電機研究所
〒551-0031,⼤阪市⼤正区泉尾７−１−１
2023-08-12
http://nikken-ta.co.jp
 
ニ,219819,⽇本電機⼯業株式会社
〒039-1168,⻘森県⼋⼾市⼋太郎五丁⽬１９番１８号
2024-06-08
http://www.nihondenki.jp/
 
ニ,216622,⽇本電技株式会社
〒130-8556,東京都墨⽥区両国⼆丁⽬１０番１４号
2025-06-11
https://www.nihondengi.co.jp/
 
ニ,506017,⽇本電業⼯作株式会社
〒101-0051,東京都千代⽥区神⽥神保町１−１４−１ ＫＤＸ神保町ビル
2023-12-04
https://www.den-gyo.com/index.html
 
ニ,106890,⽇本電計株式会社
〒110-0005,東京都台東区上野５−１４−１２
2024-10-24
https://www.n-denkei.co.jp
 
ニ,230295,⽇本電検株式会社
〒542-0072,⼤阪府⼤阪市中央区⾼津⼀丁⽬３番５号
2025-06-28
http://www.ndenken.com/
 
ニ,127324,⽇本電研⼯業株式会社
〒671-0232,兵庫県姫路市御国野町御着字⻑寄２６６
2024-08-14
http://www.denkenk.co.jp
 
ニ,102586,株式会社⽇本電⼯
〒870-0108,⼤分県⼤分市⼤字三佐２０３４
2025-06-05
 
ニ,100667,⽇本電産モビリティ株式会社
〒485-0802,愛知県⼩牧市⼤草年上坂６３６８
2026-03-16
 
ニ,503833,⽇本電材⼯業株式会社
〒152-0002,東京都⽬黒区⽬黒本町２−２２−３
2023-10-18
 
ニ,120680,⽇本電⼦株式会社
〒196-8558,東京都昭島市武蔵野３−１−２
2023-11-29
 
ニ,116271,⽇本電⼦応⽤株式会社



〒132-0033,東京都江⼾川区東⼩松川４−３６−５
2024-03-10
http://www.ndc-oyo.co.jp/
 
ニ,101859,⽇本電⼦⼯業株式会社
〒252-0239,神奈川県相模原市中央区中央３−１４−７ 相模原セントラルビル４階
2024-11-02
http://www.ndkinc.co.jp/
 
ニ,126170,⽇本電⼦材料株式会社
〒660-0805,兵庫県尼崎市⻄⻑洲町２−５−１３
2025-08-06
http://www.jem-net.co.jp/
 
ニ,126070,株式会社⽇本電商
〒531-8567,⼤阪市北区⼤淀中１−７−４
2024-11-17
http://www.nihondensho.co.jp
 
ニ,103253,⽇本電磁⼯業株式会社
〒192-0906,東京都⼋王⼦市北野町５２４−５
2026-06-30
http://www.denji-kougyou.co.jp/
 
ニ,217307,⽇本電設資材株式会社
〒570-0021,⼤阪府守⼝市⼋雲東町⼆丁⽬４７番１８号
2025-11-12
https://n-ds.co.jp
 
ニ,126141,⽇本電装株式会社
〒333-0854,埼⽟県川⼝市芝富⼠１−９−３３
2026-01-30
http://www.nihon-denso.co.jp
 
ニ,227463,株式会社⽇本電装
〒542-0064,⼤阪府⼤阪市中央区上汐２ー６ー２３
2024-02-28
 
ニ,116385,⽇本電熱株式会社
〒399-8102,⻑野県安曇野市三郷温３７８８
2024-06-26
http://www.nichinetu.co.jp/
 
ニ,106150,⽇本電波⼯業株式会社
〒151-8569,東京都渋⾕区笹塚１−４７−１ メルクマーク京王笹塚
2025-06-02
 
ニ,220557,⽇本電⼒⼯業株式会社
〒111-0053,東京都台東区浅草橋五丁⽬１３番８号
2024-12-21
http://www.nichidenkk.jp
 
ニ,500010,株式会社 ⽇本トータル・システム
〒211-0004,神奈川県川崎市中原区新丸⼦東２−８９５ 武蔵⼩杉ＡＴビル
2026-07-09



http://www.jtsys.co.jp/
 
ニ,224633,株式会社⽇本陶業
〒103-0015,東京都中央区⽇本橋箱崎町４３番９号
2025-04-01
https://nihontogyo.co.jp/
 
ニ,121496,⽇本東杭株式会社
〒236-0004,横浜市⾦沢区福浦２−１５−１１
2024-05-12
 
ニ,116071,株式会社⽇本特殊管製作所
〒584-0015,⼤阪府富⽥林市⻄条町２−３６２５
2024-07-25
https://nittoku.com
 
ニ,126020,⽇本特殊⾦属株式会社
〒532-0028,⼤阪府⼤阪市淀川区⼗三元今⾥２−１３−１１
2023-11-09
http://www.nittoku-metal.co.jp/
 
ニ,216032,⽇本特殊⽌⽔⼯業株式会社
〒964-0906,福島県⼆本松市若宮１丁⽬９３番地１
2025-02-12
_
 
ニ,125701,⽇本特殊電測株式会社
〒112-0014,東京都⽂京区関⼝２−２−３
2023-08-02
https://ntd-tokyo.wixsite.com/nittoku
 
ニ,116352,⽇本特殊塗料株式会社
〒114-8584,東京都北区王⼦３−２３−２
2024-07-06
http://www.nttoryo.co.jp
 
ニ,216254,⽇本トリート株式会社
〒154-0011,東京都世⽥⾕区上⾺３丁⽬７番８号
2025-04-02
https://www.treat.co.jp/
 
ニ,121945,⽇本ドアーチェック製造株式会社
〒544-0014,⼤阪府⼤阪市⽣野区巽東３−１７−１０
2024-07-15
http://www.e-newstar.co.jp/
 
ニ,126102,⽇本ドライブイット株式会社
〒145-0076,東京都⼤⽥区⽥園調布南８−１０
2025-10-03
http://www.japan-drive-it.co.jp
 
ニ,101368,⽇本ナショナルインスツルメンツ株式会社
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨１−９−９ 野村不動産芝⼤⾨ビル８Ｆ
2024-05-24
http://www.ni.com/ja-jp.html



 
ニ,104675,株式会社⽇本荷役
〒130-0002,東京都墨⽥区業平４−７−３ 柏マンション２Ｆ
2026-03-09
http://www.nihon-niyaku.co.jp/
 
ニ,102632,⽇本ニューロン株式会社
〒619-0237,京都府相楽郡精華町光台３−２−１８
2025-06-26
http://www.neuron.ne.jp
 
ニ,506045,株式会社⽇本ネットワークサポート
〒541-0051,⼤阪府⼤阪市中央区備後町三丁⽬６番２号ＫＦセンタービルディング
2026-01-25
http://www.nnets.co.jp
 
ニ,116315,⽇本熱処理株式会社
〒210-0854,川崎市川崎区浅野町６−１
2024-06-02
http://www.nihon-netsushori.co.jp/
 
ニ,126036,⽇本ノーベル株式会社
〒114-0002,東京都北区王⼦２−３０−２
2025-05-15
http://www.jnovel.co.jp
 
ニ,216847,⽇本ノイズコントロール株式会社
〒164-0011,東京都中野区中央１丁⽬３８番１号
2025-07-09
http://www.noisecontrol.co.jp/
 
ニ,227865,⽇本ハートビル⼯業株式会社
〒613-0023,京都府久世郡久御⼭町野村村東１９４−２
2024-04-10
http://www.jhb.co.jp
 
ニ,215284,⽇本ハイウェイ・サービス株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿６−６−３
2021-03-13
http://www.nhs.co.jp
 
ニ,504739,⽇本ハイブリッドウェア株式会社
〒196-0033,東京都昭島市東町２丁⽬１−２３−７０１
2026-07-06
https://www.hybridware.jp
 
ニ,118522,⽇本ハネウェル株式会社
〒105-0022,東京都港区海岸１−１６−１ ニューピア⽵芝サウスタワー２０階
2024-09-18
http://www.honeywell-japan.com
 
ニ,126125,ニホンハンダ株式会社
〒130-0013,東京都墨⽥区錦⽷１−２−１ アルカセントラル１６Ｆ
2025-09-06
http://www.nihonhanda.com



 
ニ,105686,⽇本バーンズ株式会社
〒104-0031,東京都中央区京橋３−７−１
2025-09-04
https://www.barnes.co.jp/
 
ニ,126064,⽇本バイリーン株式会社
〒104-8423,東京都中央区築地５−６−４ 浜離宮三井ビルディング８階
2025-02-23
http://www.vilene.co.jp
 
ニ,228902,株式会社⽇本パーカーライジング広島⼯場
〒734-0013,広島県広島市南区出島１丁⽬３４番２６号
2025-02-23
https://www.hiroshima-parker.co.jp/
 
ニ,106610,⽇本パーカライジング株式会社
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋１−１５−１
2026-01-25
http://www.parker.co.jp/
 
ニ,503763,株式会社⽇本パーソナルビジネス
〒530-0011,⼤阪府⼤阪市北区⼤深町３−１ グランフロント⼤阪北館 タワーＢ１２Ｆ
2026-03-09
https://www.npb-net.com/
 
ニ,124616,株式会社⽇本パーツ製作所
〒505-0303,岐⾩県加茂郡⼋百津町伊岐津志１８７９−４
2025-11-18
http://www.nihonparts.co.jp
 
ニ,116369,⽇本パイオニクス株式会社
〒254-0013,神奈川県平塚市⽥村３−３−３２
2024-08-31
http://www.japan-pionics.co.jp
 
ニ,219240,⽇本パイプ株式会社
〒733-0001,広島県広島市⻄区⼤芝１丁⽬５番１８号
2024-03-09
http://nihon-pipe.co.jp/
 
ニ,102580,⽇本パイプシステム株式会社
〒374-0111,群⾺県⾢楽郡板倉町海⽼瀬１３９０−１
2025-05-31
http://www.pipesystem.co.jp/
 
ニ,217986,⽇本パトロール株式会社
〒460-0011,愛知県名古屋市中区⼤須４丁⽬１１番５０号
2023-07-21
 
ニ,106237,⽇本パナトロニック株式会社
〒206-0033,東京都多摩市落合１−１５−２ 多摩センタートーセイビル５Ｆ
2024-06-14
https://www.panatronic.co.jp/
 



ニ,116257,⽇本パルス⼯業株式会社
〒165-0032,東京都中野区鷺宮２−５−５
2024-01-31
http://www.nihon-pulse.co.jp
 
ニ,127654,⽇本パルスモーター株式会社
〒113-0033,東京都⽂京区本郷２−１６−１３
2025-01-04
http://www.pulsemotor.com
 
ニ,102825,⽇本パワーファスニング株式会社
〒562-0036,⼤阪府箕⾯市船場⻄１−８−３
2025-10-10
http://www.jpf-net.co.jp
 
ニ,220714,⽇本⾮破壊検査株式会社
〒143-0016,東京都⼤⽥区⼤森北四丁⽬４番３号
2025-02-15
https://www.jndi.com/
 
ニ,230766,⽇本ヒルティ株式会社
〒224-8550,神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南⼆丁⽬６番２０号
2025-08-30
https://www.hilti.co.jp/
 
ニ,219301,⽇本ビー・エー・シー株式会社
〒154-0014,東京都世⽥⾕区新町２丁⽬２７番４号
2024-03-16
https://bacj.co.jp/
 
ニ,505169,⽇本ＢＳ放送株式会社
〒101-0062,東京都千代⽥区神⽥駿河台２−５
2025-01-31
https://www.bs11.jp/
 
ニ,106263,⽇本ビーテーエー株式会社
〒101-0025,東京都千代⽥区神⽥佐久間町１−１４ 三報佐久間ビル
2024-07-09
http://fukaanaake.com
 
ニ,116010,⽇本ビジネス ロジスティクス株式会社
〒221-0022,神奈川県横浜市神奈川区守屋町３−９ ３号ビル２階
2026-04-22
http://www.jbl.co.jp/
 
ニ,213946,⽇本ビジネス機器株式会社
〒452-0833,愛知県名古屋市⻄区⼭⽊２丁⽬２５１ー１
2024-12-22
 
ニ,219822,⽇本美術⼯芸株式会社
〒194-0004,東京都町⽥市鶴間７−２０−１９
2024-06-08
http://www.j-art-craft.com/
 
ニ,222476,⽇本ビソー株式会社



〒108-0023,東京都港区芝浦４ー１５ー３３
2023-12-01
https://www.bisoh.co.jp
 
ニ,116371,⽇本ビニールコード株式会社
〒192-0154,東京都⼋王⼦市下恩⽅町４２４−６
2024-09-11
 
ニ,126240,⽇本鋲螺株式会社
〒578-0924,⼤阪府東⼤阪市吉⽥４−４−３２
2026-05-13
http://www.nipponbyora.co.jp
 
ニ,226694,⽇本ビルケア株式会社
〒812-0022,福岡県福岡市博多区神屋町４ー５
2026-05-01
https://www.n-builcare.jp/
 
ニ,210741,株式会社⽇本ビルサービス
〒939-1308,富⼭県砺波市三郎丸３１３
2024-12-02
 
ニ,505710,⽇本ＰＣサービス株式会社
〒564-0052,⼤阪府吹⽥市広芝町９番３３号
2025-05-31
https://www.j-pcs.jp/
 
ニ,127971,株式会社⽇本ピスコ
〒399-0089,⻑野県岡⾕市⻑地出早３−９−３２
2025-07-18
http://www.pisco.co.jp
 
ニ,211215,株式会社⽇本ピット
〒870-0941,⼤分県⼤分市⼤字下郡字国境３２６０ー９
2025-06-17
http://www.nihon-pit.co.jp/
 
ニ,229858,⽇本ファイリング株式会社
〒101-0062,東京都千代⽥区神⽥駿河台３ー２
2023-07-17
http://www.nipponfiling.co.jp
 
ニ,126149,株式会社⽇本ファインケム
〒100-0011,東京都千代⽥区内幸町１−３−２ 内幸町東急ビル９階
2026-01-07
https://www.jfine.co.jp
 
ニ,126061,⽇本ファインセラミックス株式会社
〒981-3206,仙台市泉区明通３−１０
2025-04-13
http://www.japan-fc.co.jp
 
ニ,121710,⽇本ファインテック株式会社
〒823-0015,福岡県宮若市上有⽊１４３８−４
2026-03-11



http://www.j-finetech.co.jp/
 
ニ,221641,⽇本ファシリオ株式会社
〒107-8647,東京都港区北⻘⼭２丁⽬１２番２８号⻘⼭ビル
2025-04-01
https://www.j-facilio.com/
 
ニ,223682,⽇本ファブテック株式会社
〒104-0031,東京都中央区京橋２ー１７ー４
2024-10-01
http://www.j-fab.co.jp
 
ニ,213369,⽇本フィールドシステム株式会社
〒708-0876,岡⼭県津⼭市⾼尾５７３−１
2023-08-05
 
ニ,126245,株式会社⽇本フィラーメタルズ
〒270-0203,千葉県野⽥市関宿元町４８７
2026-06-06
http://www.n-fillermetals.co.jp
 
ニ,116032,⽇本フイルコン株式会社
〒206-8577,東京都稲城市⼤丸２２２０
2023-10-11
https://www.filcon.co.jp/
 
ニ,106390,⽇本フェンオール株式会社
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋１−５−１０
2024-01-21
http://www.fenwal.co.jp
 
ニ,126866,⽇本フォーミング株式会社
〒125-0042,東京都葛飾区⾦町１−２３−２
2024-05-25
http://www.forming.jp
 
ニ,218509,⽇本吹付⼯業有限会社
〒760-0068,⾹川県⾼松市松島町３丁⽬１１番２３号
2023-10-13
 
ニ,105301,⽇本フッソ⼯業株式会社
〒587-0042,⼤阪府堺市美原区⽊材通２−４−６
2024-10-18
https://www.nipponfusso.co.jp
 
ニ,126048,株式会社⽇本弗素商会
〒577-0056,⼤阪府東⼤阪市⻑堂３−１９−３
2025-06-19
 
ニ,229886,⽇本フネン株式会社
〒779-3394,徳島県吉野川市川島町三ツ島字新⽥１７９番地の１
2023-08-06
http://www.nihonfunen.co.jp/
 
ニ,226779,ニホンフラッシュ株式会社



〒773-8504,徳島県⼩松島市横須町５番２６号
2026-06-01
https://www.nfnf.co.jp/
 
ニ,105142,⽇本フローセル株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋２−５−５ 新橋２丁⽬ＭＴビル
2024-06-01
http://www.flow-cell.co.jp/
 
ニ,231124,⽇本物産株式会社
〒104-0044,東京都中央区明⽯町３番２号
2025-10-18
https://www.nihon-bussan.co.jp/
 
ニ,215177,⽇本物理探鑛株式会社
〒143-0027,東京都⼤⽥区中⾺込２ー２ー１２
2024-01-16
http://www.n-buturi.co.jp
 
ニ,104727,⽇本ブレーキ⼯業株式会社
〒308-8521,茨城県筑⻄市⼩川１５００
2026-04-12
 
ニ,101739,公益財団法⼈⽇本分析センター
〒263-0002,千葉県千葉市稲⽑区⼭王町２９５−３
2024-10-10
http://www.jcac.or.jp/
 
ニ,217318,⽇本プラグ⼯業株式会社
〒982-0251,宮城県仙台市太⽩区茂庭字⼤堤２１番地
2022-11-19
https://www.nihon-plug.co.jp/
 
ニ,126215,⽇本プラスト株式会社
〒418-0111,静岡県富⼠宮市⼭宮３５０７−１５
2026-06-03
http://www.n-plast.co.jp
 
ニ,126174,⽇本プレシジョンキャスチング株式会社
〒297-0143,千葉県⻑⽣郡⻑南町美原台１−５
2025-11-30
http://www.npc-c.co.jp
 
ニ,228466,⽇本プロジェクト株式会社
〒555-0025,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区姫⾥１丁⽬３番２３号
2024-09-13
http://www.nihonproject.co.jp
 
ニ,116263,⽇本プロセス株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１−１１−１ ゲートシティ⼤崎ウエストタワー２２Ｆ
2024-04-10
https://www.jpd.co.jp
 
ニ,104278,株式会社⽇本プロテック
〒101-0044,東京都千代⽥区鍛冶町２−６−２ 上野ビルディング７Ｆ



2025-02-02
http://www.nihon-protec.co.jp/
 
ニ,219366,⽇本プロロング株式会社
〒134-0088,東京都江⼾川区⻄葛⻄１丁⽬１３番１号
2024-03-16
 
ニ,116186,⽇本ヘルツ株式会社
〒168-0074,東京都杉並区上⾼井⼾１−８−１７ ブライトコアビル７ 本館５Ｆ
2026-06-23
http://www.j-herz.com/
 
ニ,116152,株式会社⽇本ベネックス
〒854-0065,⻑崎県諫早市津久葉町９９−４８
2025-05-15
https://www.japan-benex.co.jp/
 
ニ,120470,⽇本ベンチャー⼯業株式会社
〒359-0027,埼⽟県所沢市松郷１５４−２
2023-10-03
https://www.nihonventure.co.jp
 
ニ,214744,⽇本保安⼯業株式会社
〒221-0013,神奈川県横浜市神奈川区新⼦安⼆丁⽬４番８号
2026-05-30
https://www.nhk1390.com
 
ニ,126191,⽇本包材株式会社
〒142-0064,東京都品川区旗の台２−４−２
2026-02-18
http://www.houzai.co.jp/
 
ニ,120291,⽇本放射線エンジニアリング株式会社
〒316-0002,茨城県⽇⽴市桜川町１−５−２０
2023-08-21
http://www.jrec.cc/
 
ニ,219912,⽇本報知機株式会社
〒462-0844,愛知県名古屋市北区清⽔⼆丁⽬⼀番２１号
2024-06-22
http://www.nihon-houchiki.co.jp
 
ニ,104957,⽇本ボールドウィン株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦４−９−２５ 芝浦スクエアビル
2023-10-17
http://baldwin.co.jp
 
ニ,229460,⽇本防蝕⼯業株式会社
〒144-8555,東京都⼤⽥区南蒲⽥１丁⽬２１番１２号
2026-01-24
https://www.nitibo.co.jp/
 
ニ,221239,⽇本防⽔総業株式会社
〒060-0033,北海道札幌市中央区北３条東４ー１
2025-03-01



http://www.nihonbousui.co.jp
 
ニ,222249,⽇本防⽔総業株式会社旭川（その他）
〒079-8451,北海道旭川市永⼭北⼀条１０丁⽬３番２３号
2023-09-01
http://nihonbousui-asahikawa.co.jp/
 
ニ,116178,⽇本ポール株式会社
〒163-1327,東京都新宿区⻄新宿６−５−１ 新宿アイランドタワー２５階
2023-08-30
http://www.pall.com
 
ニ,124653,⽇本ポリシール⼯業株式会社
〒230-0047,横浜市鶴⾒区下野⾕町４−１６３−８
2025-12-03
http://www.npck.co.jp
 
ニ,103334,⽇本マーク印刷株式会社
〒578-0953,⼤阪府東⼤阪市本庄２−１−２
2023-08-08
 
ニ,214575,⽇本マーツ株式会社
〒739-2622,広島県東広島市黒瀬町乃美尾５５７ー５
2026-02-14
http://j-marts.com
 
ニ,106221,⽇本マーテック株式会社
〒465-0025,愛知県名古屋市名東区上社４−１３０
2024-05-13
http://www.ma-tek.jp/
 
ニ,116224,株式会社⽇本マイカ製作所
〒100-6309,東京都千代⽥区丸の内２−４−１ 丸ビル９−９１１
2024-02-10
http://www.japanmica.co.jp
 
ニ,116027,株式会社⽇本マイクロニクス
〒180-8508,東京都武蔵野市吉祥寺本町２−６−８
2023-11-26
 
ニ,214933,⽇本マスチック⼯業株式会社
〒370-0073,群⾺県⾼崎市緑町１−３−４
2023-08-08
 
ニ,116139,⽇本マタイ株式会社
〒111-8522,東京都台東区元浅草２−６−７
2026-02-02
http://www.matai.co.jp
 
ニ,126117,⽇本マルコ株式会社
〒222-0033,横浜市港北区新横浜２−８−８
2025-10-25
http://www.nihon-maruko.jp/
 
ニ,124582,⽇本ミクロ⼯業株式会社



〒362-0066,埼⽟県上尾市⼤字領家１１５２−５８
2025-11-05
http://nihonmikuro.co.jp
 
ニ,506182,⽇本ミクロン株式会社
〒394-0048,⻑野県岡⾕市川岸上３−４−５
2026-04-25
http://www.nihon-micron.co.jp
 
ニ,225004,株式会社⽇本⽔処理技研
〒183-0005,東京都府中市若松町３丁⽬１番１９号
2025-04-01
https://www.nmg.co.jp/
 
ニ,219187,⽇本⽔処理⼯業株式会社
〒530-0046,⼤阪府⼤阪市北区菅原町８番１４号
2024-03-02
https://www.mizu-shori.com
 
ニ,127660,⽇本ミック株式会社
〒162-0065,東京都新宿区住吉町７−１ 福松ビル６階
2025-01-04
http://www.nippon-mik.co.jp
 
ニ,125286,⽇本ミニチュアロープ株式会社
〒597-0093,⼤阪府⾙塚市⼆⾊中町６−１
2026-03-04
http://nippon-mr.co.jp
 
ニ,125640,⽇本ムーグ株式会社
〒254-0019,神奈川県平塚市⻄真⼟１−８−３７
2026-07-08
http://www.moog.co.jp
 
ニ,505511,⽇本無機株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野５−１−５ ⽇新上野ビル４階
2024-01-07
http://www.nipponmuki.co.jp/
 
ニ,215639,⽇本無線株式会社
〒181-0002,東京都三鷹市牟礼６ー２１ー１１
2024-10-09
https://www.jrc.co.jp/
 
ニ,125899,⽇本メカニック株式会社
〒175-0083,東京都板橋区徳丸３−１８−７−２０３
2023-10-17
 
ニ,106543,⽇本メタルガスケット株式会社
〒360-0843,埼⽟県熊⾕市三ヶ尻字出⼝３３０８
2025-01-25
http://www.jmg.co.jp
 
ニ,211036,有限会社⽇本メタル⼯業
〒321-0973,栃⽊県宇都宮市岩曽町１７９−４



2025-04-13
_
 
ニ,502877,⽇本メックス株式会社
〒104-0042,東京都中央区⼊船３−６−３
2025-10-05
http://www.meccs.co.jp/
 
ニ,116085,⽇本メルセン株式会社
〒163-0714,東京都新宿区⻄新宿２−７−１ ⼩⽥急第⼀⽣命ビル１４階
2023-09-20
http://www.mersen.com
 
ニ,220663,株式会社⽇本メンテ
〒989-3122,宮城県仙台市⻘葉区栗⽣六丁⽬５番２０
2025-02-01
http://www.nihonmente-kk.co.jp
 
ニ,215471,⽇本メンテナンス株式会社
〒252-0244,神奈川県相模原市中央区⽥名３４９５ー２
2024-06-26
 
ニ,126021,⽇本モリマー株式会社
〒541-0053,⼤阪府⼤阪市中央区本町２−３−８ 三甲⼤阪本町ビル７階
2025-04-06
http://www.molymer.co.jp
 
ニ,106280,⽇本モレックス合同会社
〒242-8585,神奈川県⼤和市深⾒東１−５−４
2026-02-09
https://www.molex.com
 
ニ,129184,⽇本⼭村硝⼦株式会社
〒660-8580,兵庫県尼崎市⻄向島町１５−１
2023-12-05
http://www.yamamura.co.jp
 
ニ,221195,⽇本床⼯事⼯業株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎５丁⽬８番２号⽇床ビル
2025-03-01
http://www.nihon-yuka.co.jp/
 
ニ,128797,⽇本ユニカ・システムズ株式会社
〒135-0016,東京都江東区東陽２−２−４ マニュライフプレイス東陽町２Ｆ
2026-02-20
https://www.unica.co.jp/
 
ニ,126614,⽇本ユニット株式会社
〒253-0061,神奈川県茅ヶ崎市南湖１−６−４２
2024-02-17
http://www.unitbrush.co.jp
 
ニ,116063,⽇本ユニバーサル電気株式会社
〒189-0003,東京都東村⼭市久⽶川町５−２１−２５
2024-12-11



http://www.jpuni.co.jp
 
ニ,102922,⽇本ユニポリマー株式会社
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋４−９−４ 飯⽥橋ビル１号館
2025-12-16
http://www.unipolymer.co.jp
 
ニ,126092,⽇本ユピカ株式会社
〒102-0094,東京都千代⽥区紀尾井町４−１３
2025-01-24
http://www.u-pica.co.jp
 
ニ,116103,⽇本ライトン株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥２−１６−２ 第２ディーアイシービル８階
2023-06-30
http://www.lite-on.co.jp
 
ニ,101131,株式会社⽇本ラスパート
〒596-0012,⼤阪府岸和⽥市新港町１８−３
2024-03-08
http://ruspert.co.jp
 
ニ,106530,⽇本リード株式会社
〒188-0004,東京都⻄東京市⻄原町３−６−６
2025-07-22
http://www.n-lead.co.jp/
 
ニ,124621,株式会社⽇本リード
〒920-0209,⽯川県⾦沢市東蚊⽖町１−２２−５
2025-11-22
 
ニ,116024,株式会社⽇本理化⼯業所
〒140-8503,東京都品川区⼤井１−２０−６
2024-03-13
http://www.nipponrika.jp
 
ニ,126709,⽇本理化製紙株式会社
〒424-0888,静岡県静岡市清⽔区中之郷３−１−１
2024-03-08
http://www.nihonrika.co.jp
 
ニ,228952,⽇本リグランド株式会社
〒612-8459,京都府京都市伏⾒区中島⿃⽻離宮町２番地
2025-04-04
http://www.regrand.jp
 
ニ,116396,⽇本理⼯商事株式会社
〒365-0042,埼⽟県鴻巣市松原３−１８−８
2024-10-10
http://www.nihon-riko.co.jp
 
ニ,503672,⽇本リック株式会社
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋４丁⽬８番１３号 タカラビル
2025-09-10
https://www.nipponrick.co.jp/



 
ニ,101088,⽇本リファイン株式会社
〒503-0212,岐⾩県安⼋郡輪之内町中郷新⽥２５７４−１
2024-02-23
http://www.n-refine.co.jp
 
ニ,102544,株式会社⽇本緑⼗字社
〒550-0003,⼤阪府⼤阪市⻄区京町堀３−３−２３
2025-04-22
https://www.jgc-inc.co.jp
 
ニ,124713,株式会社⽇本リンク
〒196-0024,東京都昭島市宮沢町３−１−２
2025-12-13
https://www.nihon-link.co.jp
 
ニ,125146,株式会社⽇本レーザー
〒169-0051,東京都新宿区⻄早稲⽥２−１４−１
2026-01-26
http://www.japanlaser.jp/
 
ニ,102601,⽇本レアードテック株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜３−２−６ ＶＯＲＴ新横浜７階
2022-06-14
http://www.lairdtech.com/
 
ニ,230512,株式会社⽇本冷熱
〒850-0035,⻑崎県⻑崎市元船町１４番１０号
2025-07-26
https://www.nippon-reinetsu.co.jp/
 
ニ,217252,⽇本冷熱⼯業株式会社
〒731-5127,広島県広島市佐伯区五⽇市７丁⽬８番１９号
2025-10-29
 
ニ,102461,⽇本レコードマネジメント株式会社
〒101-0044,東京都千代⽥区鍛冶町２−９−１２ 神⽥徳⼒ビル５階
2025-03-13
https://www.nrm.co.jp/
 
ニ,126003,⽇本連続端⼦株式会社
〒994-0001,⼭形県天童市万代２−１
2025-06-01
http://www.j-c-t.co.jp
 
ニ,122998,⽇本ロール紙株式会社
〒816-0921,福岡県⼤野城市仲畑１−４−１
2025-01-20
http://www.roll.co.jp
 
ニ,123619,⽇本ロイヤル株式会社
〒120-0014,東京都⾜⽴区⻄綾瀬４−１−５
2025-02-20
http://www.nloyal.co.jp/
 



ニ,600002,公益社団法⼈⽇本ロジスティクスシステム協会
〒105-0022,東京都港区海岸１−１５−１ ススエベイディアム３階
2024-11-25
 
ニ,217811,⽇本濾⽔機⼯業株式会社
〒232-0051,神奈川県横浜市南区井⼟ケ⾕中町９１番地
2023-06-23
 
ニ,129866,⽇本ロストワックス株式会社
〒299-4104,千葉県茂原市南吉⽥１２３０
2025-03-29
http://www.lostwax.jp/
 
ニ,218675,⽇本ロックエンジニアリング株式会社
〒103-0006,東京都中央区⽇本橋富沢町８番６号
2023-12-01
 
ニ,100361,⽇本ワイドミュラー株式会社
〒140-0002,東京都品川区東品川２−２−８ スフィアタワー天王洲
2025-09-30
 
ニ,104422,仁摩電器株式会社
〒699-2301,島根県⼤⽥市仁摩町仁万７０５
2025-06-20
http://www.nimaden.co.jp
 
ニ,106907,株式会社ＮｅＵ
〒101-0048,東京都千代⽥区神⽥司町２−２ 新倉ビル５階
2026-03-06
https://neu-brains.co.jp/
 
ニ,120854,株式会社ニューエンジニヤ・ジャパン
〒330-0011,埼⽟県さいたま市宮ヶ⾕塔３−１９６
2024-02-12
 
ニ,217308,株式会社ニュー技術
〒731-5155,広島県広島市佐伯区城⼭１丁⽬１番３号
2025-11-19
https://newgijutsu.co.jp/
 
ニ,505544,株式会社ニュークリア
〒945-0315,新潟県刈⽻郡刈⽻村⼤字上⾼町甲９番地１
2024-03-03
https://www.nuclear.co.jp/
 
ニ,217183,株式会社ニュークリアサービス
〒979-1151,福島県双葉郡富岡町⼤字本岡字新夜ノ森４７３ー４
2025-10-08
 
ニ,129807,株式会社ニューシステムズテクノロジー
〒181-0012,東京都三鷹市上連雀４−３−３
2025-03-03
http://www.newsys.co.jp
 
ニ,212373,株式会社ニュースト



〒387-0006,⻑野県千曲市粟佐１６０３番地
2024-11-14
http://www.newxt.co.jp
 
ニ,229048,株式会社ニュースペース・ワン
〒550-0003,⼤阪府⼤阪市⻄区京町堀１丁⽬１４番２５号
2025-05-31
 
ニ,100597,ＮＥＵＳＯＦＴ Ｊａｐａｎ株式会社
〒135-8071,東京都江東区有明３−６−１１ 東京ファッションタウンビル東館７Ｆ
2026-01-31
http://www.neusoft.com
 
ニ,102027,株式会社ニューテック
〒400-0104,⼭梨県甲斐市⻯地４６３２
2024-12-11
http://www.ntechcc.co.jp/
 
ニ,210503,株式会社ニューテック
〒174-0056,東京都板橋区志村１丁⽬２番９号
2024-08-28
http://www.kknewtech.co.jp/
 
ニ,230193,株式会社ニューテック
〒660-0083,兵庫県尼崎市道意町四丁⽬４６番地
2025-06-07
http://www.new-tech.jp/
 
ニ,505773,株式会社ニューテック
〒379-2235,群⾺県伊勢崎市三室町４４２１−１
2026-01-10
https://www.newtec-inc.co.jp/
 
ニ,506165,株式会社ニューテック
〒105-0013,東京都港区浜松町２−７−１９ ＫＤＸ浜松町ビル
2025-09-19
https://www.newtech.co.jp/
 
ニ,116018,株式会社ニューテック シンセイ
〒992-0021,⼭形県⽶沢市⼤字花沢３０７５−１
2025-01-21
http://www.nt-shinsei.com
 
ニ,105564,株式会社ニュートラル
〒241-0803,神奈川県横浜市旭区川井本町６−１８
2025-05-21
 
ニ,229690,株式会社ニュートリノ
〒584-0082,⼤阪府富⽥林市向陽台１丁⽬３番１２号
2026-04-28
http://construction-neutrino.com/
 
ニ,116208,株式会社ニュートン
〒028-7111,岩⼿県⼋幡平市⼤更２−１５４−１９
2024-04-19



http://www.newton-ltd.co.jp/
 
ニ,100603,ニュートンワークス株式会社
〒104-0031,東京都中央区京橋１−１６−１０ オークビル京橋６Ｆ
2026-02-02
http://www.newtonworks.co.jp/
 
ニ,122793,株式会社ニューパック
〒953-0133,新潟県新潟市⻄蒲区夏井４０９６
2024-11-19
 
ニ,127495,株式会社ニューフレアテクノロジー
〒235-8522,神奈川県横浜市磯⼦区新杉⽥町８番１
2024-11-09
http://www.nuflare.co.jp/
 
ニ,231360,株式会社Ｎｅｗ Ｂｒｅｅｚｅ
〒811-1356,福岡県福岡市南区花畑⼆丁⽬３２番２０号
2025-11-29
https://www.newbreeze.co.jp/
 
ニ,215514,株式会社ニューメタル⼯業
〒811-1232,福岡県那珂川市⼤字埋⾦８３０−１
2024-07-31
 
ニ,106030,株式会社ニューメタルス エンド ケミカルス コーポレーション
〒104-0031,東京都中央区京橋１−２−５ 京橋ＴＤビル
2026-01-22
http://www.newmetals.co.jp
 
ニ,127300,ニューリー株式会社
〒613-0031,京都府久世郡久御⼭町佐古外屋敷１２５
2024-07-26
http://www.newly.co.jp
 
ニ,213493,株式会社ニュールーフ⼯業
〒179-0081,東京都練⾺区北町７丁⽬１７番９号
2023-11-04
 
ニ,129626,ニューレジストン株式会社
〒594-1157,⼤阪府和泉市あゆみ野２−１−１
2024-11-27
http://www.newregiston.co.jp
 
ニ,501466,ニューロテック株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿３−２−７ ＫＤＸ新宿ビル３階
2024-12-25
http://www.neuro-t.jp/
 
ニ,120509,ニューロング株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野６−４−１４
2023-10-15
http://www.newlong.com
 
ニ,211906,有限会社ニュー・ワールド・オーダー



〒371-0846,群⾺県前橋市元総社町９４８ー８
2023-11-11
http://www.new-world-order.co.jp/
 
ニ,212944,株式会社⼆友組
〒465-0094,愛知県名古屋市名東区⻲の井三丁⽬１７７番地
2025-12-04
http://niyu.jp
 
ニ,100146,株式会社韮沢製作所
〒389-0603,⻑野県埴科郡坂城町⼤字南条４９６３−１１
2025-08-05
 
ニ,505446,株式会社ニレコ
〒192-8522,東京都⼋王⼦市⽯川町２９５１−４
2023-07-27
http://www.nireco.jp/
 
ニ,220684,丹⽻建設鋼業株式会社
〒916-0082,福井県鯖江市⽯⽥中町第７号１番地
2025-02-07
http://niwakk.jp/
 
ニ,120459,丹⽻鋼業株式会社
〒454-0839,名古屋市中川区篠原橋通１−１６
2023-10-01
http://www.niwa-samurai.co.jp
 
ニ,218117,株式会社丹羽⼯業所
〒535-0031,⼤阪府⼤阪市旭区⾼殿６−２−２０
2023-08-04
 
ニ,116163,株式会社丹⽻⼯作所
〒460-0008,名古屋市中区栄５−１８−２４
2023-07-26
 
ニ,223878,株式会社仁和⼯務店
〒564-0037,⼤阪府吹⽥市川岸町９−１
2024-12-01
 
ニ,127710,有限会社丹⽻産業
〒511-0931,三重県桑名市能部８０８−２
2025-01-30
 
ニ,120806,株式会社ニワショーセラム
〒488-0001,愛知県尾張旭市旭台１−２−１
2024-01-29
http://www.niwasho.co.jp
 
ニ,230089,株式会社ニワショーテン
〒461-0011,愛知県名古屋市東区⽩壁四丁⽬１３番地−３０１
2025-05-17
http://www.niwashowten.jp
 
ニ,218014,丹⽻髙村造園株式会社



〒464-0850,愛知県名古屋市千種区今池３−１２−１２
2023-07-28
 
ニ,223774,丹⽻鉄筋興業株式会社
〒080-2463,北海道帯広市⻄２３条北１ー２ー３
2024-11-01
 
ニ,213749,株式会社ニワフラップ
〒321-0901,栃⽊県宇都宮市平出町１０４７ー４
2024-06-30
 
ニ,227016,株式会社庭萬
〒509-0222,岐⾩県可児市⽻崎１４７ー１
2023-09-01
 
ニ,216975,株式会社仁和⼯業
〒410-0022,静岡県沼津市⼤岡２８２３−１
2025-08-06
https://ninna.co.jp/index.html
 
ヌ,104509,株式会社ヌカベ
〒370-1201,群⾺県⾼崎市倉賀野町２４５７−２
2025-08-17
 
ヌ,120556,株式会社布引コアコーポレーション
〒550-0002,⼤阪市⻄区江⼾堀１−２５−７
2023-10-28
http://www.nunob.co.jp
 
ヌ,116627,布⽬電機株式会社
〒454-0943,愛知県名古屋市中川区⼤当郎２−１１０７
2024-04-03
 
ヌ,222125,株式会社布⾕電機
〒011-0901,秋⽥県秋⽥市寺内字三千刈２４３ー１
2026-04-01
 
ヌ,229101,株式会社沼尻電気⼯事
〒369-1246,埼⽟県深⾕市⼩前⽥６２０番地１
2025-06-06
http://www.numaden.com
 
ヌ,106910,株式会社ヌマタ
〒550-0015,⼤阪市⻄区南堀江４−１−２０
2024-12-12
http://www.numata.co.jp/
 
ヌ,505695,有限会社 沼⽥クリーンサービス
〒317-0077,茨城県⽇⽴市城南町１−１０−１６
2025-04-27
http://www.numata-clean.co.jp
 
ヌ,106799,沼⽥光器株式会社
〒123-0872,東京都⾜⽴区江北２−４１−７
2025-11-24



 
ヌ,224706,沼⽥⼯業株式会社
〒212-0055,神奈川県川崎市幸区南加瀬３ー４ー９
2025-04-01
 
ヌ,116682,沼⽥⼯業所株式会社
〒230-0052,横浜市鶴⾒区⽣⻨５−１５−３７
2024-02-04
 
ヌ,211923,沼⽥資源株式会社
〒378-0021,群⾺県沼⽥市岩本町５５０ー１
2023-12-05
http://www.numatasigen.com/
 
ヌ,211249,株式会社沼⽥鉄筋
〒406-0853,⼭梨県笛吹市境川町藤垈８２０
2025-06-29
 
ヌ,219378,沼津酸素⼯業株式会社
〒411-0904,静岡県駿東郡清⽔町柿⽥９５４
2024-03-16
 
ヌ,116657,沼津ダイナパック株式会社
〒410-0022,静岡県沼津市⼤岡字⽯原⽥８８６−１
2024-04-19
http://www.dynapac-gr.co.jp
 
ヌ,226898,有限会社沼部板⾦⼯業
〒214-0021,神奈川県川崎市多摩区宿河原２ー３４ー１１
2023-07-01
 
ヌ,504669,ヌリフレックスジャパン株式会社
〒102-0073,千代⽥区九段北１−１０−５ サンブリッジ九段ビル５Ｆ
2026-06-14
https://www.nuriflex.co.jp/
 
ヌ,106107,ヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社
〒617-8520,京都府⻑岡京市神⾜焼町１
2023-12-14
https://www.nuvoton.co.jp
 
ネ,105566,株式会社根上シブヤ
〒929-0121,⽯川県能美市吉原釜屋町イ５２−２
2025-05-21
https://www.neagari.co.jp
 
ネ,211699,ＮＥＯ ＫＹＯＷＡ株式会社
〒006-0077,北海道千歳市上⻑都１０２７ー４
2020-06-15
http://www.kyowa-inc.co.jp/hokkaido/
 
ネ,505048,株式会社ネオコミュニケーション
〒110-0005,東京都台東区上野７丁⽬１２番１３号 協和ビル７階
2024-03-12
http://www.neoinc.co.jp/



 
ネ,215956,有限会社ネオ・サーベイ
〒270-0025,千葉県松⼾市中和倉４１４番地の１６
2025-01-29
 
ネ,213008,有限会社ＮＥＯ ＪＡＰＡＮ
〒474-0056,愛知県⼤府市明成町三丁⽬７番地
2023-01-22
 
ネ,503219,株式会社ネオジャパン
〒220-8110,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい⼆丁⽬２番１号 横浜ランドマークタワー１０階
2024-07-03
https://www.neo.co.jp/
 
ネ,116667,株式会社ネオス
〒650-0001,神⼾市中央区加納町６−２−１ 神⼾関電ビル７Ｆ
2024-07-21
https://www.neos.co.jp
 
ネ,504092,ネオス株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町１−２３−１
2024-09-03
https://www.neoscorp.jp/
 
ネ,230487,有限会社ネオテック
〒513-0826,三重県鈴⿅市住吉⼀丁⽬９番２１号
2025-07-19
 
ネ,227973,有限会社ネオニード
〒761-0113,⾹川県⾼松市屋島⻄町２１０７番地４１
2024-04-27
http://mail.elknead.com/
 
ネ,102822,ネオパックス株式会社
〒572-0063,⼤阪府寝屋川市春⽇町１７−１
2025-10-10
 
ネ,220597,有限会社ネオフィールド
〒007-0803,北海道札幌市東区東苗穂三条⼆丁⽬１番１０号
2025-01-11
 
ネ,504186,株式会社ネオフレックス
〒838-0211,福岡県朝倉郡筑前町下⾼場１９１６番地１
2025-01-18
http://www.neoflex.co.jp
 
ネ,220579,有限会社ネオブレイン
〒983-0833,宮城県仙台市宮城野区東仙台四丁⽬１１番２４号
2024-12-27
 
ネ,114318,株式会社ネオプラテック
〒612-8109,京都市伏⾒区讃岐町１５５
2024-01-11
http://www.npt.jp/
 



ネ,129540,ＮＥＯＭＡＸエンジニアリング株式会社
〒370-2115,群⾺県⾼崎市吉井町多⽐良２９７７
2024-08-24
http://www.nxe.co.jp
 
ネ,505086,ＮｅｏＬＡＢ株式会社
〒101-0024,東京都千代⽥区神⽥和泉町１−６−１ インターナショナルビル７Ｆ
2024-06-25
https://www.neolab.net/
 
ネ,128339,有限会社ネキスト
〒747-0105,⼭⼝県防府市鈴屋４８７−１
2025-10-09
https://nekist.com/
 
ネ,230385,株式会社根岸エンジニアリング
〒528-0005,滋賀県甲賀市⽔⼝町⽔⼝６４４番地１０
2025-07-12
http://negishi-eng.com
 
ネ,213471,有限会社根岸⼯業
〒329-0114,栃⽊県下都賀郡野⽊町野⽊２０５０
2020-10-14
 
ネ,212711,株式会社根岸⼯務店
〒806-0056,福岡県北九州市⼋幡⻄区⼩鷺⽥町６番４号
2025-06-26
 
ネ,105851,株式会社ＮＥＸＵＳ
〒018-0402,秋⽥県にかほ市平沢字⼭王森４１−１
2026-02-25
http://www.enjoy-nexus.jp/
 
ネ,120699,株式会社ＮＥＸＡＳ
〒395-0154,⻑野県飯⽥市下殿岡５１−６
2023-12-09
https://ne-co.jp
 
ネ,126605,ネクサス株式会社
〒861-0821,熊本県⽟名郡南関町下坂下１６８３−４
2026-06-20
https://www.nexus-grp.co.jp
 
ネ,217615,株式会社ＮＥＸＵＳ
〒332-0032,埼⽟県川⼝市中⻘⽊３丁⽬５番２号
2026-03-03
https://www.nexus-ing.com
 
ネ,230302,株式会社ネクサス
〒633-0054,奈良県桜井市⼤字阿部６８０−２５
2025-06-28
http://nexus.staba.jp
 
ネ,220233,株式会社ネクサス・イノベーション
〒272-0138,千葉県市川市南⾏徳４丁⽬１０番１号



2024-09-14
 
ネ,100918,ネクサス化成株式会社
〒668-0241,兵庫県豊岡市出⽯町寺坂１０００
2023-10-31
http://www.nexus-kasei.co.jp
 
ネ,104559,株式会社Ｎｅｘａｓ鈴和
〒410-0873,静岡県沼津市⼤諏訪５２９−１
2025-10-03
https://www.suzuwa-ss.com/
 
ネ,126276,ネクサスプレシジョン株式会社
〒861-2401,熊本県阿蘇郡⻄原村⼤字⿃⼦３５８−５
2023-11-24
https://www.nexusprecision.co.jp/
 
ネ,505103,株式会社ネクシモ
〒319-1221,茨城県⽇⽴市⼤みか町４−２７−３２
2024-07-26
https://www.nexsimo.co.jp/
 
ネ,505271,株式会社ネクス
〒025-0323,岩⼿県花巻市椚ノ⽬第２地割３２番地１
2022-08-09
https://www.ncxx.co.jp/
 
ネ,104129,株式会社ネクス・ソリューションズ
〒107-0062,東京都港区南⻘⼭５−４−３０ ｅｍｅｒｇｅｎｃｅ ａｏｙａｍａ ｃｏｍｐｌｅｘ２Ｆ
2024-10-26
https://www.ncxx-sl.co.jp
 
ネ,505681,株式会社Ｎｅｘ−Ｔ
〒530-0001,⼤阪府⼤阪市北区梅⽥２−６−２０ パシフィックマークス⻄梅⽥１１Ｆ
2025-03-18
 
ネ,104883,株式会社ネクスティエレクトロニクス
〒108-8510,東京都港区港南２−３−１３ 品川フロントビル
2023-09-21
https://www.nexty-ele.com/
 
ネ,503276,株式会社ネクスティエレクトロニクス
〒108-8510,東京都港区港南２丁⽬３番１３号
2024-11-10
http://www.nexty-ele.com
 
ネ,505457,株式会社ネクスティエンジニアリングサービス
〒108-0075,東京都港区港南⼆丁⽬３番１３号
2023-08-26
https://www.nexty-ele.com/nes/
 
ネ,103979,有限会社ネクステップ
〒814-0001,福岡市早良区百道浜２−１−２２ 福岡ＳＲＰセンタービル３１２
2024-09-28
 



ネ,104099,株式会社ネクスディ
〒730-0051,広島市中区⼤⼿町３−１−３
2024-10-19
https://www.nexd.co.jp/
 
ネ,102117,株式会社ネクスト
〒987-2202,宮城県栗原市築館字城⽣野⼊ノ沢２３
2025-01-11
http://www.kk-next.com/
 
ネ,129101,株式会社ネクスト
〒276-0029,千葉県⼋千代市村上南４−１７−１２
2023-09-22
http://www.nextcorp.co.jp
 
ネ,213916,株式会社ＮＥＸＴ
〒601-8174,京都府京都市南区上⿃⽻清井町７８番地
2024-12-01
 
ネ,218639,株式会社ネクスト
〒981-0501,宮城県東松島市⾚井字本⾕５３番地
2023-11-17
 
ネ,220083,株式会社ネクスト
〒140-0004,東京都品川区南品川２−１５−１０
2024-07-20
https://www.nextinc.co.jp
 
ネ,230408,ネクスト株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野⼀丁⽬１３番２号成⽥第２ビル５階５Ｂ号室
2025-07-12
 
ネ,217513,株式会社ネクストイノベーション
〒165-0032,東京都中野区鷺宮４丁⽬１番４号シャトウ鷺宮２０３
2026-01-21
 
ネ,223969,株式会社ネクスト・オカモト
〒780-0073,⾼知県⾼知市北⾦⽥１０番３号
2024-12-01
http://www.next-okamoto.com
 
ネ,214109,株式会社ネクスパイア
〒380-0861,⻑野県⻑野市横沢町７５３ー１ネクストビル２階
2025-04-05
 
ネ,505363,株式会社ＮＥＸＥＬ
〒890-0053,⿅児島県⿅児島市中央町２−５１ ＴＹビル３Ｆ
2023-04-06
http://nexel.jp/
 
ネ,505666,株式会社ＮＥＸＥＬエージェンシー
〒533-0031,⼤阪府⼤阪市東淀川区⻄淡路１丁⽬３−３２ ダレモビル３階（２階・８階）
2025-02-08
https://nexelagency.co.jp/
 



ネ,505743,ネグロス電⼯株式会社
〒132-0021,東京都江⼾川区中央１丁⽬３番５号
2025-08-31
 
ネ,222000,株式会社根⼦左
〒310-0851,茨城県⽔⼾市千波町２８３０番地の５
2025-10-01
http://www.nekosa.co.jp
 
ネ,217716,有限会社根來建材興業
〒573-0131,⼤阪府枚⽅市春⽇野１ー３ー１７
2026-04-20
https://negoro-kenzai.co.jp
 
ネ,126635,根来鈑創株式会社
〒640-1101,和歌⼭県海草郡紀美野町⻑⾕９８３−３
2022-10-05
 
ネ,103062,株式会社ネスコ
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町１−１０−５ ＴＭＭビル７Ｆ
2023-03-03
http://www.nesco.co.jp
 
ネ,211300,ネスコ株式会社
〒461-0012,愛知県名古屋市東区相⽣町５０番地１
2025-07-27
http://www.nesuco.co.jp
 
ネ,126970,ネステック株式会社
〒275-0024,千葉県習志野市茜浜１−１２−１
2024-06-27
http://www.nesstech.co.jp/
 
ネ,218750,有限会社ネスト空調
〒352-0021,埼⽟県新座市あたご３丁⽬８番１５号
2023-12-15
 
ネ,228054,熱研⼯業株式会社
〒573-0131,⼤阪府枚⽅市春⽇野２丁⽬１番１号
2021-05-17
http://nekken.nekken.ne.jp
 
ネ,230780,熱研プラント⼯業株式会社
〒216-0006,神奈川県川崎市宮前区宮前平三丁⽬２番地１３
2025-08-30
http://www.nekkenplant.com/
 
ネ,504757,株式会社ネッツ
〒185-0012,東京都国分寺市本町⼆丁⽬１２番２号
2026-07-14
https://www.nets-web.co.jp/
 
ネ,219454,株式会社ネット
〒581-0051,⼤阪府⼋尾市⽵渕⻄三丁⽬５４番地
2024-03-23



http://www.nampo-et.co.jp/pc/
 
ネ,504782,ネットエキスパートナー株式会社
〒273-0011,千葉県船橋市湊町１−２−２１船橋ケイ・ジイ・ビル６階
2023-08-09
http://www.nexp.jp
 
ネ,217488,株式会社ネットカムシステムズ
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥３丁⽬１０番３号プライム秋葉原ビル
2026-01-21
http://www.netcam.co.jp/
 
ネ,503037,ネットギアジャパン合同会社
〒104-0031,東京都中央区京橋３−７−５近鉄京橋スクエア８階
2024-01-21
 
ネ,231715,ネットクレーン株式会社
〒187-0001,東京都⼩平市⼤沼町四丁⽬２７番８号
2026-02-21
https://net-crane.com/
 
ネ,215043,株式会社ネットセーブ
〒107-0052,東京都港区⾚坂１丁⽬４番１号
2023-10-17
http://www.netsave.co.jp/
 
ネ,104078,株式会社ネットソニック
〒169-0051,東京都新宿区⻄早稲⽥３−１５−３
2024-10-16
http://www.netsonic.biz/
 
ネ,503840,ネットテクノシステム株式会社
〒530-0041,⼤阪府⼤阪市北区天神橋３−６−２６ 扇町パークビル２Ｆ
2023-10-27
http://www.net-techno.com/
 
ネ,106379,株式会社ネットフィールド
〒462-0012,愛知県名古屋市北区楠１−１８０８−１
2024-10-26
https://www.netfield.co.jp
 
ネ,216745,株式会社ネットワークサービス
〒190-0033,東京都⽴川市⼀番町１丁⽬３３番地の１６
2025-06-25
https://www.nw-service.jp/
 
ネ,503364,株式会社ネットワークサプライ
〒395-0801,⻑野県飯⽥市⿍中平１９３８
2025-02-12
http://www.gpnet.co.jp
 
ネ,502919,株式会社ネットワークシステム
〒462-0847,愛知県名古屋市北区⾦城３−１２−２３
2026-02-07
 



ネ,503988,ネットワークジャパン株式会社
〒559-0012,⼤阪府⼤阪市住之江区東加賀屋２丁⽬８番１２号
2024-06-26
https://www.network-jpn.com/
 
ネ,106864,株式会社ネットワールド
〒100-0004,東京都千代⽥区⼤⼿町１−８−１ ＫＤＤＩ⼤⼿町ビル２１階
2026-01-27
https://www.networld.ne.jp
 
ネ,506660,株式会社ネットワールド
〒101-0051,東京都千代⽥区神⽥神保町２−１１−１５
2026-02-02
https://www.networld.co.jp/
 
ネ,116600,ネットワンシステムズ株式会社
〒100-7024,東京都千代⽥区丸の内２−７−２ ＪＰタワー
2023-10-07
http://www.netone.co.jp/
 
ネ,129328,ネットワンパートナーズ株式会社
〒100-7026,東京都千代⽥区丸の内２−７−２ ＪＰタワー
2024-02-25
https://www.netone-pa.co.jp/aboutus/company.php
 
ネ,105728,株式会社熱学技術
〒321-4217,栃⽊県芳賀郡益⼦町益⼦１１３６
2025-11-05
https://www.netugakugijutu.com
 
ネ,103689,株式会社熱研
〒111-0041,東京都台東区元浅草３−１９−９ ＭＩビル４Ｆ
2024-03-09
http://netsuken.jp
 
ネ,100526,株式会社ネツシン
〒354-0045,埼⽟県⼊間郡三芳町上富２０７９−７
2025-12-27
https://netsushin.co.jp
 
ネ,156600,根津鋼材株式会社
〒116-0014,東京都荒川区東⽇暮⾥１−３２−５
2024-10-12
 
ネ,215073,ネノックス・メタル株式会社
〒103-0014,東京都中央区⽇本橋蠣殻町１−２９−６
2023-10-31
 
ネ,121386,株式会社根橋製作所
〒399-4601,⻑野県上伊那郡箕輪町⼤字中箕輪１０３２０−１１
2024-04-04
 
ネ,216150,株式会社ネビック
〒963-0101,福島県郡⼭市安積町⽇出⼭２丁⽬６１番地
2025-03-19



 
ネ,100060,ネミー株式会社
〒153-0044,東京都⽬黒区⼤橋２−２４−３ 中村ビル７階
2025-07-21
http://www.nemy.co.jp
 
ネ,116228,ネミコン株式会社
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨１−１６−４ アーバン虎ノ⾨ビル８Ｆ
2024-04-25
https://www.nemicon.co.jp
 
ネ,105007,ネムス株式会社
〒332-0034,埼⽟県川⼝市並⽊１−７−４４ ＮＥＣＣＯビル２Ｆ
2024-01-17
http://www.nems-n.co.jp
 
ネ,216085,有限会社根本機⼯
〒317-0061,茨城県⽇⽴市東町４ー１１ー８
2025-02-26
https://www.nemotokikou.com/
 
ネ,213864,株式会社根本建設
〒114-0015,東京都北区中⾥１ー１８ー６
2024-10-06
https://www.nemoto-kensetsu.com/
 
ネ,217577,株式会社根本建装
〒227-0033,神奈川県横浜市⻘葉区鴨志⽥町５６４番地８
2026-02-10
https://nemotokenso.co.jp/
 
ネ,218408,株式会社根本⼯業
〒306-0632,茨城県坂東市辺⽥１２１９番地１
2023-09-15
 
ネ,224151,根本通商株式会社
〒979-0146,福島県いわき市勿来町関⽥堀切７７
2025-02-01
 
ネ,224383,株式会社根本鉄⼯
〒311-1205,茨城県ひたちなか市⼗三奉⾏２０７６番地の２
2025-04-01
http://nemoto-tekko.com/
 
ネ,226512,根本塗装株式会社
〒320-0811,栃⽊県宇都宮市⼤通り２丁⽬３番１６号
2026-04-01
 
ネ,214784,有限会社根本錦鉄筋⼯業所
〒974-8232,福島県いわき市錦町中迎１丁⽬７番地の４
2023-06-20
 
ネ,213199,株式会社ＮＥＮＧＯ
〒213-0001,神奈川県川崎市⾼津区溝⼝２−１５−１
2026-04-15



https://nengo.jp/
 
ノ,223419,株式会社ノーグチ
〒866-0034,熊本県⼋代市新港町⼆丁⽬２番地５
2024-08-01
 
ノ,500176,株式会社ノーザンコムテック
〒078-8231,北海道旭川市豊岡１条３丁⽬３番２３号
2023-12-19
http://north-com.co.jp
 
ノ,230056,株式会社ノーザンプログレス
〒003-0831,北海道札幌市⽩⽯区北郷⼀条⼀丁⽬６番２９号
2025-04-26
https://northern-p.com
 
ノ,503588,株式会社ノース
〒210-0015,神奈川県川崎市川崎区砂⼦１−２−４ 川崎砂⼦ビルディング７Ｆ
2025-08-30
https://north-h.jp/
 
ノ,106195,株式会社ノースサンド
〒104-0061,東京都中央区銀座１−７−１０ ヒューリック銀座ビル４Ｆ
2024-04-05
https://northsand.co.jp/company/index.html
 
ノ,101449,ノースランド株式会社
〒919-0212,福井県南条郡南越前町鯖波９
2024-07-05
 
ノ,120759,ノードソン・アドバンスト・テクノロジー株式会社
〒135-0044,東京都江東区越中島１−１−１ ヤマタネ深川ビル１号館１階
2024-01-15
http://www.nordson-at.com
 
ノ,116620,ノーブル無線株式会社
〒181-0014,東京都三鷹市野崎３−１−４
2023-11-11
http://www.noblemusen.co.jp
 
ノ,503709,株式会社ノーベックス
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕３−５−１
2025-10-14
www.novex.co.jp
 
ノ,103447,株式会社ノーベル
〒999-3766,⼭形県東根市神町⻄３−１−４０
2023-10-06
 
ノ,215413,株式会社ノーベル
〒367-0042,埼⽟県本庄市けや⽊３ー２３ー１５
2024-05-29
http://kasamoto.jp/
 
ノ,231131,株式会社ノーベル



〒780-0822,⾼知県⾼知市はりまや町⼀丁⽬４番１７号
2025-10-18
https://novel-kochi.com/
 
ノ,217521,ノーベル技研⼯業株式会社
〒003-0030,北海道札幌市⽩⽯区流通センター１丁⽬９番３０号
2026-01-28
http://www.nobelgiken.com
 
ノ,231529,ノーラエンジニアリング株式会社
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋四丁⽬８番４号
2025-12-27
http://nowla.co.jp
 
ノ,219539,株式会社ノーリス
〒560-0041,⼤阪府豊中市清⾵荘２−９−１０
2024-04-06
 
ノ,506600,株式会社ノーリツ
〒650-0033,兵庫県神⼾市中央区江⼾町９３ 栄光ビル８Ｆ
2024-10-04
http://www.noritz.co.jp/
 
ノ,126397,株式会社ノア
〒230-0041,神奈川県横浜市鶴⾒区潮⽥町４−１４９−１ 荒井ビル１０２
2023-12-19
http://www.noa-eng.co.jp
 
ノ,228958,株式会社ノア
〒507-0055,岐⾩県多治⾒市喜多町５丁⽬１２８番地の１
2025-04-04
 
ノ,218432,株式会社のいしき⾦物
〒634-0072,奈良県橿原市醍醐町３６０番地の６
2023-09-29
https://no1kanamono.com/
 
ノ,125239,株式会社ノイズ研究所
〒252-0237,神奈川県相模原市中央区千代⽥１−４−４
2026-02-25
http://www.noiseken.co.jp
 
ノ,211496,有限会社能⽥塗装
〒737-0867,広島県呉市吉浦上城町９ー７
2026-01-12
 
ノ,506635,濃⾶倉庫運輸株式会社
〒500-8557,岐⾩県岐⾩市橋本町２丁⽬２０番地
2025-02-15
http://www.nohhi.co.jp
 
ノ,228518,濃尾産業株式会社
〒460-0012,愛知県名古屋市中区千代⽥五丁⽬１番１５号
2024-09-20
 



ノ,227234,濃尾電機株式会社
〒500-8367,岐⾩県岐⾩市宇佐南２丁⽬３番８号
2023-11-30
http://www.noubi.co.jp
 
ノ,218164,能美エンジニアリング株式会社
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾５−２−３
2023-08-11
 
ノ,219392,能美⼯株式会社
〒734-0041,広島県広島市南区⻩⾦⼭町２４番９号
2024-03-23
 
ノ,103739,有限会社能美⼯作所
〒737-2302,広島県江⽥島市能美町⿅川⼤⽮５１６８−１
2024-03-27
 
ノ,216620,能美防災株式会社
〒102-8277,東京都千代⽥区九段南４ー７ー３
2024-04-01
http://www.nohmi.co.jp
 
ノ,126612,ノウルズ・エレクトロニクス・ジャパン株式会社
〒107-0061,東京都港区北⻘⼭３−６−７ ⻘⼭パラシオタワー１１階
2026-05-27
http://www.knowles.com
 
ノ,102532,直⽅機⼯株式会社
〒822-0007,福岡県直⽅市⼤字下境４２７−２
2025-04-17
http://www.nogatakiko.com/
 
ノ,214695,直⽅⼯業株式会社
〒822-0013,福岡県直⽅市溝堀２ー７ー１３
2026-04-25
https://www.nk-gr.co.jp/
 
ノ,216039,有限会社野上塗装
〒049-0422,北海道上磯郡⽊古内町字本町５５７番地４１
2025-02-12
 
ノ,104833,野上満商店
〒811-2206,福岡県粕屋郡志免町御⼿洗２−１２−１
2026-06-23
 
ノ,129417,ノキアソリューションズ＆ネットワークス合同会社
〒106-6141,東京都港区六本⽊６−１０−１ 六本⽊ヒルズ森タワー４１Ｆ
2024-04-10
 
ノ,502294,野⽊鋳造株式会社
〒411-0823,静岡県三島市御園３１−５
2026-03-17
http://www.wbs.ne.jp/bt/nogi/
 
ノ,213867,株式会社ノグチ



〒136-0082,東京都江東区新⽊場１ー９ー１１
2024-10-06
https://noguchi-home.co.jp
 
ノ,218107,株式会社野⼝
〒997-0841,⼭形県鶴岡市⽩⼭字村北８７―１
2023-08-04
 
ノ,215103,株式会社野⼝軌道
〒343-0807,埼⽟県越⾕市⾚⼭町２ー１２７ー１０
2023-11-28
 
ノ,211989,野⼝建設⼯業株式会社
〒567-0059,⼤阪府茨⽊市清⽔１丁⽬１８番５号
2024-01-20
 
ノ,224243,株式会社野⼝⼯務店
〒134-0088,東京都江⼾川区⻄葛⻄５丁⽬７番６号
2025-03-01
http://noguchikoumuten.com/
 
ノ,220546,ノグチシートメタル株式会社
〒340-0046,埼⽟県草加市北⾕⼆丁⽬１５番１号
2024-12-14
http://www.big-roof.com
 
ノ,212555,株式会社野⼝シール⼯業
〒399-0033,⻑野県松本市⼤字笹賀７１７４番地８
2025-03-25
https://www3.hp-ez.com/hp/noguchiseal
 
ノ,210133,野⼝実業株式会社
〒994-0026,⼭形県天童市東本町三丁⽬１番２１号
2024-01-16
 
ノ,231641,株式会社野⼝電気
〒143-0023,東京都⼤⽥区⼭王⼆丁⽬３番３号−４０１
2026-02-07
http://www.noguchi-e.co.jp/
 
ノ,123693,株式会社野⼝ハードウェアー
〒110-0012,東京都台東区⻯泉１−２０−１０
2025-03-12
http://www.noguchi-hw.com/
 
ノ,116680,株式会社野⽑電気⼯業
〒236-0004,横浜市⾦沢区福浦２−１０−１
2024-07-22
http://www.nogeden.co.jp
 
ノ,112069,株式会社野⽑電気⼯業 九州事業部
〒861-0115,熊本県熊本市北区植⽊町⽶塚１１８８
2024-03-13
http://www.nogeden.co.jp
 



ノ,212963,株式会社野佐和
〒980-0003,宮城県仙台市⻘葉区⼩⽥原７丁⽬５ー４６
2025-12-18
http://kk-nosawa.co.jp/about.html
 
ノ,217928,株式会社野佐和商会
〒565-0851,⼤阪府吹⽥市千⾥⼭⻄４−３７−１−２０８
2026-07-14
http://www.nosawa-shokai.com/
 
ノ,218619,株式会社ノザーク
〒272-0115,千葉県市川市富浜３−５−５
2023-11-10
 
ノ,505049,野崎印刷紙器株式会社
〒211-0004,神奈川県川崎市中原区新丸⼦東２−９０７
2024-03-13
http://www.nozaki-print.co.jp
 
ノ,126665,野崎印刷紙業株式会社
〒603-8151,京都府京都市北区⼩⼭下総町５４−５
2025-12-26
https://www.nozakiinsatu.co.jp
 
ノ,214176,有限会社野崎組
〒789-1233,⾼知県⾼岡郡佐川町中組５３番地１
2025-05-10
_
 
ノ,225390,ノザキ建⼯株式会社
〒261-0002,千葉県千葉市美浜区新港２２３番地３
2025-06-01
http://www.nozakikenkou.co.jp
 
ノ,220209,野崎建設株式会社
〒700-0833,岡⼭県岡⼭市北区天瀬２番１６号
2024-09-07
 
ノ,223901,野崎興業株式会社
〒335-0033,埼⽟県⼾⽥市笹⽬北町１５ー１
2024-12-01
http://nozakikougyou.co.jp
 
ノ,125792,有限会社野崎製作所
〒174-0051,板橋区⼩⾖沢４−２３−２４
2023-09-14
 
ノ,214013,株式会社野崎製作所
〒344-0114,埼⽟県春⽇部市東中野４５−１６
2025-02-16
http://nozakikagu.com
 
ノ,126600,野⾥電気⼯業株式会社
〒555-0022,⼤阪市⻄淀川区柏⾥２−４−１
2024-11-02



https://www.nozato.jp
 
ノ,210368,株式会社ノザワ
〒650-0035,兵庫県神⼾市中央区浪花町１５番地
2024-06-18
http://www.nozawa-kobe.co.jp
 
ノ,210922,株式会社野沢園
〒154-0003,東京都世⽥⾕区野沢３ー２９ー２３
2025-02-23
http://www.nozawaen.co.jp
 
ノ,215463,株式会社野沢組
〒400-0828,⼭梨県甲府市⻘葉町９ー３０
2024-06-19
 
ノ,223075,株式会社野沢組
〒240-0002,神奈川県横浜市保⼟ケ⾕区宮⽥町１ー４ー１７
2024-05-01
http://www.nozawa-gumi.co.jp
 
ノ,223934,株式会社ノザワ商事
〒675-0163,兵庫県加古郡播磨町古宮字⼩⾕１０２番地１
2024-12-01
 
ノ,105137,株式会社野沢商店
〒326-0343,栃⽊県⾜利市葉⿅町１２０８
2024-05-29
http://www.kk-nozawa.co.jp
 
ノ,222520,株式会社野澤実業
〒321-0921,栃⽊県宇都宮市瑞穂３ー７ー９
2023-12-01
http://www.noz-cons.com
 
ノ,101228,野沢精⼯株式会社
〒407-0037,⼭梨県韮崎市⼤草町若尾１２８６
2024-03-26
http://www.nozawaseiko.com/
 
ノ,227286,ノシロ⼯業株式会社
〒739-0043,広島県東広島市⻄条⻄本町２６番２３号
2024-01-10
 
ノ,227517,能代電設⼯業株式会社
〒016-0801,秋⽥県能代市浜通町１番４５号
2024-02-28
http://noden.jp/
 
ノ,211128,野島建設株式会社
〒277-0931,千葉県柏市藤ケ⾕６００番地
2025-05-10
_
 
ノ,126660,有限会社野島製作所



〒235-0005,横浜市磯⼦区東町５−１１
2025-03-27
 
ノ,106935,株式会社野島鉄鋼店
〒861-3196,熊本県上益城郡嘉島町井寺２５０
2026-04-04
https://www.nojima.jp/
 
ノ,116660,野瀬産業株式会社
〒837-0906,福岡県⼤牟⽥市倉永１５８８−１
2024-05-28
http://www.nosesangyo.co.jp/
 
ノ,220018,株式会社ノゼキ
〒455-0806,愛知県名古屋市港区明正⼆丁⽬２８１番地
2024-07-13
https://nozeki.jp/
 
ノ,222699,株式会社野副建設
〒859-0133,⻑崎県諫早市⾼来町東平原２６６番地１
2024-02-01
 
ノ,230461,株式会社希
〒285-0858,千葉県佐倉市ユーカリが丘⼀丁⽬１９番１１号
2025-07-19
 
ノ,106041,株式会社ノダ
〒544-0006,⼤阪府⼤阪市⽣野区中川東２−２−１５
2023-09-25
https://www.kigataya.com/
 
ノ,106159,株式会社ノダ
〒111-8533,東京都台東区浅草橋５−１３−６
2024-02-24
http://www.noda-co.jp
 
ノ,100330,株式会社ノダＲＦテクノロジーズ
〒564-0054,⼤阪府吹⽥市芳野町５−１２
2025-09-22
http://www.n-rf.co.jp
 
ノ,103932,株式会社野⽥市電⼦
〒860-0827,熊本県熊本市中央区世安２−１−１６
2024-08-20
https://www.nodaichi.co.jp/
 
ノ,220971,株式会社野⽥市兵衞商店
〒860-0804,熊本県熊本市中央区⾟島町８番２１号
2025-04-05
 
ノ,222025,野⽥喜産業株式会社
〒130-0024,東京都墨⽥区菊川３丁⽬１７番３号
2025-11-01
http://www.nadaki.co.jp/
 



ノ,216297,株式会社野⽥清商店
〒830-0052,福岡県久留⽶市上津町２２０３番地の１７３
2025-04-16
http://www.nodakiyoshi.co.jp/
 
ノ,230020,株式会社野⽥クレーン
〒503-2214,岐⾩県⼤垣市⾚坂新⽥三丁⽬１６番地１
2025-04-12
http://www.noda-crane.co.jp/
 
ノ,217088,有限会社野⽥建装
〒814-0171,福岡県福岡市早良区野芥５丁⽬１３番４ー２号
2025-09-10
 
ノ,215615,有限会社野⽥コーキング
〒870-0848,⼤分県⼤分市賀来北３丁⽬１番１２号
2024-10-02
https://www.noda-calking.jp/
 
ノ,219892,野⽥⼯業株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座６丁⽬６番１９号
2024-06-22
http://www.noda-kogyo.co.jp
 
ノ,214297,株式会社野⽥サクセン
〒329-4421,栃⽊県栃⽊市⼤平町⻄野⽥４２４
2025-07-26
http://www.cc9.ne.jp/~nodasakusen/
 
ノ,220884,野⽥重機建設株式会社
〒033-0071,⻘森県上北郡六⼾町⼤字⽝落瀬字根古橋８３番地１
2025-03-22
https://www.nodaju-ki.com/
 
ノ,230879,野⽥重⼯運輸倉庫株式会社
〒744-0033,⼭⼝県下松市⽣野屋南⼀丁⽬３番１号
2025-09-20
 
ノ,100357,株式会社野⽥スクリーン
〒485-0821,愛知県⼩牧市⼤字本庄字⼤坪４１５
2025-09-29
http://www.nodascreen.co.jp
 
ノ,116625,株式会社野⽥電機
〒910-0103,福井市中⾓町７−１２
2025-05-25
http://www.noda-denki.co.jp
 
ノ,230688,野⽥電気設備 野⽥隆（その他）
〒601-1245,京都府京都市左京区⼤原⼾寺町２７５
2025-08-09
 
ノ,210664,有限会社野⽥内装店
〒191-0054,東京都⽇野市東平⼭３丁⽬９番地１５
2024-10-30



 
ノ,102827,ノダネーム株式会社
〒187-0032,東京都⼩平市⼩川町１−５０１
2025-10-11
http://www.nodaname.co.jp
 
ノ,125931,野⽥プラスチック精⼯株式会社
〒480-0126,愛知県丹⽻郡⼤⼝町伝右２−８８
2023-10-24
http://www.nodapla.jp
 
ノ,223505,野⽥家商⼯株式会社
〒532-0011,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島４丁⽬４ー２５平和ビル２階
2024-08-01
http://www.nodaya-corp.co.jp
 
ノ,126625,株式会社ノチダ
〒581-0092,⼤阪府⼋尾市⽼原９−３０
2025-07-31
http://www.nochida.co.jp
 
ノ,116617,ノックス株式会社
〒152-0023,東京都⽬黒区⼋雲２−２３−１３
2024-03-28
http://www.nox.co.jp/
 
ノ,116615,ノックス データ株式会社
〒140-0013,東京都品川区南⼤井６−２０−１４ イーストスクエア⼤森
2025-02-24
http://www.knox.co.jp/
 
ノ,116675,有限会社野津善助商店
〒699-0109,島根県松江市東出雲町錦浜５８３−１０
2025-09-28
https://www.notsu.co.jp/
 
ノ,215099,能登⾕建設株式会社
〒043-1114,北海道檜⼭郡厚沢部町本町１０８番地
2023-11-21
 
ノ,212319,有限会社野中組
〒432-8023,静岡県浜松市中区鴨江３ー５２ー２
2024-09-05
 
ノ,220103,野中電器産業株式会社
〒113-0033,東京都⽂京区本郷１丁⽬１０番１３号
2024-07-27
http://nonakadenki.net
 
ノ,220444,野中熱⼯株式会社
〒177-0031,東京都練⾺区三原台１丁⽬１４番３４号
2024-11-16
http://www.nonakanekkou.co.jp/
 
ノ,212407,有限会社野中⽊⼯所



〒856-0806,⻑崎県⼤村市富の原１ー１６１０ー１
2024-12-05
https://nonaka-mokko.com/profile/
 
ノ,210098,株式会社ノナガセ
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀４丁⽬８番２号
2023-12-11
http://www.nonagase.co.jp
 
ノ,210572,株式会社野々宮⼯業
〒780-8040,⾼知県⾼知市神⽥１８０２番地２１
2024-09-25
 
ノ,231799,株式会社野々⼭
〒460-0012,愛知県名古屋市中区千代⽥⼆丁⽬１６番３４号
2026-03-20
https://nonoyama-kk.com/
 
ノ,213187,野々⼭運輸株式会社
〒471-0055,愛知県知⽴市⿃居２丁⽬１２ー５
2026-04-08
http://www.nono-unyu.com
 
ノ,122106,ノハラ株式会社
〒454-0022,愛知県名古屋市中川区露橋１−１６−９
2024-07-30
 
ノ,106569,野原産業株式会社
〒328-0104,栃⽊県栃⽊市都賀町⽊４４８
2025-02-14
 
ノ,221193,野原産業株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿１−１−１１ 友泉新宿御苑ビル
2022-03-01
 
ノ,213429,野原産業エンジニアリング株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿１ー１ー１１
2023-09-16
 
ノ,215128,野原産業セメント株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿１ー１ー１１
2023-12-12
 
ノ,211950,ノハラスチール株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿１ー１ー１１
2023-12-15
 
ノ,230500,野原塗装株式会社
〒616-8347,京都府京都市右京区嵯峨中⼜町２４番地１７
2025-07-19
 
ノ,214951,野原ホールディングス株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿１−１−１１
2023-08-29
http://www.nohara-inc.co.jp



 
ノ,226399,株式会社ノバック
〒670-0947,兵庫県姫路市北条１丁⽬９２番地
2026-02-01
https://www.novac-cnst.co.jp/
 
ノ,106050,ノバラックスジャパン株式会社
〒141-8540,東京都品川区⼤崎１−２−２ アートヴィレッジ⼤崎セントラルタワー１３階
2026-03-14
http://www.novalux.co.jp/
 
ノ,224061,ノブエ鋼業株式会社
〒711-0904,岡⼭県倉敷市児島唐琴１ー４ー１０
2025-01-01
 
ノ,219452,株式会社信商
〒341-0012,埼⽟県三郷市半⽥９５２番地
2024-03-23
https://nobusyou.com
 
ノ,213999,株式会社ノブハラ興業
〒169-0051,東京都新宿区⻄早稲⽥２−９−１８
2022-02-16
 
ノ,116650,株式会社伸原⼯業所
〒216-0033,神奈川県川崎市宮前区宮崎１４６−１
2024-03-28
http://www.nobuhara.co.jp/
 
ノ,228914,株式会社ノボック⼯業
〒509-0146,岐⾩県各務原市鵜沼三ツ池町４丁⽬２４５番地の１
2025-03-08
 
ノ,223274,登尾鉄⼯株式会社
〒792-0893,愛媛県新居浜市多喜浜６ー３ー２１
2024-06-01
http://www.noborio.co.jp
 
ノ,216332,株式会社登⼯務店
〒584-0008,⼤阪府富⽥林市⼤字喜志２４４３番地の１
2025-04-23
 
ノ,118163,ノボルエンジニアリング株式会社
〒331-0061,埼⽟県さいたま市⻄区⼤字⻄遊⾺６９８−１
2026-06-25
 
ノ,124632,登精密⼯業株式会社
〒221-0863,神奈川県横浜市神奈川区⽻沢町９０３
2025-11-24
http://www.noboruseimitsu.com
 
ノ,225405,有限会社ノボル測量
〒242-0004,神奈川県⼤和市鶴間２丁⽬２番２１号
2025-06-01
https://www.noboru-survey.com/



 
ノ,506675,株式会社ノボル電機
〒573-0072,⼤阪府枚⽅市茄⼦作南町２２９番地１
2023-06-25
http://www.noborudenki.co.jp/
 
ノ,215042,株式会社野間⼯業
〒243-0303,神奈川県愛甲郡愛川町中津４７７２ー１
2023-10-10
 
ノ,217174,株式会社野間⼯務店
〒590-0450,⼤阪府泉南郡熊取町⼤宮１丁⽬１３番１３号
2025-10-01
http://www.e-noma.net
 
ノ,221887,株式会社野間産業
〒730-0051,広島県広島市中区⼤⼿町５丁⽬１９番１７号
2025-08-01
 
ノ,224527,株式会社野間商店
〒794-0031,愛媛県今治市恵美須町２丁⽬１番地の１
2025-04-01
 
ノ,211793,株式会社野間タイル⼯業
〒811-1201,福岡県筑紫郡那珂川町⽚縄６ー７ー１
2023-08-03
 
ノ,126670,野間鉄⼯株式会社
〒578-0932,⼤阪府東⼤阪市⽟串町東３−４−２１
2025-04-26
http://www.nomatekko.co.jp
 
ノ,116665,ノマ電気株式会社
〒107-0062,東京都港区南⻘⼭５−１６−６
2025-09-09
https://www.noma-ele.com/
 
ノ,106101,株式会社呑⼭電設
〒826-0041,福岡県⽥川市⼤字⼸削⽥３０５２
2023-12-04
http://www.nomiyama-densetsu.co.jp
 
ノ,129467,株式会社ノムラ
〒810-0001,福岡県福岡市中央区天神４−７−１８ 永島ビル
2024-06-01
http://www.kknomura.com
 
ノ,101592,株式会社野村アーテック
〒310-0841,茨城県⽔⼾市酒⾨町３２４１
2024-08-09
http://www.nomura-at.com
 
ノ,103501,株式会社ノムラ化成
〒339-0002,埼⽟県さいたま市岩槻区裏慈恩寺新房２２２
2023-11-06



http://www.nomura-kasei.co.jp/
 
ノ,224634,株式会社ノムラ⾦属
〒825-0004,福岡県⽥川市⼤字夏吉５９９番地の１
2025-04-01
_
 
ノ,215693,野村建設⼯業株式会社
〒739-0266,広島県東広島市志和町奥屋２６７３番地
2024-10-23
 
ノ,116652,野村鋼機株式会社
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾５−２２−１３
2023-09-16
http://www.nomura-koki.com
 
ノ,210820,野村⼯業株式会社
〒290-0053,千葉県市原市平⽥７４７番地１
2025-01-06
http://nomura-kougyou.co.jp
 
ノ,211380,株式会社乃村⼯藝社
〒135-8622,東京都港区台場⼆丁⽬３番４号
2025-10-07
https://www.nomurakougei.co.jp/
 
ノ,217762,株式会社野村⼯務店
〒471-0855,愛知県豊⽥市柿本町６ー６ー２
2026-06-02
 
ノ,116677,野村産業株式会社
〒183-0046,東京都府中市⻄原町１−１３−３
2024-08-01
http://www.nomura-sangyo.co.jp
 
ノ,116690,有限会社野村商会
〒546-0041,⼤阪市東住吉区桑津３−２−２１
2024-10-06
http://www.e-ns.co.jp
 
ノ,216610,株式会社野村商店
〒414-0053,静岡県伊東市荻５７８ー２１６
2024-04-01
http://www.nomuragroup.com
 
ノ,106439,野村精⼯株式会社
〒536-0008,⼤阪市城東区関⽬５−１１−４
2024-12-10
 
ノ,127838,株式会社野村製作所
〒920-0209,⽯川県⾦沢市東蚊⽖町１−１５
2025-03-26
http://www.nomura-fc.co.jp/
 
ノ,227483,野村⼤理⽯株式会社



〒178-0061,東京都練⾺区⼤泉学園町８ー３１ー１１
2024-02-28
 
ノ,229808,野村鉄⼯株式会社
〒712-8051,岡⼭県倉敷市中畝３−８−１４
2023-07-02
 
ノ,220498,有限会社野村鉄⼯所
〒509-9232,岐⾩県中津川市坂下９６２−１
2024-11-30
 
ノ,100127,有限会社野村電機商会
〒367-0212,埼⽟県本庄市児⽟町児⽟２６７２−２
2022-08-02
 
ノ,101099,株式会社野村電線
〒120-0023,東京都⾜⽴区千住曙町５−１１
2024-02-28
http://www.nd-j.co.jp/
 
ノ,224419,株式会社野村塗装店
〒910-0028,福井県福井市学園２ー６ー１０
2025-04-01
http://www.nomura-t.jp
 
ノ,228014,株式会社ノムラプロダクツ
〒135-0091,東京都港区台場２丁⽬３番５号
2024-05-08
http://nomuraproducts.co.jp/
 
ノ,126610,野村マイクロ・サイエンス株式会社
〒243-0021,神奈川県厚⽊市岡⽥２−９−８
2024-11-15
 
ノ,102962,野村ユニソン株式会社
〒391-0001,⻑野県茅野市ちの６５０
2026-01-17
http://www.nomura-g.co.jp
 
ノ,218487,株式会社野本建設
〒237-0066,神奈川県横須賀市湘南鷹取２−２−２６
2023-10-06
 
ノ,229399,株式会社野本電設⼯業
〒306-0111,茨城県古河市⼤和⽥８６０番地１
2022-11-21
https://www.nomoto-densetsu.co.jp/
 
ノ,505374,株式会社 Ｎｏｒｉ建築設計
〒816-0801,福岡県春⽇市春⽇原東町１−２−２０３
2023-06-05
 
ノ,116640,株式会社ノリタケカンパニーリミテド
〒451-8501,名古屋市⻄区則武新町３−１−３６
2023-11-25



http://www.noritake.co.jp
 
ノ,120050,株式会社乗富鉄⼯所
〒832-0806,福岡県柳川市三橋町柳河９３４−４
2026-07-10
http://www.noritetsu.com
 
ノ,105658,株式会社ノルトロックジャパン
〒562-0028,⼤阪府箕⾯市彩都粟⽣南１−１８−３５
2022-08-20
https://www.nord-lock.com
 
ノ,222327,有限会社野呂⼯業
〒513-0842,三重県鈴⿅市⼸削２ー４ー６
2023-11-01
 
ノ,220085,株式会社ノワテック
〒369-1101,埼⽟県深⾕市⻑在家９７５−１
2024-07-20
http://nowa-tec.jp/
 
ノ,106410,ノヴァメジャリングインストゥルメンツ株式会社
〒100-6208,東京都千代⽥区丸の内１−１１−１ パシフィックセンチュリープレイス８階
2024-11-16
 
ノ,106462,ノヴァンタ・ジャパン株式会社
〒140-0013,東京都品川区南⼤井６−２０−１４ イーストスクエア⼤森
2024-12-21
https://www.novanta.co.jp/
 
ハ,214917,株式会社ハースデコ
〒564-0051,⼤阪府吹⽥市豊津町１３番２４号
2023-08-01
 
ハ,127085,ハーティング株式会社
〒222-0033,横浜市港北区新横浜１−７−９
2024-12-08
http://www.harting.com
 
ハ,223712,株式会社ハーテック
〒550-0022,⼤阪府⼤阪市⻄区本⽥１ー３ー２３
2024-11-01
 
ハ,127612,株式会社ハーディクリエイト
〒550-0005,⼤阪市⻄区⻄本町２−３−６ ⼭岡ビル５階
2024-12-12
http://hardycreate.com
 
ハ,104322,ハート株式会社
〒540-0019,⼤阪市中央区和泉町２−１−１３
2025-03-11
http://www.heart-group.co.jp/
 
ハ,214936,ハートエンジニアオフィス株式会社
〒030-0956,⻘森県⻘森市⾚坂２−１−２２



2023-08-15
http://www.heo.co.jp
 
ハ,214689,株式会社ハードウェア
〒107-0052,東京都港区⾚坂２−８−１３
2026-04-25
https://www.hw-kzf.co.jp/
 
ハ,214583,ハードグラス⼯業株式会社
〒664-0831,兵庫県伊丹市北伊丹７丁⽬７９
2026-02-21
http://www.hardglass.co.jp
 
ハ,229134,有限会社ハーネスト
〒631-0063,奈良県奈良市帝塚⼭中町１３ー２２
2025-06-21
 
ハ,105500,株式会社ハーバー・ソフトウェア
〒650-0044,兵庫県神⼾市中央区東川崎町１−７−４ ハーバーランドダイヤニッセイビル１４Ｆ
2025-03-25
http://www.hsw.co.jp
 
ハ,103606,株式会社ハーフェレジャパン
〒244-0806,横浜市⼾塚区上品濃１４−１７
2024-02-03
http://www.hafele.co.jp/jp/index.htm
 
ハ,211695,有限会社ハーフブロック
〒673-0896,兵庫県明⽯市⽇富美町４ー２
2026-06-15
 
ハ,106191,株式会社ハーベス
〒330-0061,埼⽟県さいたま市浦和区常盤９−２１−１４
2024-03-30
https://www.harves.co.jp/
 
ハ,101468,株式会社ハーベストジャパン
〒319-0102,茨城県⼩美⽟市⻄郷地１７５８
2024-07-12
http://www.fullheart.co.jp/
 
ハ,214544,株式会社ハーマンコーポレーション
〒333-0835,埼⽟県川⼝市⼤字道合３３−６
2026-01-24
 
ハ,500085,株式会社ハーモ
〒399-4595,⻑野県上伊那郡南箕輪村４１２４−１
2023-08-23
http://www.harmo-net.cp.jp/
 
ハ,117148,株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ
〒140-0013,東京都品川区南⼤井６−２５−３
2025-12-21
http://www.hds.co.jp/
 



ハ,502751,株式会社ハイ・アベイラビリティ・システムズ
〒108-0023,東京都港区芝浦４丁⽬１３番２３号 ＭＳ芝浦ビル２Ｆ
2024-10-23
https://www.ha-sys.co.jp/
 
ハ,123358,ハイウィン株式会社
〒651-0087,神⼾市中央区御幸通４−２−２０ 三宮中央ビル３階
2025-01-30
http://www.hiwin.co.jp
 
ハ,101944,ハイウェイ・トール・システム株式会社
〒103-0011,東京都中央区⽇本橋⼤伝⾺町１４−１
2024-11-22
http://www.toll.co.jp/
 
ハ,213649,株式会社ハイウッド
〒243-0203,神奈川県厚⽊市下荻野１１０１ー１ハイウッドビル２階
2024-03-31
 
ハ,500285,株式会社ハイエレコン
〒733-0834,広島県広島市⻄区草津新町⼀丁⽬２１−３５
2024-05-26
https://hek.co.jp
 
ハ,502829,株式会社ハイキャスト
〒173-0014,東京都板橋区⼤⼭東３８−８
2025-05-14
http://www.hicast.jp
 
ハ,105522,ハイケム株式会社
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨１−３−１ 東京虎ノ⾨グローバルスクエア１１階
2025-04-11
http://www.highchem.co.jp
 
ハ,221483,株式会社灰孝本店
〒600-8139,京都府京都市下京区⻄⽊屋町通り正⾯下る⼋王⼦町１０３番地
2025-04-01
http://www.haiko.co.jp/
 
ハ,105364,株式会社ハイコネクト
〒522-0027,滋賀県彦根市東沼波町１２４３
2024-11-30
 
ハ,106888,株式会社ハイシンクジャパン
〒108-0023,東京都港区芝浦３−２−１６ Ａ−ＰＬＡＣＥ⽥町イースト６Ｆ
2026-02-08
https://www.jhcc.co.jp
 
ハ,117181,ハイジェント株式会社
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕２−１５−１ 渋⾕クロスタワー１７階
2025-06-16
https://www.hygente.com/
 
ハ,104644,株式会社ハイソフテック
〒312-0062,茨城県ひたちなか市⼤字⾼場字庚塚１６０８−４３



2026-02-07
http://www.hisoftec.co.jp/
 
ハ,105935,ハイソル株式会社
〒110-0005,東京都台東区上野１−１７−６
2026-06-08
 
ハ,126926,株式会社ハイダイ⼯業
〒871-0811,福岡県築上郡吉富町広津１３３６−１０
2024-06-12
http://www.haidai.co.jp/
 
ハ,124449,株式会社ハイダック
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀３−２５−７
2025-08-30
http://www.hydac.co.jp
 
ハ,503313,ハイテクインター株式会社
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊３−２８−６ いちご⻄参道ビル３Ｆ
2024-12-04
https://hytec.co.jp/
 
ハ,102112,ハイテクシステム株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町４−８−１４ 東京建物第３室町ビル
2025-01-11
http://www.ht-s.co.jp
 
ハ,218423,有限会社ハイテク・システム
〒144-0042,東京都⼤⽥区⽻⽥旭町１５番５号
2023-09-23
 
ハ,127055,株式会社ハイ・テクノロジー
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町１−９−４
2024-12-04
http://www.hi-technology.co.jp
 
ハ,230652,株式会社ＨＩＴＥＣ
〒325-0025,栃⽊県那須塩原市下厚崎９７番地７７
2025-08-02
http://www.hitec-inc.co.jp
 
ハ,504402,株式会社 ハイテック
〒164-0012,東京都中野区本町４−４４−１８
2024-02-12
http://www.high-tech.co.jp
 
ハ,106373,株式会社ハイテックシステム
〒901-2131,沖縄県浦添市牧港２−４８−１５
2024-10-19
 
ハ,101557,株式会社ハイテック・システムズ
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜３−１９−５ 新横浜第２センタービル１２階
2024-08-01
https://www.hightec-sys.com/
 



ハ,505747,株式会社ハイテックス
〒938-0054,富⼭県黒部市岡１４６
2025-09-22
http://www.hitechs.co.jp
 
ハ,117407,ハイデンハイン株式会社
〒102-0083,東京都千代⽥区麹町３−２ ヒューリック麹町ビル９Ｆ
2024-03-10
http://www.heidenhain.co.jp/
 
ハ,220544,株式会社ハイトップ
〒811-1346,福岡県福岡市南区⽼司五丁⽬４０番４１号
2024-12-14
 
ハ,214499,株式会社ハイナン
〒421-0422,静岡県牧之原市静波１２１
2025-12-13
https://www.hainan.co.jp
 
ハ,230610,株式会社榛原電業
〒437-1622,静岡県御前崎市⽩⽻５７１１番地の５
2025-08-02
https://www.haiden-net.com
 
ハ,229069,株式会社ハイパーエンジニアリング
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥三丁⽬１０番３号
2025-05-31
http://www.hpeg.com
 
ハ,127269,株式会社ＨＩＰＵＳ
〒100-0004,東京都千代⽥区⼤⼿町２−２−１ 新⼤⼿町ビル２Ｆ
2026-04-18
 
ハ,102945,株式会社ハイパックスサトウ
〒316-0013,茨城県⽇⽴市千⽯町４−６−３２
2026-01-14
http://www.hipacks.co.jp
 
ハ,117312,株式会社ハイブリッド
〒739-2102,広島県東広島市⾼屋町杵原１８３４−２
2023-08-23
http://www.hyb.co.jp
 
ハ,219955,株式会社ハイマート産業
〒812-0007,福岡県福岡市博多区東⽐恵３丁⽬１３−１
2024-06-29
 
ハ,122742,株式会社ハイマックス
〒220-6216,横浜市⻄区みなとみらい２−３−５ クイーンズタワーＣ棟１６Ｆ
2024-11-07
http://www.himacs.jp
 
ハ,100516,ハイメタル⼯業株式会社
〒222-0001,横浜市港北区樽町４−５−２
2025-12-21



http://www.himetal-gp.com/
 
ハ,216615,株式会社ＨｉーＭＥＴＡＬ ＷＯＲＫＳ
〒851-2107,⻑崎県⻄彼杵郡時津町久留⾥郷１４３９番地４２
2025-06-11
 
ハ,125827,株式会社ハイメック
〒206-0025,東京都多摩市永⼭６−１１−９
2023-09-26
http://www.kk-himec.com/
 
ハ,104569,株式会社ハイライト
〒391-0213,⻑野県茅野市豊平１５２８
2025-10-13
http://www.highlight.co.jp
 
ハ,117275,ハイライト⼯業株式会社
〒189-0011,東京都東村⼭市恩多町５−３８−１２
2026-02-05
http://www.hi-light.co.jp
 
ハ,100681,ＨＩＲＥＣ株式会社
〒212-8554,神奈川県川崎市幸区⼤宮町１３１０ ミューザ川崎セントラルタワー１２Ｆ
2026-03-29
http://www.hirec.co.jp
 
ハ,223386,株式会社ハウス企画
〒158-0096,東京都世⽥⾕区⽟川台１ー１３ー１４
2024-07-01
 
ハ,219594,ハウス建サービスＳ株式会社
〒367-0102,埼⽟県児⽟郡美⾥町⼤字関３７７−１
2024-04-13
 
ハ,217464,株式会社ハウスサポート宮城
〒986-0867,宮城県⽯巻市わかば３丁⽬５ー２
2026-01-14
 
ハ,227357,株式会社ハウスデポ・セキ
〒916-0057,福井県鯖江市有定町３丁⽬２番２４号
2024-02-01
 
ハ,225376,ハウス美装⼯業株式会社
〒760-0071,⾹川県⾼松市藤塚町３丁⽬１２ー１２
2025-06-01
http://www.housebiso.co.jp/
 
ハ,102309,株式会社ハウセルジャパン
〒102-0094,東京都千代⽥区紀尾井町３−２８ アドミラル紀尾井町ビル６Ｆ
2025-02-19
 
ハ,223562,ＨＡＵＺＥＸ株式会社
〒638-0812,奈良県吉野郡⼤淀町⼤字桧垣本１０８３番地４
2024-09-01
http://www.hauzex.co.jp



 
ハ,102878,ハウメット・ジャパン株式会社
〒923-1101,⽯川県能美市粟⽣町⻄６１−１
2025-11-11
https://www.howmet.com
 
ハ,222420,博多装⼯株式会社
〒812-0006,福岡県福岡市博多区上牟⽥１丁⽬７番２２号
2023-11-01
 
ハ,216726,株式会社博多通信
〒811-1235,福岡県那珂川市⼤字成⽵９０５番地の１
2025-06-25
https://hakata-t.co.jp/
 
ハ,117300,株式会社袴⽥精機
〒431-0443,静岡県湖⻄市⼭⼝６３０−２３
2023-07-25
http://www.hakamata-seiki.co.jp
 
ハ,213276,有限会社ハカマダ左官⼯業
〒039-2136,⻘森県上北郡おいらせ町中下⽥１６４−１
2023-06-17
 
ハ,217899,株式会社⽻賀運輸商会
〒222-0037,神奈川県横浜市港北区⼤倉⼭６−２−５
2023-07-07
 
ハ,215259,株式会社葉隠緑化建設
〒840-0862,佐賀県佐賀市嘉瀬町⼤字扇町２６１７−７
2024-02-27
 
ハ,121879,株式会社芳賀精機
〒174-0062,東京都板橋区富⼠⾒町１１−９
2024-06-27
http://www.hagaseiki.co.jp/
 
ハ,215669,有限会社鋼基⼯
〒410-1124,静岡県裾野市⽔窪３４−６
2024-10-23
 
ハ,129075,萩尾機械⼯業株式会社
〒792-0868,愛媛県新居浜市松の⽊町１−１７
2023-09-01
http://www.hagiokikai.jp
 
ハ,221890,萩尾⼯業株式会社
〒739-0142,広島県東広島市⼋本松東ニ丁⽬１８番２１号
2025-08-01
 
ハ,215169,株式会社萩⾦物
〒640-8404,和歌⼭県和歌⼭市湊１８２３
2024-01-16
 
ハ,216317,株式会社萩商



〒331-0052,埼⽟県さいたま市⻄区三橋５丁⽬２０６２番地の１２
2025-04-23
http://hagishow.co.jp/
 
ハ,127435,株式会社ハギテック
〒284-0001,千葉県四街道市⼤⽇２４６−７
2024-09-29
https://www.hagitec.co.jp/
 
ハ,221904,萩⼟建株式会社
〒758-0011,⼭⼝県萩市⼤字椿東開作２９８０番地
2025-08-01
_
 
ハ,212762,株式会社萩野コーキング興業
〒918-8055,福井県福井市若杉町１１ー５ー５
2025-07-24
http://www.hagino-k.co.jp
 
ハ,223330,萩野塗装株式会社
〒920-0364,⽯川県⾦沢市松島３丁⽬２６番地
2024-07-01
http://www4.ocn.ne.jp/~haginoto/
 
ハ,216334,萩原技建株式会社
〒416-0931,静岡県富⼠市蓼原１１００番地
2025-04-23
_
 
ハ,227400,株式会社萩原林業
〒673-0032,兵庫県明⽯市⽴⽯⼀丁⽬３番１号
2024-02-15
http://www.hagirin.co.jp
 
ハ,103432,有限会社萩本製作所
〒370-0535,群⾺県⾢楽郡⼤泉町寄⽊⼾１２５４
2023-09-29
http://www.hagimoto.co.jp/
 
ハ,128982,株式会社ハギモフィルター
〒581-0845,⼤阪府⼋尾市上之島町北６−１９−４
2026-06-09
http://www.hagimo.co.jp
 
ハ,503495,株式会社 ハギヤニューテクノ
〒316-0014,茨城県⽇⽴市東⾦沢町１丁⽬９番１２号
2025-08-20
http://www.hagiya.biz-web.jp
 
ハ,105015,株式会社萩原
〒633-0043,奈良県桜井市⾼⽥２４６
2024-01-22
http://www.k-hagiwara.co.jp/
 
ハ,229060,株式会社ハギワラ



〒252-0336,神奈川県相模原市南区当⿇４１番地
2025-05-31
http://hagi-zo.co.jp
 
ハ,230323,はぎわらｅ株式会社
〒509-2506,岐⾩県下呂市萩原町⽻根２６３８番地の１
2025-07-05
https://hagiwara-e.jp
 
ハ,102396,萩原エンジニアリング株式会社
〒358-0032,埼⽟県⼊間市狭⼭ケ原３２６
2025-03-01
http://www.oec-inc.co.jp
 
ハ,102688,萩原エンジニアリング株式会社
〒869-1236,熊本県菊池郡⼤津町杉⽔３３２９−４
2023-07-17
http://www.hagiwara-eg.co.jp
 
ハ,220162,株式会社萩原組
〒853-0031,⻑崎県五島市吉久⽊町１４５４番地１
2024-08-17
http://goto-hagiwaragumi.com
 
ハ,101442,萩原鋼業株式会社
〒578-0935,⼤阪府東⼤阪市若江東町４−３−８
2024-06-29
http://www.hagiwara-steel.co.jp
 
ハ,215056,株式会社萩原⼯務店
〒612-8486,京都府京都市伏⾒区⽻束師古川町１１番地
2023-10-24
 
ハ,106867,株式会社萩原鐵⼯所
〒322-0006,栃⽊県⿅沼市富岡９０−４０
2026-01-27
https://hagitets.co.jp
 
ハ,218978,株式会社萩原電気⼯業
〒160-0001,東京都新宿区⽚町１番６号
2024-01-26
 
ハ,107225,萩原電気ホールディングス株式会社
〒461-8520,名古屋市東区東桜２−２−１ ⾼岳パークビル
2025-06-01
http://www.hagiwara.co.jp/
 
ハ,117490,萩原バルブ⼯業株式会社
〒108-0072,東京都港区⽩⾦１−１６−１
2024-02-21
http://hagiwara.hp201.net/
 
ハ,100799,株式会社ハクイ村⽥製作所
〒925-8555,⽯川県⽻咋市柳橋町柳橋５２
2023-06-27



http://www.murata.co.jp/hakui/
 
ハ,216455,ハクウ建築株式会社
〒152-0013,東京都⽬黒区南１丁⽬４番１６号
2025-05-21
http://www.hacuu.co.jp/
 
ハ,507015,株式会社 博運社
〒812-0041,福岡県福岡市博多区吉塚５丁⽬５番３２号
2025-05-10
http://www.hus.co.jp/
 
ハ,231120,株式会社ハクエイ
〒852-8133,⻑崎県⻑崎市本原町２６番１５号
2025-10-18
 
ハ,218216,株式会社⽩英社
〒310-0062,茨城県⽔⼾市⼤町２−３−２
2023-08-11
 
ハ,105669,株式会社ハクエイテック
〒571-0034,⼤阪府⾨真市東⽥町１−７
2025-08-26
 
ハ,105905,⽩鴎物産株式会社
〒100-0024,東京都千代⽥区神⽥和泉町１−１２−１７
2026-04-16
 
ハ,123976,株式会社⽩⼭
〒920-8203,⽯川県⾦沢市鞍⽉２−２ ⽯川県繊維会館１Ｆ
2025-06-17
https://hakusan-mfg.co.jp/
 
ハ,218846,⽩⼭⼯業株式会社
〒183-0042,東京都府中市武蔵台⼀丁⽬１８番地の１８
2023-12-22
 
ハ,117410,⽩⼭商事株式会社
〒171-0022,東京都豊島区南池袋１−１０−１３
2024-02-04
http://www.hakusanshoji.co.jp
 
ハ,127281,株式会社⽩⾠化学研究所
〒193-0824,東京都⼋王⼦市⻑房町４４６
2023-05-13
http://www.hakushin-chemical.co.jp/
 
ハ,224617,博新建設株式会社
〒800-0214,福岡県北九州市⼩倉南区曽根新⽥１２２
2025-04-01
http://www.hakushin-net.com
 
ハ,214182,株式会社⽩翠園
〒807-0837,福岡県北九州市⼋幡⻄区則松東⼆丁⽬３番８号
2025-05-10



 
ハ,230137,⽩⽔興産株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋五丁⽬８番１１号
2025-05-31
https://hakusui-k.co.jp
 
ハ,125728,株式会社⽩⽔産業
〒577-0065,東⼤阪市⾼井⽥中４−５−１２
2023-08-15
http://www.hakusuisangyo.co.jp
 
ハ,127013,ハクスイテック株式会社
〒531-0072,⼤阪市北区豊崎３−９−７
2025-04-06
https://hakusuitech.com
 
ハ,228777,株式会社⽩清社
〒755-0241,⼭⼝県宇部市⼤字東岐波字⼤⽯１６９７番地
2024-12-20
https://www.ube-hakuseisya.com/com/
 
ハ,212898,株式会社博電舎
〒553-0001,⼤阪府⼤阪市福島区海⽼江８丁⽬９番９号
2025-10-30
https://www.hakudensya.com/
 
ハ,217685,株式会社柏塗
〒277-0863,千葉県柏市豊四季２４９−２５パレス⼤豊１０１
2026-03-31
 
ハ,107440,伯東株式会社
〒160-8910,東京都新宿区新宿１−１−１３
2023-12-10
 
ハ,117311,柏都電機⼯業株式会社
〒154-0023,東京都世⽥⾕区若林５−２５−９
2023-10-22
http://www.hakt.co.jp/
 
ハ,107167,⽩銅株式会社
〒100-8302,東京都千代⽥区丸の内２−５−２ 三菱ビル１１Ｆ
2026-03-08
https://www.hakudo.co.jp/
 
ハ,117450,ハクバ写真産業株式会社
〒130-0014,東京都墨⽥区⻲沢１−３−７
2024-02-09
http://www.hakubaphoto.co.jp/
 
ハ,507045,株式会社博報堂
〒107-6322,東京都港区⾚坂５丁⽬３番１号 ⾚坂Ｂｉｚタワー
2025-10-06
https://www.hakuhodo.co.jp
 
ハ,501408,株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ



〒107-6321,東京都港区⾚坂５−３−１ ⾚坂Ｂｉｚタワー
2024-10-15
http://www.hakuhodody-media.co.jp/
 
ハ,105294,株式会社博報堂プロダクツ
〒135-8619,東京都江東区豊洲５−６−１５ ＮＢＦ豊洲ガーデンフロント
2024-10-17
 
ハ,127021,株式会社博洋エンジニアリング
〒577-0036,⼤阪府東⼤阪市御厨栄町２−５−２３
2025-03-07
http://www.hakuyo-eng.co.jp
 
ハ,106532,有限会社⽩洋⾦属⼯業所
〒601-8115,京都府京都市南区上⿃⽻尻切町１２−１
2025-01-21
http://www.hakuyokinzoku.co.jp
 
ハ,212637,博洋⼯業株式会社
〒183-0004,東京都府中市紅葉丘３丁⽬２３番地の５０
2025-05-29
http://www.hakuyokogyo.co.jp/
 
ハ,221481,博陽⼯業株式会社
〒861-0136,熊本県熊本市北区植⽊町岩野字福天神１６５７番地２
2025-04-01
https://hakuyokogyo.takumino.co.jp/
 
ハ,210758,株式会社ハクロ建設
〒670-0952,兵庫県姫路市南条４３０
2024-12-16
 
ハ,129385,⽩鷺特殊鋼株式会社
〒672-8078,兵庫県姫路市飾磨区英賀⼄４４−１
2024-03-25
http://www.hakuro-net.co.jp
 
ハ,127008,ハコウ株式会社
〒466-0015,名古屋市昭和区御器所通１−１３−１
2025-04-18
http://www.hakoh.co.jp
 
ハ,505499,株式会社ハコスコ
〒151-0051,東京都渋⾕区千駄ヶ⾕３丁⽬５９番４−５１０号
2023-12-14
https://hacosco.com/
 
ハ,223321,株式会社ハコセン
〒242-0024,神奈川県⼤和市福⽥６ー１ー２０
2024-07-01
http://www.hakosen.co.jp
 
ハ,220014,株式会社箱⽥住宅⼯業
〒038-3104,⻘森県つがる市柏桑野⽊⽥浅井３３−１
2024-07-13



http://hakoda-jutaku.com/index.html
 
ハ,227817,有限会社函館仮設
〒041-1103,北海道⻲⽥郡七飯町字藤城２３番地４
2021-04-10
 
ハ,211226,株式会社函館クレーン
〒041-0835,北海道函館市東⼭１丁⽬３番１３号
2022-06-29
 
ハ,126984,函館酸素株式会社
〒040-0076,北海道函館市浅野町１−３
2024-07-03
http://www.hakosan.co.jp/
 
ハ,212541,株式会社函館新成建材
〒041-0824,北海道函館市⻄桔梗町５８７番地の１８
2022-03-21
 
ハ,222051,箱根植⽊株式会社
〒168-0074,東京都杉並区上⾼井⼾３−５−１５
2025-12-01
http://www.hakone-ueki.com
 
ハ,227673,箱根建設株式会社
〒250-0631,神奈川県⾜柄下郡箱根町仙⽯原１２６
2024-03-23
http://www.hakonekensetsu.co.jp
 
ハ,222382,株式会社⽻⾐組
〒663-8184,兵庫県⻄宮市鳴尾町１丁⽬１番５号
2023-11-01
https://www.hagoromoweb.co.jp/
 
ハ,104419,⽻⾐電機株式会社
〒593-8327,⼤阪府堺市⻄区鳳中町７−２３１
2025-06-17
http://www.hagoromodenki.co.jp/
 
ハ,106333,株式会社ハザキエンジニア
〒996-0053,⼭形県新庄市⼤字福⽥７１１−１５２
2024-08-25
 
ハ,220552,有限会社橋岡商会
〒806-0041,福岡県北九州市⼋幡⻄区皇后崎町８番１４号
2024-12-21
 
ハ,102660,株式会社橋兼産業
〒178-0062,東京都練⾺区⼤泉町４−７−９
2025-07-08
 
ハ,112645,ハシダ技研⼯業株式会社
〒547-0001,⼤阪府⼤阪市平野区加美北６−１５−１４
2025-11-30
 



ハ,226964,株式会社橋⽥舞台設備
〒587-0013,⼤阪府堺市美原区真福寺７７番地１
2023-08-01
http://www.hashida-butai.co.jp
 
ハ,224227,株式会社橋詰組
〒399-0703,⻑野県塩尻市⼤字広丘⾼出１７７９
2025-03-01
 
ハ,212133,橋⽖建設株式会社
〒233-0012,神奈川県横浜市港南区上永⾕３ー２ー２３
2024-04-18
 
ハ,117276,橋⽖商事株式会社
〒022-8602,岩⼿県⼤船渡市⼤船渡町字砂森２−２０
2026-06-21
https://www.hasizme.co.jp
 
ハ,127242,橋⽖鉄⼯株式会社
〒566-0064,⼤阪府摂津市⿃飼中３−２−２８
2026-02-21
 
ハ,217105,株式会社橋詰電気⼯業所
〒538-0041,⼤阪府⼤阪市鶴⾒区今津北４−１１−２３
2025-09-10
http://www.hashizume-e.co.jp/
 
ハ,221290,橋之⼝塗装有限会社
〒890-0033,⿅児島県⿅児島市⻄別府町２７９４番地１４６
2025-04-01
 
ハ,225157,⽻柴鋼業株式会社
〒500-8361,岐⾩県岐⾩市本荘中ノ町１ー２５
2025-05-01
 
ハ,222486,ハシモ株式会社
〒324-0012,栃⽊県⼤⽥原市南⾦丸２０００
2023-12-01
http://www.hasimo.co.jp
 
ハ,222806,株式会社ハシモトアキ
〒534-0014,⼤阪府⼤阪市都島区都島北通２ー２１ー３１
2024-03-01
 
ハ,221421,株式会社橋本硝⼦店
〒731-0101,広島県広島市安佐南区⼋⽊８丁⽬６番７号
2025-04-01
https://hashimoto-glass.jp/
 
ハ,129178,橋本⾦属⼯業株式会社
〒532-0021,⼤阪市淀川区⽥川北２−５−１３
2023-11-28
http://www.ujs.co.jp
 
ハ,210914,株式会社橋本組



〒425-0027,静岡県焼津市栄町５丁⽬９番３号
2025-02-17
https://www.hashimotogumi.co.jp/
 
ハ,214777,有限会社橋本組
〒080-0012,北海道帯広市⻄⼆条南２３丁⽬１番地
2026-06-13
https://www.hashimotogumi.jp/
 
ハ,215162,株式会社橋本組
〒812-0051,福岡県福岡市東区箱崎ふ頭四丁⽬２番８６号
2024-01-10
http://www.hst70.biz
 
ハ,230152,株式会社橋本組
〒003-0803,北海道札幌市⽩⽯区菊⽔三条⼆丁⽬２番１８号
2025-05-31
 
ハ,211357,橋本建設株式会社
〒939-1251,富⼭県⾼岡市常国３１８番地
2025-09-17
http://hkk-hasiken.co.jp/
 
ハ,222202,橋本建設株式会社
〒560-0011,⼤阪府豊中市上野⻄１丁⽬１２番２６号
2026-06-01
http://www.hasimotokensetu.co.jp/
 
ハ,117025,橋本コーポレーション株式会社
〒193-0836,東京都⼋王⼦市⽇吉町１０−１８
2023-08-20
http://www.netlabels.co.jp
 
ハ,211206,株式会社橋本⼯業
〒770-0052,徳島県徳島市中島⽥町１丁⽬３２
2025-06-11
 
ハ,216362,橋本⼯業株式会社
〒270-0238,千葉県野⽥市尾崎台６番地の２１
2025-05-08
http://www.h-k.co.jp/
 
ハ,226802,橋本⼯業株式会社
〒814-0144,福岡県福岡市城南区梅林１丁⽬１３番３号
2026-06-01
 
ハ,100581,有限会社橋本⼯業所
〒326-0338,栃⽊県⾜利市福居町１６０５−１
2026-01-25
 
ハ,127258,橋本興産株式会社
〒850-0876,⻑崎市賑町７−１０
2023-06-25
http://www.hashimoto-kosan.jp/
 



ハ,219396,橋本産業株式会社
〒101-8605,東京都千代⽥区神⽥紺屋町３４番地
2024-03-23
http://www.hashitatsu.co.jp/
 
ハ,120783,株式会社橋本商会
〒850-0035,⻑崎市元船町１４−１０
2024-01-21
http://www.hashimoto-shokai.com
 
ハ,117438,橋本商⼯株式会社
〒144-0035,東京都⼤⽥区南蒲⽥２−２８−１
2024-06-30
http://www.hashimoto-shoko.co.jp
 
ハ,104375,株式会社橋本製作所
〒675-1336,兵庫県⼩野市下⼤部町７４９
2025-04-27
 
ハ,126329,橋本精密⼯業株式会社
〒124-0012,東京都葛飾区⽴⽯５−５−３
2023-12-05
http://www.hskcoltd.co.jp
 
ハ,219952,有限会社橋本設備⼯業所
〒747-0833,⼭⼝県防府市⼤字浜⽅１０番地の２０
2024-06-29
http://www.haikanya.co.jp
 
ハ,215193,株式会社橋本潜⽔興業
〒455-0832,愛知県名古屋市港区宝神５丁⽬３２０３
2024-01-30
 
ハ,507098,橋本総業株式会社
〒103-0001,東京都中央区⽇本橋⼩伝⾺町９−９
2025-04-06
https://www.hat.co.jp/
 
ハ,210696,株式会社橋本鐵⼯
〒679-4211,兵庫県姫路市林⽥町六九⾕４７２番地
2024-11-12
 
ハ,106512,有限会社橋本鉄⼯所
〒525-0015,滋賀県草津市集町２９５
2025-01-14
http://www.hashimoto-s.com
 
ハ,230224,株式会社橋本鉄⼯所
〒444-0216,愛知県岡崎市定国町上川原１番地
2025-06-14
https://hashimoto-tk.com
 
ハ,212624,株式会社橋本店
〒980-0822,宮城県仙台市⻘葉区⽴町２７番２１号
2025-05-22



https://www.hashimototen.co.jp/
 
ハ,220094,株式会社ハシモト電気
〒503-2125,岐⾩県不破郡垂井町東神⽥２−８８
2024-07-20
 
ハ,222862,橋本電気株式会社
〒170-0004,東京都豊島区北⼤塚２丁⽬２０番４号
2024-03-01
http://www.e-bridge.co.jp/
 
ハ,229097,橋本電気⼯事株式会社
〒242-0011,神奈川県⼤和市深⾒３９１９ー８
2025-06-06
http://www.hdkk.net/
 
ハ,127199,橋本特殊印刷有限会社
〒192-0045,東京都⼋王⼦市⼤和⽥町１−８−２４
2025-09-13
 
ハ,223069,株式会社橋本道路
〒981-0502,宮城県東松島市⼤曲字寺沼３ー５
2021-05-01
 
ハ,505733,はじめ科学株式会社
〒791-8018,愛媛県松⼭市問屋町３番７号
2025-07-14
http://www.hajimekagaku.co.jp/
 
ハ,211446,有限会社⼀⾦属
〒791-1106,愛媛県松⼭市今在家⼆丁⽬９番１７号
2025-11-25
 
ハ,231136,⼀建設株式会社
〒250-0203,神奈川県⼩⽥原市曽我岸２８０番地
2025-10-18
 
ハ,216484,株式会社元建装
〒121-0064,東京都⾜⽴区保⽊間１丁⽬３３番４号
2025-05-21
http://hk.jeez.jp/
 
ハ,213818,株式会社⼀⼯業
〒981-3217,宮城県仙台市泉区実沢字去⽥屋敷２２ー１
2024-08-25
 
ハ,128851,ハジメ産業株式会社
〒491-0824,愛知県⼀宮市丹陽町九⽇市場字上⽥２６−４
2026-03-06
http://www.hajime-industry.jp/
 
ハ,231598,⼀電機株式会社
〒162-0806,東京都新宿区榎町７８番地１
2026-01-24
https://hajimedenki.co.jp



 
ハ,227765,株式会社元ビルコート
〒273-0002,千葉県船橋市東船橋三丁⽬２８番１１号アーバンウェッジ１階
2024-03-28
 
ハ,127689,株式会社⻑⾕川
〒553-0003,⼤阪府⼤阪市福島区福島７−１９−７
2025-01-19
http://www.hasegawacorp.co.jp
 
ハ,219457,株式会社ハセガワ
〒135-0004,東京都江東区森下１−９−９熊⾕ビル１階
2024-03-23
http://www.hasemo.com/
 
ハ,223063,株式会社⻑⾕川
〒615-0064,京都府京都市右京区⻄院久⽥町１４８
2024-05-01
 
ハ,228252,株式会社ハセガワーク
〒960-8163,福島県福島市⽅⽊⽥字前⽩家９ー９
2024-07-04
 
ハ,502674,⻑⾕川化成有限会社
〒822-0031,福岡県直⽅市植⽊１８７１番地
2024-07-24
ｈｔｔｐ：//hasegawakasei.sakura.ne.jp
 
ハ,215074,有限会社⻑⾕川組
〒470-1205,愛知県豊⽥市永覚町東訳８０番地
2023-10-31
 
ハ,217598,株式会社⻑⾕川建設
〒421-0113,静岡県静岡市駿河区下川原１−７−７
2026-02-18
 
ハ,222647,⻑⾕川建設株式会社
〒329-3154,栃⽊県那須塩原市上中野６７ー３
2024-02-01
 
ハ,227070,⻑⾕川建設株式会社
〒916-0083,福井県鯖江市⽯⽥上町１８号２６番地
2023-10-01
http://www4.nsk.ne.jp/hasegawa/
 
ハ,225564,有限会社⻑⾕川建装
〒130-0002,東京都墨⽥区業平４丁⽬４番１７号
2025-06-01
_
 
ハ,226350,⻑⾕川⼯機株式会社
〒320-0014,栃⽊県宇都宮市⼤曽３丁⽬４ー４０
2026-02-01
 
ハ,102798,⻑⾕川⼯業株式会社



〒550-0002,⼤阪府⼤阪市⻄区江⼾堀２−１−１ 江⼾堀センタービル１４Ｆ
2025-09-30
http://www.hasegawa-kogyo.co.jp/
 
ハ,117538,⻑⾕川⼯業株式会社
〒670-0966,兵庫県姫路市延末３７８
2024-07-21
 
ハ,220910,株式会社⻑⾕川興業
〒078-1653,北海道上川郡愛別町字愛⼭１００１番地
2025-03-22
 
ハ,227606,ハセガワ⼯業株式会社
〒003-0836,北海道札幌市⽩⽯区北郷六条４丁⽬７番３号
2024-03-09
https://hasegawakogyo.co.jp/
 
ハ,221002,株式会社⻑⾕川⼯務店
〒064-0809,北海道札幌市中央区南９条⻄５丁⽬１番５号
2025-01-01
https://www.hasegawa-sakan.com/
 
ハ,127184,株式会社⻑⾕川梱包交運
〒140-0004,東京都品川区南品川３−１−１０
2025-08-29
http://www.hasecon.co.jp
 
ハ,103449,ハセガワ産業有限会社
〒373-0823,群⾺県太⽥市⻄⽮島町３２６−８
2023-10-07
 
ハ,105079,⻑⾕川商事株式会社
〒232-0004,横浜市南区前⾥町２−４５
2024-03-30
http://www.hasegawa-shouji.co.jp
 
ハ,124531,⻑⾕川精機株式会社
〒573-0136,⼤阪府枚⽅市春⽇⻄町２−２７−２１
2025-10-04
http://www.hs-k2.com
 
ハ,101296,⻑⾕川精⼯株式会社
〒535-0002,⼤阪府⼤阪市旭区⼤宮２−２−１５
2024-04-24
http://hasegawaseiko.com/
 
ハ,117173,株式会社⻑⾕川製作所
〒242-0029,神奈川県⼤和市上草柳６−６−６
2025-10-06
http://www.hasegawa-ss.co.jp
 
ハ,214990,有限会社⻑⾕川製作所
〒262-0012,千葉県千葉市花⾒川区千種町５５−９
2023-09-12
 



ハ,215777,⻑⾕川体育施設株式会社
〒154-0004,東京都世⽥⾕区太⼦堂１丁⽬４番２１号
2024-11-27
https://www.hasetai.com/
 
ハ,215483,株式会社⻑⾕川鉄⼯
〒036-8086,⻘森県弘前市⼤字⽥園⼀丁⽬７番地２
2024-07-10
 
ハ,224679,株式会社⻑⾕川電気⼯業所
〒959-3132,新潟県村上市坂町１７６０番地１
2025-04-01
http://www.hei.co.jp
 
ハ,210125,有限会社⻑⾕川塗建⼯業
〒194-0032,東京都町⽥市本町⽥１７４５−４
2024-01-09
 
ハ,228002,⻑⾕川塗装株式会社
〒671-1241,兵庫県姫路市網⼲区興浜８７６番地の９
2024-05-08
http://paint-hasegawa.co.jp/
 
ハ,227126,株式会社⻑⾕⼯インテック
〒105-0014,東京都港区芝２丁⽬６番１号
2023-11-01
http://www.haseko.co.jp/ha/
 
ハ,223383,株式会社⻑⾕⼯コーポレーション
〒105-8507,東京都港区芝２ー３２ー１
2024-07-01
http://www.haseko.co.jp/hc/index.html
 
ハ,224075,株式会社⻑⾕⼯テクノ
〒541-0045,⼤阪府⼤阪市中央区道修町１丁⽬５番７号
2025-01-01
https://www.haseko.co.jp/techno/
 
ハ,210080,株式会社⻑⾕⼯ナヴィエ
〒108-0014,東京都港区芝４丁⽬６番６号
2023-12-02
http://www.haseko.co.jp/navie
 
ハ,212199,株式会社⻑⾕⼯リフォーム
〒105-0014,東京都港区芝２ー６ー１
2024-06-06
http://www.haseko.co.jp/hrf/
 
ハ,223397,株式会社ハセック
〒105-8507,東京都港区芝２丁⽬３２番１号
2024-08-01
http://www.hasec.co.jp
 
ハ,117085,株式会社ハセテック
〒223-0057,横浜市港北区新⽻町７３５



2023-10-04
http://www.hasetec.co.jp
 
ハ,218856,ハセテック⼯業株式会社
〒509-0206,岐⾩県可児市⼟⽥５５４０ー１
2024-01-05
 
ハ,224924,株式会社ハセプランニング
〒319-0209,茨城県笠間市泉２１７１ー２
2025-04-01
 
ハ,226523,有限会社⻑⾕部鉄筋
〒993-0071,⼭形県⻑井市⽩兎１８９３番地
2026-04-01
 
ハ,217758,株式会社⻑⾕部電気⼯事
〒120-0042,東京都⾜⽴区千住⿓⽥町４ー１０
2026-06-02
 
ハ,212298,株式会社⻑⾕萬
〒135-0047,東京都江東区富岡２−１１−６
2024-08-08
http://www.haseman.co.jp
 
ハ,123687,有限会社⼟師鉄⼯所
〒672-8023,兵庫県姫路市⽩浜町甲３４０−５
2025-03-11
 
ハ,105519,株式会社ハタイタ製作所
〒613-0034,京都府久世郡久御⼭町佐⼭善乗坊４７
2025-04-09
http://sheetmetal.jp/hataita
 
ハ,230539,株式会社ハタエンジニアリング
〒272-0832,千葉県市川市曽⾕三丁⽬３２番３号
2025-07-26
 
ハ,225745,有限会社畠中⼯業
〒315-0018,茨城県⽯岡市若松三丁⽬９番１０号
2025-07-01
 
ハ,227474,株式会社畑⼭
〒998-0842,⼭形県酒⽥市⻲ケ崎四丁⽬２０番２４号
2024-02-28
https://www.hatakeyama-net.jp
 
ハ,212606,畠⼭建設株式会社
〒736-0082,広島県広島市安芸区船越南３丁⽬９番３号
2025-05-01
https://hatakeyamakk.com/
 
ハ,100026,畠⼭⼯業有限会社
〒018-0402,秋⽥県にかほ市平沢字⿃森４０−９
2025-06-25
 



ハ,117492,株式会社畠⼭製作所
〒410-0001,静岡県沼津市⾜⾼３９６−４７
2024-03-09
http://www.hatakeyama-k.co.jp
 
ハ,229079,畠⼭鉄⼯株式会社
〒625-0083,京都府舞鶴市字余部上⼩字才ケ⾕９０１番地
2025-05-31
 
ハ,117578,株式会社畠⼭鉄⼯所
〒143-0003,東京都⼤⽥区京浜島２−１１−１
2024-07-25
 
ハ,229751,株式会社ハタ商会宮崎
〒889-1604,宮崎県宮崎市清武町船引６４３番地３
2026-06-03
 
ハ,215553,株式会社秦商事
〒770-8001,徳島県徳島市津⽥海岸町７ー７
2024-09-04
http://www.hatashoji.co.jp/
 
ハ,223527,株式会社畑末組
〒651-1502,兵庫県神⼾市北区道場町塩⽥１８２３
2024-09-01
http://www.hatasuegumi.co.jp/
 
ハ,125987,株式会社ハタダ
〒144-0045,東京都⼤⽥区南六郷２−３８−１８
2023-11-04
http://www.ha-ta-da.co.jp/
 
ハ,225289,株式会社ハタダ
〒661-0025,兵庫県尼崎市⽴花町１丁⽬１９番２７号
2025-06-01
 
ハ,227592,株式会社ハタダ
〒073-0025,北海道滝川市流通団地１丁⽬４番６号
2024-03-09
 
ハ,225366,波⽥⼟建株式会社
〒390-1401,⻑野県松本市波⽥６１７６
2025-06-01
_
 
ハ,231905,株式会社畑中設備⼯業
〒058-0014,北海道様似郡様似町⼤通⼆丁⽬４９番地の３
2026-04-18
https://hatanakasetubi.co.jp/
 
ハ,218523,ハタナカ電通株式会社
〒849-0937,佐賀県佐賀市鍋島６丁⽬１１番１５号
2023-10-13
https://hataden.com/
 



ハ,231631,株式会社ハタノ建設⼯房
〒480-1162,愛知県⻑久⼿市段の上２４０７番地
2026-01-31
 
ハ,228836,ハタノ⼯業株式会社
〒233-0006,神奈川県横浜市港南区芹が⾕５丁⽬４２番２５号
2022-01-18
 
ハ,101924,株式会社ハタノシステム
〒105-0014,東京都港区芝１−７−１７ 住友不動産芝ビル３号館３階
2024-11-21
https://hatano.co.jp/
 
ハ,123779,株式会社ハタノ製作所
〒584-0023,⼤阪府富⽥林市若松町東２−３３
2025-04-06
http://hatano-s.com
 
ハ,100850,株式会社秦野精密
〒257-0015,神奈川県秦野市平沢１８３−７
2023-08-26
http://www.hatanoseimitsu.co.jp
 
ハ,125886,有限会社旗の台製作所
〒142-0064,東京都品川区旗の台３−１５−４
2023-10-11
 
ハ,100910,株式会社秦野鋳⼯所
〒252-1123,神奈川県綾瀬市早川２６４７−６
2023-10-24
 
ハ,212150,株式会社波多野陶業
〒240-0046,神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区仏向⻄１３番１６号
2024-04-19
 
ハ,104689,株式会社ハタメタルワークス
〒577-0053,東⼤阪市⾼井⽥１６−８
2026-03-24
 
ハ,228250,ハタヤ商事株式会社
〒310-0851,茨城県⽔⼾市千波町２０４８番地常陸桂ビル２階
2024-07-04
 
ハ,226027,有限会社旙⼭建⼯
〒871-0004,⼤分県中津市⼤字上如⽔字中尾２２１番地
2025-09-01
 
ハ,223190,株式会社ハダ⼯芸社
〒814-0113,福岡県福岡市城南区⽥島５ー２ー１７
2024-06-01
https://hadakogeisha.com/
 
ハ,125746,秦精⼯株式会社
〒692-0023,島根県安来市黒井⽥町６９１
2023-08-25



http://www.hadaseikou.co.jp/
 
ハ,126321,⽻⽥調帯株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町１−９−５
2023-12-02
http://www.hada-belt.co.jp/
 
ハ,211651,株式会社波多野組
〒442-0055,愛知県豊川市⾦屋橋町３６番地
2026-05-19
http://hadanogumi.com/
 
ハ,117267,⼋⼀産業株式会社
〒463-0070,名古屋市守⼭区新守⼭３２１０
2026-03-23
http://81sangyo.com/
 
ハ,120311,株式会社⼋⾺製作所
〒578-0901,⼤阪府東⼤阪市加納４−２−２６
2023-08-23
http://www.hachiuma.com/
 
ハ,218663,有限会社⼋栄⾦属
〒125-0054,東京都葛飾区⾼砂３−１４−１２Ｋ・ＬＯＦＴ１Ａ−２０１
2023-11-24
 
ハ,231245,株式会社ハチオウ
〒193-0813,東京都⼋王⼦市四⾕町１９２７番地２
2025-11-08
https://www.8080.co.jp/
 
ハ,222161,⼋光硝⼦株式会社
〒154-0015,東京都世⽥⾕区桜新町２丁⽬２５番１号
2026-05-01
 
ハ,503652,⼋⼗⼆スタッフサービス株式会社
〒380-8568,⻑野県⻑野市⼤字中御所字岡⽥１７８番地２
2025-09-03
https://www.82staff-service.co.jp/
 
ハ,230374,⼋代⼯業株式会社
〒290-0061,千葉県市原市⼋幡⽯塚⼆丁⽬２番地６０
2025-07-12
 
ハ,230651,有限会社⼋電⼯業
〒546-0032,⼤阪府⼤阪市東住吉区東⽥辺三丁⽬８番６号
2025-08-02
 
ハ,218292,⼋⼾圧送株式会社
〒039-1107,⻘森県⼋⼾市⼤字櫛引字古坂１３−３
2023-09-01
 
ハ,210049,株式会社⼋⼾サンロード
〒031-0803,⻘森県⼋⼾市諏訪⼆丁⽬２ー２９
2023-11-11



 
ハ,217595,有限会社⼋⼾地下開発⼯業
〒039-1104,⻘森県⼋⼾市⼤字⽥⾯⽊字前⽥表１−１
2026-02-18
http://www.hachi-chika.co.jp/
 
ハ,212017,⼋⼾ニチアス⼯事株式会社
〒039-2246,⻘森県⼋⼾市桔梗野⼯業団地２−８−２０
2024-02-02
 
ハ,230365,株式会社⼋弁
〒982-0807,宮城県仙台市太⽩区⼋⽊⼭南六丁⽬２番地の７
2025-07-12
https://hachiben.com/
 
ハ,212962,株式会社⼋萬
〒591-8035,⼤阪府堺市北区東上野芝町２丁５００番地１ファミールハイツ上野芝Ⅱ−４１２
2025-12-18
https://hachiman.net/
 
ハ,218214,⼋屋産業株式会社
〒503-0825,岐⾩県⼤垣市花園町⼋丁⽬１番地
2023-08-11
 
ハ,117497,株式会社⼋洋
〒182-0012,東京都調布市深⼤寺東町１−２９−２
2024-03-16
http://www.hachiyoo.com
 
ハ,220135,株式会社⼋葉
〒983-0005,宮城県仙台市宮城野区福室字県道前２３番地
2024-08-03
https://www.hachiyou23.com
 
ハ,225438,株式会社⼋洋コンサルタント
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町１丁⽬７番地８
2025-06-01
http://www.hachiyo.co.jp
 
ハ,117283,ｈａｋｋａｉ株式会社
〒949-7312,新潟県南⿂沼市九⽇町２８４５
2023-07-08
http://www.hakkai.jp
 
ハ,117446,⼋起産業株式会社
〒140-0004,東京都品川区南品川６−１４−１
2024-05-29
http://www.hakki.jp
 
ハ,106313,株式会社⽩鋼
〒578-0921,⼤阪府東⼤阪市⽔⾛３−５−１４
2024-08-04
http://www.hakko-inc.jp
 
ハ,117044,株式会社⼋光



〒389-0806,⻑野県千曲市⼤字磯部１４９０
2024-01-23
https://www.hakko-grp.jp/
 
ハ,127017,株式会社⼋光
〒389-0807,⻑野県千曲市⼤字⼾倉温泉３０５５
2025-01-18
http://www.hakko-medical.co.jp/
 
ハ,215832,株式会社⼋紘
〒697-0006,島根県浜⽥市下府町３２７番地２８
2021-12-11
 
ハ,217163,株式会社⼋興
〒102-0076,東京都千代⽥区五番町１２ー７
2025-10-01
http://www.hakkoo.co.jp/
 
ハ,217294,株式会社⼋絋
〒271-0068,千葉県松⼾市古ヶ崎３ー３４３３
2025-11-12
 
ハ,223676,株式会社⼋紘
〒731-0121,広島県広島市安佐南区中須１丁⽬１４番１２号
2024-10-01
 
ハ,230736,株式会社⼋紘
〒185-0035,東京都国分寺市⻄町四丁⽬３０番地２３
2025-08-16
https://hakkou1.co.jp/
 
ハ,117479,株式会社⼋輝⾦属
〒223-0061,神奈川県横浜市港北区⽇吉７−１９−６
2024-04-10
 
ハ,219474,博興建設株式会社
〒264-0035,千葉県千葉市若葉区東寺⼭町３２９
2024-03-23
https://hakko-kensetsu-web.com/
 
ハ,215886,⼋晃産業株式会社
〒700-0956,岡⼭県岡⼭市南区当新⽥４４４番地７
2021-12-25
 
ハ,211366,有限会社⼋広社
〒454-0022,愛知県名古屋市中川区露橋⼆丁⽬６番３号
2025-09-24
 
ハ,216873,⼋絋商会（その他）
〒672-8071,兵庫県姫路市飾磨区構５丁⽬１８４
2022-07-16
 
ハ,120318,有限会社⼋興製作所
〒144-0033,東京都⼤⽥区東糀⾕３−９−１７
2023-08-26



 
ハ,105421,株式会社⼋光電機
〒153-0051,東京都⽬黒区上⽬黒１−７−９
2025-01-22
 
ハ,126442,⼋紘電⼦株式会社
〒301-1286,茨城県⽜久市⼩坂町３３９８−１８
2024-01-05
http://hakkou-g.co.jp
 
ハ,127222,有限会社⼋紘電⼦
〒321-0621,栃⽊県那須烏⼭市中央３−１５−１
2026-02-20
 
ハ,127107,⼋光電⼦⼯業株式会社
〒578-0921,⼤阪府東⼤阪市⽔⾛２−１７−２
2025-07-23
http://www.hachiden.co.jp
 
ハ,210065,⼋州建機株式会社
〒271-0047,千葉県松⼾市⻄⾺橋幸町１７番地
2023-11-28
http://www.hassyukenki.com/
 
ハ,129547,有限会社⼋勝化成
〒452-0822,愛知県名古屋市⻄区中⼩⽥井２−３８２
2024-09-14
https://hassyou.jp
 
ハ,222725,⼋松硝⼦建材株式会社
〒791-1102,愛媛県松⼭市来住町１４ー４
2024-03-01
http://www.hassho.net
 
ハ,100549,⼋祥産業株式会社
〒803-0801,福岡県北九州市⼩倉北区⻄港町３−６
2026-01-14
 
ハ,503241,⼋伸⼯業有限会社
〒372-0833,群⾺県伊勢崎市富塚町２８３−１０
2024-09-02
 
ハ,117202,⼋⽥印刷紙⼯株式会社
〒537-0021,⼤阪市東成区東中本２−１０−１８
2026-02-08
http://www.hatta-pi.com/
 
ハ,211328,株式会社⼋⽥製作所
〒400-0206,⼭梨県南アルプス市六科１４９０番地
2025-08-06
 
ハ,224954,株式会社⼋⽥⽯材⼯業
〒065-0020,北海道札幌市東区北２０条東１０丁⽬３ー５
2025-04-01
 



ハ,117444,有限会社ハットリ
〒492-8214,愛知県稲沢市⼤塚南２−４８
2024-03-21
 
ハ,127153,株式会社服部
〒657-0038,神⼾市灘区深⽥町２−５−９
2025-11-12
https://www.hattori-kobe.co.jp
 
ハ,229756,株式会社ハットリ
〒812-0892,福岡県福岡市博多区東那珂２丁⽬２番１１号
2023-06-03
http://www.yamakasa.co.jp
 
ハ,215811,株式会社服部組
〒456-0055,愛知県名古屋市熱⽥区南⼀番町２０番３号
2024-12-04
https://www.hattorigumi.co.jp/
 
ハ,211981,服部⼯業株式会社
〒457-0863,愛知県名古屋市南区豊⼀丁⽬３３番３号
2024-01-10
 
ハ,215241,株式会社ハットリ⼯業
〒840-0053,佐賀県佐賀市朝⽇町５ー５６
2024-02-20
http://www.hattori-k.net/
 
ハ,223662,服部興業株式会社
〒701-0151,岡⼭県岡⼭市北区平野６２０番地
2024-10-01
http://www.hattori-k.co.jp
 
ハ,502661,株式会社 服部⼯務店
〒454-0957,愛知県名古屋市中川区かの⾥２丁⽬８０８
2024-06-19
 
ハ,101542,服部産業株式会社
〒108-0073,東京都港区三⽥３−４−９ リーラハイツヒジリザカ２０２号
2024-07-30
 
ハ,117199,服部産業株式会社 鋳造事業部
〒850-0077,⻑崎県⻑崎市⼩瀬⼾町８０９−９
2025-04-22
http://www.hattori-nagasaki.co.jp
 
ハ,117121,服部産業株式会社 配電盤部
〒850-0077,⻑崎市⼩瀬⼾町８０９−９
2025-05-22
http://www.hattori-nagasaki.co.jp
 
ハ,127208,服部猛株式会社
〒460-0003,名古屋市中区錦２−１６−８
2023-06-20
http://www.t-hattori.co.jp



 
ハ,229529,株式会社服部鉄⼯所
〒454-0041,愛知県名古屋市中川区⼋神町１丁⽬５１番地
2026-03-01
http://fabht.jp/
 
ハ,105451,服部ヒーティング⼯業株式会社
〒534-0011,⼤阪府⼤阪市都島区⾼倉町２−３−１５
2025-02-12
http://www.hattori-jp.com
 
ハ,106431,株式会社ハッピー・ジャパン
〒101-0064,東京都千代⽥区神⽥猿楽町２−８−１２
2024-12-21
http://www.happyjapan.co.jp/index.html
 
ハ,102221,株式会社ハッピージャパン
〒990-2251,⼭形県⼭形市⽴⾕川３−３５１５
2025-01-25
http://www.happyjpn.com
 
ハ,504396,ハッポー化学⼯業株式会社
〒915-0885,福井県越前市⼤⾍町３−１
2023-12-03
happoc.co.jp
 
ハ,215391,株式会社ハツガイ
〒373-0015,群⾺県太⽥市東新町３０１番地
2024-05-15
http://hatsugai-kun.com
 
ハ,219142,株式会社ＨＡＴＳＵＧＡＩ
〒330-0856,埼⽟県さいたま市⼤宮区三橋２丁⽬６２５番地６
2024-02-22
https://hatsugai-kun.com/
 
ハ,229982,初⾕建設株式会社
〒327-0003,栃⽊県佐野市⼤橋町１００３ー２
2023-10-02
https://hatsugai-kun.com/
 
ハ,120150,株式会社初⽥サービスステーション
〒186-0001,東京都国⽴市北３−２７−１５
2023-07-26
 
ハ,105493,株式会社初⽥製作所
〒573-1132,⼤阪府枚⽅市招提⽥近３−５
2025-03-20
https://hatsuta.co.jp
 
ハ,127127,株式会社初台製作所
〒221-0841,横浜市神奈川区松本町４−３２−７
2025-07-25
http://www.hatsudai.co.jp
 



ハ,214155,初野建材⼯業株式会社
〒350-0852,埼⽟県川越市川越２３６３番地３
2025-04-26
https://hatsuno-kk.com/
 
ハ,214402,有限会社ハツリアサノ組
〒501-6232,岐⾩県⽻島市⽵⿐町狐⽳７５４番地の１
2025-10-04
 
ハ,226463,株式会社斫⽊村
〒503-0856,岐⾩県⼤垣市新⽥町５丁⽬２２番地
2026-03-01
http://www.h-kimura.co.jp
 
ハ,213242,斫⼯業株式会社
〒116-0011,東京都荒川区⻄尾久６丁⽬１０番２６号
2026-05-20
https://www.hatsurikou.com/
 
ハ,213706,斫巧 寺倉広之（その他）
〒521-1113,滋賀県彦根市稲部町１０４−２４
2024-05-19
 
ハ,226275,⽻⿃建設株式会社
〒334-0013,埼⽟県川⼝市南鳩ヶ⾕７ー１ー１５
2025-12-01
https://www.hatori-kensetsu.co.jp/
 
ハ,213552,株式会社⽻⿃⼯業
〒352-0015,埼⽟県新座市池⽥５ー１ー３
2024-01-13
http://hatoricogyo.jp
 
ハ,127029,株式会社花井製作所
〒470-2105,愛知県知多郡東浦町⼤字藤江字トウズ５
2025-02-21
https://www.hanai.jp
 
ハ,227710,株式会社ハナオカ
〒080-0014,北海道帯広市⻄４条南３７丁⽬１番５号
2021-03-23
 
ハ,212900,花岡⾦属株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町３丁⽬９番１号
2025-10-30
https://hanaoka-kk.co.jp
 
ハ,231881,有限会社花岡組
〒730-0845,広島県広島市中区⾈⼊川⼝町３番１４号
2026-04-11
 
ハ,126039,花岡商事株式会社
〒386-0012,⻑野県上⽥市中央５−１４−２
2023-11-09
 



ハ,219669,花岡⼟建株式会社
〒017-0045,秋⽥県⼤館市中道３−１−５０
2024-04-27
 
ハ,213775,株式会社花喜
〒963-0724,福島県郡⼭市⽥村町上⾏合字南川⽥４７番地の１２
2024-07-28
http://hanaki.fukushima.jp
 
ハ,210937,株式会社花⽊運送
〒003-0859,北海道札幌市⽩⽯区川北２２６７番８１号
2025-03-04
https://apps.ibt-cloud.com/ci-net/user/my_page/application
 
ハ,211516,花国技建株式会社
〒103-0012,東京都中央区⽇本橋堀留町１丁⽬４番１６号ピーコス⽇本橋ビル４階
2026-01-20
http://www.hanakunig.co.jp
 
ハ,505399,花⾥製作所
〒385-0011,⻑野県佐久市猿久保７８２−８
2023-06-16
 
ハ,230495,花園電気株式会社
〒557-0032,⼤阪府⼤阪市⻄成区旭⼀丁⽬２番４号
2025-07-19
 
ハ,227294,株式会社花⾕建設
〒277-0931,千葉県柏市藤ケ⾕１４３９
2024-01-13
 
ハ,221498,有限会社花⾕⼯業
〒866-0894,熊本県⼋代市上野町３８９０番地３
2025-04-01
 
ハ,117049,花⾕塗装⼯業株式会社
〒921-8021,⾦沢市御影町２１−５
2024-04-18
 
ハ,226798,株式会社花⽥業務店
〒241-0812,神奈川県横浜市旭区⾦が⾕２−３２−５
2023-06-01
 
ハ,120577,ハナダ精密
〒807-1121,北九州市⼋幡⻄区⽯坂３−１−１１
2023-11-05
 
ハ,124618,有限会社花⽥鉄⼯所
〒514-0819,三重県津市⾼茶屋６−９−３１
2025-11-18
 
ハ,102759,株式会社花⽥電機製作所
〒340-0835,埼⽟県⼋潮市浮塚９２５−１
2025-08-30
 



ハ,217279,株式会社花⼟
〒173-0016,東京都板橋区中板橋６ー１
2025-11-05
 
ハ,226066,株式会社花菱グループ
〒231-0014,神奈川県横浜市中区常盤町５−５７⽵内ビル
2025-10-01
http://www.hanabishi-group.com/
 
ハ,217803,花菱産業株式会社
〒177-0033,東京都練⾺区⾼野台２丁⽬３番１０号
2026-06-23
http://www.hanabishi-sangyo.com/
 
ハ,219711,株式会社ハナフサ
〒542-0012,⼤阪府⼤阪市中央区⾕町７丁⽬５番９号
2024-05-11
 
ハ,220747,株式会社英
〒814-0163,福岡県福岡市早良区⼲隈四丁⽬１２番５号
2025-03-01
_
 
ハ,214242,英硝⼦商⼯株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町１ー２ー８
2025-06-14
 
ハ,219245,有限会社ハナブサ⼯業
〒545-0041,⼤阪府⼤阪市阿倍野区共⽴通２丁⽬１番１３号
2024-03-09
 
ハ,219994,有限会社英⼯業
〒980-0871,宮城県仙台市⻘葉区⼋幡２−１２−２０
2024-07-06
 
ハ,225205,株式会社英⼯務店
〒781-0832,⾼知県⾼知市九反⽥１５番２号
2025-05-01
 
ハ,217072,有限会社花丸
〒272-0122,千葉県市川市宝１丁⽬１１番１０号
2025-09-10
 
ハ,117097,株式会社花満精機
〒613-0023,京都府久世郡久御⼭町野村村東１３９−１
2023-12-16
 
ハ,216121,有限会社花美
〒243-0307,神奈川県愛甲郡愛川町半原２７３０−１
2025-03-12
 
ハ,100913,株式会社ハナムラオプティクス
〒240-0023,横浜市保⼟ヶ⾕区岩井町１−７ 保⼟ヶ⾕駅ビル４Ｆ
2023-10-26
http://www.hanamuraoptics.com



 
ハ,127275,花村産業株式会社
〒390-0828,⻑野県松本市庄内２−５−４７
2026-02-12
 
ハ,212335,株式会社ハナヤマ
〒812-0062,福岡県福岡市東区松島１丁⽬２８ー３６
2024-10-03
http://www.hanayama.main.jp
 
ハ,232017,花⼭建設株式会社
〒804-0072,福岡県北九州市⼾畑区元宮町１１番１８号
2026-05-23
http://www.hanayama-kensetsu.jp/company/
 
ハ,123900,有限会社⽻成製作所
〒315-0034,茨城県⽯岡市東⽥中１２０６−２
2025-05-28
 
ハ,102130,株式会社塙 製作所
〒373-0071,群⾺県太⽥市原宿町２８８４−１
2025-01-15
 
ハ,226080,塙電気⼯事株式会社
〒114-0001,東京都北区東⼗条１丁⽬５番２ー２０３号
2025-10-01
http://hanawa-inc.com
 
ハ,221939,ハニックス株式会社
〒077-0205,北海道増⽑郡増⽑町弁天町５丁⽬８９番地の３
2025-08-01
https://hatanaka-gr.co.jp/introduction_002/
 
ハ,220168,株式会社⽻建
〒245-0021,神奈川県横浜市泉区下和泉五丁⽬１７番３号
2024-08-17
 
ハ,125219,株式会社⽻⽥研磨
〒230-0021,横浜市鶴⾒区市場上町４−２９
2026-02-14
http://hanedakenma.co.jp
 
ハ,127125,株式会社⽻⽥写⼯
〒144-0055,東京都⼤⽥区仲六郷４−３３−７
2025-06-04
 
ハ,117482,株式会社⽻根⽥商会
〒460-0011,名古屋市中区⼤須３−４０−１２
2024-03-08
http://www.haneda-shokai.co.jp
 
ハ,230860,ハネダ防設株式会社
〒144-0043,東京都⼤⽥区⽻⽥四丁⽬３番１０号
2025-09-20
https://hanebo.com/



 
ハ,222884,⽻⽥屋硝⼦株式会社
〒430-0803,静岡県浜松市東区植松町１４７９ー１
2024-03-01
 
ハ,117016,株式会社ハネダユニテック
〒135-0004,東京都江東区森下４−１−２
2024-06-16
 
ハ,220566,株式会社⽻友建設
〒221-0032,神奈川県横浜市神奈川区出⽥町１番地２
2024-12-21
https://www.hanetomo.co.jp
 
ハ,127120,ハバジット⽇本株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥３−１１−６ サンウエスト⼭⼿ビル６Ｆ
2025-05-18
http://www.habasit.co.jp
 
ハ,211286,⽻原産業株式会社
〒721-0942,広島県福⼭市引野町３丁⽬４番２７号
2025-07-21
 
ハ,216903,ハピネスデンキ株式会社
〒146-0092,東京都⼤⽥区下丸⼦２ー２７ー１
2025-07-23
https://happiden.co.jp/
 
ハ,501616,株式会社ハピラ
〒103-0004,東京都中央区東⽇本橋２−８−３ 東⽇本橋グリーンビル７Ｆ
2025-02-26
https://www.hpl.co.jp/
 
ハ,218316,株式会社ハマイ
〒935-0031,富⼭県氷⾒市柳⽥２５８２番地
2023-09-01
 
ハ,505427,株式会社ハマイ
〒141-8512,東京都品川区⻄五反⽥７−７−７ ＳＧスクエア２階
2023-06-25
http://www.hamai-net.com/index.html
 
ハ,215486,有限会社浜⼀⼯業
〒232-0063,神奈川県横浜市南区中⾥２ー９ー３２
2024-07-10
 
ハ,107320,浜井電球⼯業株式会社
〒112-8548,東京都⽂京区春⽇１−９−２６
2026-02-01
http://www.hamai.co.jp
 
ハ,213811,ハマインペリアル株式会社
〒245-0015,神奈川県横浜市泉区中⽥⻄１丁⽬６番８号
2024-08-18
 



ハ,101702,ハマエンジニアリング株式会社
〒223-0052,神奈川県横浜市港北区綱島東３−５−１４
2024-10-01
 
ハ,220950,浜岡⼯業株式会社
〒857-2427,⻑崎県⻄海市⼤島町１９１７番地
2025-03-29
http://www.hamaoka-industry.com/
 
ハ,217013,有限会社濱川組
〒803-0863,福岡県北九州市⼩倉北区南丘１丁⽬１４−５
2025-08-27
 
ハ,124756,浜川電気株式会社
〒230-0076,神奈川県横浜市鶴⾒区⾺場３−１−２８
2025-12-22
 
ハ,229766,株式会社ハマキャスト
〒530-0003,⼤阪府⼤阪市北区堂島２−３−５⼤阪堂島ビル７階
2023-06-13
http://www.hamacast.co.jp
 
ハ,212394,株式会社ハマグチ
〒847-0873,佐賀県唐津市海岸通７１８２−７８
2024-11-28
http://www.hamaguchi-karatsu.jp/
 
ハ,214387,株式会社濵建
〒811-2126,福岡県糟屋郡宇美町障⼦岳南２丁⽬２１番２７号
2025-10-04
https://www.hamaken-f.com/
 
ハ,224393,株式会社濱建
〒060-0033,北海道札幌市中央区北三条東５丁⽬５番地
2025-04-01
http://www.hamaken-roof.co.jp
 
ハ,211738,浜建⼯業株式会社
〒566-0031,⼤阪府摂津市昭和園７番２４号
2026-06-29
http://www.e-hamaken.jp
 
ハ,101541,ハマコーテング株式会社
〒223-0052,横浜市港北区綱島東６−１１−２４
2024-07-30
 
ハ,214717,浜興株式会社
〒904-0311,沖縄県中頭郡読⾕村字⽐謝４３６番地２、７号
2026-05-16
 
ハ,221019,株式会社濱﨑組
〒790-0038,愛媛県松⼭市和泉北１丁⽬１３番３９号
2025-01-01
https://www.hamasakigumi.co.jp/
 



ハ,216378,浜崎建設株式会社
〒899-5215,⿅児島県姶良市加治⽊町本町１１９番地季⼀遊５階
2025-05-14
 
ハ,224109,浜崎⼯業株式会社
〒457-0852,愛知県名古屋市南区泉楽通３丁⽬３８番地
2025-02-01
http://www.hamasaki-kougyo.co.jp
 
ハ,106738,浜崎電気商会
〒899-6205,⿅児島県姶良郡湧⽔町幸⽥２２７
2025-07-22
 
ハ,223568,株式会社浜崎
〒760-0065,⾹川県⾼松市朝⽇町１丁⽬３番１８号
2024-09-01
http://www.hamazaki.com
 
ハ,219627,有限会社浜崎電設
〒400-0304,⼭梨県南アルプス市吉⽥８５６ー１
2024-04-20
 
ハ,215854,有限会社浜重組
〒740-0034,⼭⼝県岩国市南岩国町⼀丁⽬２３ー５
2024-12-18
 
ハ,213835,浜商サービス株式会社
〒245-0063,神奈川県横浜市⼾塚区原宿１ー９ー１０
2024-09-08
 
ハ,126947,浜商事株式会社
〒437-1301,静岡県掛川市横須賀３０４−１
2024-06-19
 
ハ,231434,濱匠 濱野元彰（その他）
〒151-0071,東京都渋⾕区本町３−５０−１０
2025-12-13
 
ハ,220979,浜島防災システム株式会社
〒442-0826,愛知県豊川市⽜久保町常盤１８番地の３
2025-04-05
https://hamajimabousai.co.jp/
 
ハ,215109,株式会社ハマソウ
〒289-1133,千葉県⼋街市吉倉４３３ー１３
2023-12-05
 
ハ,117228,株式会社ハマソニック
〒213-0001,川崎市⾼津区溝⼝６−１２−１８
2023-07-15
http://www.hamasonic.co.jp
 
ハ,105751,株式会社ハマダ
〒671-1234,兵庫県姫路市網⼲区新在家１２６１−１２
2022-11-26



https://www.hamada-inc.co.jp
 
ハ,217726,株式会社浜⽥組
〒590-0106,⼤阪府堺市南区豊⽥９５６−３
2023-04-27
 
ハ,123420,ハマダゴム株式会社
〒339-0076,埼⽟県さいたま市岩槻区平林寺６２３
2025-02-02
http://www.hamada.gomu.gr.jp
 
ハ,117076,濱⽥重⼯株式会社
〒804-0053,北九州市⼾畑区牧⼭１−１−３６
2024-07-17
http://hamada-hi.com/
 
ハ,220346,株式会社浜⽥スレート
〒712-8056,岡⼭県倉敷市⽔島福崎町５−１１
2024-10-12
 
ハ,215534,有限会社浜⽥鉄筋
〒799-0705,愛媛県四国中央市⼟居町野⽥丙２０３
2024-08-21
 
ハ,117154,浜⽥電機株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町３−９−４
2025-02-16
http://www.hamada-dk.com
 
ハ,229789,有限会社濵⽥内装
〒892-0802,⿅児島県⿅児島市清⽔町２０番１号
2026-06-19
 
ハ,117141,濱⽥プレス⼯芸株式会社
〒579-8057,⼤阪府東⼤阪市御幸町２−８
2025-05-25
http://www.hmd-hamada.co.jp
 
ハ,125631,株式会社濱⽥屋商店
〒852-8053,⻑崎県⻑崎市葉⼭２−２７−５
2023-07-04
http://www.hama-x.co.jp/
 
ハ,106889,ハマダレクテック株式会社
〒869-1232,熊本県菊池郡⼤津町⾼尾野２７２−８
2026-02-08
https://hamada-hi.com/hamada_rectech/
 
ハ,224140,株式会社ハマテックス
〒891-0131,⿅児島県⿅児島市⾕⼭港１丁⽬３番地３４
2025-02-01
https://hamts.jp/
 
ハ,225306,浜塗装有限会社
〒710-0027,岡⼭県倉敷市⻄⽥３８２



2025-06-01
 
ハ,127157,株式会社ハマナ
〒594-0072,⼤阪府和泉市井ノ⼝町３−３
2025-08-06
http://www.hamana.jp
 
ハ,222653,浜中⼯業株式会社
〒551-0021,⼤阪府⼤阪市⼤正区南恩加島５ー８ー５４
2024-02-01
 
ハ,222766,濱名建設⼯業株式会社
〒660-0843,兵庫県尼崎市東海岸町１番地の４１
2024-03-01
http://www.hamana-k.co.jp
 
ハ,228203,浜⽇商亊株式会社
〒434-0046,静岡県浜松市浜北区染地台六丁⽬１０番１２号
2024-06-21
 
ハ,221255,株式会社濱野建材店
〒007-0826,北海道札幌市東区東雁来六条２丁⽬３ー５０
2025-03-01
http://www.hamanokenzaiten.co.jp
 
ハ,218724,ハマノ建設株式会社
〒353-0001,埼⽟県志⽊市上宗岡５−１８−３
2023-12-08
https://hamano-cnst.co.jp/
 
ハ,210042,浜野電設株式会社
〒331-0821,埼⽟県さいたま市北区別所町５４ー９
2023-11-11
http://www.hamano-densetsu.co.jp
 
ハ,221342,株式会社はまはら
〒722-0014,広島県尾道市新浜１丁⽬３番４号
2025-04-01
 
ハ,101671,株式会社ハマビ
〒437-1413,静岡県掛川市国安９０２−５
2024-09-18
http://www.hamadenk.co.jp/
 
ハ,211409,株式会社浜辺鉄筋⼯業
〒167-0033,東京都杉並区清⽔３ー８ー９
2025-10-22
http://hamabe-tekkin.co.jp/
 
ハ,128623,浜松ガスケット株式会社
〒434-0041,静岡県浜松市浜北区平⼝５０４２−１７７２
2025-12-27
https://www.hamagasu.co.jp
 
ハ,222285,有限会社浜松⼯業所



〒690-0011,島根県松江市東津⽥町６３４ー５
2023-10-01
 
ハ,127148,浜松光電株式会社
〒438-0207,静岡県磐⽥市宮本２４９−９
2025-11-26
http://www.hkd.co.jp
 
ハ,128208,浜松鋼板加⼯株式会社
〒434-0046,静岡県浜松市浜北区染地台６−１２−１２
2025-08-30
http://www.hmmtkk.co.jp
 
ハ,107150,浜松ホトニクス株式会社
〒435-8558,静岡県浜松市東区市野町１１２６−１
2025-04-14
https://www.hamamatsu.com
 
ハ,229749,株式会社ハマユウ
〒252-1104,神奈川県綾瀬市⼤上３ー６ー１３
2023-06-03
http://hama-yuu.co.jp/
 
ハ,505659,Ｈａｍｅｅ株式会社
〒250-0011,神奈川県⼩⽥原市栄町２−１２−１０ Ｓｑｕａｒｅ Ｏ２
2025-01-14
 
ハ,217769,ハミルトン株式会社
〒279-0025,千葉県浦安市鉄鋼通り⼆丁⽬２番８号
2026-06-02
https://www.hamilton-ship.co.jp/
 
ハ,127178,ハムジャパン株式会社
〒144-0052,東京都⼤⽥区蒲⽥４−２９−５
2025-12-03
http://www.ham-japan.com/
 
ハ,127600,株式会社ハムレット・モトヤマ・ジャパン
〒104-0033,東京都中央区新川１−１６−４ ＶＯＲＴ茅場町イースト８Ｆ
2024-12-01
http://www.ham-let.co.jp/
 
ハ,219398,有限会社ハヤカワ
〒467-0815,愛知県名古屋市瑞穂区前⽥町⼆丁⽬５３番地５
2024-03-23
https://yhayakawa.com
 
ハ,222998,株式会社ハヤカワ
〒486-0917,愛知県春⽇井市美濃町３ー２０ー１３
2024-04-01
 
ハ,117023,ハヤカワインターナショナルジャパン株式会社
〒670-0971,兵庫県姫路市⻄延末４２２
2024-07-22
http://www.hdk-corp.com/



 
ハ,120969,早川⼯業株式会社
〒509-0108,岐⾩県各務原市須衛町２−４４６
2024-03-07
http://www.hayakawa.biz-web.jp/
 
ハ,505769,早川⼯業株式会社
〒319-1411,茨城県⽇⽴市川尻町５−２８−２４
2025-12-23
 
ハ,101042,早川ゴム株式会社
〒721-8540,広島県福⼭市箕島町南丘５３５１
2024-02-09
http://www.hrc.co.jp/
 
ハ,101561,早川商事株式会社
〒103-8350,東京都中央区⽇本橋⼩⾈町６−１
2024-08-01
http://www.hcl.co.jp
 
ハ,229803,早川商事株式会社
〒065-0016,北海道札幌市東区北⼗六条東１５丁⽬２番１５号
2026-07-02
http://www.hayakawa-s.jp/gaiyo.html
 
ハ,117335,早川鉄⼯株式会社
〒762-0012,⾹川県坂出市林⽥町６７２−４
2023-08-02
 
ハ,117417,有限会社早川鉄⼯所
〒511-0841,三重県桑名市⼩⾙須字随屋敷２０６５
2024-03-10
http://hayakawa-iw.co.jp/
 
ハ,222989,早川鉄鋼販売株式会社
〒135-0002,東京都江東区住吉２ー５ー１０
2024-04-01
 
ハ,127146,株式会社早川電機製作所
〒466-0058,名古屋市昭和区⽩⾦２−３−１６
2025-10-09
 
ハ,215575,株式会社早川電⼯
〒369-0114,埼⽟県鴻巣市筑波２−２−１１
2024-09-18
http://www.hayakawa-denko.jp/
 
ハ,219629,株式会社早川プラスター⼯業
〒211-0013,神奈川県川崎市中原区上平間１２２１−１０５
2024-04-20
 
ハ,129279,株式会社早神
〒530-0015,⼤阪市北区中崎⻄１−２−４
2024-02-16
http://www.shintopaint.co.jp



 
ハ,211551,早来⼯営株式会社
〒210-0867,神奈川県川崎市川崎区扇町６番１号
2026-02-17
https://hayakita.co.jp/
 
ハ,107543,株式会社ハヤシ
〒522-0201,滋賀県彦根市⾼宮町１６６６−３
2026-07-09
http://www.hayashi-1101.co.jp/
 
ハ,224091,株式会社ハヤシ
〒542-0081,⼤阪府⼤阪市中央区南船場２丁⽬１１番２８号
2025-02-01
 
ハ,226878,株式会社林圧接
〒701-0152,岡⼭県岡⼭市北区延友３９８ー５
2026-07-01
http://www.hayashiassetu.com/
 
ハ,219307,ハヤシエンジニアリング株式会社
〒455-0855,愛知県名古屋市港区藤前４丁⽬５１２番地
2024-03-16
 
ハ,127007,ハヤシ化成株式会社
〒456-0031,名古屋市熱⽥区神宮２−１１−２５
2025-01-16
http://www.hayashikasei.co.jp
 
ハ,106085,林兼コンピューター株式会社
〒750-0066,⼭⼝県下関市東⼤和２−１４−５０
2023-11-13
https://www.hcc-com.co.jp/
 
ハ,103466,林⾦属株式会社
〒550-0021,⼤阪市⻄区川⼝４−８−１５
2023-10-14
 
ハ,226614,株式会社林業務店
〒814-0155,福岡県福岡市城南区東油⼭１丁⽬３５ー５
2026-04-01
 
ハ,211672,林組（その他）
〒535-0003,⼤阪府⼤阪市旭区中宮４−１４−１２
2023-06-02
 
ハ,231778,有限会社ハヤシ建材建機商会
〒453-0058,愛知県名古屋市中村区城屋敷町四丁⽬４９番地
2026-03-14
 
ハ,219801,林建設有限会社
〒701-0104,岡⼭県倉敷市⼭地６１８ー６
2024-06-01
http://hayashi-kensetsu.biz/
 



ハ,224397,株式会社林建装
〒816-0912,福岡県⼤野城市御笠川３丁⽬７番１８号
2025-04-01
http://www.t-e-r-a.co.jp/
 
ハ,219101,株式会社ハヤシコーポレーション
〒515-2112,三重県松阪市曽原町７２８ー４
2024-02-16
 
ハ,127260,林⼯業株式会社
〒145-0065,東京都⼤⽥区東雪⾕３−２６−３
2025-12-17
http://www.hayashi-ind.co.jp
 
ハ,129545,林興業株式会社
〒510-0051,三重県四⽇市市千歳町３
2024-09-04
 
ハ,230269,株式会社林⼯業
〒592-8334,⼤阪府堺市⻄区浜寺⽯津町中四丁１１番１６号
2025-06-28
http://hayashi-kougyou.co.jp
 
ハ,505400,株式会社林⼯業所
〒509-9131,岐⾩県中津川市千旦林１３６３−１
2023-06-16
 
ハ,117324,林鋼材株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀４−１０−９
2023-09-20
https://www.hayashi-kouzai.co.jp/
 
ハ,211271,株式会社林⼯務店
〒073-0161,北海道砂川市⻄⼀条北１５丁⽬１番２９号
2025-07-07
http://www.hayashi-2476.co.jp
 
ハ,226438,株式会社林⼯務店
〒211-0066,神奈川県川崎市中原区今井⻄町１１番１３号
2026-03-01
http://hayashi1962.jp/
 
ハ,505576,株式会社林⼯務店
〒593-8312,⼤阪府堺市⻄区草部７５０−３
2024-04-13
 
ハ,223779,ハヤシ⼯務店 林嘉昭（その他）
〒773-0013,徳島県⼩松島市前原町字宮１８−１
2024-11-01
 
ハ,211299,株式会社林コンクリート
〒444-1152,愛知県安城市川島町上屋敷７
2025-07-27
 
ハ,127644,林コンバーテック株式会社



〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊２−１０−４ 第２ＴＲビル６階
2024-12-25
http://www.hayashi-cvt.co.jp/
 
ハ,215018,林サッシ⼯業株式会社
〒970-0112,福島県いわき市平泉崎字辻道６−２
2023-09-26
 
ハ,122870,株式会社林紙器製作所
〒394-0045,⻑野県岡⾕市川岸東１−９−６
2024-12-05
http://www.hayashi-shiki.com
 
ハ,127136,林純薬⼯業株式会社
〒540-0037,⼤阪府⼤阪市中央区内平野町３−２−１２ ＨＰＣビル
2025-10-05
http://www.hpc-j.co.jp
 
ハ,117456,株式会社ハヤシセーラ
〒579-8014,⼤阪府東⼤阪市中⽯切町７−４−５２
2024-05-30
http://www.hayashi-seira.co.jp/
 
ハ,117222,林精器製造株式会社
〒962-0001,福島県須賀川市森宿字向⽇向４５
2026-02-16
http://www.hayashiseiki.co.jp
 
ハ,107233,有限会社林精⼯
〒699-1123,島根県雲南市加茂町⼤⽵７９１−２
2025-11-30
http://hayashiseiko.com/
 
ハ,100484,株式会社林製作所
〒107-0062,東京都港区南⻘⼭１−７−２
2025-12-13
 
ハ,102127,株式会社林製作所
〒370-0086,群⾺県⾼崎市沖町３６８−１
2025-01-15
https://hayashi-mfg.jp/
 
ハ,104474,有限会社林製作所
〒940-1161,新潟県⻑岡市左近町１２５−３
2025-07-20
 
ハ,218136,林造園株式会社
〒983-0868,宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中４番地の２
2023-08-04
 
ハ,127077,株式会社林⽥⾦属
〒854-0063,⻑崎県諫早市⾙津町１２０４−３８
2025-01-30
http://www.hayashidametal.co.jp
 



ハ,212037,株式会社林⽥組
〒675-0058,兵庫県加古川市東神吉町天下原１４５番地の２０
2024-02-16
 
ハ,103671,株式会社林⽥スチールテックス
〒856-0844,⻑崎県⼤村市溝陸町１０２５−８
2024-02-27
 
ハ,212397,株式会社ハヤシダテクノ
〒210-0851,神奈川県川崎市川崎区浜町４丁⽬７番１４号
2024-11-28
https://hayashidatechno.jp/
 
ハ,220086,ハヤシ断熱株式会社
〒733-0025,広島県広島市⻄区⼩河内町２丁⽬２７−２０
2024-07-20
 
ハ,222650,株式会社林鐡⼯所
〒791-1112,愛媛県松⼭市南⾼井町２０１２番地
2024-02-01
 
ハ,224793,株式会社林鉄⼯所
〒484-0035,愛知県⽝⼭市字裏⼭２−５４
2025-04-01
https://www.hyst.co.jp/
 
ハ,223756,株式会社林電気⼯業所
〒593-8322,⼤阪府堺市⻄区津久野町１丁２２ー８
2024-11-01
 
ハ,230345,株式会社林電気設備
〒533-0011,⼤阪府⼤阪市東淀川区⼤桐⼀丁⽬３番７号
2025-07-05
 
ハ,124604,株式会社林塗装店
〒623-0221,京都府綾部市位⽥町８１−１
2025-11-15
 
ハ,215566,ハヤシ塗装 林浩司（その他）
〒416-0934,静岡県富⼠市鮫島４３１ー９
2024-09-11
 
ハ,217420,有限会社林原⽊⼯所
〒701-0214,岡⼭県岡⼭市南区曽根８９２
2026-01-07
 
ハ,229884,有限会社林ビコー
〒451-0053,愛知県名古屋市⻄区枇杷島２ー２３ー４
2023-08-06
 
ハ,107253,林フェルト株式会社
〒111-0042,東京都台東区寿２−１−１
2025-12-24
http://www.hfelt.co.jp
 



ハ,127744,ハヤシレピック株式会社
〒170-0004,東京都豊島区北⼤塚１−２８−３
2025-02-19
http://www.h-repic.co.jp
 
ハ,503390,ハヤシレピック株式会社
〒170-0004,東京都豊島区北⼤塚⼀丁⽬２８番地３号
2025-03-29
https://www.h-repic.co.jp/
 
ハ,127083,林六株式会社
〒542-0081,⼤阪市中央区南船場４−１１−２８ ＪＰＲ⼼斎橋ウエスト８階
2025-04-13
http://www.hayashiroku.co.jp
 
ハ,104928,株式会社林ロストワックス⼯業
〒949-4142,新潟県柏崎市⻄⼭町黒部４４５
2023-09-13
http://www.hlw.co.jp/
 
ハ,216575,株式会社早瀬⼯業
〒231-0057,神奈川県横浜市中区曙町１丁⽬３番地藤和伊勢佐⽊ハイタウン２２８号
2025-06-04
http://hayase-kogyo.co.jp/
 
ハ,127246,株式会社早瀬製作所
〒574-0056,⼤阪府⼤東市新⽥中町７−１４
2026-05-16
 
ハ,211372,有限会社早津⼯業
〒232-0041,神奈川県横浜市南区睦町１−１４−４
2025-09-30
 
ハ,219852,有限会社ハヤト⼯業
〒890-0031,⿅児島県⿅児島市武岡２丁⽬１９番５号
2024-06-15
 
ハ,216410,株式会社ハヤナミ
〒183-0005,東京都府中市若松町１丁⽬１２番地の３
2025-05-14
https://www.hayanamifucyuu.jp/
 
ハ,213136,株式会社ハヤブサ
〒210-0846,神奈川県川崎市川崎区⼩⽥１ー６ー３
2026-03-19
http://www.hayabusa-net.co.jp/
 
ハ,226119,株式会社隼⼯務店
〒615-8147,京都府京都市⻄京区樫原塚ノ本町４ー１４
2025-11-01
 
ハ,224777,隼電気株式会社
〒984-0042,宮城県仙台市若林区⼤和町５ー３０ー２２
2025-04-01
http://www.8823elec.com



 
ハ,213472,株式会社隼ビルド
〒710-0023,岡⼭県倉敷市帯⾼１７１番地−１Ｆ
2023-10-21
 
ハ,104493,株式会社⽻⼭組
〒243-0036,神奈川県厚⽊市⻑⾕３９４
2025-08-01
 
ハ,226133,株式会社巴⼭組
〒613-0046,京都府久世郡久御⼭町⼤橋辺堤外縁２４番地
2025-11-01
https://hayamagumi.com/
 
ハ,123188,株式会社葉⼭電器製作所
〒514-2105,三重県津市美⾥町五百野１２８５
2025-01-27
http://www.e-hayama.co.jp
 
ハ,226174,株式会社巴⼭⼟⽊
〒613-0025,京都府久世郡久御⼭町相島村内３６ー３
2025-11-01
http://hayama.e-const.jp
 
ハ,117453,速⽔印刷株式会社
〒530-0022,⼤阪府⼤阪市北区浪花町１２−２４ ⾚坂天六ビル４Ｆ
2024-06-16
http://www.hayami-p.co.jp
 
ハ,123331,ハヤミ⼯産株式会社
〒529-0498,滋賀県⻑浜市⽊之本町黒⽥３１３−２
2025-01-29
http://www.hayami.co.jp
 
ハ,227359,株式会社早⽔圧送
〒347-0032,埼⽟県加須市花崎３−１３−１９
2024-02-09
http://hayamizuassou.com
 
ハ,503717,速⽔発条株式会社
〒933-0101,富⼭県⾼岡市伏⽊国分２−２−２
2025-10-29
http://www.hayamizu-hatsujo.co.jp/
 
ハ,220810,有限会社速⾒電気
〒567-0855,⼤阪府茨⽊市新和町１番８号
2025-03-15
 
ハ,230726,株式会社ハヤモク
〒063-0828,北海道札幌市⻄区発寒⼋条⼗⼀丁⽬６８２番１５
2025-08-16
 
ハ,211603,株式会社ハヤロク宇部
〒757-0011,⼭⼝県⼭陽⼩野⽥市⼤字津布⽥字四郎丸１２４２番地１
2026-04-14



http://xn--pck3czcsb.com/
 
ハ,223500,原頭⼯業株式会社
〒554-0032,⼤阪府⼤阪市此花区梅町２丁⽬２番３５号
2024-08-01
 
ハ,216973,有限会社原⽊板⾦製作所
〒210-0854,神奈川県川崎市川崎区浅野町４−７
2025-08-06
 
ハ,214667,原⼝⼯業株式会社
〒552-0011,⼤阪府⼤阪市港区南市岡２丁⽬１１番１５号
2026-04-11
 
ハ,215047,株式会社原組
〒254-0822,神奈川県平塚市菫平８ー１４
2023-10-17
 
ハ,220969,株式会社原建設⼯業
〒240-0026,神奈川県横浜市保⼟ケ⾕区権太坂三丁⽬１２番１５号
2025-04-05
https://www.haraken-k.co.jp/
 
ハ,219738,有限会社原⼯
〒206-0001,東京都多摩市和⽥４６３ー１
2024-05-18
 
ハ,217618,株式会社原⼯業
〒386-1211,⻑野県上⽥市下之郷４７１ー３
2026-03-03
http://harakogyo.co.jp/
 
ハ,220722,株式会社原⼯業
〒024-0004,岩⼿県北上市村崎野１４地割４２６
2025-02-21
 
ハ,226943,株式会社原⼯務店
〒591-8035,⼤阪府堺市北区東上野芝町２丁４６８−１
2023-08-01
 
ハ,223150,株式会社原柴建築測量
〒146-0082,東京都⼤⽥区池上４ー３１ー１１
2024-06-01
http://www.harashiba.co.jp
 
ハ,231933,有限会社原島管⼯
〒190-0011,東京都⽴川市⾼松町三丁⽬１５番１５号モアグランデ⽴川１０２号
2026-04-25
 
ハ,218899,株式会社原島⼯業
〒193-0801,東京都⼋王⼦市川⼝町１４８９ー４
2024-01-12
 
ハ,225803,株式会社原商
〒699-0496,島根県松江市宍道町⽩⽯８１番地１０



2025-08-01
https://www.harasho.co.jp/
 
ハ,226332,株式会社原商店
〒963-8871,福島県郡⼭市本町２丁⽬２番５号
2026-01-01
 
ハ,210667,原タイル株式会社
〒514-0304,三重県津市雲出本郷町１８７７ー１
2024-10-30
 
ハ,220981,原建物技⼯株式会社
〒113-0033,東京都⽂京区本郷五丁⽬２８番３号
2025-04-05
https://www.harasodan.com/
 
ハ,211710,株式会社原⽥
〒889-0603,宮崎県東⾅杵郡⾨川町加草１ー１０５
2026-06-20
 
ハ,212678,株式会社ハラダ
〒984-0002,宮城県仙台市若林区卸町東５丁⽬３番３８号
2025-06-12
http://www.harada-glass.co.jp/
 
ハ,219705,株式会社ハラダ空調
〒739-1521,広島県広島市安佐北区⽩⽊町⼤字三⽥１１５００ー１
2024-05-11
 
ハ,220054,株式会社原⽥組
〒731-0123,広島県広島市安佐南区古市１丁⽬３５番２号
2025-02-01
 
ハ,216271,株式会社原⽥建設
〒871-0058,⼤分県中津市豊⽥町１番地１１
2025-04-09
https://www.harada-kensetsu.co.jp/
 
ハ,221469,株式会社原⽥建設
〒680-0875,⿃取県⿃取市数津６２番地２
2025-04-01
http://haraken.com
 
ハ,226853,原⽥建設株式会社
〒880-0035,宮崎県宮崎市下北⽅町井尻５３６２番地５
2026-07-01
http://hrdm.co.jp/
 
ハ,117026,原⽥⼯業株式会社
〒140-0013,東京都品川区南⼤井６−２６−２ ⼤森ベルポートＢ館４Ｆ
2024-06-24
https://www.harada.com/jp/
 
ハ,224941,原⽥鋼業株式会社
〒470-0424,愛知県豊⽥市御作町深渡１１７７番地８



2025-04-01
https://haradakogyo.jp
 
ハ,221521,有限会社原⽥⼯務店
〒181-0016,東京都三鷹市深⼤寺３丁⽬８番３号
2025-04-01
 
ハ,127170,原⽥産業株式会社
〒542-0081,⼤阪市中央区南船場２−１０−１４
2025-05-21
https://www.haradacorp.co.jp/
 
ハ,107173,株式会社原⽥重⼯作所
〒572-0036,⼤阪府寝屋川市池⽥⻄町２８−３４
2025-10-14
 
ハ,122424,株式会社原⽥精⼯
〒394-0035,⻑野県岡⾕市天⻯町２−２−１８
2024-09-09
http://www.haradaseiko.co.jp/
 
ハ,100368,株式会社ハラダ製作所
〒203-0013,東京都東久留⽶市新川町１−１１−２８
2025-10-01
http://www.harada-s-s.com/
 
ハ,102847,株式会社原⽥製作所
〒671-1132,兵庫県姫路市⼤津区勘兵衛町２−６４
2025-10-24
 
ハ,215274,株式会社原⽥鉄⼯
〒840-0863,佐賀県佐賀市嘉瀬町⼤字⼗五３６７ー１
2024-03-06
https://haradatekko.com/
 
ハ,230974,原⽥電⼯ 原⽥健⼀（その他）
〒651-2113,兵庫県神⼾市⻄区伊川⾕町有瀬１１５７番地３−３０２号
2025-10-04
 
ハ,124305,有限会社原⽥塗装⼯業所
〒435-0022,静岡県浜松市鶴⾒町１５０８−２
2025-06-30
http://www.harada-tosou-jp.com/
 
ハ,500078,有限会社原⽥パイプ⼯作所
〒850-0961,⻑崎県⻑崎市⼩ヶ倉町３丁⽬８１番地２
2023-08-12
 
ハ,222928,有限会社原鉄筋⼯業所
〒250-0052,神奈川県⼩⽥原市府川３０番地
2024-04-01
 
ハ,215935,有限会社原電気⼯業
〒410-0312,静岡県沼津市原４４９番地の２４
2025-01-22



_
 
ハ,219047,原電⼯業株式会社
〒739-1734,広島県広島市安佐北区⼝⽥４丁⽬８ー９
2024-02-09
 
ハ,117619,株式会社原ネームプレート製作所
〒490-1207,愛知県あま市⼆ッ寺六町６４
2024-09-11
http://www.haraname.co.jp
 
ハ,220111,株式会社ハラノ
〒003-0029,北海道札幌市⽩⽯区平和通９丁⽬北１７番３号
2024-07-27
http://www.kk-harano.co.jp/
 
ハ,127074,株式会社原ノ町鉄⼯
〒842-0056,佐賀県神埼市千代⽥町境原７８７
2025-02-16
https://haranomachi.co.jp/
 
ハ,215323,有限会社原はつり⼯業
〒870-0126,⼤分県⼤分市⼤字横尾１６５９−８
2024-03-27
 
ハ,230315,株式会社原ハツリ⼯業
〒899-5431,⿅児島県姶良市⻄餠⽥１６４番地１
2025-06-28
 
ハ,219751,有限会社ハラバン
〒161-0033,東京都新宿区下落合４−７−２１
2024-05-18
 
ハ,127145,原光精⼯有限会社
〒230-0024,神奈川県横浜市鶴⾒区市場下町４−１７
2025-06-12
 
ハ,124419,原⼭化成⼯業株式会社
〒954-0053,新潟県⾒附市本町１−１−３７
2025-08-16
 
ハ,127776,株式会社張替⼯業
〒253-0113,神奈川県⾼座郡寒川町⼤曲３−１６−１５
2025-03-05
 
ハ,213982,張替鉄筋⼯業株式会社
〒133-0051,東京都江⼾川区北⼩岩６丁⽬２０番４号
2025-01-26
https://www.harikae.co.jp/
 
ハ,100068,株式会社ハリガイ⼯業
〒300-2521,茨城県常総市⼤⽣郷町６１３９−１
2025-07-26
http://www.harigai-kogyo.com/
 



ハ,104669,榛⽊⾦属⼯業株式会社
〒544-0002,⼤阪府⼤阪市⽣野区⼩路１−１９−１
2026-03-09
https://www.hariki-net.co.jp
 
ハ,105521,ハリキ精⼯株式会社
〒537-0012,⼤阪市東成区⼤今⾥３−２６−１７
2025-04-10
 
ハ,231784,株式会社ハリマ
〒814-0033,福岡県福岡市早良区有⽥⼋丁⽬３番１３号
2026-03-14
https://www.harima-inc.co.jp/
 
ハ,210830,はりま建設株式会社
〒019-1541,秋⽥県仙北郡美郷町⼟崎字中野際８９番地の１
2025-01-13
https://harima-kensetsu.jp
 
ハ,117491,ハリマ紙器印刷⼯業株式会社
〒675-2101,兵庫県加⻄市繁昌町２４２８
2024-05-18
http://www.harimashiki.co.jp/
 
ハ,129290,有限会社ハリマテクノ
〒671-0101,兵庫県姫路市⼤塩町１２４−１
2024-02-18
 
ハ,126775,播磨塗料⼯業株式会社
〒670-0996,姫路市⼟⼭７−６−３３
2024-03-27
 
ハ,212029,播磨屋林業株式会社
〒695-0003,島根県江津市松川町下河⼾１８０番地２
2024-02-16
http://www.harimaya1953.jp
 
ハ,210082,株式会社張⼭組
〒565-0817,⼤阪府吹⽥市⻑野⻄７ー１８
2023-12-02
 
ハ,125803,有限会社ハル・システム
〒919-0816,福井県あわら市⼭⼗楽８−７
2023-09-16
 
ハ,102682,春江電⼦株式会社
〒919-0461,福井県坂井市春江町江留上緑６−６
2025-07-16
http://www.haruedensi.co.jp/
 
ハ,211262,株式会社春樹
〒190-0003,東京都⽴川市栄町６ー７ー４０
2025-07-01
 
ハ,219009,株式会社ハルキ



〒272-0026,千葉県市川市東⼤和⽥２ー１４ー２６雪⽉花１階
2024-02-02
 
ハ,228647,有限会社はる希
〒769-2322,⾹川県さぬき市寒川町⽯⽥⻄２２３５ー３
2024-11-16
http://www.e-haruki.net/
 
ハ,217855,株式会社春瀬建設⼯業
〒763-0086,⾹川県丸⻲市飯野町⻄分甲５０５番地１
2023-06-30
 
ハ,102114,春⽥⾦属産業株式会社
〒370-0532,群⾺県⾢楽郡⼤泉町坂⽥３−２−１
2025-01-11
 
ハ,225357,株式会社春⽥建装
〒411-0905,静岡県駿東郡清⽔町⻑沢６１４−２
2025-06-01
_
 
ハ,117024,春⽥産業株式会社
〒537-0012,⼤阪府⼤阪市東成区⼤今⾥３−１３−２３
2024-01-07
http://harutacorporation.jp
 
ハ,230419,株式会社ハルテック
〒622-0042,京都府南丹市園部町栄町⼆号１８番地４
2025-07-12
 
ハ,228294,株式会社ＨＡＬＴＯＮ
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内⼆丁⽬３−２郵船ビルディング１階
2024-07-24
https://www.halton.com/
 
ハ,127273,株式会社ハルナ
〒162-0854,東京都新宿区南⼭伏町２−１
2026-06-10
http://www.haruna-inc.co.jp
 
ハ,220619,株式会社ハルナ建設
〒110-0013,東京都台東区⼊⾕⼀丁⽬１番５号
2025-01-25
 
ハ,228311,株式会社春間⼯務店
〒392-0011,⻑野県諏訪市⾚⽻根２−６
2024-07-27
http://www.haruma.co.jp
 
ハ,215457,晴海建設株式会社
〒136-0082,東京都江東区新⽊場１丁⽬６番１９号
2024-06-19
 
ハ,127420,株式会社晴海梱包商会
〒241-0823,横浜市旭区善部町８０



2024-09-26
 
ハ,221926,株式会社春⼭建⼯社
〒963-4315,福島県⽥村市船引町春⼭字上之台１７９番地
2025-08-01
 
ハ,210433,ハレル株式会社
〒682-0016,⿃取県倉吉市海⽥⻄町１ー１６２
2024-07-22
 
ハ,229003,株式会社ハレルヤ産業
〒312-0061,茨城県ひたちなか市稲⽥１４７６
2025-05-08
 
ハ,217919,株式会社繁栄
〒980-0871,宮城県仙台市⻘葉区⼋幡７丁⽬１０番１８号
2023-07-14
 
ハ,106792,阪堺⽯油株式会社
〒590-0007,⼤阪府堺市堺区北庄町２−３−２
2025-10-27
https://hankai-s.co.jp
 
ハ,212382,株式会社阪急建装
〒532-0017,⼤阪府⼤阪市北区⾓⽥町８番７号
2024-11-21
http://www.hankyu-kensou.co.jp
 
ハ,228641,阪急産業株式会社
〒563-0056,⼤阪府池⽥市栄町１番１号
2024-11-10
http://www.hsangyo.co.jp
 
ハ,127089,阪急鉄⼯株式会社
〒559-0013,⼤阪市住之江区御崎２−１０−１０
2025-03-01
http://hankyu-iw.jp/
 
ハ,228825,阪神園芸株式会社
〒663-8165,兵庫県⻄宮市甲⼦園浦⾵町１６番２４号
2025-01-18
http://www.hanshinengei.co.jp/
 
ハ,210902,阪神⾦物株式会社
〒664-0875,兵庫県伊丹市野間北５丁⽬５番１号
2025-02-09
 
ハ,226074,阪神⽡斯産業株式会社
〒661-0033,兵庫県尼崎市南武庫之荘５ー２０ー１７
2025-10-01
http://www.hangas.co.jp
 
ハ,117138,阪神機器株式会社
〒651-2124,神⼾市⻄区伊川⾕町潤和７４５
2025-11-30



http://www.hanshinkiki.co.jp
 
ハ,211617,阪神建⼯株式会社
〒661-0951,兵庫県尼崎市⽥能３丁⽬１９番１７号
2026-04-21
https://hanshink.co.jp/
 
ハ,225344,株式会社ハンシン建設
〒555-0001,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区佃⼆丁⽬１０番５号
2025-06-01
https://www.hanshin-const.co.jp/
 
ハ,127024,阪神⼯機株式会社
〒661-0984,兵庫県尼崎市御園３−５−２０
2025-02-08
 
ハ,228919,株式会社阪神コンテンツリンク
〒530-0001,⼤阪府⼤阪市北区梅⽥２丁⽬４番１３号
2025-03-13
http://www.hcl-c.com
 
ハ,214663,繁信商会（その他）
〒664-0898,兵庫県伊丹市千僧４−４５
2020-04-11
 
ハ,125461,有限会社阪神彫刻⼯業所
〒553-0002,⼤阪市福島区鷺洲３−４−１５
2023-05-24
http://www.hanshinchokoku.co.jp
 
ハ,107420,阪神電線株式会社
〒555-0012,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区御幣島６−９−２５
2023-09-25
http://www.hanshin-cable.co.jp
 
ハ,230724,阪神避雷針⼯事株式会社
〒536-0011,⼤阪府⼤阪市城東区放出⻄三丁⽬７番３号
2025-08-16
 
ハ,127126,阪神プラスチックス⼯業株式会社
〒547-0002,⼤阪市平野区加美東２−８−３８
2025-10-04
http://www.hanpla.com/
 
ハ,213746,有限会社阪神錺⼯所
〒660-0072,兵庫県尼崎市⼤庄川⽥町２４番地の１
2024-06-30
 
ハ,101992,株式会社阪神メタリックス
〒653-0014,兵庫県神⼾市⻑⽥区御蔵通７−２９
2024-12-03
http://www.hanshinmetalics.co.jp
 
ハ,229303,阪神ラス⼯業株式会社
〒593-8301,⼤阪府堺市⻄区上野芝町三丁１５番１−８０３号



2025-09-26
http://www.hanshinlath.com/lath/
 
ハ,227188,株式会社ハンズ
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕１ー１５ー８
2023-12-01
http://www.kkhands.co.jp/
 
ハ,230259,搬設運輸機⼯株式会社
〒781-8005,⾼知県⾼知市南新⽥町３番１０号
2025-06-28
https://www.hansetsu.co.jp
 
ハ,223281,株式会社ハンセム
〒541-0043,⼤阪府⼤阪市中央区⾼麗橋２丁⽬２番７号
2024-07-01
 
ハ,216802,株式会社範多
〒457-0866,愛知県名古屋市南区三条⼆丁⽬４番８号
2025-06-25
https://hanta.jp/
 
ハ,103439,株式会社ハンダ
〒373-0034,群⾺県太⽥市藤阿久町９１８
2023-10-02
 
ハ,212513,株式会社半⽥硝⼦建材
〒037-0023,⻘森県五所川原市⼤字広⽥字榊森５４番地６４
2025-03-06
http://www.handagarasu.jp
 
ハ,215445,半⽥建設株式会社
〒830-0012,福岡県久留⽶市⽇ノ出町１００番地
2024-06-05
 
ハ,215518,有限会社半⽥⼯業
〒372-0831,群⾺県伊勢崎市⼭王町３０７−１
2021-08-07
 
ハ,100442,ハンツマン・ジャパン株式会社
〒650-0047,兵庫県神⼾市中央区港島南町５−５−２ ＫＩＢＣ南館６Ｆ
2025-12-07
http://www.huntsman.com
 
ハ,228531,株式会社阪電⼯
〒530-0012,⼤阪府⼤阪市北区芝⽥２丁⽬１番１８号
2024-09-28
http://www.handenko.co.jp/
 
ハ,214552,有限会社ハンドリース
〒457-0007,愛知県名古屋市南区駈上⼆丁⽬５番地３０号
2026-01-31
 
ハ,230832,株式会社阪南コーポレーション
〒583-0871,⼤阪府⽻曳野市野々上三丁⽬７番２３号



2025-09-13
http://www.hannan-corp.com
 
ハ,213809,阪南⼯業株式会社
〒590-0955,⼤阪府堺市堺区宿院町東４ー１ー１
2024-08-18
http://www.hannan-kogyo.co.jp
 
ハ,217171,阪南⼯務株式会社
〒583-0857,⼤阪府⽻曳野市誉⽥６−１−１９
2025-10-01
http://www.boxroom1.com/hannan/
 
ハ,215309,阪南商⼯株式会社
〒558-0001,⼤阪府⼤阪市住吉区⼤領５丁⽬７−３３
2024-03-20
 
ハ,217290,阪南⼟建株式会社
〒590-0524,⼤阪府泉南市幡代⼀丁⽬３２番１０号
2025-11-12
 
ハ,211577,阪南プロジェクト株式会社
〒599-8276,⼤阪府堺市中区⼩阪７１ー７
2026-03-15
http://www.hannanproject.co.jp/
 
ハ,217608,阪南ポンプ株式会社
〒595-0037,⼤阪府泉⼤津市⾍取町⼀丁⽬１８番３号
2026-02-25
 
ハ,121403,株式会社ハンマーキャスターセールス
〒578-0964,⼤阪府東⼤阪市新庄⻄１０−３５
2024-04-07
https://www.hammer-caster.co.jp
 
ハ,117631,株式会社阪和
〒104-0061,東京都中央区銀座５−１１−１４
2024-10-05
http://www.kk-hanwa.co.jp/
 
ハ,220558,阪和エンジニアリング株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋四丁⽬２６番２号
2024-12-21
 
ハ,211540,株式会社飯和建設
〒196-0004,東京都昭島市緑町４−１５−２０
2023-02-03
 
ハ,107103,阪和興業株式会社
〒541-8585,⼤阪市中央区伏⾒町４−３−９ ＨＫ淀屋橋ガーデンアベニュー
2025-09-03
http://www.hanwa.co.jp
 
ハ,103394,阪和⼯材株式会社
〒532-0004,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄宮原１−８−２４ 新⼤阪第３ドイビル４Ｆ



2023-09-04
http://www.hanwa-net.co.jp
 
ハ,231454,阪和通⼯株式会社
〒543-0054,⼤阪府⼤阪市天王寺区南河堀町３番３４号シグナルセンタービル
2025-12-19
http://hanwa-tsuko.jp/
 
ハ,103467,阪和ホーロー株式会社
〒590-0535,⼤阪府泉南市りんくう南浜２−１９
2023-10-15
http://www.hanwa-gr.com
 
バ,127093,株式会社バーコムシートメタル
〒252-0328,神奈川県相模原市南区⿇溝台１−８−１
2025-04-16
http://www.vircom.co.jp
 
バ,229953,株式会社バース
〒121-0816,東京都⾜⽴区梅島３−３０−１６
2023-09-18
http://www.bi-th.co.jp
 
バ,504676,株式会社バース
〒300-1234,茨城県⽜久市中央三丁⽬２２番地１
2026-06-14
https://www.birth-inc.co.jp/
 
バ,224591,有限会社バース建設⼯業
〒050-0073,北海道室蘭市宮の森町４−１１−８
2022-04-01
 
バ,104157,株式会社バーズ情報科学研究所
〒102-0082,東京都千代⽥区⼀番町１３−３ ラウンドクロス⼀番町３Ｆ
2024-11-09
https://www.birds.co.jp
 
バ,101378,株式会社バーテックス
〒252-0203,神奈川県相模原市中央区東淵野辺４−１−１７
2024-05-29
 
バ,105602,有限会社バーディック
〒144-0034,東京都⼤⽥区⻄糀⾕２−２１−１９
2025-06-25
 
バ,504487,株式会社バードパレス
〒213-0033,神奈川県川崎市⾼津区下作延六丁⽬６番１４号
2024-10-30
http://www.birdpalace.co.jp
 
バ,227742,株式会社バーンリペア
〒162-0853,東京都新宿区北⼭伏町１ー１１
2024-03-27
http://www.burn-repair.co.jp/
 



バ,104148,ＶＡＩＯ株式会社
〒399-8282,⻑野県安曇野市豊科５４３２
2024-11-05
https://vaio.com/
 
バ,106955,株式会社バイオテック・ラボ
〒130-0021,東京都墨⽥区緑１−８−９ Ａ＆Ｙビル
2026-04-28
 
バ,231815,バイオニクス機器株式会社
〒207-0004,東京都東⼤和市清⽔六丁⽬１２５４番地２
2026-03-20
https://www.bionics-japan.co.jp
 
バ,100900,バイオニックシステム株式会社
〒171-0022,東京都豊島区南池袋３−２４−１５ ｗｉｓｅビル２階
2023-10-07
http://www.bionic-system.co.jp/
 
バ,103096,株式会社バイトルヒクマ
〒161-0033,東京都新宿区下落合２−３−１８ ＳＫビル５Ｆ
2026-03-25
https://www.bai.co.jp
 
バ,100033,株式会社バイナリー・デザイン
〒060-0042,北海道札幌市中央区⼤通⻄６−５−４
2025-06-30
http://www.binary-design-inc.com
 
バ,101587,バイメタル・ジャパン株式会社
〒251-0052,神奈川県藤沢市藤沢４８４−１２
2024-08-09
http://www.bimetal.co.jp
 
バ,231959,有限会社バインド⼯業
〒171-0014,東京都豊島区池袋⼆丁⽬３５番４号
2026-04-25
 
バ,213794,株式会社バウハウス
〒550-0014,⼤阪府⼤阪市⻄区北堀江⼀丁⽬１番２４号四ツ橋近商ビル
2024-08-04
http://www.bauhaus93420.com
 
バ,105934,バキュームモールド⼯業株式会社
〒131-0031,東京都墨⽥区墨⽥５−２３−１１
2026-06-08
http://www.vmold.co.jp/
 
バ,220294,株式会社バスプル設計事務所
〒982-0012,宮城県仙台市太⽩区⻑町南３−３−４３
2024-09-28
 
バ,231515,株式会社バックグランド
〒153-0051,東京都⽬黒区上⽬黒⼀丁⽬２６番１号
2025-12-27



 
バ,231514,株式会社バックグランドプラス
〒153-0051,東京都⽬黒区上⽬黒⼀丁⽬２６番１号
2025-12-27
http://www.backgrand.co.jp/
 
バ,218109,バックス（その他）
〒921-8152,⽯川県⾦沢市⾼尾１丁⽬２３２番地１
2023-08-04
 
バ,101948,バックス情報システム株式会社
〒971-8111,福島県いわき市⼩名浜⼤原字丁新地２１１−１
2024-11-22
http://www.bacs-j.co.jp
 
バ,103278,バッテリーシステムサービス株式会社
〒105-0013,東京都港区浜松町２−２−１５−６０５ 浜松町ダイヤハイツ
2023-07-08
 
バ,118215,株式会社バッファロー
〒460-8315,愛知県名古屋市中区⼤須３−３０−２０ ⾚⾨通ビル
2023-09-04
http://buffalo.jp/
 
バ,126225,有限会社バトム
〒142-0054,東京都品川区⻄中延３−１−６
2023-11-16
 
バ,215953,株式会社⾺場設計
〒574-0043,⼤阪府⼤東市灰塚１丁⽬１０番３２号
2025-01-29
https://baba-sekkei.co.jp/
 
バ,117208,有限会社⾺場鉄⼯
〒835-0015,福岡県⼭⾨郡瀬⾼町泰仙寺１９４−２
2023-07-15
 
バ,106779,株式会社バランスファクトリー
〒252-0821,神奈川県藤沢市⽤⽥２６３−８
2025-10-05
https://balancefactory.jimdofree.com/
 
バ,117164,株式会社バリア
〒895-0005,⿅児島県薩摩川内市永利町２０６５−２４
2025-02-27
 
バ,128406,株式会社バリッジ
〒532-0012,⼤阪市淀川区⽊川東３−２−１２
2025-12-07
http://www.validge.co.jp/
 
バ,100557,バリューインパクト有限会社
〒231-0023,神奈川県横浜市中区⼭下町２４−８
2026-01-18
http://www.valueimpact.jp



 
バ,104716,株式会社バリューデザイン
〒104-0031,東京都中央区京橋３−３−１ 東京スクエアガーデン１４階
2026-04-10
https://valuedesign.jp/
 
バ,219003,株式会社バリューメーク
〒461-0022,愛知県名古屋市東区東⼤曽根町２９番１１号
2024-01-26
http://www.vlm.co.jp/
 
バ,104659,バルーフ株式会社
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町２−９−８ 茅場町第２平和ビル３階
2026-03-01
http://www.balluff.jp
 
バ,116379,株式会社バルカー
〒141-6024,東京都品川区⼤崎２−１−１ ＴｈｉｎｋＰａｒｋＴｏｗｅｒ２４Ｆ
2024-08-31
http://www.valqua.co.jp
 
バ,122737,株式会社バルカー・エフエフティ
〒141-6024,東京都品川区⼤崎２−１−１ ＴｈｉｎｋＰａｒｋＴｏｗｅｒ２４Ｆ
2024-11-06
 
バ,122486,株式会社バルカーエスイーエス
〒299-0108,千葉県市原市千種海岸１８−１
2024-09-30
http://www.valqua.co.jp
 
バ,505712,株式会社バルキー・インフォ・テック
〒162-0045,東京都新宿区⾺場下町５−１ 早稲⽥駅前ビル２階
2025-05-31
https://www.bulky.co.jp/
 
バ,210310,株式会社バルケン東京
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾６丁⽬５５番１９号ルミエールビル３Ｆ
2024-05-08
http://www.varuken-tokyo.co.jp
 
バ,126468,バルコ株式会社
〒143-0006,東京都⼤⽥区平和島５−１−１
2024-01-13
 
バ,215258,株式会社バルコ
〒168-0074,東京都杉並区上⾼井⼾１ー８ー３
2024-02-27
http://www.barco-tokyo.jp
 
バ,210904,株式会社バロック
〒150-0041,東京都渋⾕区神南１−２０−１５
2025-02-09
 
バ,227209,株式会社バロック
〒703-8221,岡⼭県岡⼭市中区⻑岡８７ー１



2023-12-01
http://www.baroque-inc.com
 
バ,220924,株式会社バンガード
〒231-0013,神奈川県横浜市中区住吉町五丁⽬６５番２号アソルティ横濱⾺⾞道２０２
2025-03-29
http://www.vanguard-kaishu.co.jp
 
バ,103721,株式会社バンガードシステム
〒161-0034,東京都新宿区上落合２−２２−８−１１０２
2024-03-24
http://www.vas.ne.jp
 
バ,100611,株式会社バンガードシステムズ
〒359-0021,埼⽟県所沢市東所沢１−２７−２３
2023-02-04
http://www.hp-vanguard.com
 
バ,231443,株式会社板久
〒771-0202,徳島県板野郡北島町太郎⼋須字惣野８番地
2025-12-13
 
バ,212313,株式会社バン建設
〒111-0032,東京都台東区浅草６ー２１ー１０
2024-08-29
http://bankensetsu.com/
 
バ,117485,バン⼯業⽤品株式会社
〒103-0004,東京都中央区東⽇本橋２−２７−１
2024-03-01
http://www.vann.co.jp
 
バ,117183,株式会社萬国
〒130-0026,東京都墨⽥区両国３−７−４
2025-10-12
http://www.bankoku.co.jp
 
バ,157080,ＢＡＮＧＫＯＫ ＥＡＳＴＥＲＮ ＣＯＩＬ ＣＥＮＴＥＲ（その他）
〒211-0040,５８∕２ Ｍｏｏ４， Ｈｉｇｈｗａｙ Ｎｏ．３３１ Ｔ． Ｐｌｕａｋｄａｅｎｇ，Ａ．Ｐｌｕａｋｄａｅ
ｎｇ，Ｒａｙｏｎｇ ２１１４０，Ｔｈａｉｌａｎｄ
2023-09-17
 
バ,157070,バンコックコイルセンター株式会社
〒102-0001,１０２∕１ Ｍｈｕ１ Ｗａｔ Ｄａｏｗａｄｏｅｎｇ Ｒｄ．
2025-12-25
 
バ,219349,播州設備株式会社
〒675-0038,兵庫県加古川市加古川町⽊村５０７番地の１
2024-03-16
http://www.bansetsu.co.jp/
 
バ,117051,株式会社番商
〒653-0022,神⼾市⻑⽥区東尻池町３−４−２２
2024-06-03
 



バ,217775,株式会社バンズ
〒675-0008,兵庫県加古川市新神野六丁⽬２２−３
2023-06-09
 
バ,228736,幡成サッシ販売株式会社
〒124-0002,東京都葛飾区⻄⻲有２丁⽬２０−１０
2024-12-06
http://www.bansei-sash.jp
 
バ,215628,株式会社萬装
〒949-6408,新潟県南⿂沼市塩沢１０８３ー５
2024-10-02
http://www.bansou.co.jp
 
バ,212899,株式会社磐梯園
〒963-0541,福島県郡⼭市喜久⽥町堀之内字下前⽥５２番地１
2025-10-30
http://www.bandaien.co.jp/
 
バ,226665,磐梯興業株式会社
〒169-0052,東京都新宿区⼾⼭３丁⽬２１−６
2026-05-01
http://www.bandaikougyou.co.jp
 
バ,215438,株式会社万代電気⼯業
〒338-0822,埼⽟県さいたま市桜区中島２ー２２ー１
2024-06-05
http://www.bandaidenki.com
 
バ,229039,萬代電業株式会社
〒950-2188,新潟県新潟市⻄区流通センター２ー２ー１
2025-05-31
 
バ,100074,株式会社バンテック
〒254-0082,神奈川県平塚市東豊⽥５３１−２４ 東豊⽥⼯業団地
2025-07-26
http://www.vantec-inc.com
 
バ,106734,株式会社バンテック
〒327-0103,栃⽊県佐野市⽯塚町３０００−２
2025-07-15
https://www.vth.co.jp/
 
バ,220004,株式会社バンテック
〒329-2745,栃⽊県那須塩原市三区町５６３番１号
2024-07-13
https://www.vantec-jp.com
 
バ,105653,株式会社バンテックス
〒674-0093,兵庫県明⽯市⼆⾒町南⼆⾒１６−１０
2024-08-11
 
バ,158400,株式会社バンテック
〒220-0012,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい３−６−１ みなとみらいセンタービル４階
2026-04-19



 
バ,215053,ＢＡＮインテリア（その他）
〒522-0004,滋賀県彦根市⿃居本町１４５５−３８
2020-10-17
 
バ,212599,株式会社バンドー
〒760-0064,⾹川県⾼松市朝⽇新町３１ー１６
2025-05-01
https://www.bando-g.jp/
 
バ,214076,株式会社バンドー
〒371-0044,群⾺県前橋市荒牧町２ー５９ー２０
2022-03-15
 
バ,112460,バンドー・Ｉ・Ｃ・Ｓ株式会社
〒532-0011,⼤阪市淀川区⻄中島６−１−１ 新⼤阪プライムタワー９階
2024-04-14
http://www.bandogrp.com/ics/
 
バ,114253,バンドー・Ｉ・Ｃ・Ｓ株式会社
〒532-0011,⼤阪市淀川区⻄中島６−１−１
2023-07-02
http://www.bando.co.jp
 
バ,223926,バンドー設備⼯業株式会社
〒640-8224,和歌⼭県和歌⼭市⼩野町２ー１７
2024-12-01
 
バ,224487,バンドーレテック株式会社
〒761-8032,⾹川県⾼松市鶴市町１番地
2025-04-01
https://bando-retec.com/
 
バ,229087,株式会社坂東ガラス店
〒770-0873,徳島県徳島市東沖洲２丁⽬２２
2025-05-31
http://www.bando-g.co.jp/
 
バ,106547,阪東機⼯株式会社
〒891-0115,⿅児島県⿅児島市東開町３−６７
2025-01-28
https://www.bandokiko.co.jp/
 
バ,230260,板東電⼯株式会社
〒770-0047,徳島県徳島市名東町⼆丁⽬３２３番地の３
2025-06-28
 
バ,223855,バンドウリメーク株式会社
〒779-3133,徳島県徳島市⼊⽥町⽉ノ宮７４ー２
2024-12-01
http://www.bandoremake.com/
 
バ,226941,番場建材⼯業有限会社
〒239-0842,神奈川県横須賀市⻑沢４ー３３ー２５
2023-08-01



 
バ,127336,バンビ株式会社
〒701-3202,岡⼭県備前市⽇⽣町寒河６３１−１
2024-08-21
http://www.banbi-inc.co.jp/
 
バ,216585,バンベスト株式会社
〒321-2403,栃⽊県⽇光市町⾕１９３０番地
2025-06-04
_
 
バ,105005,株式会社万友
〒236-0003,神奈川県横浜市⾦沢区幸浦２−９−１
2024-01-12
http://www.banyu-works.co.jp
 
バ,228681,有限会社播陽⼯材
〒670-0061,兵庫県姫路市⻄今宿３丁⽬１１ー３０
2024-11-20
 
バ,211838,万⾥技建⼯業株式会社
〒480-0304,愛知県春⽇井市神屋町１４８３番地の１
2023-09-08
 
パ,100845,パーカーＳ・Ｎ⼯業株式会社
〒252-1108,神奈川県綾瀬市深⾕上８−２０−２７
2023-08-17
http://www.parker-sn.co.jp
 
パ,125903,株式会社パーカーコーポレーション
〒103-8588,東京都中央区⽇本橋⼈形町２−２２−１
2023-10-18
http://www.parkercorp.co.jp/
 
パ,126500,パーカー熱処理⼯業株式会社
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋２−１６−８
2024-01-23
http://www.pnk.co.jp
 
パ,229010,株式会社パーク新潟
〒943-0119,新潟県上越市⼤字下池部１４１０
2022-05-17
 
パ,103792,パーソル プロセス＆テクノロジー株式会社
〒135-0061,東京都江東区豊洲３−２−２０ 豊洲フロント７Ｆ
2024-04-16
https://www.persol-pt.co.jp/
 
パ,106891,パーソルイノベーション株式会社
〒107-0062,東京都港区南⻘⼭１−１５−５ パーソル南⻘⼭ビル４Ｆ
2026-02-10
https://persol-innovation.co.jp/company/
 
パ,503496,パーソルエクセルＨＲパートナーズ株式会社
〒540-6102,⼤阪府⼤阪市中央区城⾒２−１−６１ ＴＷＩＮ２１ＭＩＤタワー２階



2025-08-20
https://persol-hrpartners.co.jp/
 
パ,503641,パーソルテクノロジースタッフ株式会社
〒163-0451,東京都新宿区⻄新宿２−１−１ 新宿三井ビルディング５５Ｆ
2025-09-02
https://persol-tech-s.co.jp/
 
パ,114926,パーソルテンプスタッフ株式会社
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊２−１−１ 新宿マインズタワー
2025-08-20
https://www.tempstaff.co.jp/
 
パ,129492,パーソルファクトリーパートナーズ株式会社
〒530-0002,⼤阪市北区曽根崎新地２−２−１６ ⻄梅⽥ＭＩＤビル３Ｆ
2024-07-03
 
パ,503619,パーソルフィールドスタッフ株式会社
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊⼆丁⽬１番１号
2025-09-01
https://pfs.persol-group.co.jp/
 
パ,505480,パーソルワークスデザイン株式会社
〒171-0014,東京都豊島区池袋⼆丁⽬６５番１８号
2023-11-05
https://www.persol-wd.co.jp/
 
パ,219017,株式会社パーソンズエンジニアリング
〒164-0011,東京都中野区中央４ー５３ー２
2024-02-02
 
パ,100574,株式会社パーツ精⼯
〒341-0034,埼⽟県三郷市新和１−８３−２
2026-01-21
http://www.parts-seiko.com
 
パ,106908,株式会社パーツ・フォアマン
〒819-1306,福岡県⽷島市志摩松隈８９０−２
2026-03-06
http://www.partsforeman.com
 
パ,129729,パーツメーカー株式会社
〒555-0033,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区姫島４−１６−１７
2024-12-24
 
パ,224103,株式会社パーテイシヨン⼤栄
〒700-0975,岡⼭県岡⼭市北区今７丁⽬５番１２号
2025-02-01
_
 
パ,226444,株式会社パートナーコーポレーション
〒326-0141,栃⽊県⾜利市⼩俣町１７９２−４
2026-03-01
 
パ,504057,パーパスマーケティングジャパン株式会社



〒417-0834,静岡県富⼠市⻄柏原新⽥２０１
2025-03-16
 
パ,218078,株式会社パーフェクト・ウォッシュ
〒221-0053,神奈川県横浜市神奈川区橋本町２−１−２３
2023-08-04
 
パ,107800,パーフェクトン株式会社
〒969-1301,福島県安達郡⼤⽟村⼤⼭字向原３６−５
2024-08-28
http://www.perfecton.co.jp
 
パ,100295,パール⼯業株式会社
〒559-0015,⼤阪市住之江区南加賀屋３−８−１３
2025-09-13
http://www.pearl-kg.co.jp/
 
パ,107290,パイオニア株式会社
〒113-0021,東京都⽂京区本駒込２−２８−８ ⽂京グリーンコート
2025-10-04
http://pioneer.jp
 
パ,125758,パイオニア精⼯株式会社
〒671-0252,兵庫県姫路市花⽥町加納原⽥９０６
2023-09-01
 
パ,127981,パイオニアファインテック株式会社
〒350-0287,埼⽟県坂⼾市千代⽥５−７−４
2025-07-27
http://pioneer.jp
 
パ,211707,株式会社パイオニア⾵⼒機
〒458-0847,愛知県名古屋市緑区浦⾥３丁⽬２５番地
2026-06-20
https://www.paionia.co.jp
 
パ,117069,パイオニクス株式会社
〒207-0016,東京都東⼤和市仲原４−２１−５
2024-04-28
http://www.pionics.co.jp/
 
パ,127394,株式会社パイオラックス
〒240-0023,神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区岩井町５１
2024-09-15
http://www.piolax.co.jp
 
パ,221275,パイネック株式会社
〒910-0015,福井県福井市⼆の宮２ー２８ー３１
2025-03-01
http://pinec-fukui.com
 
パ,212241,パイネック北陸株式会社
〒921-8027,⽯川県⾦沢市神⽥２丁⽬１１ー６
2024-07-04
 



パ,212046,パイネック若狭株式会社
〒917-0045,福井県⼩浜市加⽃８０ー２０ー１
2024-02-23
 
パ,218733,株式会社パイプ・サービス
〒104-0061,東京都中央区銀座２丁⽬２番１７号
2023-12-15
 
パ,219469,株式会社パイプサービス
〒555-0011,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区⽵島２丁⽬４番１０号
2024-03-23
 
パ,231916,パイプ・ラインエンジニアリング株式会社
〒231-0855,神奈川県横浜市中区寺久保１５番地５
2026-04-18
http://www.pipe-line.co.jp/
 
パ,229631,パイロシステム株式会社
〒540-0019,⼤阪府⼤阪市中央区和泉町２丁⽬４ー４
2026-04-08
https://www.pyrosystem.co.jp/
 
パ,124361,株式会社パイロットコーポレーション
〒104-8304,東京都中央区京橋２−６−２１
2022-07-13
http://www.pilot.co.jp
 
パ,120878,パイン電⼦⼯業株式会社
〒337-0965,埼⽟県さいたま市緑区間宮６８４−５
2024-02-18
 
パ,500136,パウダーテック株式会社
〒277-8557,千葉県柏市⼗余⼆２１７番地
2023-10-29
http://www.powder-tech.co.jp
 
パ,122492,株式会社パシィフィックインターナショナル
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥２−２６−９ 五輪プラザビル２Ｆ
2024-10-02
 
パ,220480,株式会社パシック
〒882-0863,宮崎県延岡市緑ケ丘２丁⽬７番２４号
2024-11-22
https://pasic.jp
 
パ,503457,株式会社パシフィック・エンジニアズ
〒231-0032,神奈川県横浜市中区不⽼町２丁⽬１０番４号
2025-08-13
http://www.pacific-e.co.jp/
 
パ,120169,パシフィック・エンジニヤリング株式会社
〒180-0002,東京都武蔵野市吉祥寺東町３−２１−１０
2023-07-29
http://www.pacif-eng.co.jp
 



パ,215327,株式会社パシフィック・コーポレーション
〒510-0944,三重県四⽇市市笹川三丁⽬９３番地７号
2024-03-27
 
パ,125008,株式会社パシフィックソーワ
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内１−４−１
2026-01-14
http://www.pacificsowa.co.jp
 
パ,214368,株式会社パシフイツクハウステクスタイル
〒150-0001,東京都渋⾕区神宮前３丁⽬３５番１９号
2025-09-13
https://www.phtex.co.jp/
 
パ,220729,株式会社パシフィックリース
〒812-0857,福岡県福岡市博多区⻄⽉隈三丁⽬３番２３号
2025-02-21
 
パ,230059,パシフイックエンジニアリング株式会社
〒113-0033,東京都⽂京区本郷⼀丁⽬２２番３号
2025-04-26
https://www.pacificeng.co.jp
 
パ,111472,パスカル株式会社
〒664-8502,兵庫県伊丹市鴻池２−１４−７
2024-03-03
https://www.pascaleng.co.jp/
 
パ,505327,株式会社パスカル
〒545-0011,⼤阪府⼤阪市阿倍野区昭和町１丁⽬１６番４号
2026-01-14
http://www.pascal-co-ltd.co.jp
 
パ,127270,パスカル⼯業株式会社
〒152-0001,東京都⽬黒区中央町１−１５−３
2025-12-20
http://www.pascal-ind.co.jp/
 
パ,231946,株式会社パスコ
〒153-0064,東京都⽬黒区下⽬黒⼀丁⽬７番１号
2026-04-25
https://www.pasco.co.jp/
 
パ,104324,株式会社パセイジ
〒108-0014,東京都港区芝４−２−３ ＮＭＦ芝ビル７Ｆ
2025-03-11
https://passage.co.jp
 
パ,503573,株式会社パソナ
〒100-8228,東京都千代⽥区丸の内１丁⽬５番１号
2025-08-27
https://www.pasona.co.jp/index.html
 
パ,102212,パソナ・パナソニック ビジネスサービス株式会社
〒871-8501,⼤阪府⾨真市⼤字⾨真１００６ パナソニック㈱先端研究本部 ⻄⾨真地区



2025-01-24
https://www.pasona-pbs.co.jp/
 
パ,503667,パソナＨＳ
〒100-8228,東京都千代⽥区⼤⼿町２−６−２ ＪＯＢ ＨＵＢ ＳＱＵＡＲＥ
2025-09-07
https://www.pasona-hs.co.jp/
 
パ,505579,株式会社パソナマスターズ
〒100-8228,東京都千代⽥区⼤⼿町⼆丁⽬６番２号
2024-04-16
https://www.pasona-masters.co.jp/
 
パ,215689,株式会社パックサービス
〒661-0002,兵庫県尼崎市塚⼝町⼆丁⽬１番地の１
2024-10-23
 
パ,129010,パックス株式会社
〒509-7205,岐⾩県恵那市⻑島町中野１２１２−１
2026-06-30
http://www.pax-ee.co.jp
 
パ,105036,株式会社パックプラス
〒530-0043,⼤阪府⼤阪市北区天満１−３−２１ ニチレイ天満橋ビル３Ｆ
2024-02-09
http://www.pacplus.co.jp/
 
パ,210749,パトナ株式会社
〒267-0055,千葉県千葉市緑区越智町１８８７番地
2024-12-02
http://www.patona-ymz.co.jp/
 
パ,112455,株式会社パトライト
〒541-0056,⼤阪市中央区久太郎町４−１−３ ⼤阪御堂筋ビル
2024-05-12
http://www.patlite.co.jp
 
パ,507069,株式会社パトライト
〒541-0056,⼤阪府⼤阪市中央区久太郎町４−１−３
2024-03-24
https://www.patlite.co.jp
 
パ,221515,株式会社パドス
〒790-0056,愛媛県松⼭市⼟居⽥町５７５番地の３
2025-04-01
 
パ,212297,株式会社パドレ
〒810-0041,福岡県福岡市中央区⼤名２丁⽬２−４１
2024-08-08
 
パ,229356,株式会社パナクティ
〒636-0911,奈良県⽣駒郡平群町⼤字椿井２８２
2025-10-31
 
パ,102164,パナソニック アソシエイツ⿃取株式会社



〒680-0904,⿃取市晩稲３０８
2025-01-21
https://panasonic.co.jp/ls/patt/
 
パ,127890,パナソニック インダストリー株式会社
〒571-8506,⼤阪府⾨真市⼤字⾨真１０４８
2025-05-18
 
パ,128083,パナソニック インダストリアル マーケティング＆セールス株式会社
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨３−４−１０ 虎ノ⾨３５森ビル
2025-05-21
https://www.panasonic.com/jp/company/pimsj.html
 
パ,118896,パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
〒530-0013,⼤阪府⼤阪市北区茶屋町１９−１９
2024-06-30
https://is-c.panasonic.co.jp
 
パ,108090,パナソニック エコシステムズ株式会社
〒486-8522,愛知県春⽇井市鷹来町下仲⽥４０１７
2023-11-13
http://panasonic.co.jp/es/peses/
 
パ,128715,パナソニック エレクトリックワークス クリエイツ株式会社
〒571-8787,⼤阪府⾨真市⼤字⾨真１０４８ 第⼆別館８階
2026-01-21
 
パ,125444,パナソニック エレベーター株式会社
〒571-8686,⼤阪府⾨真市⼤字⾨真１０４８
2026-05-17
https://sumai.panasonic.jp/elevator/
 
パ,102010,パナソニック コネクト株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座８−２１−１ 住友不動産汐留浜離宮ビル
2023-11-13
 
パ,108060,パナソニック コネクト株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座８−２１−１ 住友不動産汐留浜離宮ビル
2023-11-13
https://www.panasonic.com/jp/corporate/cns.html
 
パ,120598,パナソニック コネクト株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座８−２１−１ 住友不動産汐留浜離宮ビル
2023-11-11
https://www.panasonic.com/jp/corporate/cns.html
 
パ,122968,パナソニック スイッチングテクノロジーズ株式会社
〒080-2493,北海道帯広市⻄２５条北１−２−１
2025-01-13
http://www.panasonic.com/jp/company/pidswt/
 
パ,101834,パナソニック ソーラー アモルトン株式会社
〒966-0921,福島県喜多⽅市慶徳町松舞家字⻄蓮寺１７７９−４
2024-10-25
https://panasonic.co.jp/ls/psam/



 
パ,114050,パナソニック デバイスＳＵＮＸ⻯野株式会社
〒679-4123,兵庫県たつの市⿓野町⽚⼭３００
2026-05-08
https://panasonic.co.jp/id/pidsxtn/
 
パ,105400,パナソニック デバイスコンポーネント株式会社
〒621-0018,京都府⻲岡市⼤井町⼩⾦岐４−２４
2024-12-14
 
パ,123122,パナソニック デバイスＳＵＮＸ株式会社
〒486-0901,愛知県春⽇井市⽜⼭町２４３１−１
2025-03-19
http://panasonic.net/id/pidsx/
 
パ,101226,パナソニック デバイスＳＵＮＸ九州株式会社
〒897-0002,⿅児島県南さつま市加世⽥武⽥１５２２０−１
2024-03-26
https://panasonic.co.jp/id/pidsxks/
 
パ,108040,パナソニック デバイス⽇東株式会社
〒610-0343,京都府京⽥辺市⼤住浜５５−１２
2023-11-13
http://panasonic.net/id/jp/
 
パ,123262,パナソニック デバイスマテリアル販売株式会社
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨３−４−１０ 虎ノ⾨３５森ビル
2025-09-14
 
パ,104874,パナソニック ファシリティーズ株式会社
〒571-8686,⼤阪府⾨真市⼤字⾨真１０４８
2023-07-26
https://panasonic.co.jp/ls/pfc/
 
パ,102418,パナソニック プロダクションエンジニアリング株式会社
〒571-8502,⼤阪府⾨真市松葉町２−７
2025-03-06
https://www.panasonic.com/jp/company/ppe.html
 
パ,111997,パナソニック ライティングシステムズ株式会社
〒571-8686,⼤阪府⾨真市⼤字⾨真１０４８
2024-08-03
https://panasonic.co.jp/ls/plsys/
 
パ,100625,パナソニック ライティングデバイス株式会社
〒569-1193,⼤阪府⾼槻市幸町１−１
2026-02-21
 
パ,103041,パナソニック ライティングデバイス株式会社
〒569-1193,⼤阪府⾼槻市幸町１−１
2026-02-18
 
パ,102009,パナソニック ライフソリューションズ朝⽇株式会社
〒377-0898,群⾺県吾妻郡東吾妻町⼤字川⼾６６６−１
2024-12-05



 
パ,121021,パナソニック ライフソリューションズ池⽥電機株式会社
〒670-0971,兵庫県姫路市⻄延末３９７−１
2025-01-15
http://panasonic.co.jp/ls/plsie
 
パ,129360,パナソニック ライフソリューションズ電材三重株式会社
〒514-8555,三重県津市藤⽅１６６８
2024-03-05
https://panasonic.co.jp/ls/plsemm/
 
パ,127924,パナソニックアーキスケルトンデザイン株式会社
〒571-8686,⼤阪府⾨真市⼤字⾨真１０４８
2025-06-15
https://panasonic.co.jp/phs/pasd/
 
パ,126924,パナソニックアソシエイツ滋賀株式会社
〒522-0055,滋賀県彦根市野瀬町マ⼦キ２６９
2024-06-12
http://panasonic.co.jp/ap/pwapblgz/
 
パ,503659,パナソニックＥＷネットワークス株式会社
〒105-0021,東京都港区東新橋２丁⽬１２番７号 住友東新橋ビル２号館４Ｆ
2025-09-06
https://panasonic.co.jp/ew/pewnw/
 
パ,102720,パナソニックインダストリアルマーケティング＆セールス株式会社
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨３−４−１０ 虎ノ⾨３５森ビル４Ｆ
2024-07-25
https://www.panasonic.com/jp/company/pimsj/company.html
 
パ,129616,パナソニック液晶ディスプレイ株式会社
〒672-8033,兵庫県姫路市飾磨区妻⿅⽇⽥町１−６
2024-11-26
http://panasonic.co.jp/avc/pld/
 
パ,126743,パナソニックＳＰＴ株式会社
〒315-0002,茨城県⽯岡市柏原１４
2024-03-16
http://panasonic.co.jp/es/pesspt/
 
パ,126955,パナソニックＳＰＴ部品株式会社
〒300-1424,茨城県稲敷市下太⽥４５７４−２
2024-06-22
 
パ,113260,パナソニックＦＳエンジニアリング株式会社
〒108-0075,東京都港区港南４−１−８
2026-07-05
https://www.panasonic.com/jp/company/pfseg.html
 
パ,222872,パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社
〒540-0001,⼤阪府⼤阪市中央区城⾒２ー１ー６１
2024-03-01
http://panasonic.co.jp/es/peseg/
 



パ,502120,パナソニック交野株式会社
〒576-0063,⼤阪府交野市寺４丁⽬５９０−１
2024-12-25
https://panasonic.co.jp/cns/pka/
 
パ,108130,パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社
〒571-8686,⼤阪府⾨真市⼤字⾨真１０４８
2024-01-22
https://panasonic.co.jp/ls/
 
パ,121894,パナソニック環境エンジニアリング株式会社
〒564-0062,⼤阪府吹⽥市垂⽔町３−２８−３３
2024-07-02
https://panasonic.co.jp/es/peseseng/
 
パ,223885,パナソニック関東設備株式会社
〒371-0844,群⾺県前橋市古市町１丁⽬５０番地１４
2024-12-01
https://panasonic.co.jp/ap/pkfe/
 
パ,225742,パナソニック建設エンジニアリング株式会社
〒140-0002,東京都品川区東品川４丁⽬１０−２７
2025-07-01
https://panasonic.co.jp/ls/pce/
 
パ,108100,パナソニックコネクト株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座８−２１−１
2023-11-13
https://connect.panasonic.com/jp-ja/
 
パ,128887,パナソニック コネクト株式会社 ＧＳＯＬ ＦＣ
〒104-0061,東京都中央区銀座８−２１−１
2026-03-18
https://www.panasonic.com/jp/corporate/cns.html
 
パ,502993,パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社
〒540-6224,⼤阪府⼤阪市中央区城⾒２−１−６１ ＯＢＰパナソニックタワー
2023-11-21
https://www.panasonic.com/jp/company/pcmc.html
 
パ,100888,パナソニックサイクルテック株式会社
〒582-8501,⼤阪府柏原市⽚⼭町１３−１３
2023-10-03
https://panasonic.co.jp/es/pct/
 
パ,212234,パナソニック産機システムズ株式会社
〒131-0045,東京都墨⽥区押上１丁⽬１番２号
2024-06-27
https://panasonic.co.jp/ap/pces
 
パ,124429,パナソニック住宅設備株式会社
〒321-4346,栃⽊県真岡市松⼭町２３
2025-08-23
https://panasonic.co.jp/ls/pheq/
 



パ,127298,パナソニックスイッチギアシステムズ株式会社
〒488-8520,愛知県尾張旭市三郷町⾓⽥１１２３
2024-07-25
https://panasonic.co.jp/ls/psgs/
 
パ,113108,パナソニックソーラーシステム製造株式会社
〒699-1394,島根県雲南市⽊次町⼭⽅３２０−１
2025-01-30
https://panasonic.co.jp/ls/pslsm/
 
パ,120760,パナソニック内装建材株式会社
〒761-2396,⾹川県綾歌郡綾川町滝宮２８４１−１
2024-01-15
https://panasonic.co.jp/ls/pibp/
 
パ,108010,パナソニックホールディングス株式会社
〒571-8501,⼤阪府⾨真市⼤字⾨真１００６
2023-11-13
 
パ,102987,パナソニック防災システムズ株式会社
〒540-6130,⼤阪市中央区城⾒２−１−６１ ツイン２１ＭＩＤタワー３０階
2026-01-29
https://panasonic.co.jp/ls/pfps
 
パ,216686,パナソニック防災システムズ株式会社
〒540-6130,⼤阪府⼤阪市中央区城⾒２丁⽬１番６１号
2025-06-18
https://panasonic.co.jp/ew/pfps/
 
パ,101855,パナソニックライティングデバイス久美浜株式会社
〒629-3551,京都府京丹後市久美浜町永留⼩字下川原９４
2025-11-13
 
パ,502153,パナソニック リビング株式会社
〒104-0045,東京都中央区築地５丁⽬６番１０号
2026-02-01
https://panasonic.co.jp/ls/plv/
 
パ,117363,パナック株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦３−１−１ ⽥町ステーションタワーＮ３３階
2024-01-04
http://www.panac.co.jp
 
パ,115679,パナレーサー株式会社
〒669-3464,兵庫県丹波市氷上町⽯⽣２５０
2024-07-14
 
パ,128946,パネフリ⼯業株式会社
〒617-0831,京都府⻑岡京市⼀⾥塚２−１１
2026-05-12
http://www.edgeband.com
 
パ,129800,株式会社パパス
〒158-0085,東京都世⽥⾕区⽟川⽥園調布１−１４−２２
2025-02-26



http://www.papas-kk.co.jp/
 
パ,102334,株式会社パブリック商会
〒194-0213,東京都町⽥市常盤町３２６９
2025-02-21
https://publicsyoukai.co.jp
 
パ,220349,パブリックロード株式会社
〒694-0052,島根県⼤⽥市久⼿町刺⿅３５０−１
2024-10-12
http://publicroad.co.jp/
 
パ,223166,株式会社パラキャップ社
〒511-0834,三重県桑名市⼤字⼤福３３８
2024-06-01
http://www.palacap.co.jp
 
パ,503250,パラゴンソフトウェア株式会社
〒101-0051,東京都千代⽥区神⽥神保町２丁⽬２番地１２
2024-09-11
https://www.paragon-software.co.jp/
 
パ,218276,株式会社パルカ
〒171-0044,東京都豊島区千早四丁⽬３８番１１号
2023-08-25
 
パ,228017,株式会社パルコスペースシステムズ
〒150-0045,東京都渋⾕区神泉町８番１６号
2024-05-08
https://www.parco-space.co.jp
 
パ,103526,パルスインターナショナル株式会社
〒570-0066,⼤阪府守⼝市梅園町５−１
2023-12-01
 
パ,503605,株式会社 パルス・システム
〒169-0075,東京都新宿区⾼⽥⾺場１−３０−４  ３０⼭京ビル８階
2025-08-31
http://www.pulse-system.co.jp/
 
パ,101706,パルステック⼯業株式会社
〒431-1304,静岡県浜松市北区細江町中川７０００−３５
2024-10-01
http://www.pulstec.co.jp/
 
パ,127390,パルスモ株式会社
〒113-0033,東京都⽂京区本郷２−３８−５
2024-09-12
http://www.pulsmo.co.jp/
 
パ,101618,株式会社パルテごとう
〒010-0043,秋⽥県秋⽥市新屋豊町４−６３
2024-08-24
http://www.parte-gotou.co.jp/
 



パ,117081,株式会社パルテック
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−３−１２
2024-06-09
http://www.paltek.co.jp
 
パ,210818,パルテック株式会社
〒240-0065,神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区和⽥２ー１２ー５
2025-01-06
 
パ,101322,有限会社パル電⼦
〒258-0019,神奈川県⾜柄上郡⼤井町⾦⼦２８４７−４
2024-05-02
http://www.pal-denshi.co.jp/
 
パ,213501,パルマスティーリザ・ジャパン株式会社
〒102-0076,東京都千代⽥区五番町１２番地１番町会館４階
2023-11-11
 
パ,212694,株式会社パレス
〒163-0436,東京都新宿区⻄新宿２ー１ー１新宿三井ビルディング３６階
2025-06-20
https://www.m-palace.jp/
 
パ,123853,パレス化学株式会社
〒236-0004,横浜市⾦沢区福浦１−１１−１６
2025-05-11
http://www.palacechemical.co.jp
 
パ,507037,株式会社パロマ
〒467-8585,愛知県名古屋市瑞穂区桃園町６−２３
2026-02-26
http://www.paloma.co.jp/
 
パ,503524,パワー・ワークス株式会社
〒101-0051,東京都千代⽥区神⽥神保町３−２−８
2025-08-24
http://www.powerworks.co.jp/
 
パ,116357,パワーサプライ株式会社
〒675-1322,兵庫県⼩野市匠台２３
2024-07-28
http://www.p-supply.jp
 
パ,105574,パワーサプライテクノロジー株式会社
〒515-8555,三重県松阪市上川町２４６０−１
2025-05-28
https://www.ps-t.co.jp/
 
パ,504328,株式会社パワーサポート
〒150-0013,東京都渋⾕区恵⽐寿３−７−１７
2026-03-18
https://www.pawasapo.co.jp
 
パ,218921,株式会社パワーシード
〒221-0001,神奈川県横浜市神奈川区⻄寺尾２丁⽬１５ー１３



2024-01-19
 
パ,106279,株式会社パワーシステムズ
〒161-0034,東京都新宿区上落合３−４−５ 清原ビル
2024-07-26
 
パ,117468,株式会社パワージェクト
〒175-0082,東京都板橋区⾼島平１−８３−１
2024-07-10
http://www.powerjects.co.jp
 
パ,211156,株式会社パワーステーション
〒144-0052,東京都⼤⽥区蒲⽥５丁⽬１５番８号蒲⽥⽉村ビル
2025-05-25
http://www.power-station-group.co.jp/
 
パ,214603,株式会社パワーズ
〒171-0021,東京都豊島区⻄池袋３ー１ー１３
2026-02-28
http://powers-corp.co.jp/
 
パ,117620,株式会社パワー精密
〒110-0014,東京都台東区北上野２−５−９
2024-07-27
http://www.pwsm.co.jp
 
パ,113499,株式会社パワーテクノ
〒124-0024,東京都葛飾区新⼩岩４−２１−２０
2023-08-06
http://www.powertechno.co.jp
 
パ,227603,有限会社パワーテック新潟
〒950-0321,新潟県新潟市江南区割野３９６１番地８
2024-03-09
 
パ,213896,株式会社パワーパートナー
〒133-0051,東京都江⼾川区北⼩岩４ー３１ー４
2024-11-17
 
パ,117063,パンチ⼯業株式会社
〒140-0013,東京都品川区南⼤井６−２２−７ ⼤森ベルポートＥ館５階
2024-08-01
http://www.punch.co.jp/
 
ヒ,226181,ヒアサ商事株式会社
〒811-1255,福岡県那珂川市恵⼦１ー３５
2025-11-01
http://www.hiasashoji.com
 
ヒ,222041,有限会社⽇浦⾦属
〒770-8033,徳島県徳島市⽅上町尾⽻丁１番地１
2023-09-01
http://www.hiurakinzoku.jp
 
ヒ,117179,⽇置株式会社



〒165-0021,東京都中野区丸⼭２−１−１１
2025-04-21
http://www.hioki-kk.co.jp/
 
ヒ,127064,⽇置電機株式会社
〒386-1192,⻑野県上⽥市⼩泉８１
2025-02-13
https://www.hioki.co.jp/
 
ヒ,502360,⽐果産業株式会社
〒600-8499,京都府京都市下京区四条通り堀川⻄⼊唐津屋町５３０番地
2026-05-30
https://www.hika.co.jp/
 
ヒ,102484,株式会社氷上製作所
〒669-3464,兵庫県丹波市氷上町⽯⽣１７６７−７
2025-03-22
 
ヒ,213206,有限会社ヒカリ
〒599-8101,⼤阪府堺市東区⼋下町１丁１３７ー１
2026-04-22
http://www.hikari-namacon-check.com
 
ヒ,221917,株式会社光
〒455-0056,愛知県名古屋市港区砂美町１６５
2025-08-01
https://www.kkhikari.com/
 
ヒ,229558,株式会社光
〒982-0012,宮城県仙台市太⽩区⻑町南⼆丁⽬１１番１号
2026-03-05
http://hikari55.com
 
ヒ,107610,株式会社光アルファクス
〒530-0005,⼤阪市北区中之島２−２−２
2024-05-13
http://www.hikari-ax.co.jp
 
ヒ,227325,株式会社光解体
〒102-0092,東京都千代⽥区隼町２番３号
2021-01-25
 
ヒ,218545,光が丘興産株式会社
〒179-0075,東京都練⾺区⾼松５−８−２０
2023-10-20
https://www.jcity-hikari.co.jp/
 
ヒ,105541,光ガラス株式会社
〒012-0104,秋⽥県湯沢市駒形町字三⼜⽩幡１５５
2025-04-26
http://www.hikari-g.co.jp
 
ヒ,213404,株式会社光企画
〒193-0835,東京都⼋王⼦市千⼈町２ー１６ー３
2023-09-02



 
ヒ,220668,有限会社光機設
〒531-0076,⼤阪府⼤阪市北区⼤淀中五丁⽬１１番２９号
2025-02-01
 
ヒ,127071,株式会社光⾦属⼯業所
〒458-8521,名古屋市緑区鳴海町中汐⽥１３０
2025-03-14
http://www.hikarikk.co.jp
 
ヒ,211587,光建設株式会社
〒600-8864,京都府京都市下京区七条御所ノ内南町９９番地
2026-03-15
 
ヒ,214628,有限会社光建設
〒979-1141,福島県双葉郡富岡町⼤字上⼿岡字杉内７１番地
2023-03-14
 
ヒ,217384,株式会社晃建設
〒960-8135,福島県福島市腰浜町３１番１６号
2025-12-17
http://www.fk-hikari.jp
 
ヒ,104876,光⼯業株式会社
〒671-1132,兵庫県姫路市⼤津区勘兵衛町４−３４−２
2023-07-27
http://www.hikari-kk.co.jp
 
ヒ,105437,ヒカリ興業株式会社
〒110-8517,東京都台東区上野３−２１−８
2025-01-31
https://www.hikari-kogyo.co.jp/
 
ヒ,127015,光⼯業株式会社
〒192-0032,東京都⼋王⼦市⽯川町２９６８−３
2024-11-24
http://www.hikarikogyo.co.jp
 
ヒ,216971,有限会社光⼯業
〒154-0023,東京都世⽥⾕区若林⼀丁⽬１９番６号
2025-08-06
 
ヒ,222827,株式会社光⼯業
〒006-0812,北海道札幌市⼿稲区前⽥２条９ー４ー８
2024-03-01
 
ヒ,503973,光興業株式会社
〒610-0312,京都府京⽥辺市飯岡⼩⼭１０４番地
2024-05-16
http://www.hikaric.com
 
ヒ,129774,株式会社光⼯作所
〒767-0014,⾹川県三豊市⾼瀬町上⿇⼄３３３−１
2025-01-25
http://www.hikarikousakusyo.com



 
ヒ,102301,光産業株式会社
〒804-0013,福岡県北九州市⼾畑区境川２−１５−６
2025-02-18
 
ヒ,230753,株式会社ひかりシステム
〒371-0847,群⾺県前橋市⼤友町⼆丁⽬２９番地１１
2025-08-23
https://hikarisys.com
 
ヒ,107080,光商⼯株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座７−４−１４
2025-06-17
https://www.hikari-gr.co.jp
 
ヒ,231217,株式会社光重機
〒989-2381,宮城県亘理郡亘理町逢隈上郡字若宮４５番地の１
2025-11-01
 
ヒ,215079,光重⼯業株式会社
〒721-0957,広島県福⼭市箕島町５６００−２６
2023-11-07
 
ヒ,220332,光情報通信株式会社
〒003-0028,北海道札幌市⽩⽯区平和通２丁⽬南１番７号
2024-10-12
http://www.hikari-j.co.jp
 
ヒ,226531,光スチール家具株式会社
〒556-0022,⼤阪府⼤阪市浪速区桜川４ー９ー１２
2026-04-01
http://www.hikari-sf.com
 
ヒ,127035,光製⽸株式会社
〒511-0411,三重県いなべ市北勢町京ヶ野新⽥３１２
2024-07-13
 
ヒ,127271,光精⼯株式会社
〒578-0903,⼤阪府東⼤阪市今⽶２−５−１１
2026-05-09
http://www.hyperbolt.co.jp/
 
ヒ,117588,有限会社光製作所
〒244-0816,横浜市⼾塚区上倉⽥町１０１５−１
2024-07-26
http://www.hikariss.jp/
 
ヒ,129438,株式会社光製作所
〒501-6034,岐⾩県⽻島郡笠松町中野２４８−３
2024-05-07
http://www.hikariss.co.jp/
 
ヒ,217571,光設備株式会社
〒318-0023,茨城県⾼萩市⼤字島名２１２９ー３３
2026-02-10



 
ヒ,214638,株式会社光装芸
〒356-0051,埼⽟県ふじみ野市⻲久保１１５０
2026-03-21
 
ヒ,220396,有限会社光測建
〒252-0003,神奈川県座間市ひばりが丘１−９−２０
2024-10-26
https://hikari-sokken.amebaownd.com
 
ヒ,220578,光通信サービス株式会社
〒333-0866,埼⽟県川⼝市芝⼆丁⽬１番５号
2024-12-27
 
ヒ,216939,有限会社ひかり電気
〒221-0015,神奈川県横浜市神奈川区神之⽊町１５ー２２
2025-07-23
 
ヒ,224064,光電気⼯事株式会社
〒462-0004,愛知県名古屋市北区三軒町２３４番地
2025-01-01
 
ヒ,231378,光電気⼯事株式会社
〒902-0066,沖縄県那覇市字⼤道７８番地の７
2025-12-06
http://www.hikari-dk.co.jp/
 
ヒ,117470,光電機産業株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿３−１７−１２−３階
2024-02-18
http://www.hikarids.co.jp/
 
ヒ,231987,株式会社光電⼯
〒259-1145,神奈川県伊勢原市板⼾３６９番地の１
2026-05-09
 
ヒ,218986,光電設有限会社
〒321-0982,栃⽊県宇都宮市御幸ケ原町１３６番地２２
2024-01-26
 
ヒ,230298,有限会社ヒカリ電装
〒642-0011,和歌⼭県海南市黒江１２６４番地９ロイヤルコーポ黒江１Ａ
2025-06-28
 
ヒ,117182,光伝導機株式会社
〒601-8356,京都市南区吉祥院⽯原京道町１−１
2024-12-04
http://www.hikaridendoki.jp
 
ヒ,210239,株式会社光塗装
〒418-0014,静岡県富⼠宮市富⼠⾒ケ丘１１６３番地
2024-03-26
https://hikaritoso.co.jp
 
ヒ,227432,光塗装株式会社



〒965-0036,福島県会津若松市⾺場本町４−２
2024-02-22
 
ヒ,128589,有限会社光塗装⼯業
〒579-8014,⼤阪府東⼤阪市中⽯切町３−７−２６
2025-12-20
 
ヒ,129635,株式会社光ベーク⼯業所
〒236-0002,神奈川県横浜市⾦沢区⿃浜町２−５２
2024-11-30
https://www.hikaribake.com
 
ヒ,216207,株式会社ひかるアクアリューム
〒110-0008,東京都台東区池之端４ー１６ー６
2025-03-26
http://hikaruaquarium.co.jp
 
ヒ,117430,⽇川電機株式会社
〒114-0014,東京都北区⽥端３−１９−１９
2024-02-07
http://www.hikawadenki.co.jp/
 
ヒ,224066,株式会社斐川板⾦
〒699-0553,島根県出雲市斐川町黒⽬１２８４ー１
2025-01-01
https://hikawa-bk.co.jp/
 
ヒ,127815,ヒガ・アーツアンドメタル株式会社
〒143-0016,東京都⼤⽥区⼤森北６−２６−２３
2025-03-16
http://www.higa-bull.com/
 
ヒ,106562,檜垣鉄⼯所
〒794-0112,愛媛県今治市⽟川町⼩鴨部甲８４０
2025-02-04
 
ヒ,218651,有限会社⽐嘉組
〒904-2174,沖縄県沖縄市与儀３丁⽬９番２３号シーサイドマンション２０１
2023-11-24
 
ヒ,231655,⽇笠⼯業株式会社
〒657-0852,兵庫県神⼾市灘区⼤⽯南町三丁⽬３番１号
2026-02-07
http://www.higasa.co.jp
 
ヒ,219864,株式会社ヒガシ
〒920-0211,⽯川県⾦沢市湊１−９２
2024-06-15
https://www.higashi-sds.co.jp
 
ヒ,505214,株式会社東⼯業
〒979-1151,福島県双葉郡富岡町⼤字本岡字新夜ノ森５６５−１
2025-04-24
http://higashi-t.com
 



ヒ,106538,東⽥電機産業株式会社
〒522-0027,滋賀県彦根市東沼波町１９０−１
2025-01-24
https://www.heic.co.jp
 
ヒ,215158,東通信⼯業株式会社
〒110-0004,東京都台東区下⾕１−１３−１１
2023-12-26
 
ヒ,104124,株式会社ヒガシトゥエンティワン
〒540-0013,⼤阪市中央区内久宝寺町３−１−９
2024-10-23
http://www.e-higashi.co.jp/
 
ヒ,502467,株式会社 東⽇本放送
〒982-8505,宮城県仙台市太⽩区あすと⻑町１丁⽬３番１５号
2023-10-07
http://www.khb-tv.co.jp/
 
ヒ,506021,東⽇本電信電話株式会社
〒163-8019,東京都新宿区⻄新宿３−１９−２
2026-05-18
http://www.ntt-east.co.jp
 
ヒ,129943,東⽇本オリオン株式会社
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町３−３ ⽵橋３−３ビル７Ｆ
2025-04-19
http://www.orionkikai.co.jp/
 
ヒ,213221,東⽇本海洋建設株式会社
〒290-0051,千葉県市原市君塚５ー１３ー１１
2026-05-02
http://www.hnkk.co.jp
 
ヒ,117339,株式会社東⽇本技術研究所
〒319-1221,茨城県⽇⽴市⼤みか町２−２３−１５
2023-10-06
http://www.tounichi-g.co.jp
 
ヒ,127259,株式会社東⽇本計装
〒007-0843,札幌市東区北４３条東１−４−２３
2026-04-15
 
ヒ,221496,東⽇本検査株式会社
〒983-0012,宮城県仙台市宮城野区出花⼀丁⽬４番１３
2025-04-01
https://www.higashinihonkensa.com/
 
ヒ,231903,株式会社東⽇本建設コンサルタント
〒974-8261,福島県いわき市植⽥町林内２６番地５
2026-04-18
http://hnsv.co.jp
 
ヒ,124600,東⽇本⼯業株式会社
〒367-0023,埼⽟県本庄市寿３−６−３７



2025-11-12
 
ヒ,503305,東⽇本興業株式会社
〒980-8534,宮城県仙台市⻘葉区⼀番町三丁⽬７番１号（電⼒ビル９階）
2024-11-27
http://www.hnk-i.co.jp
 
ヒ,211095,東⽇本コンクリート株式会社
〒980-0811,宮城県仙台市⻘葉区⼀番町２丁⽬２番１３号
2025-04-27
https://www.h-con.co.jp/
 
ヒ,102082,株式会社東⽇本システムエンジニアリング
〒970-8026,福島県いわき市平字研町２
2024-12-28
 
ヒ,227458,東⽇本綜合ビル管理株式会社
〒981-1106,宮城県仙台市太⽩区柳⽣字稲荷８２ー７
2024-02-28
 
ヒ,127062,東⽇本電⼦計測株式会社
〒981-8003,宮城県仙台市泉区南光台４−３２−１９
2024-12-20
http://www.hdknet.co.jp
 
ヒ,502364,有限会社 東⽇本電通
〒020-0142,岩⼿県盛岡市稲荷町４番５号
2023-06-10
 
ヒ,231481,東⽇本⽇東エース株式会社
〒274-0067,千葉県船橋市⼤⽳南三丁⽬１番１３号
2025-12-19
 
ヒ,505623,東⽇本フィールドエンジニア株式会社
〒059-1366,北海道苫⼩牧市あけぼの町１丁⽬４番１１号
2024-09-02
http://hnfe.co.jp
 
ヒ,223406,株式会社東⾕
〒755-0009,⼭⼝県宇部市東⾒初町１番３６号
2024-08-01
 
ヒ,102659,株式会社ヒガシヤマ
〒920-0376,⽯川県⾦沢市福増町南４１−６
2025-07-08
http://www.co-higashiyama.jp/
 
ヒ,504644,東⼭⼯業株式会社
〒245-0053,神奈川県横浜市⼾塚区上⽮部町２４２２番地
2026-03-31
http://www.higashiyama-net.co.jp
 
ヒ,214861,東⼭産業株式会社
〒153-0043,東京都⽬黒区東⼭１ー１ー２東⼭ビル
2023-07-11



http://higashiyama.com
 
ヒ,230027,有限会社⽐嘉⾨タイル店
〒901-2221,沖縄県宜野湾市伊佐三丁⽬２１番２
2025-04-19
https://www.big-advance.site/s/187/1797
 
ヒ,218177,⽇置川開発株式会社
〒649-2511,和歌⼭県⻄牟婁郡⽩浜町⽇置５２５番地
2023-08-11
 
ヒ,117039,⽦⽥産業株式会社
〒920-0172,⽯川県⾦沢市河原市町１０
2024-04-07
http://www.hikida.jp/
 
ヒ,127068,引地精⼯株式会社
〒989-2436,宮城県岩沼市吹上２−８−２８
2022-05-11
http://www.hikichiseiko.com
 
ヒ,117403,株式会社ヒキフネ
〒124-0014,東京都葛飾区東四つ⽊２−４−１２
2024-06-14
http://www.hikifune.com
 
ヒ,211760,有限会社曳家新井興業
〒350-1227,埼⽟県⽇⾼市⼤字⼥影１２８０ー２
2023-07-21
 
ヒ,127754,株式会社⾶球商会
〒451-0031,名古屋市⻄区城⻄５−２５−１２
2025-02-23
http://www.hikyu1957.co.jp/
 
ヒ,219765,ヒグサ技研株式会社
〒700-0089,岡⼭県岡⼭市北区津島本町１ー５２
2024-05-25
 
ヒ,211998,株式会社樋⼝建築⼯房
〒370-3347,群⾺県⾼崎市中室⽥町６０１１番地２
2024-01-27
 
ヒ,211413,株式会社樋⼝⼯業
〒818-0066,福岡県筑紫野市⼤字永岡１３０１番地の１
2025-10-28
https://higuchi-kogyo.com/
 
ヒ,231338,株式会社ヒグチ⼯業
〒510-0243,三重県鈴⿅市⽩⼦三丁⽬１３番１５号
2025-11-29
https://www.higuchi-k.co.jp/
 
ヒ,220739,株式会社樋⼝⼯務店
〒520-0825,滋賀県⼤津市膳所池ノ内町８２９ー６



2025-03-01
 
ヒ,218158,有限会社樋⼝⾃⼯
〒400-0331,⼭梨県南アルプス市下今井５８
2023-08-11
 
ヒ,104326,有限会社樋⼝製作所
〒252-0801,神奈川県藤沢市⻑後１２７２−２
2025-03-11
 
ヒ,219118,ヒグチ測量設計 樋⼝⾓栄（その他）
〒300-2705,茨城県常総市豊⽥１５４１−４
2024-02-16
 
ヒ,216762,樋⼝電気⼯事 樋⼝武（その他）
〒370-0533,群⾺県⾢楽郡⼤泉町仙⽯２ー４ー１８
2025-06-25
 
ヒ,222084,⽇暮⼯業株式会社
〒364-0012,埼⽟県北本市北中丸１丁⽬５番
2026-02-01
https://www.higurashi.co.jp/
 
ヒ,224762,株式会社彦建設
〒177-0035,東京都練⾺区南⽥中１ー１５ー２
2025-04-01
 
ヒ,229992,肥後機⼯株式会社
〒862-0956,熊本県熊本市中央区⽔前寺公園２８番２６号
2023-10-09
https://www.higokiko.com
 
ヒ,212321,株式会社肥後⼯務店
〒176-0021,東京都練⾺区貫井３ー２２ー８
2024-09-05
 
ヒ,216478,肥後⽣コンサービス株式会社
〒861-4211,熊本県熊本市南区城南町今吉野５２９番地１
2025-05-21
 
ヒ,210010,株式会社久⼀
〒721-0926,広島県福⼭市⼤⾨町６ー２２ー２５
2023-10-22
 
ヒ,504138,株式会社⽇阪製作所
〒530-0057,⼤阪府⼤阪市北区曾根崎２丁⽬１２番７号
2024-11-13
http://www.hisaka.co.jp/
 
ヒ,213751,株式会社久⾨製作所
〒550-0012,⼤阪府⼤阪市⻄区⽴売堀３ー５ー１１
2024-06-30
http://www.hisakado.co.jp
 
ヒ,231333,株式会社久⼯業所



〒971-8184,福島県いわき市泉町黒須野字砂利５９番地４
2025-11-29
https://hisakougyousyo.com/
 
ヒ,502774,ヒサゴ株式会社
〒461-0004,愛知県名古屋市東区葵３−１４−１２
2024-12-01
https://www.hisago.co.jp
 
ヒ,107723,ひさご電材株式会社
〒173-0037,東京都板橋区⼩茂根４−１８−１４
2023-12-24
http://www.hisago-denzai.co.jp
 
ヒ,103292,株式会社ヒサシ
〒578-0905,⼤阪府東⼤阪市川⽥４−３−１８
2023-07-15
http://www.hisashi.co.jp/
 
ヒ,117654,株式会社ヒサダ
〒470-0217,愛知県みよし市根浦町４−２−２３
2024-09-06
 
ヒ,226960,株式会社久忠
〒496-0026,愛知県津島市唐⾅町当理２０番地
2023-08-01
http://www.hisacyu.co.jp
 
ヒ,218348,久富電設株式会社
〒503-0803,岐⾩県⼤垣市⼩野⼀丁⽬２２番地１
2023-09-08
 
ヒ,101208,株式会社久野電機製作所
〒848-0022,佐賀県伊万⾥市⼤坪町字猪⼦⾕⼄５５９０−４７
2024-03-21
http://www.hisano.co.jp/
 
ヒ,220551,有限会社久松塗装⼯業
〒792-0896,愛媛県新居浜市阿島⼀丁⽬６番２８号
2024-12-21
 
ヒ,230078,株式会社久本組
〒558-0014,⼤阪府⼤阪市住吉区我孫⼦五丁⽬５番２５号
2025-05-10
http://www.hisamotogumi.co.jp/
 
ヒ,212726,株式会社樋沢産業
〒386-0503,⻑野県上⽥市下武⽯５７７ー１
2025-07-03
 
ヒ,117642,菱井商事株式会社
〒650-0037,神⼾市中央区明⽯町３２
2024-08-21
http://www.hishii.co.jp
 



ヒ,214276,ヒシエヌ⻄村⼯業株式会社
〒007-0880,北海道札幌市東区丘珠町３０３番地
2025-07-05
 
ヒ,117386,菱岡⼯業株式会社
〒641-0013,和歌⼭市中島５２８
2023-11-29
http://www.hishioka.co.jp
 
ヒ,127243,菱刈産業株式会社
〒146-0091,東京都⼤⽥区鵜の⽊１−２−２
2026-05-27
http://hishikari.com/
 
ヒ,227290,菱中建設株式会社
〒053-0023,北海道苫⼩牧市錦町２丁⽬６番２２号
2024-01-13
http://www.hisinaka.jp
 
ヒ,217558,ヒショー⼯業株式会社
〒577-0843,⼤阪府東⼤阪市荒川３丁⽬５−８−４０１号
2026-02-04
 
ヒ,231332,株式会社⽐翔⼯業
〒665-0813,兵庫県宝塚市⼝⾕⻄三丁⽬５５番地の５
2025-11-21
 
ヒ,230253,有限会社⼟⽅商事
〒359-0024,埼⽟県所沢市⼤字下安松９５２番地
2025-06-21
 
ヒ,222835,株式会社⼟⽅商店
〒567-0811,⼤阪府茨⽊市上泉町１ー１５
2024-03-01
 
ヒ,106817,株式会社⽇出ハイテック
〒879-1504,⼤分県速⾒郡⽇出町⼤字⼤神８１３３
2025-12-15
https://www.hht.co.jp
 
ヒ,231130,株式会社聖
〒457-0078,愛知県名古屋市南区塩屋町六丁⽬２１番地の１
2025-10-18
https://www.hijiri-corp.jp/
 
ヒ,230949,株式会社聖計装
〒311-2103,茨城県鉾⽥市汲上８７８番地３
2025-10-04
 
ヒ,117217,株式会社⽇髙合⾦
〒812-0014,福岡市博多区⽐恵町２０−１
2026-03-01
http://www.inf.ne.jp/hitaka/
 
ヒ,101641,⽇⽥簡易ガス協同組合



〒877-0071,⼤分県⽇⽥市⼤字⼗⼆町７３６−１
2024-09-05
 
ヒ,230003,⽇⽥建⼯株式会社
〒803-0843,福岡県北九州市⼩倉北区⾦鶏町３番２８号
2025-04-12
http://www.hitakenko.co.jp
 
ヒ,217885,⽇⽥建設株式会社
〒532-0006,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄三国４丁⽬３番１８号
2023-07-07
 
ヒ,106169,株式会社⽇⽴アーバンサポート
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町３−７−１ 興和⼀橋ビル
2024-03-08
https://www.hitachi-urban-spt.co.jp/
 
ヒ,128951,株式会社⽇⽴アイイーシステム
〒492-8622,愛知県稲沢市幸町１２０−１
2026-05-16
http://www.hitachi-ie.jp/
 
ヒ,129049,株式会社⽇⽴ＩＣＴビジネスサービス
〒244-0003,横浜市⼾塚区⼾塚町５０３０
2023-08-06
http://www.hitachi-bs.co.jp
 
ヒ,105180,株式会社⽇⽴アカデミー
〒110-0015,東京都台東区東上野２−１６−１ 上野イーストタワー１８Ｆ
2024-07-10
 
ヒ,100460,⽇⽴Ａｓｔｅｍｏ株式会社 
〒871-0913,福岡県築上郡上⽑町⼤字垂⽔７０４−１
2025-12-09
https://www.hitachiastemo.com/jp/
 
ヒ,122434,⽇⽴Ａｓｔｅｍｏ株式会社
〒361-8506,埼⽟県⾏⽥市藤原町１−１４−１
2024-09-12
https://www.hitachiastemo.com/jp
 
ヒ,129432,⽇⽴Ａｓｔｅｍｏ株式会社
〒100-0004,東京都千代⽥区⼤⼿町２−２−１ 新⼤⼿町ビル
2024-04-30
 
ヒ,129955,⽇⽴Ａｓｔｅｍｏ株式会社
〒100-0004,東京都千代⽥区⼤⼿町２−２−１ 新⼤⼿町ビル
2025-04-27
https://www.hitachiastemo.com/jp/
 
ヒ,101871,⽇⽴Ａｓｔｅｍｏ秋⽥美郷株式会社
〒019-1512,秋⽥県仙北郡美郷町本堂城回字若林８９−１
2024-11-05
 
ヒ,128352,⽇⽴Ａｓｔｅｍｏ＆ナガノ株式会社



〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町２−１４−８ ⻑野計器⼈形町ビル
2025-10-19
http://www.hitachi-automotive-na.co.jp
 
ヒ,505241,⽇⽴Ａｓｔｅｍｏ電動機システムズ株式会社
〒312-0062,茨城県ひたちなか市⼤字⾼場２５２０番地
2025-06-26
https://www.hitachi-automotive-ms.co.jp/index.html
 
ヒ,100041,⽇⽴Ａｓｔｅｍｏハイキャスト株式会社
〒024-0335,岩⼿県北上市和賀町後藤２−１０６−１４５
2025-07-08
https://www.hitachi-automotive-hc.co.jp
 
ヒ,129771,⽇⽴Ａｓｔｅｍｏハイキャスト株式会社
〒963-6115,福島県東⽩川郡棚倉町⼤字福井字⼀⾥檀１
2025-01-22
http://www.hitachi-automotive.co.jp
 
ヒ,100213,株式会社⽇⽴アドバンストシステムズ
〒244-0817,神奈川県横浜市⼾塚区吉⽥町２９２
2025-08-18
http://www.hitachi-as.co.jp
 
ヒ,229896,株式会社⽇⽴アルミ
〒316-0035,茨城県⽇⽴市国分町３ー１０ー１２
2023-08-11
https://hi-alumi.co.jp/
 
ヒ,129860,株式会社⽇⽴茨城テクニカルサービス
〒316-0035,茨城県⽇⽴市国分町１−１−１
2025-03-26
 
ヒ,105827,株式会社⽇⽴インダストリアルプロダクツ
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥１−５−１ 住友不動産秋葉原ファーストビル
2026-01-22
https://www.hitachi-ip.com
 
ヒ,123887,株式会社⽇⽴インフォメーションエンジニアリング
〒730-0037,広島県広島市中区中町６−１３
2025-05-24
http://www.hitachi-ife.co.jp
 
ヒ,502826,株式会社⽇⽴インフォメーションエンジニアリング
〒730-0037,広島県広島市中区中町６番１３号 広島Ｋビル７階
2025-05-10
http://www.hitachi-ife.co.jp/
 
ヒ,127190,⽇⽴栄興防災株式会社
〒317-0061,茨城県⽇⽴市東町２−１１−４
2025-05-24
 
ヒ,117333,⽇⽴オートモティブシステムズ阪神株式会社
〒669-1339,兵庫県三⽥市テクノパーク１３−６
2023-12-07



http://www.hitachi-automotive-hs.co.jp/
 
ヒ,106949,株式会社⽇⽴柏レイソル
〒277-0083,千葉県柏市⽇⽴台１−２−５０
2026-04-19
https://www.reysol.co.jp/
 
ヒ,103388,⽇⽴化成住電パワープロダクツ株式会社
〒319-1414,茨城県⽇⽴市⽇⾼町５−１−１
2023-09-02
http://www.hitachi-chem.co.jp/japanese/company/group_hksp.ht
ml
 
ヒ,128340,株式会社⽇⽴機械
〒316-0003,茨城県⽇⽴市多賀町３−１５−１０
2025-10-09
http://www.hitachikikai.com/
 
ヒ,504316,株式会社 ⽇⽴機熔商事
〒317-0055,茨城県⽇⽴市宮⽥町１丁⽬１番地３８号
2023-02-24
 
ヒ,507030,⽇⽴⾦属株式会社
〒108-8224,東京都港区港南⼀丁⽬２番７０号（品川シーズンテラス）
2023-08-08
http://www.hitachi-metals.co.jo/
 
ヒ,154036,⽇⽴⾦属⼯具鋼株式会社
〒108-0075,東京都港区港南１−２−７０ 品川シーズンテラス２３階
2024-01-31
 
ヒ,504104,株式会社⽇⽴技研
〒316-0004,茨城県⽇⽴市東多賀町３−１８−７
2024-09-10
http://www.hgiken.co.jp/
 
ヒ,103160,⽇⽴空調ソリューションズ株式会社
〒176-0012,東京都練⾺区豊⽟北５−２９−８ 練⾺センタービル６、７階
2026-04-22
 
ヒ,127250,⽇⽴グローバルライフソリューションズ株式会社
〒105-8410,東京都港区⻄新橋２−１５−１２
2025-12-14
https://www.hitachi-gls.co.jp/
 
ヒ,507027,⽇⽴グローバルライフソリューションズ株式会社
〒105-8410,東京都港区⻄新橋⼆丁⽬１５番１２号
2026-01-22
https://www.hitachi-gls.co.jp
 
ヒ,128847,株式会社⽇⽴ケーイーシステムズ
〒275-0001,千葉県習志野市東習志野７−１−１
2026-03-05
https://www.hke.jp
 



ヒ,214762,⽇⽴建機⽇本株式会社
〒340-0004,埼⽟県草加市弁天５丁⽬３３番２５号
2026-06-06
https://japan.hitachi-kenki.co.jp/
 
ヒ,505481,株式会社⽇⽴ゲージ⼯業所
〒319-1416,茨城県⽇⽴市⽥尻町⼀丁⽬２９番５号
2023-11-06
 
ヒ,117284,常陸⼯研
〒313-0048,茨城県常陸太⽥市藤⽥町１０８５
2026-04-12
 
ヒ,100354,⽇⽴交通テクノロジー株式会社
〒101-8608,東京都千代⽥区外神⽥１−１８−１３
2025-09-29
https://www.hitachi-hik.co.jp/
 
ヒ,127161,⽇⽴礦油株式会社
〒316-0035,茨城県⽇⽴市国分町１−６−１
2025-10-02
http://www.hitachikoyu.jp/
 
ヒ,502540,株式会社⽇⽴国際電気
〒105-8039,東京都港区⻄新橋２−１５−１２（⽇⽴愛宕別館６Ｆ）
2026-05-31
https://www.hitachi-kokusai.co.jp/
 
ヒ,103892,株式会社⽇⽴コンサルティング
〒102-0083,東京都千代⽥区麹町２−４−１ 麹町⼤通りビル
2024-06-29
http://www.hitachiconsulting.co.jp/
 
ヒ,128321,株式会社⽇⽴産機システム
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥１−５−１ 住友不動産秋葉原ファーストビル
2025-09-26
http://www.hitachi-ies.co.jp/
 
ヒ,507122,株式会社⽇⽴産機システム
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥１丁⽬５番１号 （住友不動産秋葉原ファーストビル ６階）
2026-02-21
https://www.hitachi-ies.co.jp/
 
ヒ,229158,株式会社⽇⽴産機ドライブ・ソリューションズ
〒275-0001,千葉県習志野市東習志野３丁⽬１５番１１号
2025-07-04
https://www.hitachi-ies-ds.co.jp/
 
ヒ,125824,株式会社⽇⽴産業制御ソリューションズ
〒319-1221,茨城県⽇⽴市⼤みか町５−１−２６
2023-09-26
http://www.hitachi-ics.co.jp/
 
ヒ,128387,株式会社⽇⽴産業制御ソリューションズ
〒319-1221,茨城県⽇⽴市⼤みか町５−１−２６



2025-11-19
http://www.hitachi-ics.co.jp/index.html
 
ヒ,129024,株式会社⽇⽴産業制御ソリューションズ
〒319-1221,茨城県⽇⽴市⼤みか町５−１−２６
2023-07-09
http://www.hitachi-ics.co.jp
 
ヒ,229455,⽇⽴資材販売株式会社
〒171-0033,東京都豊島区⾼⽥三丁⽬３１番５号
2026-01-22
 
ヒ,107040,株式会社⽇⽴システムズ
〒150-8540,東京都品川区⼤崎１−２−２
2025-09-29
http://www.hitachi-systems.com
 
ヒ,101991,株式会社⽇⽴システムズエンジニアリングサービス
〒220-8132,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい２−２−１ 横浜ランドマークタワー３２階
2024-11-30
http://www.hitachi-systems-es.co.jp/
 
ヒ,505778,株式会社 ⽇⽴システムズパワーサービス
〒105-0023,東京都港区芝浦１−２−３ シーバンスＳ館
2026-01-31
 
ヒ,105038,株式会社⽇⽴システムズフィールドサービス
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１−２−２ アートヴィレッジ⼤崎セントラルタワー４階
2024-02-14
https://www.hitachi-systems-fs.co.jp/
 
ヒ,213925,株式会社⽇⽴システムズフィールドサービス
〒135-0044,東京都江東区越中島３丁⽬５番２５号
2024-12-15
https://www.hitachi-systems-fs.co.jp/
 
ヒ,504562,株式会社⽇⽴社会情報サービス
〒140-0013,東京都品川区南⼤井６−２６−３
2025-06-08
http://www.hitachi-sis.co.jp/index.html
 
ヒ,504658,株式会社⽇⽴社会情報サービス
〒140-0013,東京都品川区南⼤井６丁⽬２６番３号 ⼤森ベルポートＤ館 １７階
2026-05-16
https://www.hitachi-sis.co.jp/index.html
 
ヒ,127734,⽇⽴ＧＥニュークリア・エナジー株式会社
〒317-0073,茨城県⽇⽴市幸町３−１−１
2025-02-13
http://www.hitachi-hgne.co.jp
 
ヒ,117675,株式会社⽇⽴情報通信エンジニアリング
〒220-6122,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい２−３−３ クイーンズタワーＢ２２階
2024-08-08
http://www.hitachi-ite.co.jp/index.html



 
ヒ,103706,⽇⽴ジョンソンコントロールズ空調株式会社
〒105-0022,東京都港区海岸１−１６−１
2024-03-16
 
ヒ,117272,⽇⽴ジョンソンコントロールズ空調株式会社
〒329-4404,栃⽊県栃⽊市⼤平町富⽥５００
2026-02-24
https://www.jci-hitachi.com/jp/
 
ヒ,126606,株式会社ヒタチスプリング
〒143-0002,東京都⼤⽥区城南島４−７−３
2024-02-16
http://www.hitachispring.com
 
ヒ,106182,常陸精機株式会社
〒311-0102,茨城県那珂市向⼭６７
2024-03-17
 
ヒ,107010,株式会社⽇⽴製作所
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内１−６−６ ⽇本⽣命丸の内ビル
2024-09-20
http://www.hitachi.co.jp/
 
ヒ,104595,⽇⽴製作所労働組合
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町２−９−６
2025-11-09
 
ヒ,230427,株式会社ヒタチ設備
〒323-0022,栃⽊県⼩⼭市駅東通り⼆丁⽬３５番１０号
2025-07-12
http://www.hitachi-setsubi.com/
 
ヒ,106814,株式会社⽇⽴総合計画研究所
〒101-8608,東京都千代⽥区外神⽥１−１８−１３ 秋葉原ダイビル２９階
2025-12-13
https://www.hitachi-hri.com/
 
ヒ,129460,⽇⽴綜合防災株式会社
〒319-1111,茨城県那珂郡東海村⾈⽯川６４４−１４
2024-05-27
http://www.hitachisougobousai.jp/
 
ヒ,123925,株式会社⽇⽴ソフテック
〒105-0003,東京都港区⻄新橋２−１５−１２
2022-06-04
http://www.hitachi-softec.co.jp
 
ヒ,504456,株式会社⽇⽴ソリューションズ
〒140-0002,東京都品川区東品川４−１２−７
2024-08-17
https://www.hitachi-solutions.co.jp/
 
ヒ,128837,株式会社⽇⽴ソリューションズ・クリエイト
〒140-0002,東京都品川区東品川４−１２−６ 品川シーサイドキャナルタワー



2026-03-04
https://www.hitachi-solutions-create.co.jp
 
ヒ,107363,株式会社⽇⽴ソリューションズ・テクノロジー
〒190-0014,東京都⽴川市緑町７−１
2026-03-12
https://www.hitachi-solutions-tech.co.jp
 
ヒ,103808,⽇⽴造船株式会社
〒559-8559,⼤阪府⼤阪市住之江区南港北１−７−８９
2024-04-22
https://www.hitachizosen.co.jp/
 
ヒ,157010,⽇⽴造船株式会社
〒559-8559,⼤阪府⼤阪市住之江区南港北１−７−８９
2023-10-01
 
ヒ,123865,⽇⽴ターミナルメカトロニクス株式会社
〒488-8501,愛知県尾張旭市晴丘町池上１
2025-05-13
https://www.hitachi-tm.co.jp/
 
ヒ,224741,常陸⼤理⽯株式会社
〒313-0042,茨城県常陸太⽥市磯部町１３２番地
2025-04-01
http://www.stone.co.jp/
 
ヒ,124456,⽇⽴チャネルソリューションズ株式会社
〒141-8576,東京都品川区⼤崎１−６−３ ⼤崎ニューシティ３号館
2025-09-03
https://www.hitachi-ch.co.jp
 
ヒ,223835,⽇⽴テクノス株式会社
〒440-0095,愛知県豊橋市清須町字兵庫８５ー１
2024-11-01
https://www.hitachi-tecnos.co.jp/
 
ヒ,102575,株式会社⽇⽴テクノロジーアンドサービス
〒300-0013,茨城県⼟浦市神⽴町６０３
2025-05-24
http://www.hitachi-ts.co.jp/
 
ヒ,129419,⽇⽴デザイン株式会社
〒317-0063,茨城県⽇⽴市若葉町２−３−５
2024-04-14
http://www.hitachi-design.co.jp/
 
ヒ,505452,有限会社⽇⽴電機⼯業
〒319-1231,茨城県⽇⽴市留町１２７０−１７
2023-08-19
http://www.hd-inc.co.jp
 
ヒ,122723,⽇⽴電設⼯事株式会社
〒317-0077,茨城県⽇⽴市城南町３−３−５
2024-11-04



http://www.hitachi-dk.com/
 
ヒ,128376,有限会社⽇⽴特殊彫刻
〒316-0002,茨城県⽇⽴市桜川町３−１８−１８
2025-11-12
 
ヒ,210033,株式会社⽇⽴塗⼯店
〒317-0072,茨城県⽇⽴市弁天町２丁⽬２番３号
2023-11-05
http://www.hitachi-toko.co.jp
 
ヒ,503205,株式会社⽇⽴ドキュメントソリューションズ
〒135-0016,東京都江東区東陽六丁⽬３番２号 イースト２１タワー
2024-05-18
http://www.hitachi-document.co.jp/
 
ヒ,211125,⽇⽴⼟⽊株式会社
〒317-0073,茨城県⽇⽴市幸町２ー１８ー５
2025-05-10
http://www.hitachidoboku.jp
 
ヒ,104668,株式会社ひたちなかテクノス
〒312-0045,茨城県ひたちなか市勝⽥中央１４−８
2026-03-08
 
ヒ,127995,株式会社⽇⽴ニコトランスミッション
〒331-0811,埼⽟県さいたま市北区吉野町１−４０５−３
2025-08-08
https://www.hitachi-nico.jp/
 
ヒ,123891,株式会社⽇⽴ハイシステム２１
〒220-8130,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい２−２−１ 横浜ランドマークタワー３０階
2025-05-25
http://www.hs21.co.jp
 
ヒ,116057,株式会社⽇⽴ハイテク
〒105-6409,東京都港区虎ノ⾨１−１７−１ 虎ノ⾨ヒルズビジネスタワー
2023-12-20
https://www.hitachi-hightech.com
 
ヒ,104512,株式会社⽇⽴ハイテク九州
〒836-0004,福岡県⼤牟⽥市⼿鎌１８９２−１
2025-08-19
 
ヒ,102749,株式会社⽇⽴ハイテクサイエンス
〒105-6411,東京都港区虎ノ⾨１−１７−１ 虎ノ⾨ヒルズビジネスタワー
2025-08-23
https://www.hitachi-hightech.com/hhs/
 
ヒ,504305,株式会社 ⽇⽴ハイテクサポート
〒105-0003,東京都港区⻄新橋１−２４−１４
2022-12-25
http://www.hitachi-hightech.com/hsp/
 
ヒ,105883,株式会社⽇⽴ハイテクソリューションズ



〒105-6412,東京都港区虎ノ⾨１−１７−１ 虎ノ⾨ヒルズビジネスタワー
2025-08-09
 
ヒ,116248,株式会社⽇⽴ハイテクソリューションズ
〒319-0316,茨城県⽔⼾市三湯町５００
2024-04-27
http://www.hitachi-hightech.com/hsl/
 
ヒ,116195,株式会社⽇⽴ハイテクネクサス
〒105-6413,東京都港虎ノ⾨１−１７−１
2025-04-07
https://www.hitachi-hightech.com/hnx/
 
ヒ,100912,株式会社⽇⽴ハイテクファインシステムズ
〒369-0395,埼⽟県児⽟郡上⾥町嘉美１６００
2023-10-26
https://www.hitachi-hightech.com/hfs/
 
ヒ,127185,株式会社⽇⽴ハイテクフィールディング
〒105-6410,東京都港区虎ノ⾨１−１７−１ 虎ノ⾨ヒルズビジネスタワー
2025-06-28
https://www.hitachi-hightech.com/hfd/
 
ヒ,115627,株式会社⽇⽴ハイテクマニファクチャ＆サービス
〒312-0033,茨城県ひたちなか市市⽑１０４０
2024-05-09
http://www.hitachi-hightech.com/hms/
 
ヒ,117304,株式会社⽇⽴パワーソリューションズ
〒317-0073,茨城県⽇⽴市幸町３−２−２
2023-09-20
 
ヒ,127101,株式会社⽇⽴パワーソリューションズ
〒317-0073,茨城県⽇⽴市幸町３−２−２
2025-09-18
http://www.hitachi-power-solutions.com
 
ヒ,128465,株式会社⽇⽴パワーデバイス
〒319-1221,茨城県⽇⽴市⼤みか町５−２−２
2025-12-14
https://www.hitachi-power-semiconductor-device.co.jp/index.h
tml
 
ヒ,223931,株式会社⽇⽴ビルシステム
〒101-8941,東京都千代⽥区神⽥淡路町⼆丁⽬１０１番地
2024-12-01
https://www.hbs.co.jp/
 
ヒ,213180,株式会社⽇⽴ビルシステムエンジニアリング
〒103-0007,東京都中央区⽇本橋浜町３丁⽬２７番６号
2026-04-01
https://www.hitachi-buildingsystems-eng.co.jp/
 
ヒ,213182,株式会社⽇⽴ビルシステムエンジニアリング
〒103-0007,東京都中央区⽇本橋浜町３丁⽬２７番６号



2026-04-01
https://www.hitachi-buildingsystems-eng.co.jp/
 
ヒ,505665,⽇⽴物流関東
〒330-0854,埼⽟県さいたま市⼤宮区桜⽊町１−１２−７
2025-02-03
 
ヒ,220430,⽇⽴物流ダイレックス株式会社
〒063-0830,北海道札幌市⻄区発寒１０条１２丁⽬２番２０号
2024-11-09
http://www1.hitachi-hb.co.jp/direx/index.html
 
ヒ,213810,株式会社⽇⽴物流⻄⽇本
〒554-0012,⼤阪府⼤阪市此花区⻄九条⼀丁⽬２８番１３号
2024-08-18
https://www.hitachi-transportsystem.com/jp/westjapan/
 
ヒ,505726,⽇⽴物流バンテックフォワーディング
〒104-6011,東京都中央区晴海１−８−１０
2025-06-21
 
ヒ,504544,株式会社⽇⽴物流東⽇本
〒317-0077,茨城県⽇⽴市城南町１−５−１
2025-04-14
https://www.hitachi-transportsystem.com/jp/eastjapan/
 
ヒ,105985,株式会社⽇⽴物流東⽇本流通サービス
〒316-0036,茨城県⽇⽴市鮎川町３−６−２９
2023-07-31
https://www.hitachi-transportsystem.com/jp/distribution/
 
ヒ,103178,株式会社⽇⽴物流南関東
〒231-0007,神奈川県横浜市中区弁天通４−５９ 横浜弁天通第⼀⽣命ビル８Ｆ
2023-05-09
 
ヒ,215397,株式会社⽇⽴プラントコンストラクション
〒170-8630,東京都豊島区東池袋三丁⽬１番３号
2024-05-15
https://www.hitachi-plant-construction.co.jp/
 
ヒ,103007,株式会社⽇⽴プラントサービス
〒170-6034,東京都豊島区東池袋３−１−１ サンシャイン６０ ３４階
2026-02-07
http://www.hitachi-hps.co.jp
 
ヒ,100303,株式会社⽇⽴プラントメカニクス
〒327-0816,栃⽊県佐野市栄町１１
2025-09-13
http://www.hitachi-hpm.co.jp
 
ヒ,127196,有限会社常陸プレス⼯業所
〒309-1234,茨城県桜川市阿部⽥３９９
2025-10-31
 
ヒ,105189,常陸放送設備株式会社



〒120-0046,東京都⾜⽴区⼩台２−７−１２
2024-07-23
http://www.denki.pro
 
ヒ,117449,⽇⽴無線電気株式会社
〒317-0065,茨城県⽇⽴市助川町１−１４−４
2024-04-04
 
ヒ,221061,株式会社常陸屋
〒173-0031,東京都板橋区⼤⾕⼝北町４６ー８
2023-09-01
 
ヒ,218041,株式会社⽇⽴リース機⼯
〒319-1112,茨城県那珂郡東海村村松２８０８−４
2023-07-28
 
ヒ,104934,株式会社⽇⽴リアルエステートパートナーズ
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町３−７−１ 興和⼀橋ビル７Ｆ
2023-09-14
https://www.hitachi-rep.co.jp/
 
ヒ,505204,⽇⽴ヴァンタラ・デジタル・ソリューションズ・ジャパン株式会社
〒140-8572,東京都品川区南⼤井六丁⽬２７番１８号 ⽇⽴⼤森第⼆別館３Ｆ
2025-04-08
 
ヒ,211790,ヒダ株式会社
〒420-0821,静岡県静岡市葵区柚⽊５７０番地
2023-08-03
http://www.hida-group.co.jp
 
ヒ,231474,株式会社⾶⽥エンジニアリング
〒807-0843,福岡県北九州市⼋幡⻄区三ケ森⼆丁⽬４番２５号
2025-12-19
http://www.hida-e.jp
 
ヒ,217949,株式会社⽇⾼建材
〒315-0005,茨城県⽯岡市⿅の⼦２−５−２６
2023-07-14
 
ヒ,210383,ひだか建設株式会社
〒671-2233,兵庫県姫路市太市中９２１ー５
2024-06-18
http://www.hidaka-kk.com/
 
ヒ,221108,⽇髙建設株式会社
〒812-0067,福岡県福岡市東区筥松新町２番３０号
2025-02-01
https://hidakacc.jp/
 
ヒ,125075,⽇多加産業株式会社
〒474-0011,愛知県⼤府市横根町新江１５−１４
2026-01-17
http://www.hidakasangyo.co.jp
 
ヒ,228217,⽇⾼商事株式会社



〒951-8067,新潟県新潟市中央区本町通七番町１０８４番地
2024-06-29
http://.hidakashoji.co.jp
 
ヒ,501898,株式会社⽇髙商事
〒144-0056,東京都⼤⽥区⻄六郷３−２８−５
2025-10-12
http://www.hidaka-shoji.co.jp/
 
ヒ,120931,株式会社⽇髙精機
〒144-0056,東京都⼤⽥区⻄六郷３−２８−５
2024-02-28
http://www.hidaka-seiki.co.jp/
 
ヒ,107860,株式会社⽇⾼製作所
〒300-0524,茨城県稲敷市⼩⽻賀６３２
2024-10-09
 
ヒ,216848,⽇⾼電気⼯事株式会社
〒801-0854,福岡県北九州市⾨司区旧⾨司１−１−１
2025-07-09
http://hidaka-elc.co.jp
 
ヒ,229642,⾶騨建設株式会社
〒506-0008,岐⾩県⾼⼭市初⽥町３丁⽬４５番地２
2026-04-08
https://hidaken.jp
 
ヒ,107690,肥⽥電器株式会社
〒929-1703,⽯川県⿅島郡中能登町春⽊ラ部５５
2024-06-28
http://www.hidadenki.co.jp/
 
ヒ,231887,ヒダ道路株式会社
〒506-0058,岐⾩県⾼⼭市⼭⽥町２４９番地４
2026-04-11
 
ヒ,121781,ヒット株式会社
〒381-0023,⻑野市⾵間下河原２０３４−１０
2024-06-02
 
ヒ,213554,合名会社肥塚⼯業所（その他）
〒453-0838,愛知県名古屋市中村区向島町１−１３
2024-01-20
 
ヒ,219299,株式会社ヒテン機⼯
〒140-0013,東京都品川区南⼤井５ー２２ー１２
2024-03-16
http://www.hitenkikou.co.jp
 
ヒ,215645,株式会社英機⼯
〒522-0045,滋賀県彦根市宇尾町８９４ー７
2024-10-16
 
ヒ,217525,株式会社英組



〒274-0055,千葉県船橋市楠が⼭町３４番地
2026-01-28
 
ヒ,215824,秀⼯務店 伊東秀幸（その他）
〒194-0044,東京都町⽥市成瀬８−２−１９コーポ成瀬１０２号
2024-12-11
 
ヒ,218575,株式会社ヒデシマ
〒857-1164,⻑崎県佐世保市⽩岳町７６０−４
2023-10-27
 
ヒ,217717,英重機⼯業株式会社
〒373-0063,群⾺県太⽥市⿃⼭下町４８５番地２ＮＹテナントビル２０３号
2026-04-20
https://hide1191.jp/
 
ヒ,222305,株式会社秀中
〒102-0074,東京都千代⽥区九段南２丁⽬５番１号
2023-11-01
 
ヒ,222237,ヒデモト株式会社
〒733-0007,広島県広島市⻄区⼤宮１丁⽬２５ー７
2023-09-01
 
ヒ,211145,⼈の森株式会社
〒243-0422,神奈川県海⽼名市中新⽥１７６２
2025-05-20
https://hitonomoricorp.jp/
 
ヒ,230188,株式会社ひとみ
〒325-0026,栃⽊県那須塩原市上厚崎６９４番地２
2025-06-07
 
ヒ,215301,株式会社⼈⾒組
〒641-0045,和歌⼭県和歌⼭市堀⽌⻄１丁⽬８−１０
2024-03-20
 
ヒ,231758,株式会社ヒトミ建設
〒544-0001,⼤阪府⼤阪市⽣野区新今⾥六丁⽬３番１９号
2026-03-07
 
ヒ,127323,⽇⽣運輸株式会社
〒705-8588,岡⼭県備前市伊⾥中５８８−１
2024-08-14
http://www.hinase-gr.com
 
ヒ,217234,株式会社⽇向
〒402-0014,⼭梨県都留市朝⽇⾺場２２４
2025-10-21
 
ヒ,215050,檜尾建設株式会社
〒637-0405,奈良県五條市⼤塔町宇井９９番地
2023-10-17
http://hinokio.co.jp
 



ヒ,230382,⽇野建設⼯業株式会社
〒592-8333,⼤阪府堺市⻄区浜寺⽯津町⻄四丁３番３号
2025-07-12
http://www.hinokensetsu.co.jp/
 
ヒ,220185,株式会社⽇野⼯業
〒730-0844,広島県広島市中区⾈⼊幸町１３−２３
2024-08-24
 
ヒ,220329,株式会社⽇野⼯業
〒192-0033,東京都⼋王⼦市⾼倉町３８番地６
2024-10-12
 
ヒ,102475,⽇野精機株式会社
〒191-0003,東京都⽇野市⽇野台１−１７−３
2025-03-18
http://www.hinoseiki.co.jp
 
ヒ,120611,有限会社⽇野製作所
〒115-0051,東京都北区浮間３−７−１８
2023-11-13
 
ヒ,105205,株式会社ＨＩＮＯ−ＴＥＣ
〒553-0007,⼤阪府⼤阪市福島区⼤開３−１−４９
2024-08-03
http://www.hino-tec.co.jp
 
ヒ,121001,株式会社⽇出
〒179-0081,東京都練⾺区北町５−１７−５
2024-03-17
http://www.hinode-japan.co.jp
 
ヒ,228759,株式会社⽇乃出アートプロダクト
〒636-0021,奈良県北葛城郡王寺町畠⽥８丁⽬１４８８番地
2024-12-14
http://hinodeart.jp/
 
ヒ,220271,ヒノデグリーン株式会社
〒542-0082,⼤阪府⼤阪市中央区島之内１−１−１４
2024-09-21
 
ヒ,211418,⽇の出⼯芸株式会社
〒084-0905,北海道釧路市⿃取南８丁⽬１４ー８
2025-10-28
http://www.hinode-gr.jp
 
ヒ,105738,⽇之出産業株式会社
〒224-0053,神奈川県横浜市都筑区池辺町３８５４
2025-11-18
https://www.hinodesangyo.com/
 
ヒ,117197,⽇之出紙器⼯業株式会社
〒899-2513,⿅児島県⽇置市伊集院町⻨⽣⽥２１５８
2025-02-02
http://www.hinode-shiki.co.jp/



 
ヒ,507018,⽇之出⽔道機器株式会社
〒812-8636,福岡県福岡市博多区堅粕５−８−１８ヒノデビルディング
2025-01-09
https://hinodesuido.co.jp/
 
ヒ,104646,株式会社⽇之出製作所
〒125-0052,東京都葛飾区柴⼜３−２１−８
2026-02-13
http://www.hinode-ss.com/
 
ヒ,120587,株式会社⽇乃出製作所
〒466-0058,名古屋市昭和区⽩⾦２−１３−２５
2023-11-05
http://www.hinodeseisaku.co.jp
 
ヒ,505228,株式会社⽇之出電機製作所
〒121-0064,東京都⾜⽴区保⽊間１−１８−９
2025-05-27
http://www.hinodedenki.co.jp/
 
ヒ,223261,⽇之出塗装⼯業株式会社
〒596-0049,⼤阪府岸和⽥市⼋阪町１丁⽬５番４３号
2024-06-01
http://www.hinode-g.co.jp
 
ヒ,103092,有限会社⽇野電気⼯事
〒191-0062,東京都⽇野市多摩平３−１８−２
2023-03-24
 
ヒ,212573,株式会社⽇の丸重機
〒616-8322,京都府京都市右京区嵯峨野芝野町３５ー９５
2025-04-03
http://www.hinomaru-j.jp
 
ヒ,117348,⽇の丸無線通信⼯業株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥３−７−３
2024-01-31
http://www.hinomarumusen.co.jp/
 
ヒ,210417,株式会社⽇の宮⼯業
〒453-0826,愛知県名古屋市中村区鈍池町２丁⽬３３番地の２
2024-07-10
http://www.hinomiya.co.jp/
 
ヒ,128947,株式会社⽇乃本錠前
〒114-0024,東京都北区⻄ヶ原１−１９−１９
2023-05-13
http://www.hinomotojomae.co.jp
 
ヒ,225613,⾮破壊検査株式会社
〒530-0043,⼤阪府⼤阪市北区天満４丁⽬１６番９号
2025-07-01
https://www.hihakaikensa.co.jp/
 



ヒ,210963,株式会社⽇原ライニング⼯業
〒400-0826,⼭梨県甲府市⻄⾼橋町５５６番地４６
2025-03-04
https://www.hihara-lining.co.jp/
 
ヒ,100265,株式会社ひびき精機
〒750-0313,⼭⼝県下関市菊川町⼤字⽥部１８６−２ 豊東⼯業団地３番
2025-09-06
 
ヒ,219670,株式会社ヒビキプルーフ
〒271-0065,千葉県松⼾市南花島１−２−４
2024-04-27
 
ヒ,215663,有限会社⽇⽐組
〒410-2303,静岡県伊⾖の国市⽴花２丁⽬２１３番地
2024-10-16
 
ヒ,226527,⽇⽇⽯材株式会社
〒131-0033,東京都墨⽥区向島３−３９−１４
2026-04-01
 
ヒ,127610,⽇⽐忠株式会社
〒541-0044,⼤阪市中央区伏⾒町４−４−１４
2024-12-12
http://www.hibichu.co.jp/
 
ヒ,505392,⽇⽐野⼯業株式会社
〒472-0017,愛知県知⽴市新林町⼩深⽥１８−１
2023-06-15
http://www.hibino-jpn.co.jp/
 
ヒ,214848,株式会社⽇⽐野塗装商会
〒064-0810,北海道札幌市中央区南⼗条⻄６丁⽬６番３４号
2023-07-04
 
ヒ,222761,株式会社⽇⽐野塗装店
〒456-0074,愛知県名古屋市熱⽥区⽇⽐野町５６ー２
2024-03-01
http://www.hibino-re.com
 
ヒ,221523,株式会社⽇⽐⾕アメニス
〒108-0073,東京都港区三⽥４丁⽬７番２７号
2025-04-01
https://www.amenis.co.jp/
 
ヒ,502748,株式会社⽇⽐⾕コンピュータシステム
〒135-0016,東京都江東区東陽⼆丁⽬４番３８号 東陽町Ｈ．Ｃ．Ｓ．ビル
2024-10-19
https://www.hibiya-cs.co.jp/
 
ヒ,217095,⽇⽐⾕総合設備株式会社
〒108-6312,東京都港区三⽥３丁⽬５番２７号
2025-06-01
https://www.hibiya-eng.co.jp/
 



ヒ,216738,⽇⽐⾕通商株式会社
〒108-6312,東京都港区三⽥３丁⽬５番２７号
2025-06-25
https://www.tsushou.co.jp/
 
ヒ,214593,⼀⼆三開発重機株式会社
〒292-0054,千葉県⽊更津市⻑須賀１６９１ー３
2026-02-28
 
ヒ,219655,株式会社ヒマラヤ産業
〒143-0012,東京都⼤⽥区⼤森東３丁⽬２６番５号
2024-04-27
http://www.himaraya-sangyo.co.jp/index.html
 
ヒ,218253,株式会社ひまわり
〒232-0004,神奈川県横浜市南区前⾥町２−３９−２
2023-08-18
 
ヒ,127254,有限会社氷⾒製作所
〒338-0004,埼⽟県さいたま市中央区本町⻄５−４−９
2026-04-08
http://www2.odn.ne.jp/himi/
 
ヒ,100800,株式会社氷⾒村⽥製作所
〒935-0103,富⼭県氷⾒市⼤浦１２−５
2023-06-27
http://www.murata.co.jp/himi/
 
ヒ,211433,株式会社氷⾒⼭⼯業
〒921-8015,⽯川県⾦沢市東⼒４ー１２１ー１
2025-11-11
 
ヒ,106396,ヒムエレクトロ株式会社
〒947-0044,新潟県⼩千⾕市⼤字坪野８５３
2024-11-10
http://himuelectro.jp
 
ヒ,219926,ＨＩＭＥＧＩ株式会社
〒899-4303,⿅児島県霧島市国分川原９４６ー１
2024-06-22
https://himegi.co.jp
 
ヒ,222802,姫建設有限会社
〒870-0904,⼤分県⼤分市向原東１ー７ー１
2024-03-01
 
ヒ,210542,株式会社姫路エービーシー商会
〒670-0883,兵庫県姫路市城北新町１ー８ー２２
2024-09-11
http://www.hjabc.co.jp
 
ヒ,231983,姫路住設建材株式会社
〒679-4233,兵庫県姫路市林⽥町下伊勢５７５番地
2026-05-09
https://himeju.co.jp



 
ヒ,117662,姫路電機材料株式会社
〒670-0985,兵庫県姫路市⽟⼿１−１４６
2024-08-21
https://himejidenzai.co.jp
 
ヒ,127031,姫路東芝電⼦部品株式会社
〒671-1242,兵庫県姫路市網⼲区浜⽥１０００
2025-03-07
http://www3.toshiba.co.jp/himeto/
 
ヒ,127235,株式会社姫島⾦属興業所
〒555-0032,⼤阪市⻄淀川区⼤和⽥１−３−３９
2026-01-21
 
ヒ,102515,姫路メタリコン株式会社
〒672-8071,兵庫県姫路市飾磨区構１１３９
2025-04-09
http://himeji-metalicon.co.jp/
 
ヒ,224057,株式会社姫路メタルアート
〒671-2214,兵庫県姫路市⻄夢前台１ー７１ー１
2025-01-01
http://www.metalart.jp
 
ヒ,128228,姫路⽊管⼯業株式会社
〒670-0833,兵庫県姫路市⼤善町２４
2025-09-03
 
ヒ,127212,ヒメジ理化株式会社
〒671-2111,兵庫県姫路市夢前町杉之内１７
2026-02-18
http://www.himejirika.co.jp/
 
ヒ,121468,株式会社姫野精⼯所
〒935-0021,富⼭県氷⾒市幸町２５−２１
2024-04-28
http://himi.nsk.ne.jp/himeno/
 
ヒ,127982,株式会社ヒメプラ
〒670-0947,姫路市北条４４８−８
2025-07-27
http://www.himepla.co.jp/
 
ヒ,104491,姫菱テクニカ株式会社
〒670-0993,兵庫県姫路市千代⽥町８４０
2025-07-29
 
ヒ,210668,有限会社樋本塗装所
〒040-0073,北海道函館市宮前町３１番８号
2024-10-30
 
ヒ,127241,⽇守電機株式会社
〒419-0116,静岡県⽥⽅郡函南町⽇守字岩崎１１０７番地
2026-04-26



 
ヒ,121786,株式会社百⼀酸素
〒410-0058,沼津市沼北町２−１５−３３
2024-06-03
http://www.hyakuichisanso.co.jp/
 
ヒ,227154,桧⼭化研株式会社
〒310-0913,茨城県⽔⼾市⾒川町２５５８ー２
2023-11-01
http://www.hiyamakaken.com
 
ヒ,117273,檜⼭⼯業株式会社
〒312-0062,茨城県ひたちなか市⾼場１７３０−１１
2026-07-07
https://www.hiyama-ind.co.jp
 
ヒ,124611,桧⼭テープ株式会社
〒319-1301,茨城県⽇⽴市⼗王町伊師字⼗王前２０−１１
2025-11-16
 
ヒ,117098,ヒューグルエレクトロニクス株式会社
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋４−５−７
2024-09-12
http://www.hugle.co.jp
 
ヒ,505441,株式会社ヒューコネクト
〒812-0036,福岡県福岡市博多区上呉服町１０−２９
2026-07-14
https://www.hu-connect.co.jp/
 
ヒ,128717,株式会社ヒューズ・テクノネット
〒192-0045,東京都⼋王⼦市⼤和⽥町５−２４−１４
2026-01-21
http://www.fusetechno.co.jp/
 
ヒ,127224,株式会社ヒューテック
〒411-0943,静岡県駿東郡⻑泉町下⼟狩１０５１−５
2026-03-29
http://www.hyutec-jpn.co.jp
 
ヒ,211728,株式会社ヒューテック
〒132-0031,東京都江⼾川区松島４ー３９ー１６
2023-06-29
 
ヒ,212952,ヒューネット株式会社
〒657-0066,兵庫県神⼾市灘区篠原中町２丁⽬２−１５
2025-12-11
https://hunet-co.jp/
 
ヒ,104991,ヒューバース株式会社
〒152-0031,東京都⽬黒区中根２−１３−１８
2023-12-07
http://www.huebers.com
 
ヒ,505485,ヒューベルサービス株式会社



〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿６−２１−１ アイタウン・プラザ１０８号
2023-11-17
http://www.hubell.co.jp/
 
ヒ,101999,株式会社ヒューマン・インタフェース
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿７−２２−４５ ＫＤＸ⻄新宿ビル４０１
2024-12-03
 
ヒ,505230,株式会社ヒューマン・ライジン
〒171-0021,東京都豊島区⻄池袋１−５−３ エルグビル８Ｆ
2025-06-05
https://h-raizin.co.jp/
 
ヒ,106081,株式会社ヒューマンアイ
〒192-0082,東京都⼋王⼦市東町９−１０ ＥＣＳ第３５ビル７Ｆ
2023-11-09
https://www.human-i.co.jp/
 
ヒ,106393,株式会社ヒューマンアイズ
〒760-8074,⾹川県⾼松市太⽥上町４１０−１
2024-11-05
https://www.humaneyes.co.jp
 
ヒ,504554,株式会社ヒューマンインプリンク
〒060-0002,北海道札幌市中央区北２条⻄２丁⽬７番地 第２カミヤマビル５階
2022-05-18
http://www.imp-link.co.jp/
 
ヒ,504202,株式会社ヒューマンウェア
〒250-0011,神奈川県⼩⽥原市栄町三丁⽬５番８号
2025-02-06
https://www.human-ware.co.jp/
 
ヒ,105134,株式会社ヒューマンウェイブ
〒530-0002,⼤阪府⼤阪市北区曽根崎新地１−１−４９ 梅⽥滋賀ビル１１Ｆ
2024-05-23
http://www.human-wave.co.jp/
 
ヒ,106894,ヒューマングローバルコミュニケーションズ株式会社
〒169-0075,東京都新宿区⾼⽥⾺場４−４−２ ３階
2026-02-16
https://human-gc.jp/
 
ヒ,504976,ヒューマンステージ株式会社
〒541-0053,⼤阪府⼤阪市中央区本町３丁⽬２番６号
2023-10-12
http://www.human.or.jp
 
ヒ,100172,ヒューマンズ・ネット株式会社
〒250-0012,神奈川県⼩⽥原市本町１−４−７ 朝⽇⽣命⼩⽥原ビル
2025-08-09
https://www.hm-net.co.jp
 
ヒ,220192,株式会社ヒューマンテクノクリエイト
〒590-0834,⼤阪府堺市堺区出島町２−７−７２



2024-08-31
http://www.human-tc.com
 
ヒ,101494,ヒューマンテクノス株式会社
〒197-0822,東京都あきる野市⼩川東１−２２−２
2024-07-18
http://www.humantechnos.com
 
ヒ,503660,株式会社ヒューマントラスト
〒170-6021,東京都豊島区東池袋３−１−１ サンシャイン６０
2025-09-06
https://www.humantrust.co.jp/
 
ヒ,128688,株式会社ヒューマンネットワーク
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町１−２１−１ ヒューリック神⽥橋ビル８Ｆ
2023-01-11
http://www.human-net.co.jp
 
ヒ,100914,株式会社ヒューマンパワー
〒532-0011,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島５−１２−８ 新⼤阪ローズビル８Ｆ
2023-10-26
http://www.hpower.co.jp
 
ヒ,504271,株式会社ヒューマンリソーシズエージェンシー
〒060-0061,北海道札幌市中央区南１条⻄４丁⽬１３番地
2025-08-02
https://hrapixy.jp/
 
ヒ,503221,株式会社ヒューリンクス
〒103-0015,東京都中央区⽇本橋箱崎町５−１４
2024-07-08
https://www.hulinks.co.jp/
 
ヒ,212459,陽向株式会社
〒670-0955,兵庫県姫路市安⽥４丁⽬１７番地
2025-02-06
 
ヒ,129300,有限会社⽇向キャスティング
〒883-0101,宮崎県⽇向市東郷町⼭陰⼄１２５
2024-02-19
 
ヒ,127967,兵庫王⼦段ボール株式会社
〒675-2312,加⻄市北条町北条１８０
2025-07-18
http://www.hyogo-oji.jp/
 
ヒ,223122,株式会社兵庫機⼯
〒671-0219,兵庫県姫路市飾東町豊国字仲⽥７９０
2024-05-01
http://www.hyogokiko.co.jp
 
ヒ,229834,兵庫新装サッシ株式会社
〒651-0087,兵庫県神⼾市中央区御幸通六丁⽬１番４号
2023-07-10
http://www.h-sinso.com/



 
ヒ,104951,株式会社兵庫精密⼯業所
〒652-0896,兵庫県神⼾市兵庫区須佐野通２−１−２０
2023-10-06
http://hyousei.co.jp
 
ヒ,230883,株式会社兵庫蓄電池
〒653-0052,兵庫県神⼾市⻑⽥区海運町⼋丁⽬６番１４号
2025-09-20
http://www.hyochiku.com
 
ヒ,123588,兵庫ベンダ⼯業株式会社
〒671-1242,兵庫県姫路市網⼲区浜⽥１５５５−１６
2025-02-16
http://www.bender.jp/
 
ヒ,127186,兵庫ボルト株式会社
〒744-0074,⼭⼝県下松市潮⾳町８−１−１
2025-10-25
 
ヒ,225665,表⽰灯株式会社
〒450-0002,愛知県名古屋市中村区名駅４ー２ー１１
2025-07-01
https://www.hyojito.co.jp/
 
ヒ,218353,株式会社兵⽔設備
〒655-0006,兵庫県神⼾市垂⽔区本多聞１−２−１８
2023-09-08
 
ヒ,127033,兵⽥計器⼯業株式会社
〒579-8034,⼤阪府東⼤阪市出雲井本町１−６
2025-04-09
http://www.hyoda.co.jp
 
ヒ,125413,兵⽥商事株式会社
〒106-0044,東京都港区東⿇布２−１４−５
2026-04-19
 
ヒ,231230,有限会社ヒョウツウ
〒658-0047,兵庫県神⼾市東灘区御影三丁⽬２番１１−９８号
2025-11-01
 
ヒ,221000,株式会社兵頭⼯業
〒343-0806,埼⽟県越⾕市宮本町三丁⽬７５番地１２
2025-04-12
https://hyoudoukougyou.storeinfo.jp/
 
ヒ,222489,株式会社兵藤⼯務店
〒377-0202,群⾺県渋川市中郷４４２番地
2023-12-01
 
ヒ,212938,株式会社兵頭製作所
〒880-0837,宮崎県宮崎市村⾓町中尊１７８５番地
2025-11-27
http://www.hyodo-seisaku.co.jp



 
ヒ,217903,株式会社表野
〒637-0014,奈良県五條市住川町９１−１８１
2023-07-07
 
ヒ,213892,⽇吉建設株式会社
〒062-0004,北海道札幌市豊平区美園四条２丁⽬１ー５
2024-11-10
http://hiyoshi-kk.com/
 
ヒ,122915,⽇吉⼯業株式会社
〒966-0911,福島県喜多⽅市豊川町⾼堂太字橋向２９４１
2024-12-19
 
ヒ,230172,有限会社⽇吉電業
〒250-0866,神奈川県⼩⽥原市中曽根４５番地６
2025-06-07
 
ヒ,126778,株式会社⽇和電機
〒142-0063,東京都品川区荏原６−１２−３
2024-03-27
 
ヒ,216320,株式会社ヒラアス
〒101-0063,東京都千代⽥区神⽥淡路町１丁⽬１９番地５号
2025-04-23
_
 
ヒ,127092,株式会社平井
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀１−１−５
2025-01-12
http://www.kk-hirai.co.jp
 
ヒ,106077,平井技研⼯業株式会社
〒850-0062,⻑崎県⻑崎市⼤⾕町３−５
2023-11-09
https://www.hiraigiken.co.jp
 
ヒ,223407,株式会社平井⼯業
〒561-0845,⼤阪府豊中市利倉３ー４ー１
2024-08-01
 
ヒ,228889,平井⼯作株式会社
〒651-2334,兵庫県神⼾市⻄区神出町紫合３９９番地の１
2025-02-13
http://www.hirai-kk.co.jp/
 
ヒ,210218,平井スポーツ建設株式会社
〒812-0053,福岡県福岡市東区箱崎１丁⽬３５番７号
2024-03-11
http://www.hirai-sports.co.jp/
 
ヒ,117316,株式会社平井製作所
〒547-0042,⼤阪市平野区平野市町２−９−２７
2023-11-15
http://hiraiworks.com/



 
ヒ,107943,平井精密⼯業株式会社
〒530-0042,⼤阪府⼤阪市北区天満橋３−４−３４
2024-06-13
https://www.hirai.co.jp/
 
ヒ,211130,株式会社平井鉄⾻
〒402-0006,⼭梨県都留市⼩形⼭５９４番地
2025-05-10
 
ヒ,117091,株式会社平出精密
〒394-0001,⻑野県岡⾕市今井１６８０−１
2024-06-12
http://www.hiraide.co.jp/
 
ヒ,217020,平岩建設株式会社
〒359-1188,埼⽟県所沢市南住吉８ー１９
2024-04-01
http://www.hiraiwa.co.jp/
 
ヒ,227440,平岩建設⼯業株式会社
〒950-3126,新潟県新潟市北区松浜２丁⽬３−３
2024-02-22
 
ヒ,120180,有限会社平岩⼯業所
〒458-0831,名古屋市緑区鳴海町向⽥１５７
2023-07-30
 
ヒ,120495,平岩産業株式会社
〒193-0941,東京都⼋王⼦市狭間町１４５８−７
2023-10-10
 
ヒ,120635,株式会社平岩鉄⼯所
〒447-8680,愛知県碧南市棚尾本町４−１０
2023-11-18
http://www.hiraiwa.ne.jp
 
ヒ,224883,平岩塗装株式会社
〒146-0083,東京都⼤⽥区千⿃２ー６ー１７
2025-04-01
https://www.hiraiwa-toso.co.jp/
 
ヒ,223876,株式会社平岡組
〒520-2134,滋賀県⼤津市瀬⽥１丁⽬９ー３３
2024-12-01
 
ヒ,106154,平尾化建株式会社
〒560-0083,⼤阪府豊中市新千⾥⻄町１−１−８ 第⼀⽕災千⾥中央ビル９階
2024-02-15
https://www.hirao-kaken.jp/
 
ヒ,228088,有限会社平岡⼯業
〒452-0822,愛知県名古屋市⻄区中⼩⽥井５丁⽬４５５
2024-05-25
 



ヒ,217490,ヒラオ技研⼯業有限会社
〒353-0007,埼⽟県志⽊市柏町１ー９ー７５
2026-01-21
 
ヒ,104396,株式会社平⿅精機製作所
〒013-0106,秋⽥県横⼿市平⿅町中吉⽥字年⼦狐１３９−２
2025-05-27
http://hirakaseiki.com
 
ヒ,505151,株式会社枚⽅技研
〒573-0128,⼤阪府枚⽅市津⽥⼭⼿２−２０−１０
2024-11-13
https://www.hirakata-g.co.jp/
 
ヒ,223090,枚⽅⽊材⼯業株式会社
〒573-0136,⼤阪府枚⽅市春⽇⻄町⼀丁⽬⼋番⼀号
2021-05-01
 
ヒ,222794,平川建設株式会社
〒221-0864,神奈川県横浜市神奈川区菅⽥町２７８０番地
2024-03-01
http://www.hirakawa-co.jp
 
ヒ,211846,株式会社平川⼯務店
〒037-0205,⻘森県五所川原市⾦⽊町中柏⽊鎧⽯３１８−７
2023-09-15
 
ヒ,127216,株式会社平川製作所
〒544-0003,⼤阪府⼤阪市⽣野区⼩路東４−１８−２３
2026-05-15
http://www.hirakawa-in.co.jp
 
ヒ,214149,株式会社平川鉄⼯所
〒581-0822,⼤阪府⼋尾市⾼砂町３丁⽬６６番地の８
2025-04-19
http://www.hirakawa-kk.com/
 
ヒ,231269,株式会社平川電機
〒410-1104,静岡県裾野市今⾥５３０番地の５
2025-11-08
 
ヒ,222405,平川塗装株式会社
〒950-0950,新潟県新潟市中央区⿃屋野南３ー１ー１５
2023-11-01
 
ヒ,107280,平河ヒューテック株式会社
〒108-0014,東京都港区芝４−１７−５ 相鉄⽥町ビル７Ｆ
2025-08-01
http://www.hewtech.co.jp
 
ヒ,217419,株式会社平賀⼯業
〒703-8285,岡⼭県岡⼭市中区桜橋３丁⽬３番１５号
2025-12-24
 
ヒ,228166,株式会社ヒラキ



〒790-0054,愛媛県松⼭市空港通２丁⽬１３番１０号
2024-06-14
http://www.k-hiraki.co.jp
 
ヒ,225918,平⽊⼯業株式会社
〒851-2206,⻑崎県⻑崎市三京町２８４２ー１
2025-09-01
https://www.hiraki-gp.co.jp/
 
ヒ,129291,有限会社平⽊電機産業
〒680-0445,⿃取県⼋頭郡⼋頭町⼤⾨１２−２
2024-02-18
http://www.hiragi.co.jp/
 
ヒ,214078,平⼦鉄筋株式会社
〒124-0021,東京都葛飾区細⽥５丁⽬６番３号
2025-03-15
_
 
ヒ,126856,株式会社平沢機関修理⼯場
〒018-0402,秋⽥県にかほ市平沢字クラボネ１−５０
2024-05-23
 
ヒ,215957,平澤コンサルタント有限会社
〒010-0971,秋⽥県秋⽥市⼋橋三和町１ー１８１ー１８コーラルビル
2025-01-29
 
ヒ,107493,平沢商事株式会社
〒674-0074,兵庫県明⽯市⿂住町清⽔１５９７−１
2026-06-07
http://www.hirasawa-syoji.co.jp/
 
ヒ,105430,平嶋鋼材株式会社
〒272-0836,千葉県市川市北国分１−２３−４
2025-01-29
 
ヒ,102216,有限会社平島電業社
〒341-0018,埼⽟県三郷市早稲⽥８−３１−７
2025-01-24
 
ヒ,217596,株式会社平商
〒322-0016,栃⽊県⿅沼市流通センター３７番地
2026-02-18
 
ヒ,231049,平創産業有限会社
〒481-0033,愛知県北名古屋市⻄之保⽝井５番地
2025-10-11
 
ヒ,117190,株式会社ヒラタ
〒531-0071,⼤阪市北区中津７−４−２４
2023-07-01
http://www.hiratagroup.com
 
ヒ,100338,平⽥機⼯株式会社
〒861-0198,熊本県熊本市北区植⽊町⼀⽊１１１



2023-09-24
http://www.hirata.co.jp
 
ヒ,213911,株式会社平⽥建設
〒309-1462,茨城県桜川市猿⽥６０８
2024-12-01
 
ヒ,117454,ヒラタ⼯業株式会社
〒691-0012,島根県出雲市⻄代町１０００−１
2024-03-23
 
ヒ,127084,平⽥⼯業株式会社
〒544-0002,⼤阪市⽣野区⼩路３−９−１５
2025-02-16
http://www.hiratakogyo.co.jp
 
ヒ,216785,ヒラタ⼯業株式会社
〒114-0015,東京都北区中⾥１丁⽬２４番５号
2025-06-25
http://hirata-co.biz/
 
ヒ,221291,平⽥⼯業有限会社
〒515-0033,三重県松阪市垣⿐町９１３番地
2025-04-01
_
 
ヒ,222837,平⽥⼯業株式会社
〒274-0817,千葉県船橋市⾼根町１０１８
2024-03-01
 
ヒ,105186,株式会社平⽥商会
〒395-0811,⻑野県飯⽥市松尾上溝２９１０−８
2024-07-18
https://hirata-iida.com
 
ヒ,221402,株式会社平⽥タイル
〒550-0011,⼤阪府⼤阪市⻄区阿波座１丁⽬１番１０号
2025-04-01
http://www.hiratatile.co.jp
 
ヒ,230360,平⽥電気⼯事 平⽥英男（その他）
〒791-8064,愛媛県松⼭市元町２−８
2025-07-05
 
ヒ,127206,平⽥ネジ株式会社
〒550-0025,⼤阪市⻄区九条南３−２８−１７
2026-05-13
http://www.hirata-neji.co.jp
 
ヒ,117415,平⽥バルブ⼯業株式会社
〒213-0011,川崎市⾼津区久本３−２−３
2024-02-21
http://www.hvi.co.jp
 
ヒ,106151,有限会社平⽥ライトニング



〒857-0412,⻑崎県佐世保市⼩佐々町⻄川内２８２−２
2024-02-12
https://hiratalg.jp
 
ヒ,100829,ヒラダン株式会社
〒455-0024,名古屋市港区⼤江町１２−１３
2023-07-29
http://www.hiradan.com
 
ヒ,126893,株式会社平津
〒850-0046,⻑崎市幸町４−３０
2024-05-31
 
ヒ,227107,株式会社ヒラツカ
〒986-0313,宮城県⽯巻市桃⽣町中津⼭字中津⼭１９８
2023-10-01
 
ヒ,226601,株式会社平塚アルミ⼯業
〒984-0002,宮城県仙台市若林区卸町東４丁⽬３番１５号
2026-04-01
 
ヒ,210013,有限会社平塚⼯務店
〒981-0933,宮城県仙台市⻘葉区柏⽊１丁⽬３番１４号
2023-10-22
 
ヒ,120294,株式会社平塚製作所
〒409-0123,⼭梨県上野原市⼤野３３９７
2023-08-22
 
ヒ,225203,株式会社ヒラト⼯業
〒920-0376,⽯川県⾦沢市福増町北８０７番地
2025-05-01
https://www.hirato-co.jp/
 
ヒ,125743,株式会社平⼾製作所
〒130-0021,東京都墨⽥区⻲沢４−９−４
2023-08-23
http://www.hirato.co.jp
 
ヒ,106267,株式会社ＨＩＲＡＮＵＭＡ
〒310-0836,茨城県⽔⼾市元吉⽥町１７３９
2024-07-12
https://hiranuma.com
 
ヒ,228756,株式会社平沼商店
〒461-0017,愛知県名古屋市東区東外堀町２６番地の１
2024-12-14
http://www.hiranuma.co.jp
 
ヒ,225161,株式会社平野
〒511-0811,三重県桑名市⼤字東⽅５８３
2025-05-01
http://www.e-hirano.co.jp
 
ヒ,211076,平野クレーン⼯業株式会社



〒547-0032,⼤阪府⼤阪市平野区流町４丁⽬９番２２号
2025-04-20
http://www.hiranogr.jp
 
ヒ,214344,株式会社平野組
〒299-1142,千葉県君津市坂⽥１３２０
2025-08-30
 
ヒ,228469,平野建鉄⼯業株式会社
〒497-0012,愛知県あま市七宝町下⽥莪原裏１５０３番地
2024-09-13
 
ヒ,229807,有限会社平野⼯業所
〒444-0523,愛知県⻄尾市吉良町饗庭須畑前３３ー２
2023-07-02
 
ヒ,124493,平野鋼線株式会社
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾２−１８−１０
2025-09-21
 
ヒ,218299,平野重機株式会社
〒210-0821,神奈川県川崎市川崎区殿町３−７−８
2023-09-01
 
ヒ,129531,平野純薬株式会社
〒918-8112,福井県福井市下⾺２−１４２０
2024-08-10
http://www.hirano-j.co.jp
 
ヒ,117321,株式会社平野製作所
〒244-0803,横浜市⼾塚区平⼾町３５４
2023-10-22
http://www.kk-hirano.jp/
 
ヒ,218643,有限会社平野潜⽔⼯業所
〒424-0941,静岡県静岡市清⽔区富⼠⾒町４−１２
2023-11-17
 
ヒ,120101,平野通信機材株式会社
〒104-8554,東京都中央区⼊船２−２−１４
2023-07-19
http://hiranotsushin.jp/
 
ヒ,213003,株式会社平野鉄⼯所
〒714-1224,岡⼭県⼩⽥郡⽮掛町本堀６２６ー１
2026-01-22
https://www.hirano-ironworks.co.jp/
 
ヒ,225210,株式会社平野⽊⼯
〒860-0862,熊本県熊本市中央区黒髪３丁⽬１０−２４
2025-05-01
http://www.hiranomokko.jp/
 
ヒ,222345,株式会社平原⼯業
〒959-0413,新潟県新潟市⻄蒲区升潟３４３４ー１



2023-11-01
 
ヒ,154049,平林⾦属株式会社
〒700-0973,岡⼭県岡⼭市北区下中野３４７番地１０４
2026-02-08
 
ヒ,225579,株式会社平林⼯業
〒399-8501,⻑野県北安曇郡松川村４４８８
2025-06-01
http://hirabayashi-k.co.jp
 
ヒ,213128,平林シート株式会社
〒470-2102,愛知県知多郡東浦町⼤字緒川字下汐⽥１８番地の１
2026-03-19
http://www.e-sheet.co.jp/
 
ヒ,221289,株式会社平林塗装
〒943-0151,新潟県上越市平成町６０４
2025-03-01
 
ヒ,104543,株式会社平福電機製作所
〒671-1534,兵庫県揖保郡太⼦町福地７４５−１
2025-09-15
http://hirafuku-denki.co.jp/
 
ヒ,121460,ヒラマ⾦物株式会社
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾１−３２−６
2024-04-24
 
ヒ,216287,有限会社ヒラマ建装
〒981-3111,宮城県仙台市泉区松森字⿅島４３番地の１２
2025-04-09
_
 
ヒ,214724,株式会社平真⼯業
〒252-0244,神奈川県相模原市中央区⽥名３３２８−６
2026-05-16
 
ヒ,120898,平間ゴム機材株式会社
〒130-0022,東京都墨⽥区江東橋２−２−１４
2024-02-21
http://www.hirama-gomu.co.jp
 
ヒ,129501,株式会社ヒラマツ
〒550-0003,⼤阪市⻄区京町堀３−４−５
2024-07-10
http://www.hiramat.co.jp/
 
ヒ,221377,平松エンタープライズ株式会社
〒710-0057,岡⼭県倉敷市昭和１丁⽬２番２２号
2025-04-01
https://hiramatsu-ep.com/
 
ヒ,210180,平松建設株式会社
〒866-0074,熊本県⼋代市平⼭新町２５９３番地の１



2024-02-18
 
ヒ,228667,平松⼯業株式会社
〒671-1134,兵庫県姫路市⼤津区真砂町３８ー３
2024-11-16
http://www.hiramatsu-factory.co.jp/
 
ヒ,225497,平松装備株式会社
〒857-1164,⻑崎県佐世保市⽩岳町９３５番地
2025-06-01
https://www.hiramatsusoubi.com/
 
ヒ,212315,株式会社平本組
〒486-0802,愛知県春⽇井市桃⼭町１ー１６８
2024-08-29
 
ヒ,127142,株式会社平元商会
〒577-0809,⼤阪府東⼤阪市永和３−１８−１５
2025-07-09
https://www.hrp.co.jp
 
ヒ,215032,株式会社ＨＩＲＡＹＡＭＡ
〒612-0838,京都府京都市伏⾒区深草神明講⾕町２９番地
2023-10-10
http://www.hirayama-g.com/
 
ヒ,215228,株式会社平⼭組
〒830-0003,福岡県久留⽶市東櫛原町１３８９番地
2024-02-20
 
ヒ,230666,株式会社平⼭⼯業
〒734-0014,広島県広島市南区宇品⻄五丁⽬４番１０号
2025-08-09
http://www.hirayamakougyou.co.jp
 
ヒ,231674,株式会社平⼭⼯務所
〒969-6405,福島県⼤沼郡会津美⾥町⽶⽥字吹上下甲５０５番地
2026-02-14
 
ヒ,213249,株式会社平⼭⼯務店
〒171-0021,東京都豊島区⻄池袋４ー２ー９
2026-05-27
 
ヒ,228222,株式会社平⼭⼯務店
〒520-3252,滋賀県湖南市岩根１６１７−３
2024-06-29
 
ヒ,218739,平⼭商事株式会社
〒300-0638,茨城県稲敷市古渡１５８
2023-12-15
 
ヒ,127253,平⼭精機株式会社
〒561-0857,⼤阪府豊中市服部寿町３−１７−３
2026-05-29
http://www.hirayama-seiki.co.jp



 
ヒ,122944,株式会社平⼭製作所
〒344-0014,埼⽟県春⽇部市豊野町２−６−５
2025-01-05
http://www.hirayama-hmc.co.jp/
 
ヒ,218591,有限会社平⼭建具製作所
〒811-1313,福岡県福岡市南区⽇佐５−１５−２５
2023-11-04
 
ヒ,212098,株式会社平⼭鉄筋
〒124-0023,東京都葛飾区東新⼩岩七丁⽬２０番１０号
2024-03-23
 
ヒ,223740,株式会社平⼭鉄筋
〒963-0203,福島県郡⼭市静町４７番１１号
2024-11-01
 
ヒ,231344,平⼭電設株式会社
〒580-0022,⼤阪府松原市河合⼆丁⽬５番２５号
2025-11-29
http://hirayamadensetsu.main.jp/
 
ヒ,117007,株式会社平⼭ファインテクノ
〒211-0012,神奈川県川崎市中原区中丸⼦１７４
2023-12-02
http://www.hrym.com
 
ヒ,101554,株式会社平⼭プレス⼯業所
〒811-2114,福岡県糟屋郡須惠町上須恵１４３２
2024-07-31
 
ヒ,215751,株式会社ヒラヨシ
〒903-0804,沖縄県那覇市⾸⾥⽯嶺町３ー５７ー４⽯嶺マンション２０１
2024-11-13
 
ヒ,211643,ヒルカワ⾦属株式会社
〒511-0867,三重県桑名市陽だまりの丘６丁⽬８０１番地
2026-05-19
http://www.hirukawa.co.jp/
 
ヒ,225435,株式会社ヒルタ
〒987-1221,宮城県⽯巻市須江字畳⽯前１番１５
2025-06-01
https://hilta.co.jp/
 
ヒ,100067,株式会社ヒルマ機⼯
〒371-0852,群⾺県前橋市総社町総社２１４９−１
2025-07-26
 
ヒ,210427,株式会社ヒルマン
〒110-0005,東京都台東区上野５ー３ー１３
2024-07-15
 
ヒ,505568,株式会社ヒロイ



〒379-0107,群⾺県安中市中後閑７３８−１
2024-03-23
 
ヒ,222296,広伊建設株式会社
〒519-0103,三重県⻲⼭市川合町字若桜１３３３ー１
2023-11-01
 
ヒ,212799,株式会社弘⼀建設
〒816-0813,福岡県春⽇市惣利５丁⽬１１４番
2025-08-21
 
ヒ,230617,廣内⼯業株式会社
〒670-0974,兵庫県姫路市飯⽥三丁⽬９８番地１
2025-08-02
https://www.hirouchikougyo.co.jp
 
ヒ,125921,株式会社ヒロオ
〒143-0003,東京都⼤⽥区京浜島２−４−１４
2023-10-21
 
ヒ,215771,株式会社廣川組
〒950-3101,新潟県新潟市北区太郎代御城⼭７７６番地
2024-11-20
 
ヒ,212608,株式会社ヒロカンパニー
〒183-0055,東京都府中市府中町３ー３ー９ウェルズ桜通りＦ号室
2025-05-08
 
ヒ,219507,株式会社広狩
〒656-2163,兵庫県淡路市中⽥４１１番地の２
2024-03-30
 
ヒ,126666,株式会社ヒロキ
〒661-0035,兵庫県尼崎市武庫之荘３−１８−１２
2024-02-27
 
ヒ,223703,株式会社ヒロキコーポレーション
〒371-0821,群⾺県前橋市上新⽥町４４２番地の３
2024-11-01
 
ヒ,211450,株式会社ヒロケンｃｏｒｐ．
〒815-0073,福岡県福岡市南区⼤池１丁⽬２３ー３７
2025-11-25
http://www.hiroken-no1.com/
 
ヒ,225305,株式会社ヒロコー
〒731-3167,広島県広島市安佐南区⼤塚⻄⼆丁⽬１４番７号
2025-06-01
 
ヒ,231382,株式会社ＨＩＲＯＫＯＵ
〒576-0061,⼤阪府交野市東倉治三丁⽬１８番５号
2025-12-06
 
ヒ,117398,弘前航空電⼦株式会社
〒036-8666,⻘森県弘前市清野袋５−５−１



2024-02-02
http://www.hae.jae.co.jp
 
ヒ,210806,株式会社ヒロサワ
〒309-1222,茨城県桜川市⻑⽅１３９ー３
2025-01-06
http://www.hirosawa-build.co.jp
 
ヒ,225744,ヒロサワ機械株式会社
〒530-0047,⼤阪府⼤阪市北区⻄天満５丁⽬１０番１７号
2025-07-01
http://www.hirosawakikai.co.jp/
 
ヒ,107400,廣澤⼯業株式会社
〒144-0052,東京都⼤⽥区蒲⽥１−９−２２
2023-08-30
http://www.hirosawa-kogyo.co.jp
 
ヒ,107560,株式会社廣澤精機製作所
〒300-4297,茨城県つくば市寺具１３３１−１
2024-04-04
https://www.hirosawaseiki.co.jp
 
ヒ,111352,株式会社廣澤精機製作所
〒300-4297,茨城県つくば市寺具１３３１−１
2023-10-12
http://www.hirosawaseiki.co.jp/ikurafan/
 
ヒ,216521,広沢電機⼯業株式会社
〒144-0034,東京都⼤⽥区⻄糀⾕２丁⽬１３番１４号
2025-05-28
https://www.e-hirosawa.co.jp
 
ヒ,117248,廣島伊丹電機株式会社
〒739-0025,広島県東広島市⻄条中央４−６−１９
2023-07-22
 
ヒ,105469,広島ガス株式会社
〒734-8555,広島県広島市南区皆実町２−７−１
2025-03-01
http://www.hiroshima-gas.co.jp
 
ヒ,222531,株式会社広島ガス圧接
〒739-1752,広島県広島市安佐北区上深川町６８８ー４
2023-12-01
 
ヒ,221540,広島クロード株式会社
〒733-0011,広島県広島市⻄区横川町２丁⽬１０番２５号
2025-04-01
 
ヒ,104678,広島⼯業株式会社
〒518-0752,三重県名張市蔵持町原出５２２−４３
2026-03-13
 
ヒ,212067,株式会社広島重機



〒735-0021,広島県安芸郡府中町⼤須２丁⽬５番４号
2024-03-05
 
ヒ,220285,株式会社広島重量サービス
〒735-0021,広島県安芸郡府中町⼤須⼆丁⽬５番４号
2024-09-28
 
ヒ,126857,広島スリーボンド株式会社
〒733-0012,広島県広島市⻄区中広町２−２−２０
2024-05-23
http://www.threebond.co.jp/
 
ヒ,231633,株式会社広島設備開発
〒731-0123,広島県広島市安佐南区古市⼀丁⽬３６番６号
2026-01-31
http://www.hsk.com
 
ヒ,215333,広島綜警サービス株式会社
〒733-0113,広島県広島市安佐南区⻄原⼋丁⽬２番８号
2024-03-27
http://www.alsok-hss.co.jp/
 
ヒ,502234,広島テレビ放送株式会社
〒732-8575,広島県広島市東区⼆葉の⾥３丁⽬５番４号
2026-03-08
https://www.htv.jp
 
ヒ,220745,広島⽇恵株式会社
〒733-0002,広島県広島市⻄区楠⽊町四丁⽬２番２号
2025-03-01
 
ヒ,100721,広島⽇本電⼦⼯業株式会社
〒739-1754,広島県広島市安佐北区⼩河原町１５９１−１
2023-04-25
https://www.hndk.biz/
 
ヒ,100012,広島プラスチック株式会社
〒739-0133,広島県東広島市⼋本松町⽶満１０１１８−１
2025-06-18
http://www.hiropla.co.jp/
 
ヒ,219441,有限会社廣島ボイラー⼯業
〒733-0833,広島県広島市⻄区商⼯センター⼋丁⽬７番１３号
2024-03-23
 
ヒ,129203,株式会社広島メタル＆マシナリー
〒160-0022,東京都新宿区新宿１−８−１ ⼤橋御苑駅ビル２Ｆ
2023-12-17
http://www.hiroshimamm.com
 
ヒ,128023,広島和光株式会社
〒732-0818,広島県広島市南区段原⽇出１−１−１５
2025-08-10
http://www.hiroshima-wako.co.jp
 



ヒ,214693,株式会社ヒロショウ技建
〒811-2112,福岡県糟屋郡須恵町⼤字植⽊１７７ー１
2026-04-25
http://hirosho-giken.com
 
ヒ,217080,ヒロセ株式会社
〒555-0041,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区中島⼆丁⽬３番８７号
2025-04-01
http://www.hirose-net.com/
 
ヒ,117558,広瀬化学薬品株式会社
〒650-0046,神⼾市中央区港島中町２−２−２
2024-07-24
http://www.hirosechem.co.jp
 
ヒ,213517,ヒロセ技研株式会社
〒550-0013,⼤阪府⼤阪市⻄区新町⼆丁⽬２０番１１号
2023-12-09
http://www.hirose-giken.co.jp
 
ヒ,217776,株式会社⼤施⼯
〒901-0343,沖縄県⽷満市字南波平２０６
2026-06-09
 
ヒ,231247,株式会社広瀬⼯業
〒359-1147,埼⽟県所沢市⼩⼿指元町⼆丁⽬４−１
2025-11-08
 
ヒ,211323,有限会社ヒロセ⼯房
〒403-0008,⼭梨県富⼠吉⽥市下吉⽥東四丁⽬１６ー２５
2025-08-06
http://www.hirosekobo.com/
 
ヒ,121951,広瀬産業株式会社
〒929-1125,⽯川県かほく市宇野気ヌ２５
2024-07-17
 
ヒ,505315,広瀬産業株式会社
〒739-2503,広島県東広島市黒瀬町南⽅１２７番地５
2025-12-09
info@creation-h.com
 
ヒ,107600,株式会社廣瀬スプリング製作所
〒561-0807,⼤阪府豊中市原⽥中１−１−８
2024-04-26
http://www.hirosespring.co.jp
 
ヒ,127173,株式会社広瀬製作所
〒545-0005,⼤阪市阿倍野区三明町２−１０−３２
2025-11-13
 
ヒ,106904,株式会社ひろせ造園⼟⽊
〒410-1102,静岡県裾野市深良１９５２
2026-03-01
http://hirosezouen.com/



 
ヒ,107260,ヒロセ電機株式会社
〒224-0003,神奈川県横浜市都筑区中川中央２−６−３
2025-07-17
 
ヒ,213503,有限会社ヒロセ斫⼯
〒910-0842,福井県福井市開発１丁⽬１１２０
2023-11-18
 
ヒ,216776,ヒロセ補強⼟株式会社
〒555-0041,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区中島２丁⽬３番８７号
2025-06-25
https://www.hirosehokyodo.com/
 
ヒ,230472,広総業株式会社
〒365-0038,埼⽟県鴻巣市本町⼆丁⽬１番７号
2025-07-19
http://www.hirosougyo.co.jp/
 
ヒ,124685,株式会社ヒロタ
〒542-0061,⼤阪市中央区安堂寺町１−２−１９
2025-12-08
http://kkhirota.co.jp
 
ヒ,224700,株式会社ヒロタ
〒371-0855,群⾺県前橋市問屋町１丁⽬７番４号
2025-04-01
https://www.hirota-group.co.jp/
 
ヒ,127090,弘⽥化学⼯業株式会社
〒174-0043,東京都板橋区坂下３−５−１１
2024-11-22
https://www.hirota-chem.co.jp
 
ヒ,215572,廣⽥機材株式会社
〒373-0823,群⾺県太⽥市⻄⽮島町６９７−１
2024-09-18
 
ヒ,216091,株式会社廣⽥組
〒322-0009,栃⽊県⿅沼市⾼⾕１０７８−１
2022-02-26
 
ヒ,214799,廣⽥建設株式会社
〒510-0843,三重県四⽇市市宮東町⼀丁⽬２番地
2026-06-20
 
ヒ,231321,広⽥建設株式会社
〒792-0001,愛媛県新居浜市惣開町２番１８号
2025-11-21
 
ヒ,103667,有限会社広⽥⼯業所
〒370-0505,群⾺県⾢楽郡千代⽥町新福寺６３０−１
2024-02-26
 
ヒ,117220,株式会社広⽥製作所



〒382-0005,⻑野県須坂市⼤字⼩河原３９５４−１３
2026-07-09
https://www.hirotass.co.jp
 
ヒ,103929,株式会社ヒロタテクノ
〒968-0442,福島県南会津郡只⾒町⼤字⻑浜字杉沢１２４５−１０９
2024-08-11
 
ヒ,230861,株式会社廣常電⼯
〒779-3215,徳島県名⻄郡⽯井町藍畑字⻯王５０番地１７
2025-09-20
 
ヒ,129499,ヒロテクノス株式会社
〒241-0813,神奈川県横浜市旭区今宿町２５４０−２１
2024-07-09
http://www.hiro-ts.co.jp
 
ヒ,220688,株式会社ヒロテック
〒597-0041,⼤阪府⾙塚市清児３５８の１
2025-02-07
 
ヒ,220847,株式会社ヒロテックス
〒142-0042,東京都品川区豊町五丁⽬２番１４号
2025-03-15
 
ヒ,103242,宏鉄インダストリアル株式会社
〒739-0312,広島県広島市安芸区瀬野町３０８９−１１
2023-06-26
http//www.hirotetsu-ind.jp/
 
ヒ,100719,ヒロデン⼯業株式会社
〒744-0061,⼭⼝県下松市葉⼭１−８１９−３３
2026-04-25
 
ヒ,216407,有限会社宏電設
〒901-0156,沖縄県那覇市⽥原１丁⽬１７番地４
2025-05-14
_
 
ヒ,230680,株式会社ヒロ電設
〒963-0213,福島県郡⼭市逢瀬町多⽥野字新池下２２番地の１
2025-08-09
http://hiro-den.jp
 
ヒ,222442,有限会社⼤塗装⼯業
〒288-0831,千葉県銚⼦市本城町４丁⽬２０３番地１
2023-12-01
 
ヒ,214168,有限会社ヒロ・ドアサービス
〒333-0811,埼⽟県川⼝市⼾塚６ー２１ー２０
2025-04-26
http://www.hiro-door.co.jp
 
ヒ,101126,広中電機株式会社
〒441-8087,愛知県豊橋市牟呂町字松島東２８−１



2024-03-07
http://www.hironaka-e.com
 
ヒ,218948,株式会社ヒロニチ
〒730-0846,広島県広島市中区⻄川⼝町１番５号
2024-01-19
 
ヒ,222473,株式会社広納興業
〒671-0219,兵庫県姫路市飾東町豊国２０２
2023-12-01
 
ヒ,218980,株式会社廣野組
〒070-0034,北海道旭川市４条通１０丁⽬２２３３番地１１
2024-01-26
http://hironogumi.co.jp/
 
ヒ,219086,株式会社廣橋電気
〒130-0002,東京都墨⽥区業平⼀丁⽬６番３−１００４号
2024-02-09
 
ヒ,107195,ヒロパックス株式会社
〒370-0881,群⾺県⾼崎市町屋町８３５
2025-03-10
http://www.hiropax.co.jp
 
ヒ,117336,株式会社ヒロベ
〒220-0003,横浜市⻄区楠町９−８
2023-11-18
http://www.hirobe.co.jp
 
ヒ,210759,株式会社廣部硬器
〒910-0049,福井県福井市深⾕町５ー１５
2024-12-16
http://www.hirobe-kouki.co.jp
 
ヒ,106447,ヒロボー株式会社
〒726-0006,広島県府中市桜が丘３−３−１
2024-12-14
https://www.hirobo.jp/
 
ヒ,218013,株式会社広正建設
〒536-0008,⼤阪府⼤阪市城東区関⽬６丁⽬１３−１２
2023-07-28
 
ヒ,503797,株式会社 弘⽊技研
〒744-0061,⼭⼝県下松市葉⼭２丁⽬９０４−１５
2026-06-27
http://hiromoku-giken.co.jp
 
ヒ,100733,弘⽊⼯業株式会社
〒744-0011,⼭⼝県下松市⼤字⻄豊井１３９４
2026-04-28
http://www.hiromoku-kogyo.co.jp/
 
ヒ,224794,有限会社博本組



〒512-0921,三重県四⽇市市尾平町３７３１ー１９
2022-04-01
http://www.hiromoto.co.jp/
 
ヒ,211673,広本建設株式会社
〒712-8061,岡⼭県倉敷市神⽥２ー５ー７
2026-06-02
 
ヒ,221330,株式会社樋渡業務店
〒491-0011,愛知県⼀宮市柚⽊颪字東川垂７番地
2025-04-01
http://www.hiwatashi.co.jp/
 
ヒ,219146,品質技術サービス有限会社
〒311-0101,茨城県那珂市本⽶崎２９３９ー２７
2024-02-22
https://www.quality-service.co.jp/
 
ビ,105002,Ｂ．Ｉ．Ｓ株式会社
〒303-0041,茨城県常総市豊岡町甲８８
2024-01-10
http://www.bis-k.co.jp
 
ビ,504638,株式会社ビー・エス・アール
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋３−１１−１５ ３Ｆ
2026-03-23
https://www.bsr-inc.jp/
 
ビ,103042,ビー・エス・シー株式会社
〒297-0134,千葉県⻑⽣郡⻑南町芝原３４１８
2026-02-18
 
ビ,504636,株式会社ビー・フロンティア
〒550-0003,⼤阪府⼤阪市⻄区京町堀１−４−９ 京町橋⼋千代ビル８階
2026-03-21
http://www.bfront.co.jp
 
ビ,228776,株式会社ビー・アイ・エフ
〒556-0017,⼤阪府⼤阪市浪速区湊町１丁⽬４番３８号近鉄新難波ビル１階
2024-12-20
http://www.bif.co.jp
 
ビ,103735,株式会社ビーアイテイ
〒550-0002,⼤阪府⼤阪市⻄区江⼾堀１−１０−２ 肥後橋ニッタイビル
2024-03-26
http://www.bit.co.jp/
 
ビ,213341,ビー・アイ・ビー株式会社
〒984-0012,宮城県仙台市若林区六丁の⽬中町６番２５号
2023-07-15
 
ビ,116239,株式会社ビー・アンド・プラス
〒355-0311,埼⽟県⽐企郡⼩川町⾼⾕２４５２−５
2024-03-01
http://www.b-plus-kk.jp



 
ビ,503810,ビーウィズ株式会社
〒163-1032,東京都新宿区⻄新宿３丁⽬７番１号
2023-08-01
http://www.bewith.net/
 
ビ,104865,ＢＡＳＦ⼾⽥バッテリーマテリアルズ合同会社
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町３−４−４ ＯＶＯＬ⽇本橋ビル３階
2026-07-13
https://www.basf.com
 
ビ,505236,株式会社ＢＡＰエンジニアリング
〒371-0044,群⾺県前橋市荒牧町１丁⽬２９番地７
2025-06-19
 
ビ,127424,株式会社ビーエス
〒111-0043,東京都台東区駒形２−７−４ 駒形ビル
2024-09-27
http://www.bees-web.jp
 
ビ,215264,株式会社ビー．エス．アイ
〒060-0031,北海道札幌市中央区北１条東１３丁⽬１−１
2024-03-06
 
ビ,504102,株式会社ＢＳ朝⽇
〒106-6116,東京都港区六本⽊六丁⽬１０番１号 六本⽊ヒルズ森タワー１６階
2024-09-10
http://www.bs-asahi.co.jp/
 
ビ,214315,ＢＳＳ株式会社
〒232-0024,神奈川県横浜市南区浦⾈町２ー２２ベイシティコート横浜３１２号
2025-08-02
 
ビ,213309,ビーエスエム株式会社
〒102-0074,東京都千代⽥区九段南１丁⽬１番５号
2026-07-01
http://bsm.jp/
 
ビ,505750,有限会社ＢＳＫシステム
〒520-3014,滋賀県栗東市川辺１９２−４
2025-09-29
 
ビ,123784,株式会社ＢＳＣ
〒550-0002,⼤阪市⻄区江⼾堀２−６−３３
2025-04-09
http://www.b-s-c.co.jp/
 
ビ,505643,ＢＳ松⽵東急株式会社
〒104-0045,東京都中央区築地１−１３−１銀座松⽵スクエア３階
2024-11-09
https://www.shochiku-tokyu.jp/
 
ビ,505325,株式会社ＢＳ−ＴＢＳ
〒107-0052,東京都港区⾚坂５−３−６ＴＢＳ放送センタ―１５Ｆ
2026-01-09



https://www.bs-tbs.co.jp
 
ビ,229095,株式会社ビーエステクノ
〒983-0034,宮城県仙台市宮城野区扇町三丁⽬九番⼗⼆号
2022-06-06
 
ビ,217557,ＢＸ沖縄⽂化シヤッター株式会社
〒901-0205,沖縄県豊⾒城市字根差部６６７番地
2026-02-04
 
ビ,217606,ＢＸテンパル株式会社
〒170-0001,東京都豊島区⻄巣鴨４−１４−５
2023-02-18
https://www.tenpal.co.jp/
 
ビ,226562,ＢＸ⻄⼭鉄網株式会社
〒124-0006,東京都葛飾区堀切４丁⽬５７ー２１
2026-04-01
http://www.nishiyama-tetuami.co.jp/
 
ビ,103072,株式会社ＢＮ−リブート
〒679-2205,兵庫県神崎郡福崎町東⽥原１１７１
2026-03-10
 
ビ,122751,株式会社ビーエフエム
〒356-0002,埼⽟県ふじみ野市清⾒２−４−５
2024-11-10
 
ビ,106376,株式会社ＢＦＣ
〒490-1435,愛知県海部郡⾶島村⼤字梅之郷字⻄梅１０３−１
2024-10-21
http://www.bfc-co.jp/
 
ビ,102555,株式会社ＢＦＴ
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内１−６−５ 丸の内北⼝ビルディング２２階
2025-04-30
http://www.bfts.co.jp/
 
ビ,117174,ビーエム⼯業株式会社
〒458-0801,名古屋市緑区鳴海町杜若８０
2025-03-02
http://www.bm-kogyo.co.jp
 
ビ,225786,株式会社ビーエム商会
〒563-0052,⼤阪府池⽥市城⼭町４番５号
2025-07-01
 
ビ,216174,株式会社ビーエムセンター
〒541-0051,⼤阪府⼤阪市中央区備後町１−４−５
2025-03-19
 
ビ,105526,ＢＭテック株式会社
〒807-0048,福岡県遠賀郡⽔巻町吉⽥南３−５−１
2025-04-15
 



ビ,107523,ビーエム⻑野株式会社
〒102-0084,東京都千代⽥区⼆番町１０−３
2026-07-01
http://www.bmn.jp
 
ビ,125625,株式会社ビーオーエス
〒198-0024,東京都⻘梅市新町３−３１−７
2023-06-24
http://www.k-bos.co.jp
 
ビ,504597,株式会社Ｂｅ−Ｇｒｏｏｖｅ
〒530-0057,⼤阪府⼤阪市北区曽根崎２−５−１０梅⽥パシフィックビルディング１０Ｆ
2022-08-17
https://be-groove.com
 
ビ,127347,ビーコ・ジャパン株式会社
〒222-0033,横浜市港北区新横浜２−５−１０ 楓第⼆ビル８Ｆ
2024-08-28
https://www.veeco.com/
 
ビ,214444,ｂコーポレーション株式会社
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕２ー９ー８
2025-10-24
https://b-corporation.co.jp/company/
 
ビ,213101,株式会社ビーコン
〒590-0975,⼤阪府堺市堺区⼤浜中町３丁１２番２３号
2026-03-05
http://www.b-c-n.co.jp
 
ビ,106723,ビーコンコミュニケーションズ株式会社
〒141-0021,東京都品川区上⼤崎３−１−１ ＪＲ東急⽬黒ビル
2025-07-11
https://www.beaconcom.jp
 
ビ,230933,株式会社ビー・サポート
〒110-0015,東京都台東区東上野⼆丁⽬２２番１０号東上野⼩池ビル５階
2025-09-27
 
ビ,226112,株式会社ビーシー
〒062-0052,北海道札幌市豊平区⽉寒東⼆条１丁⽬３番１８号
2025-10-01
http://www.bcbc.co.jp
 
ビ,117001,株式会社ビーシーシー
〒720-0814,広島県福⼭市光南町３−６−１０
2024-05-21
http://www.bcc.co.jp
 
ビ,117144,株式会社ＢＣＣ
〒810-0044,福岡県福岡市中央区六本松２−１２−１９
2025-02-16
http://www.bcc-net.co.jp
 
ビ,505069,ＢＣＣ株式会社



〒550-0003,⼤阪府⼤阪市⻄区京町堀１−８−５
2024-05-24
https://www.e-bcc.jp/
 
ビ,216593,株式会社ビーシージェー
〒110-0015,東京都台東区東上野１丁⽬１３番２号
2025-06-11
http://bcj-e.co.jp/
 
ビ,213770,有限会社ビーシンク
〒241-0833,神奈川県横浜市旭区南本宿町９８−４６
2024-07-21
 
ビ,105052,ビージェービー株式会社
〒224-0032,神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央４２−２１ 第２佐藤ビル４０４号室
2024-03-06
http://www.bjb.com
 
ビ,505721,株式会社ビースタイルスマートキャリア
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿六丁⽬１８番１号住友不動産新宿セントラルパークタワー３２階
2025-06-10
 
ビ,228526,ビー・ゼイ⼯事株式会社
〒900-0016,沖縄県那覇市前島２ー１４ー１８
2024-09-28
 
ビ,215481,株式会社ビーテック
〒202-0005,東京都⻄東京市住吉町１−７−２１
2024-07-10
http://www.b-tec-net.co.jp
 
ビ,219300,株式会社ビーテック
〒730-0051,広島県広島市中区⼤⼿町４丁⽬５ー１９
2024-03-16
http://betech-group.co.jp/index.html
 
ビ,220717,株式会社ビーテックサービス
〒730-0051,広島県広島市中区⼤⼿町四丁⽬５番１９号
2025-02-21
https://betech-service.co.jp/
 
ビ,505707,株式会社ビーネックスソリューションズ
〒101-0022,東京都千代⽥区神⽥練塀町３００番地 住友不動産秋葉原駅前ビル６階
2025-05-31
https://www.benext.co.jp/bns/
 
ビ,104799,株式会社ビーネックステクノロジーズ
〒105-0021,東京都港区東新橋２−１４−１ ＮＢＦコモディオ汐留３階
2026-06-06
 
ビ,212351,ＢーＮＥＴサービス株式会社
〒132-0035,東京都江⼾川区平井１ー１５ー５
2024-10-17
 
ビ,102671,株式会社ＢＢＳ



〒319-2256,茨城県常陸⼤宮市⽥⼦内町３０９７−５３
2025-07-11
 
ビ,127747,株式会社ＢＢＳ⾦明
〒924-0004,⽯川県⽩⼭市旭丘４−１２
2025-02-19
http://www.bbskinmei.co.jp/
 
ビ,101616,ＢＰジャパン株式会社
〒106-6115,東京都港区六本⽊６−１０−１ 六本⽊ヒルズ森タワー１５Ｆ
2024-08-24
https://www.bpjapan.com/
 
ビ,217988,ＢＥＭＡＣ株式会社
〒794-8582,愛媛県今治市野間甲１０５番地
2023-07-21
 
ビ,232024,株式会社ビーライフ
〒234-0051,神奈川県横浜市港南区⽇野九丁⽬３０番８号
2026-05-23
 
ビ,107047,株式会社ビーレップ
〒359-1145,埼⽟県所沢市⼭⼝９１６−３
2026-02-13
http://www.brep.co.jp
 
ビ,105785,株式会社ビーンズ・ワークス
〒150-0031,東京都渋⾕区桜丘町１１−９ 桜ヶ丘セントラルハイツ１０２
2025-12-06
http://www.beans-works.com
 
ビ,117372,ビアメカニクス株式会社
〒243-0016,神奈川県厚⽊市⽥村町９−３２
2023-08-31
http://www.viamechanics.com
 
ビ,231874,株式会社美桜
〒400-0043,⼭梨県甲府市国⺟三丁⽬４番１５号
2026-04-11
 
ビ,218699,株式会社ビクセル
〒963-0724,福島県郡⼭市⽥村町上⾏合字下川原９７番地
2023-12-08
 
ビ,101818,ビクトレックスジャパン株式会社
〒108-0073,東京都港区三⽥１−４−２８ 三⽥国際ビルアネックス
2024-10-22
http://victrex.com
 
ビ,210228,有限会社美建
〒204-0003,東京都清瀬市中⾥４ー７７１
2021-03-19
http://www.yu-biken.co.jp/
 
ビ,225499,株式会社びけん



〒983-0013,宮城県仙台市宮城野区中野字寺前４６ー３
2025-06-01
https://www.biken-sendai.com
 
ビ,212253,株式会社美建興学
〒179-0085,東京都練⾺区早宮３ー８ー２４
2024-07-04
 
ビ,213884,株式会社美研製作所
〒578-0932,⼤阪府東⼤阪市⽟串町東３丁⽬５ー７３
2024-10-27
https://www.bikenss.jp/
 
ビ,106286,株式会社微研テクノス
〒857-1164,⻑崎県佐世保市⽩岳町１６６−１
2024-07-30
https://www.biken-t.co.jp/
 
ビ,231312,株式会社ビゲスト
〒573-0084,⼤阪府枚⽅市⾹⾥ヶ丘七丁⽬１５番地の１３
2025-11-21
 
ビ,213073,株式会社ビコー
〒130-0023,東京都墨⽥区⽴川２丁⽬２番７号
2026-02-26
https://biko.tokyo/
 
ビ,226785,株式会社備広
〒103-0004,東京都中央区東⽇本橋３丁⽬７番１２号
2026-06-01
https://www.biko-sign.jp/
 
ビ,217666,株式会社美光インテリア
〒040-0081,北海道函館市⽥家町８番２６号
2026-03-24
 
ビ,219286,美巧建装有限会社
〒800-0204,福岡県北九州市⼩倉南区中吉⽥６−７−７
2024-03-09
 
ビ,223817,株式会社びこう社
〒107-0062,東京都港区南⻘⼭４ー１５ー５
2024-11-01
http://www.bikohsha.com
 
ビ,223731,株式会社美⼯電気
〒321-0104,栃⽊県宇都宮市台新⽥１丁⽬１４−４
2024-11-01
http://www.bikodenki.com
 
ビ,215197,有限会社美⼯堂阿部組
〒088-0625,北海道釧路郡釧路町北⾒団地１丁⽬２４番地
2024-01-30
http://www.bikoudou.co.jp
 



ビ,215470,尾三地⽅森林組合（その他）
〒722-0352,広島県尾道市御調町公⽂２０２０８番地の１
2021-06-26
 
ビ,226962,有限会社尾州⼯業
〒482-0026,愛知県岩倉市⼤地町⻑⽥２６
2023-08-01
https://bisyu-k.jp/
 
ビ,229931,美州興産株式会社
〒450-0003,愛知県名古屋市中村区名駅南１丁⽬１７番２８号
2023-09-05
http://www.bishu-k.co.jp
 
ビ,226011,有限会社美匠
〒330-0804,埼⽟県さいたま市⼤宮区堀の内町２−２２８
2025-09-01
 
ビ,106857,Ｖｉｇｉｅｎｃｅ株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥７−３−８ Ｖｉｇｉｅｎｃｅ第２ビル
2026-01-17
https://www.vigience.com
 
ビ,504009,株式会社ビジコム
〒112-0014,東京都⽂京区関⼝１−２０−１０ 住友不動産江⼾川橋駅前ビル
2024-07-31
https://www.busicom.co.jp/
 
ビ,504754,株式会社ビジネス・インフォメーション・テクノロジー
〒110-0015,東京都台東区東上野６−１−７ ＭＳＫビル３Ｆ
2026-07-13
https://www.b-it.co.jp/
 
ビ,505097,株式会社ビジネスサービス
〒030-0801,⻘森県⻘森市新町⼆丁⽬６番２９号
2024-07-09
http://www.kbs-web.com
 
ビ,104046,ビジネスセンター岡⼭株式会社
〒700-0033,岡⼭県岡⼭市北区島⽥本町１−５−３７
2024-10-13
https://www.bco.co.jp/
 
ビ,102109,株式会社ビジネステック
〒312-0062,茨城県ひたちなか市⾼場１−２−２５
2025-01-11
http://www.busitec.co.jp
 
ビ,505285,株式会社ビジネスネットワークス
〒810-0014,福岡県福岡市中央区平尾３丁⽬７−３２都ビル１Ｆ
2022-09-30
http://businessnetworks.co.jp/
 
ビ,104597,株式会社ビジブル
〒541-0058,⼤阪府⼤阪市中央区南久宝寺町４−３−５ 南久宝寺⼤阪産業ビル



2025-11-14
https://www.visible.co.jp/index.html
 
ビ,229578,株式会社ビス
〒433-8122,静岡県浜松市中区上島６ー３ー２
2026-03-17
 
ビ,229602,株式会社ビス
〒245-0016,神奈川県横浜市泉区和泉中央南５丁⽬１７番６号
2026-03-27
http://kk-viss.jp/
 
ビ,217238,有限会社ビスコ電⼯
〒351-0015,埼⽟県朝霞市幸町２丁⽬１８番２７号
2025-10-21
http://www.bssco.jp
 
ビ,106236,株式会社ビステリジェンス
〒510-0075,三重県四⽇市市安島１−５−１０ ＫＯＳＣＯ四⽇市⻄浦ビル４階Ｄ号室
2024-06-14
https://www.bistelligence.ai/
 
ビ,228520,株式会社ビスムカンパニー
〒135-0053,東京都江東区⾠⺒３丁⽬２０番８号三進ビル４階
2024-09-20
http://www.bismcompany.co.jp/
 
ビ,126527,ビズネット株式会社
〒102-0076,東京都千代⽥区五番町１２−３ 五番町ＹＳビル２階
2024-01-30
http://www.biznet.co.jp/
 
ビ,218489,株式会社美誠
〒739-1732,広島県広島市安佐北区落合南９−６−３２
2023-10-06
 
ビ,220178,株式会社美⻄
〒745-0612,⼭⼝県周南市⼤字呼坂７４７番地１
2024-08-24
http://www.bi-sei.jp/
 
ビ,225460,株式会社美整社
〒380-0935,⻑野県⻑野市中御所３丁⽬９番１４号
2025-06-01
http://www.avis.ne.jp/~bisei/
 
ビ,214504,株式会社美禅
〒168-0072,東京都杉並区⾼井⼾東３ー２８ー３６Ｋ５⾼井⼾１階
2025-12-13
http://www.kkbizen.co.jp/
 
ビ,212242,株式会社ビソーコーポレーション
〒577-0056,⼤阪府東⼤阪市⻑堂３丁⽬１４番６号
2024-07-04
http://www.sign-display.co.jp



 
ビ,216123,株式会社美装
〒541-0052,⼤阪府⼤阪市中央区安⼟町１ー４ー７
2025-03-12
http://www.biso.co.jp
 
ビ,220101,株式会社美装
〒135-0002,東京都江東区住吉２丁⽬２１番４号
2024-07-27
 
ビ,223146,美窓⼯業株式会社
〒240-0053,神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区新井町４５６
2024-06-01
http://page.freett.com/biso/
 
ビ,106672,株式会社微創システム
〒242-0017,神奈川県⼤和市⼤和東３−８−３ ⼤和第⼀⽣命ビルディング４Ｆ
2025-06-02
http://www.microcreate.co.jp
 
ビ,213270,美装舎市川春秀（その他）
〒114-0013,東京都北区東⽥端１ー３ー５コスモ⽥端グレイスフォーム８０１
2023-06-17
 
ビ,221497,株式会社美創タイル
〒176-0004,東京都練⾺区⼩⽵町１丁⽬４８番５号
2025-04-01
http://www.bisoutile.co.jp
 
ビ,224078,美素⼯業株式会社
〒541-0043,⼤阪府⼤阪市中央区⾼麗橋４丁⽬７番７号
2025-01-01
 
ビ,213880,株式会社美造
〒352-0014,埼⽟県新座市栄２ー９ー１７
2024-10-20
https://www.vizo.jp/
 
ビ,103331,株式会社ビックライズ
〒358-0013,埼⽟県⼊間市上藤沢２６２−１
2023-08-07
http://vicrise.co.jp/
 
ビ,126905,株式会社ビッグ
〒018-0403,秋⽥県にかほ市三森字沖⽥１０９−１
2024-06-05
http//www.akitabig.com
 
ビ,503471,株式会社ビッグアビリティ
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊２−１−１
2025-08-18
http://www.bigability.co.jp
 
ビ,228435,株式会社ビッグストン
〒206-0033,東京都多摩市落合１ー５ー１



2024-08-30
 
ビ,212308,ビッグ測量設計株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野１ー２６ー８
2024-08-22
http://www.bigsdc.co.jp
 
ビ,106231,株式会社ＢＩＴＺ
〒151-0072,東京都渋⾕区幡ヶ⾕２−６−５ １Ｆ
2024-06-01
https://www.bitz-group.co.jp
 
ビ,117139,株式会社ビッツ
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥８−１１−１３ 五反⽥マークビル２階
2025-03-09
https://www.bits.co.jp
 
ビ,117699,株式会社ビット
〒540-6131,⼤阪市中央区城⾒２−１−６１
2024-09-29
http://www.bch.co.jp/
 
ビ,230241,有限会社ＢｉＴ・Ｒ
〒300-3264,茨城県つくば市篠崎８５０番地１２
2025-06-21
 
ビ,104787,株式会社ビットエイジ
〒020-0864,岩⼿県盛岡市⻄仙北１−３２−２５
2026-05-30
https://www.bitage.co.jp
 
ビ,229890,ビップ株式会社
〒437-1111,静岡県袋井市中新⽥４５８
2023-08-06
 
ビ,127236,ビデオジェット・エックスライト株式会社
〒135-0064,東京都江東区⻘海２−５−１０ テレコムセンタービル⻄棟６Ｆ
2026-05-16
http://www.videojet.co.jp
 
ビ,101861,ビデオトロン株式会社
〒193-0835,東京都⼋王⼦市千⼈町２−１７−１６
2024-11-02
https://www.videotron.co.jp/
 
ビ,504319,株式会社ビデオリサーチ
〒102-0075,東京都千代⽥区三番町６−１７
2026-03-05
https://www.videor.co.jp/
 
ビ,220550,株式会社ビトーテック
〒815-0031,福岡県福岡市南区清⽔四丁⽬９番３号
2024-12-21
 
ビ,217672,尾藤建設株式会社



〒799-0101,愛媛県四国中央市川之江町２２５０番地
2026-03-31
https://bitoh.co.jp/
 
ビ,231696,株式会社ビナン
〒920-0341,⽯川県⾦沢市寺中町イ９１番地４
2026-02-14
 
ビ,210305,株式会社美南組
〒476-0012,愛知県東海市富⽊島町伏⾒⼀丁⽬１番地の１
2024-05-08
 
ビ,212592,ビニフレーム⼯業株式会社
〒937-8566,富⼭県⿂津市北⿁江６１６番地
2025-04-24
https://www.vinyframe.co.jp/
 
ビ,116612,尾濃化研⼯業株式会社
〒505-0116,岐⾩県可児郡御嵩町御嵩２１８８−２
2026-05-14
http://www.binokaken.co.jp
 
ビ,213372,ＢＩＭｓｙｓｔｅｍｓ株式会社
〒230-0016,神奈川県横浜市鶴⾒区東寺尾北台１０ー６
2023-08-05
 
ビ,220088,株式会社ビムテク
〒251-0024,神奈川県藤沢市鵠沼橘１−２−７藤沢トーセイビル７階
2024-07-20
 
ビ,217324,株式会社ビュースコーポレーション
〒108-0014,東京都港区芝５丁⽬３−７
2025-11-19
 
ビ,127006,ビューテック株式会社
〒471-0064,愛知県豊⽥市梅坪町９−３０−３
2025-03-19
http://www.vuteq.co.jp
 
ビ,501669,ビュートンジャパン株式会社
〒130-0022,東京都墨⽥区江東橋１−１１−８
2025-03-17
 
ビ,504344,ビュルガーコンサルティング株式会社
〒103-0011,東京都中央区⽇本橋⼤伝⾺町６−７ 住⻑第⼆ビル４階
2026-05-15
https://buerger-consulting.com/
 
ビ,117355,株式会社鋲定本店
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町２−１３−３
2023-08-09
http://www.byosada.co.jp/
 
ビ,129396,ビヨンズ株式会社
〒417-8575,静岡県富⼠市⼤淵２４２９−３



2024-03-27
http://www.beyonz.com/
 
ビ,105718,ＢＥＹＯＮＤ株式会社
〒454-0947,愛知県名古屋市中川区助光３−１０６
2025-10-17
 
ビ,123072,株式会社Ｂｅｙｏｎｄｓｏｆｔ Ｊａｐａｎ
〒101-0033,東京都千代⽥区神⽥岩本町１−４ ＫＤＸ秋葉原ビル６Ｆ
2025-01-22
http://www.beyondsoft.com
 
ビ,213335,株式会社ビリオナー
〒238-0023,神奈川県横須賀市森崎１ー１５ー３
2026-07-08
 
ビ,217766,株式会社ビル技研
〒278-0033,千葉県野⽥市上花輪１１１３−８
2023-06-02
http://birugiken.co.jp/
 
ビ,212598,株式会社ビルシステム
〒231-0015,神奈川県横浜市中区尾上町４ー５７
2025-05-01
http://www.buil-system.co.jp
 
ビ,214643,株式会社ビルダーズネットワーク
〒250-0311,神奈川県⾜柄下郡箱根町湯本７０６番地
2026-03-28
 
ビ,216882,ビルテック株式会社
〒343-0113,埼⽟県北葛飾郡松伏町ゆめみ野五丁⽬４番地７
2025-07-16
 
ビ,228178,株式会社ビルテック
〒371-0804,群⾺県前橋市六供町１０２４番地
2024-06-14
 
ビ,216108,ビルテック建商株式会社
〒124-0023,東京都葛飾区東新⼩岩２丁⽬２８番１号
2025-03-05
https://bltc-ks.co.jp/
 
ビ,229925,株式会社ビルト
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊２丁⽬１３番４号
2023-08-28
http://www.built-creative.com
 
ビ,210174,株式会社ビルトコーポレーション
〒166-0003,東京都杉並区⾼円寺南四丁⽬１１番７号
2024-02-18
https://www.bilt-corp.co.jp/
 
ビ,123841,ビルト住設⼯業株式会社
〒570-0093,⼤阪府守⼝市浜町２−７−１５



2025-04-30
http://www.biruto.com
 
ビ,228967,株式会社ＢＵＩＬＤ
〒130-0012,東京都墨⽥区太平４ー１１ー４
2025-04-11
http://www.build-web.info/
 
ビ,215014,株式会社ビルドＲ
〒113-0021,東京都⽂京区本駒込６−１３−１０−３０７
2023-09-26
 
ビ,231429,ビルドアップ株式会社
〒979-1521,福島県双葉郡浪江町⼤字権現堂字東住寺３番地の１
2025-12-13
 
ビ,213571,株式会社ビルドエスアンドアール
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨２ー５ー２１
2024-01-27
 
ビ,224515,株式会社ビルド商会
〒791-8016,愛媛県松⼭市久万ノ台１８９番地１
2025-04-01
https://i-gp.co.jp/
 
ビ,231114,株式会社ビルドテクノサービス
〒105-0003,東京都港区⻄新橋三丁⽬１番２号
2025-10-18
http://2004bts.com/
 
ビ,216257,株式会社ビルドテック
〒703-8282,岡⼭県岡⼭市中区平井三丁⽬８７８番地６
2025-04-02
 
ビ,223864,株式会社ビルドプラン
〒839-0865,福岡県久留⽶市新合川⼀丁⽬８番３４号
2021-12-01
 
ビ,226493,ビルドプロテック株式会社
〒004-0812,北海道札幌市清⽥区美しが丘⼆条２丁⽬１番２号
2026-03-01
http://www.bldpro.co.jp
 
ビ,214533,株式会社ビルナックス
〒104-0031,東京都中央区京橋⼀丁⽬１４番４号
2026-01-10
https://bilnax.co.jp/src/index.html
 
ビ,227532,ビルハウス株式会社
〒373-0852,群⾺県太⽥市新井町５２８番地１１
2024-02-28
 
ビ,226934,株式会社ビルマックス
〒733-0861,広島県広島市⻄区草津東２丁⽬２番８号
2026-08-01



https://builmax.jp/
 
ビ,218557,株式会社ビルメンテナンス
〒167-0052,東京都杉並区南荻窪４−４２−８
2023-10-20
https://bldg.co.jp/
 
ビ,229606,株式会社ビルメンテナンス
〒939-3532,富⼭県富⼭市⽔橋⼆ツ屋１６７番地
2026-03-27
 
ビ,120373,株式会社枇杷島技研
〒451-0053,名古屋市⻄区枇杷島２−６−３１
2023-09-05
 
ビ,228421,株式会社備後ドリーム
〒729-0113,広島県福⼭市宮前町１丁⽬６−７
2024-08-25
 
ピ,129406,株式会社Ｐ．Ｒ．Ａ．
〒270-2231,千葉県松⼾市稔台８−３３−３
2024-04-07
http://www.pra.jp/
 
ピ,105551,株式会社ピー・ジェイ
〒970-1144,福島県いわき市好間⼯業団地１−３７
2025-05-13
http://www.pureron.co.jp
 
ピ,125862,ピーアイ・ジャパン株式会社
〒212-0013,神奈川県川崎市幸区堀川町５８０ ソリッドスクエア⻄館１７Ｆ
2023-10-03
http://www.pi-japan.jp/
 
ピ,129218,株式会社ピーアイエム
〒273-0005,千葉県船橋市本町７−７−１ 船橋ツインビル⻄館６階
2024-01-15
http://www.pim.co.jp
 
ピ,503525,株式会社ピ−・アイ・シー
〒103-0024,東京都中央区⽇本橋⼩⾈町８丁⽬１３   天翔⽇本橋ビル ５１０号室
2025-08-24
www.co-pic.com
 
ピ,120697,株式会社ピーアンドエフ
〒226-0006,横浜市緑区⽩⼭１−１８−２ ジャーマンインダストリーパーク
2023-12-09
http://www.pepperl-fuchs.com
 
ピ,505293,株式会社Ｐ＆Ｐビジネスコンサルティング
〒104-0031,東京都中央区京橋１丁⽬６番１２号
2025-10-18
https://www.ppb.co.jp/
 
ピ,223502,ピーイーバンホフ株式会社



〒983-0005,宮城県仙台市宮城野区福室３ー１０ー１８
2021-08-01
 
ピ,108110,ＰＨＣ株式会社
〒105-8433,東京都港区⻄新橋２−３８−５
2023-11-13
 
ピ,127291,株式会社ピー・エス・アイ
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚３−１０−１０
2026-05-13
http://www.psi-net.co.jp
 
ピ,215443,株式会社ピーエスケー
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町３−８−５ヒューリック⽇本橋本町ビル２階
2021-06-05
 
ピ,219074,ピーエス⼯業株式会社
〒564-0062,⼤阪府吹⽥市垂⽔町３丁⽬１６番３号
2024-02-09
https://ps-group.co.jp/
 
ピ,501582,ＰＳジャパン株式会社
〒112-0002,東京都⽂京区⼩⽯川１丁⽬４番１号 住友不動産後楽園ビル１８階
2025-09-08
http://www.psjp.com
 
ピ,231619,株式会社ＰＳ ＴＥＣ
〒213-0006,神奈川県川崎市⾼津区下野⽑⼀丁⽬４番１０−１０６号
2026-01-31
 
ピ,217703,有限会社ピーエス板⾦⼯業
〒420-0911,静岡県静岡市葵区瀬名１丁⽬１７ー１１
2026-04-14
 
ピ,106785,ＰＳＰ株式会社
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨５−１３−１
2025-10-12
https://www.psp.co.jp
 
ピ,126207,株式会社ピーエスピー
〒578-0943,⼤阪府東⼤阪市若江南町３−８−３５
2023-11-14
http;//www.psp-corp.co.jp/
 
ピ,226955,株式会社ピーエス三菱
〒104-8572,東京都中央区晴海２丁⽬５番２４号
2023-08-01
http://www.psmic.co.jp
 
ピ,127249,株式会社ピーエヌ機電
〒851-2101,⻑崎県⻄彼杵郡時津町⻄時津郷１０００−１３５
2026-04-12
http://www.pn-kiden.co.jp
 
ピ,107910,株式会社ＰＦＵ



〒929-1192,⽯川県かほく市宇野気ヌ９８−２
2024-12-06
https://www.pfu.fujitsu.com/
 
ピ,122626,株式会社ＰＦＵ
〒929-1192,⽯川県かほく市宇野気ヌ９８−２
2024-10-16
http://www.pfu.fujitsu.com/
 
ピ,502200,ＰＦＵ ＩＴサービス株式会社
〒220-8567,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい４丁⽬４番５号
2026-02-21
 
ピ,117262,ＰＦＵテクノワイズ株式会社
〒929-1287,⽯川県かほく市⾼松シ１−１
2026-02-22
http://www.pfu.fujitsu.com/ptw/
 
ピ,501985,ＰＦＵ東⽇本株式会社
〒983-0852,宮城県仙台市宮城野区榴岡４−４−１３
2022-12-17
http://www.pfu.fujitsu.com/phn/
 
ピ,502116,ＰＦＵ東⽇本株式会社
〒983-0852,宮城県仙台市宮城野区榴岡４−４−１３
2023-01-14
http://www.pfu.fujitsu.com/phn/
 
ピ,124850,株式会社ピーエムティー
〒811-2115,糟屋郡須惠町佐⾕１７０５−１
2026-01-12
http://www.pm-t.com
 
ピ,100029,ピーエムユー株式会社
〒224-0024,神奈川県横浜市都筑区東⼭⽥町１５６８−４２
2025-06-28
http://www.argo-net.co.jp/
 
ピ,504412,ＰＣＩソリューションズ株式会社
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨１−２１−１９ 東急虎ノ⾨ビル３階
2024-03-03
https://www.pci-sol.com/
 
ピ,500137,ピー・シー・エー株式会社
〒102-8171,東京都千代⽥区富⼠⾒１−２−２１
2023-10-30
https://pca.jp/
 
ピ,117477,株式会社ピーシーエヌ
〒952-0212,新潟県佐渡市宮川１０７−１
2024-03-16
http://www.pcn.co.jp
 
ピ,117150,ＰＣテクノロジー株式会社
〒111-0041,東京都台東区元浅草１−１−１



2023-06-25
http://www.pct.co.jp
 
ピ,505634,株式会社ピージーシステム
〒755-0042,⼭⼝県宇部市松島町１８番１０号
2024-10-26
https://www.pgsystem.co.jp/
 
ピ,210809,株式会社ピース
〒590-0939,⼤阪府堺市堺区九間町⻄⼆丁２番３３号
2025-01-06
https://www.peace-all.com/
 
ピ,507088,株式会社ピーダブルビー
〒525-0066,滋賀県草津市⽮橋町１５３０番地の３１
2025-02-19
http://www.pwb.co.jp
 
ピ,126855,株式会社ピー・デー
〒207-0023,東京都東⼤和市上北台３−４２９−２
2024-05-23
http://www.pd-office.com/
 
ピ,210871,株式会社ピーディーシステム
〒104-0031,東京都中央区京橋２丁⽬１３番１１号
2025-01-29
http://www.pdstk.co.jp
 
ピ,504640,株式会社ピーバンドットコム
〒102-0076,東京都千代⽥区五番町１４五番町光ビル４Ｆ
2026-03-28
https://www.p-ban.com/
 
ピ,503740,株式会社ＰＢＩアドバンストマテリアルズ
〒514-2211,三重県津市芸濃町椋本２７６８−２
2026-01-11
https://www.pbi-am.com/
 
ピ,503907,株式会社ピアスタッフ
〒761-8047,⾹川県⾼松市岡本町１５２８−１１
2024-02-06
https://piastaff.co.jp/
 
ピ,124571,株式会社ピカコーポレイション
〒577-0013,⼤阪府東⼤阪市⻑⽥中４−４−１０
2025-11-02
http://www.pica-corp.co.jp
 
ピ,104866,ピクセルソフトウェア株式会社
〒792-0060,愛媛県新居浜市⼤⽣院２１５１−１０
2026-07-14
 
ピ,100194,株式会社ピクトリコ
〒130-0026,東京都墨⽥区両国２−１０−１４ 両国シティコア
2022-08-16



http://www.pictorico.jp
 
ピ,117237,ピコ株式会社
〒108-0075,東京都港区港南１−６−４１ 芝浦クリスタル品川１１Ｆ
2026-03-10
http://www.picodenshi.com/
 
ピ,505334,株式会社ピコラボ
〒107-0052,東京都港区⾚坂四丁⽬１番３０号
2026-01-22
https://picolab.jp/
 
ピ,128728,ピセ株式会社
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨１−３−８
2026-01-28
http://www.pise.co.jp/
 
ピ,211492,有限会社ピックアップ
〒101-0024,東京都千代⽥区神⽥和泉町１番地７ー２０みつば第５ビル４階
2026-01-12
 
ピ,505599,ピックル株式会社
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊１−３０−３
2024-06-23
https://pikul.jp/
 
ピ,127194,ピップ株式会社
〒540-0011,⼤阪市中央区農⼈橋２−１−３６
2025-09-03
http://www.pipjapan.co.jp
 
ピ,123159,ピュアテック株式会社
〒460-0002,愛知県名古屋市中区丸の内３−１４ー３２ 丸の内三丁⽬ビル６階
2025-05-21
https://www.puretec.co.jp/
 
ピ,101968,株式会社ＰＵＲＥＷＯＲＫＳ
〒105-0014,東京都港区芝１−５−１２ ＴＯＰ浜松町ビル３Ｆ
2024-11-27
https://www.pureworks.co.jp
 
ピ,231825,株式会社ピラーシールソリューションズ
〒550-0013,⼤阪府⼤阪市⻄区新町⼀丁⽬７番１号
2026-03-28
https://www.pillar.co.jp/ja/
 
フ,103407,株式会社フーマイスターエレクトロニクス
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥２−３−３ 千代⽥トレードセンタービル
2023-09-16
http://www.fuco-ele.co.jp/
 
フ,120205,株式会社ファースト
〒242-0001,神奈川県⼤和市下鶴間２７９１−５
2023-08-01
http://www.fast-corp.co.jp



 
フ,505592,株式会社ファーストエクサ
〒601-8141,京都府京都市南区上⿃⽻卯ノ花４８−１ ⻑束ビル２−８
2024-06-03
http://first-exa.com/
 
フ,104008,株式会社ファーストエンジニアリング
〒989-3214,宮城県仙台市⻘葉区みやぎ台４−２４−２４
2024-10-02
 
フ,106915,ファーストカム株式会社
〒105-8549,東京都港区芝浦１−１２−３ Ｄａｉｗａ芝浦ビル
2026-03-09
https://www.firstcome.jp/index.html
 
フ,104478,ファースト機⼯株式会社
〒998-0114,⼭形県酒⽥市⼗⾥塚字村東⼭南３５９−２
2025-07-21
https://firstkko.jp/
 
フ,121793,ファーストゲート株式会社
〒110-0004,東京都台東区下⾕１−１３−６ ポラリスビル６Ｆ
2024-06-04
http://www.fastgate.co.jp/
 
フ,102415,株式会社ファーストシステム
〒522-0244,滋賀県⽝上郡甲良町在⼠６８３−４
2025-03-05
https://firstsystem.jp/
 
フ,219512,株式会社ファーストシステム
〒252-0813,神奈川県藤沢市湘南台１丁⽬１６番地の２
2024-03-30
http://www.first-system.co.jp/
 
フ,226423,株式会社ファーストビルト
〒230-0062,神奈川県横浜市鶴⾒区豊岡町２９番５号
2026-03-01
http://www.firstb.co.jp
 
フ,219064,有限会社ファーストプランニング
〒981-3223,宮城県仙台市泉区住吉台⻄１丁⽬１２番２
2024-02-09
http://www.first-planning.co.jp/
 
フ,102665,株式会社ファーストメタル
〒120-0035,東京都⾜⽴区千住中居町６−７
2025-07-10
http://www.1st-metal.co.jp
 
フ,210873,ファーストリフォーム株式会社
〒183-0031,東京都府中市⻄府町５ー１４ー１
2025-01-29
 
フ,226970,株式会社ファーム葵



〒316-0026,茨城県⽇⽴市みかの原町１ー１ー１
2023-08-01
 
フ,227217,株式会社ファーム・イックス
〒136-0074,東京都江東区東砂７−１０−７
2023-12-01
 
フ,216243,株式会社ファイナル
〒351-0101,埼⽟県和光市⽩⼦⼀丁⽬８番２４号
2025-03-26
http://kk-final.com/
 
フ,127680,株式会社ファイブ・フォックス
〒151-8588,東京都渋⾕区千駄ヶ⾕３−３８−１２
2025-01-16
http://www.fivefoxes.co.jp/
 
フ,120384,株式会社ファイブテック
〒807-0133,福岡県遠賀郡芦屋町⼤字芦屋１４４４
2023-09-09
http://www.fivetec.net
 
フ,125343,株式会社ファイブテック
〒349-0218,埼⽟県⽩岡市⽩岡８８０−８
2026-03-23
https://five-tec.jp
 
フ,222395,株式会社ファイン
〒771-1401,徳島県河波市吉野町柿原字植松１９２−１
2023-11-01
http://www.fine-tks.com/company.html
 
フ,117108,ファインクリスタル株式会社
〒051-8505,北海道室蘭市茶津町９−１
2025-11-16
http://finecrystal.co.jp
 
フ,503842,株式会社ファインシステム
〒670-0965,兵庫県姫路市東延末１丁⽬１５８番地１
2023-10-31
http://www.fine-sys.co.jp/
 
フ,116353,株式会社ファインシンター
〒480-0303,愛知県春⽇井市明知町⻄之洞１１８９−１１
2024-10-25
http://www.fine-sinter.com
 
フ,101872,株式会社ファインテクノ
〒317-0073,茨城県⽇⽴市幸町２−１−２１ ファインビル２Ｆ
2024-11-05
https://www.finetechno.jp/
 
フ,128354,株式会社ファインテクノ・タケダ
〒715-0001,岡⼭県井原市野上町３０００−３
2025-10-22



http://www.finetakeda.co.jp
 
フ,101551,ファインテック株式会社
〒475-0925,愛知県半⽥市宮本町６−２１２−２
2024-07-31
 
フ,106666,株式会社ファイン電⼦機器
〒979-2708,福島県相⾺郡新地町福⽥字⼤町４８−４
2025-05-31
http://www.faine.co.jp/index.htm
 
フ,114988,ファインネクス株式会社
〒930-0281,富⼭県中新川郡⾈橋村⾈橋４１５
2026-01-05
https://www.finecs.co.jp/
 
フ,105646,ファインモールド株式会社
〒969-1101,福島県本宮市⾼⽊字⻑瀬７４
2025-07-31
http://www.finemold.jp/
 
フ,127060,株式会社ファウスト
〒421-0204,静岡県焼津市⾼新⽥６１１−１
2024-07-13
http://www.faust-corp.co.jp/
 
フ,117489,ファクター株式会社
〒194-0037,東京都町⽥市⽊曽⻄２−１８−６
2024-04-10
http://www.factor-inc.jp
 
フ,107125,ファクティ株式会社
〒360-0801,埼⽟県熊⾕市中奈良１４４９−１
2025-01-13
http://www.facte.net
 
フ,228764,株式会社ファクト
〒273-0128,千葉県鎌ケ⾕市くぬぎ⼭５丁⽬６番８号
2024-12-14
https://www.kk-fact.co.jp/
 
フ,105288,株式会社ファクトリー
〒547-0016,⼤阪市平野区⻑吉⻑原４−１６−６
2024-10-16
http://www.factory-2006.com
 
フ,101824,株式会社ファスコ
〒141-0033,東京都品川区⻄品川３−１８−４
2024-10-23
 
フ,127133,ファスコ株式会社
〒135-0003,東京都江東区猿江１−１９−１
2025-11-07
https://www.fasco.jp
 



フ,228922,ファステック株式会社
〒615-8282,京都府京都市⻄京区松尾⼤利町１７番地の２０
2025-03-13
https://www.fastec.co.jp/
 
フ,505756,ファスナー⼯業株式会社
〒143-0012,東京都⼤⽥区⼤森東５−１２−２
2025-11-01
http://www.fastener.co.jp
 
フ,129657,株式会社ファスナー産業
〒960-8252,福島県福島市御⼭中川原１０４−１
2024-12-02
http://www.fastener.jp/
 
フ,216003,有限会社ファスニング機⼯
〒861-3108,熊本県上益城郡嘉島町⼤字下仲間２８８番地
2025-02-05
http://fasuning-kiko.co.jp/
 
フ,505729,ファスフォードテクノロジ株式会社
〒400-0212,⼭梨県南アルプス市下今諏訪６１０−５
2025-07-05
https://www.fasford-tech.com/
 
フ,100870,株式会社ファソテック
〒261-8501,千葉県千葉市美浜区中瀬１−３ 幕張テクノガーデンＢ−２１
2023-09-15
http://www.fasotec.co.jp
 
フ,104748,ファナック株式会社
〒401-0597,⼭梨県南都留郡忍野村
2026-04-26
http://www.fanuc.co.jp/
 
フ,505055,株式会社ファナティック
〒102-0076,東京都千代⽥区五番町１−１１ 五番町ＴＭビル３Ｆ
2024-03-22
https://www.fanatic.co.jp
 
フ,229463,株式会社ファノス
〒743-0063,⼭⼝県光市島⽥２−２３−１０
2026-01-31
http://www.phanos.co.jp/
 
フ,121809,株式会社ファビック
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚２−４２−３
2024-06-06
 
フ,102868,株式会社ファブアシスト
〒610-0343,京都府京⽥辺市⼤住⼩林３−２３ ジュネス京⽥辺１０５
2025-11-05
 
フ,101219,株式会社ファブエース
〒224-0007,神奈川県横浜市都筑区荏⽥南４−１−２３



2024-03-23
http://www.fabace.co.jp/
 
フ,214435,株式会社ファブ・サポート
〒013-0107,秋⽥県横⼿市平⿅町下吉⽥字⾼⼝東２５０ー１
2025-10-18
 
フ,213943,ファブ・トーカイ株式会社
〒424-0901,静岡県静岡市清⽔区三保３８７ー７
2024-12-22
 
フ,106095,ファミリーボード株式会社
〒113-0033,東京都⽂京区本郷１−２５−５
2023-11-24
http://www.familyboard.co.jp
 
フ,505628,株式会社ファム
〒231-0028,神奈川県横浜市中区翁町２−９−４ファム本社ビル
2024-09-24
https://www.famm.co.jp/
 
フ,216450,株式会社ファルコン
〒221-0053,神奈川県横浜市神奈川区橋本町２丁⽬５番地３号ＳＥー８０３
2025-05-21
 
フ,214308,株式会社ファルト
〒709-0614,岡⼭県岡⼭市東区⽵原２１８番の９
2025-08-02
 
フ,100972,ファロージャパン株式会社
〒480-1144,愛知県⻑久⼿市熊⽥７１６
2024-01-04
http://www.faro.com
 
フ,505776,株式会社ＦＵＮＭＡＸＪＡＰＡＮ
〒110-0016,東京都台東区台東１−２４−９ブライト秋葉原８Ｆ
2026-01-19
 
フ,106100,株式会社ｆｕｎｌａｂ
〒142-0054,東京都品川区⻄中延２ー１２ー１３ コノコ第３ビル３０２
2023-12-02
https://funlab.jp/
 
フ,106962,株式会社フィース
〒108-0072,東京都港区⽩⾦１−１１−１２
2026-05-17
http://fies.co.jp/
 
フ,214372,フィールセーフ株式会社
〒920-0333,⽯川県⾦沢市無量寺１ー３６
2025-09-13
http://www.feelsafe.co.jp
 
フ,220116,株式会社フィールド・アドバンテージ
〒812-0897,福岡県福岡市博多区半道橋１ー６ー１４Ｂ棟１０２



2024-08-03
 
フ,220017,フィールド・クラブ株式会社
〒061-1274,北海道北広島市⼤曲⼯業団地４−１−２
2024-07-13
 
フ,211051,フィールドコンサルタント株式会社
〒734-0022,広島県広島市南区東雲３丁⽬１１番４号
2025-04-13
https://fcon.jp/
 
フ,217730,株式会社フィガロ
〒102-0076,東京都千代⽥区五番町２ー１３
2026-05-12
http://figaro.jp
 
フ,117418,フィガロ技研株式会社
〒562-8505,⼤阪府箕⾯市船場⻄１−５−１１
2024-06-28
http://www.figaro.co.jp
 
フ,104000,株式会社フィクト
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚２−４１−１ ＴＭＯビル２Ｆ
2024-10-01
https://www.fict.jp/
 
フ,101979,株式会社フィジオ
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿７−２１−１ 新宿ロイヤルビル
2024-11-29
http://www.figeo.co.jp/
 
フ,106012,株式会社フィジックステクノロジー
〒272-0023,千葉県市川市南⼋幡４−２−５ いちかわ情報プラザ
2023-08-28
http://www.physix-tech.com
 
フ,214736,有限会社フィックインテリア
〒170-0013,東京都豊島区東池袋１丁⽬２２番１号
2026-05-23
http://www.fick.co.jp
 
フ,104254,株式会社フィックス
〒179-0083,東京都練⾺区平和台４−７−１１
2025-01-21
http://www.fixcorp.co.jp/
 
フ,504791,フィックス株式会社
〒101-0025,東京都千代⽥区神⽥佐久間町２−１ ⼤原ビル７Ｆ
2023-08-16
http://fics.co.jp/index.html
 
フ,125485,株式会社フィックスターズ
〒108-0023,東京都港区芝浦３−１−１
2026-06-03
https://www.fixstars.com/



 
フ,105219,株式会社Ｆｉｘｓｔａｒｓ Ａｕｔｏｎｏｍｏｕｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
〒108-0023,東京都港区芝浦３−１−１
2024-08-22
https://at.fixstars.com/ja
 
フ,106189,有限会社フィッツ
〒400-0115,⼭梨県甲斐市篠原９８４−１
2024-03-29
http://fits-eng.co.jp/
 
フ,227110,有限会社フィットイン
〒003-0828,北海道札幌市⽩⽯区菊⽔元町⼋条２丁⽬１２ー１５
2023-10-01
 
フ,219851,フィット⼯業株式会社
〒390-1131,⻑野県松本市今井７１５５ー５３
2024-06-15
 
フ,100885,フィット産業株式会社
〒102-0073,東京都千代⽥区九段北１−１４−２０
2023-09-26
http://www.fitjp.com
 
フ,219935,フィット電装株式会社
〒143-0016,東京都⼤⽥区⼤森北４丁⽬８番１号
2024-06-29
http://www.fit-denso.co.jp/
 
フ,101721,株式会社フィルターサービス
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町２−６−１３
2024-10-03
http://filter-service.co.jp/index.html
 
フ,102764,株式会社フィルテック
〒113-0034,東京都⽂京区湯島２−２９−３ 湯島太⽥ビル５Ｆ
2025-09-04
http://www.philtech.co.jp
 
フ,105424,フィルネクスト株式会社
〒615-0054,京都府京都市右京区⻄院⽉双町５
2025-01-22
http://www.filnext.jp/
 
フ,227261,フィンランドサウナジャパン株式会社
〒433-8111,静岡県浜松市中区葵⻄四丁⽬６番１０号
2023-12-15
http://www.fsj-ms.com/
 
フ,223027,株式会社⾵⼈社
〒185-0014,東京都国分寺市東恋ケ窪２ー３３ー１３
2024-04-01
 
フ,231538,株式会社⾵量測定
〒131-0032,東京都墨⽥区東向島三丁⽬１７番１３号



2026-01-10
 
フ,214845,フェアトーン株式会社
〒103-0012,東京都中央区⽇本橋堀留町⼆丁⽬９番８号Ｄａｉｗａ⽇本橋堀留町ビル７階
2025-04-01
 
フ,214219,株式会社フェイス
〒381-0052,⻑野県⻑野市檀⽥２丁⽬３９番６号
2025-05-31
 
フ,216073,フェイス株式会社
〒270-1165,千葉県我孫⼦市並⽊９−２０−４
2022-02-19
 
フ,230759,株式会社フェイス
〒332-0016,埼⽟県川⼝市幸町三丁⽬８番４６−８０１号
2025-08-30
http://www.faith-as.com
 
フ,100169,⾶宏科技⽇本株式会社
〒135-0016,東京都江東区東陽３−２３−２４ ＶＯＲＴ東陽町ビル５階
2025-08-09
http://www.phihong.co.jp/
 
フ,106448,フェザー安全剃⼑株式会社
〒531-0075,⼤阪府⼤阪市北区⼤淀南３−３−７０
2024-12-15
https://www.feather.co.jp/
 
フ,127172,フェデラル・モーグル ジャパン株式会社
〒231-0062,神奈川県横浜市中区桜⽊町１−１−８ ⽇⽯横浜ビル１８階
2025-07-12
http://www.tenneco.com
 
フ,104566,株式会社フェニックス
〒399-4511,⻑野県上伊那郡南箕輪村８３０６
2025-10-05
http://www.pnxcorp.co.jp
 
フ,105449,株式会社フェニックス
〒979-1525,福島県双葉郡浪江町⾼瀬字根⽊内８５−５
2025-02-12
 
フ,127106,フェニックス アート株式会社
〒181-0011,東京都三鷹市井⼝３−６−１６
2025-10-03
http://www.phenix-art.co.jp
 
フ,105305,フェニックス精⼯株式会社
〒522-0223,滋賀県彦根市川瀬⾺場町７６１−５
2024-10-22
http://www.phoenix-seiko.co.jp
 
フ,124395,株式会社ＦＥＢＡＣＳ
〒522-0292,滋賀県彦根市⾼宮町４８０−１



2025-07-29
http://www.febacs.co.jp/
 
フ,103729,フェロー⼯業株式会社
〒116-0013,東京都荒川区⻄⽇暮⾥６−１３−６
2024-03-25
http://www.fellow-co.com/
 
フ,505675,株式会社フェローズ
〒163-1426,東京都新宿区⻄新宿３−２０−２ 東京オペラシティタワー２６Ｆ
2025-03-07
https://fellows2008.co.jp
 
フ,503995,フェローズジャパン株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥４−３２−１ 東京⽇産⻄五反⽥ビル２号館７Ｆ
2024-07-09
https://www.fellowes.co.jp/
 
フ,120048,株式会社フェローテック
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋２−３−４ ⽇本橋プラザビル５階
2026-07-10
http://www.ferrotec.co.jp
 
フ,106851,フェローテック・セミコンダクター・マテリアル株式会社
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋２−３−４ ⽇本橋プラザビル１１階
2026-01-06
https://ftwafer.co.jp/
 
フ,106474,フェローテック・パワーセミコンダクター株式会社
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋２−３−４ ⽇本橋プラザビル１１Ｆ
2024-12-24
https://ftpowersemi.co.jp/
 
フ,113251,株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋２−３−４
2025-07-21
https://www.ft-mt.co.jp
 
フ,217002,株式会社フエデン
〒174-0076,東京都板橋区上板橋２丁⽬４８番１号第⼀上板橋サンライトマンションＡＬ棟１１１号
2025-08-27
 
フ,125032,フエニックス・コンタクト株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜１−７−９ 友泉新横浜⼀丁⽬ビル６階
2026-01-14
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=w
cm:path:/jpja/web/home
 
フ,502118,株式会社フォーカスシステムズ
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥２−７−８ フォーカス五反⽥ビル
2026-01-14
http://www.focus-s.com
 
フ,129115,株式会社フォークス
〒110-0004,東京都台東区下⾕２−７−１０ ⼤川ビル



2023-10-14
http://www.forks.co.jp/
 
フ,127939,株式会社フォーサイトテクノ
〒136-8580,東京都江東区南砂３−３−４ 同興ビル
2025-06-25
 
フ,224875,株式会社フォーサム
〒104-0052,東京都中央区⽉島３丁⽬２８番５号
2025-04-01
 
フ,502214,株式会社フォーサムアクティブ
〒160-0022,東京都新宿区新宿１−２６−９ビリーヴ新宿
2026-02-28
https://www.active-grp.co.jp
 
フ,231737,ＦＯＲＣＥ株式会社
〒130-0012,東京都墨⽥区太平四丁⽬６番６−１０２号
2026-02-28
 
フ,104732,フォースエンジニアリング株式会社
〒321-0903,栃⽊県宇都宮市下平出町１５７６−２
2026-04-14
http://www.force-eng.co.jp
 
フ,212441,株式会社フォースター
〒103-0007,東京都中央区⽇本橋浜町２丁⽬２３番５号ＪＰ浜町ビル
2025-01-16
 
フ,503401,株式会社フォースメディア
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥１−１３−１２
2025-04-13
https://www.forcemedia.co.jp/
 
フ,226961,株式会社フォーテック
〒550-0012,⼤阪府⼤阪市⻄区⽴売堀１丁⽬３番１３号
2026-08-01
http://www.for-tech.co.jp
 
フ,213151,株式会社フォーデック
〒733-0833,広島県広島市⻄区商⼯センター６丁⽬９番３９号
2026-03-25
https://www.fordec.co.jp/
 
フ,103076,株式会社フォーバルカエルワーク
〒105-6225,東京都港区愛宕２−５−１ 愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー２５階
2026-03-10
 
フ,223647,株式会社フォービル
〒535-0003,⼤阪府⼤阪市旭区中宮３−１４−２８
2024-10-01
http://www.forbuild.co.jp
 
フ,504552,フォーブス株式会社
〒106-0032,東京都港区六本⽊４−１−４ 黒崎ビル２階



2025-05-12
http://www.four-brains.com/
 
フ,127533,株式会社フォーム化成
〒243-0303,神奈川県愛甲郡愛川町中津４０４９−１
2024-11-15
http://www.foamkasei.co.jp/
 
フ,104764,株式会社フォームテック
〒348-0047,埼⽟県⽻⽣市下新郷１０７３
2026-05-09
 
フ,105177,フォームファクター株式会社
〒240-0005,神奈川県横浜市保⼟ケ⾕区神⼾町１３４ 横浜ビジネスパークイーストタワー１１Ｆ
2024-07-05
https://www.formfactor.com/
 
フ,220198,フォームワークジャパン株式会社
〒811-0066,福岡県福岡市中央区福浜⼀丁⽬２５番１５号
2024-08-31
https://fwj.co.jp
 
フ,215224,株式会社フォーユー
〒840-0815,佐賀県佐賀市天神２丁⽬５−１８
2024-02-20
 
フ,217223,株式会社フォーライフ
〒125-0031,東京都葛飾区⻄⽔元２−１２−１８
2022-10-15
 
フ,230582,株式会社フォーヴ
〒190-0022,東京都⽴川市錦町六丁⽬１８番１２号コーポ松村１０３
2025-08-02
https://building-inspector-328.business.site
 
フ,214208,株式会社フォアーサイト
〒292-0834,千葉県⽊更津市潮⾒２丁⽬５番地１
2025-05-24
https://www.foresight-net.co.jp
 
フ,106691,株式会社フォアサイト
〒112-0012,東京都⽂京区⼤塚３−５−２ 佑和ビル４階
2025-06-14
https://www.foresight-web.biz/
 
フ,107190,フォスター電機株式会社
〒196-8550,東京都昭島市つつじが丘１−１−１０９
2025-05-17
http://www.foster.co.jp
 
フ,504330,株式会社ＦＯＸ
〒100-0006,東京都千代⽥区有楽町⼀丁⽬１番２号⽇⽐⾕三井タワー１２階
2026-03-24
http://foxinc.jp
 



フ,127219,フォックスコン・ジャパン株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜３−９−５ 新横浜第３東昇ビル６階
2026-04-10
 
フ,503304,株式会社フォトロン
〒101-0051,東京都千代⽥区神⽥神保町１−１０５ 神保町三井ビルディング２１Ｆ
2024-11-27
https://www.photron.co.jp/
 
フ,105482,フォトンメーター株式会社
〒221-0864,神奈川県横浜市神奈川区菅⽥町２０１４−１
2025-03-13
 
フ,127010,株式会社フォノン明和
〒489-0003,愛知県瀬⼾市⽳⽥町９６５
2024-11-02
http://www.phononmeiwa.co.jp
 
フ,223545,株式会社フォリス
〒136-0075,東京都江東区新砂３ー３ー９９Ｆ
2024-09-01
http://www.foris-group.co.jp
 
フ,102030,フォルシアクラリオン・エレクトロニクス株式会社
〒330-0081,埼⽟県さいたま市中央区新都⼼７−２ ⼤宮サウスゲート
2025-04-10
https://www.faurecia-clarion.com/ja
 
フ,106541,株式会社フォルティ
〒611-0041,京都府宇治市槇島町⽬川１４３−１ Ａ棟Ｄ
2025-01-24
 
フ,126073,フォルボ・ジークリング・ジャパン株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎５−１０−１０ ⼤崎ＣＮビル４Ｆ
2025-06-06
http://www.forbo-siegling.co.jp
 
フ,126592,株式会社フォルム
〒183-0035,東京都府中市四⾕４−５９−１７
2024-02-13
 
フ,229342,有限会社フォルム
〒445-0064,愛知県⻄尾市⾼畠町７丁⽬１４番地
2025-10-25
 
フ,106445,株式会社フォレスト
〒175-0083,東京都板橋区徳丸３−２２−３９−１１１１
2024-12-13
 
フ,504438,フォレスト株式会社
〒438-0202,静岡県磐⽥市⾼⽊１８１８−１
2024-06-12
https://www.forestkk.com/
 
フ,212827,株式会社フォレストビレッジ



〒130-0025,東京都墨⽥区千歳３ー１５ー５
2025-09-18
 
フ,127283,フォワード株式会社
〒550-0015,⼤阪市⻄区南堀江４−７−１−１３１５
2023-06-10
http://www.forward-corp.co.jp
 
フ,504625,フォントワークス株式会社
〒107-0061,東京都港区北⻘⼭３丁⽬２−４ ⽇新⻘⼭ビル５Ｆ
2026-01-19
https://fontworks.co.jp/
 
フ,102534,株式会社深井製作所
〒326-0005,栃⽊県⾜利市⼤⽉町４６５−３
2025-04-17
http://www.fukai.co.jp
 
フ,212362,株式会社フカエ
〒543-0023,⼤阪府⼤阪市天王寺区味原町７番２２号
2024-10-31
 
フ,120215,深江化成株式会社
〒651-2241,兵庫県神⼾市⻄区室⾕２−２−７
2023-08-02
 
フ,117207,株式会社深江⼯作所
〒807-0831,北九州市⼋幡⻄区則松５−３−９
2026-03-01
http://www.fukae-mfg.com/
 
フ,231929,株式会社フカガワ
〒332-8555,埼⽟県川⼝市⻄⻘⽊⼆丁⽬９番５号
2026-04-18
https://www.ductnet.com/index.html
 
フ,222747,株式会社深阪⼯務店
〒594-0023,⼤阪府和泉市伯太町２ー１３ー２０
2024-03-01
 
フ,107683,株式会社フカサワ
〒321-0954,栃⽊県宇都宮市元今泉４−６−９
2023-10-21
http://www.fk-net.co.jp
 
フ,117689,株式会社フカサワ
〒113-0034,東京都⽂京区湯島３−３４−８
2024-09-29
http://www.fukasawa.co.jp/
 
フ,107067,株式会社深沢製作所
〒158-0081,東京都世⽥⾕区深沢４−１９−７
2026-02-16
http://www.fukasawa-ss.jp/
 



フ,104274,深澤電⼯株式会社
〒411-0951,静岡県駿東郡⻑泉町桜堤３−６−１４
2025-02-01
http://www.fd-kk.com
 
フ,102271,有限会社深沢製作所
〒360-0013,埼⽟県熊⾕市中⻄１−７−２７
2025-02-06
http://www.fukazawa-ss.sakura.ne.jp
 
フ,129274,株式会社深沢製作所
〒394-0004,⻑野県岡⾕市神明町３−４−７
2024-02-13
 
フ,220631,有限会社深⽥⼯業
〒359-1143,埼⽟県所沢市宮本町⼆丁⽬１２番１４号
2025-01-25
http://www.fkd-k.com/
 
フ,229715,深⽥⼯業株式会社
〒462-0809,愛知県名古屋市北区上飯⽥⻄町３ー５
2026-05-16
https://www.fukada-kogyo.co.jp/
 
フ,231037,株式会社深⽥商会
〒615-0052,京都府京都市右京区⻄院清⽔町６３番地
2025-10-11
https://fukadashokai.com
 
フ,127316,株式会社深⽥商店
〒602-8442,京都市上京区⼤宮通今出川下る薬師町２４３
2024-08-07
http://www.kk-fukada.co.jp/
 
フ,228360,深⽥鉄⼯有限会社
〒658-0046,兵庫県神⼾市東灘区御影本町５ー８ー１
2024-08-10
 
フ,100212,深⽥パーカライジング株式会社
〒144-0033,東京都⼤⽥区東糀⾕１−６−１６
2025-08-18
 
フ,214152,深津園芸株式会社
〒446-0052,愛知県安城市福釡町蔵前１３９
2025-04-19
_
 
フ,104282,株式会社深津機器製作所
〒242-0018,神奈川県⼤和市深⾒⻄１−４−１７
2025-02-05
 
フ,218122,株式会社深町組
〒857-1172,⻑崎県佐世保市東浜町９９１−１
2023-08-04
 



フ,210452,深松建設株式会社
〒332-0031,埼⽟県川⼝市⻘⽊５丁⽬１９番３号
2024-07-29
 
フ,217834,福釜電⼯株式会社
〒446-0052,愛知県安城市福釜町⾥添８０ー６
2023-06-30
http://www.fukamadenko.com/
 
フ,501623,株式会社 深⼭
〒111-0041,東京都台東区元浅草１−１−３
2025-03-03
http://www.kami-fukayama.co.jp/
 
フ,227349,株式会社布川製作所
〒770-0873,徳島県徳島市東沖洲２丁⽬５番地
2024-02-01
 
フ,106163,富岳通運株式会社
〒400-0054,⼭梨県甲府市⻄下条町１１６７−８
2024-03-01
 
フ,224965,株式会社吹付商会
〒781-0270,⾼知県⾼知市⻑浜３１０８番地５
2025-04-01
 
フ,106651,有限会社富貴電機⼯業所
〒512-1304,三重県四⽇市市中野町１１１８
2025-05-12
 
フ,128627,福井化成株式会社
〒550-0021,⼤阪府⼤阪市⻄区川⼝２−６−６
2025-12-27
http://www.fukuikasei.co.jp
 
フ,504655,福井キヤノンマテリアル株式会社
〒910-3137,福井県福井市⽯橋町第２９号７３番地３
2026-05-08
 
フ,125777,株式会社福井計器製作所
〒916-0016,福井県鯖江市神中町１−９−１０
2023-09-08
http://www.fukui-keiki.co.jp
 
フ,228221,福井建設株式会社
〒667-0113,兵庫県養⽗市薮崎１６６
2024-06-29
http://www.h-fukui.co.jp/
 
フ,229400,福井建設株式会社
〒730-0847,広島県広島市中区⾈⼊南４丁⽬１４ー１５
2025-11-21
http://fukuikensetu.co.jp/
 
フ,231855,株式会社福井建設



〒811-4215,福岡県遠賀郡岡垣町旭台⼆丁⽬１番８号
2026-04-04
 
フ,212947,福井県嶺南地区⽣コン協同組合
〒917-0241,福井県⼩浜市遠敷９丁⽬６０５番地
2025-12-04
 
フ,226498,有限会社福井⼯業
〒163-0033,東京都杉並区清⽔１丁⽬３番４号
2026-03-01
 
フ,117306,株式会社福井製作所
〒140-0013,東京都品川区南⼤井５−２０−５
2023-11-08
http://www.fukui-ss.co.jp
 
フ,507086,福井テレビジョン放送株式会社
〒918-8688,福井県福井市問屋町３丁⽬４１０番地
2024-08-25
http://www.fukui-tv.co.jp
 
フ,221401,福井電機株式会社
〒260-8524,千葉県千葉市中央区問屋町１６番３号
2025-04-01
http://www.fukuidenki.co.jp
 
フ,107903,福井鋲螺株式会社
〒919-0898,福井県あわら市⼭⼗楽１−７
2024-05-23
http://www.byora.co.jp
 
フ,106842,福井ファイバーテック株式会社
〒441-3106,愛知県豊橋市中原町岩⻄５−１
2025-12-26
https://www.fukui-fibertech.co.jp/
 
フ,502483,福井放送株式会社
〒910-8588,福井県福井市⼤和⽥２丁⽬５１０
2023-11-09
https://www.fbc.jp
 
フ,213652,福井三菱電機機器販売株式会社
〒918-8231,福井県福井市問屋町４丁⽬１２０５番地
2024-03-31
http://www.fmelco.co.jp
 
フ,107300,株式会社福井村⽥製作所
〒915-8601,福井県越前市岡本町１３−１
2025-10-25
https://corporate.murata.com/ja-jp/group/fukuimurata
 
フ,216791,株式会社福井屋
〒319-1231,茨城県⽇⽴市留町２５００番地
2022-06-25
 



フ,211383,福井窯業株式会社
〒910-0021,福井県福井市乾徳１丁⽬１０−３
2022-10-07
http://www.fukuiyogyo.co.jp
 
フ,129648,福浦⼯業株式会社
〒236-0004,神奈川県横浜市⾦沢区福浦１−３−２２
2024-12-01
 
フ,127180,福栄鋼材株式会社
〒556-0021,⼤阪市浪速区幸町１−３−１４
2025-05-23
http://www.fukuei-steel.co.jp
 
フ,124317,福栄精⼯有限会社
〒510-8124,三重県三重郡川越町⼤字南福崎５０２−１
2025-07-01
 
フ,226127,福栄鉄⼯株式会社
〒721-0957,広島県福⼭市箕島町６２８０番地の２０
2025-11-01
http://www.fukueitekko.co.jp
 
フ,104479,株式会社フクエ精機
〒945-0112,新潟県柏崎市⼤字畔屋９５４−１
2025-07-22
http://fukueseiki.com/
 
フ,117375,福岡化成⼯業株式会社
〒806-0001,北九州市⼋幡⻄区築地町９−４３
2023-08-11
 
フ,127642,福岡クロス⼯業株式会社
〒812-0014,福岡市博多区⽐恵町９−２４
2024-12-25
http://www.fukuoka-cloth.co.jp
 
フ,101707,公益財団法⼈ふくおか公衆衛⽣推進機構
〒810-0001,福岡県福岡市中央区天神４−１−３２
2024-10-01
https://www.fphpo.or.jp
 
フ,100963,福岡産業株式会社
〒526-0015,滋賀県⻑浜市神照町８８８−６
2023-12-22
http://fukuoka-sangyo.co.jp/
 
フ,100980,福岡酸素株式会社
〒830-0032,福岡県久留⽶市東町３３−２１
2024-01-13
http://www.fksanso.co.jp
 
フ,100052,福岡システム開発株式会社
〒810-0041,福岡市中央区⼤名１−３−３５−５０３
2025-07-16



 
フ,126332,福岡芝浦電⼦株式会社
〒815-0033,福岡市南区⼤橋１−２−１９
2023-12-05
 
フ,220157,福岡ステンレス⼯業株式会社
〒815-0071,福岡県福岡市南区平和１丁⽬２７番３９号
2024-08-17
 
フ,101598,福岡スリーボンド株式会社
〒812-0894,福岡県福岡市博多区諸岡３−２３−２６
2024-08-16
 
フ,213263,福岡船⽤品株式会社
〒808-0032,福岡県北九州市若松区⽼松２丁⽬９番１０号
2023-06-10
 
フ,224047,福岡鉄筋⼯業株式会社
〒813-0032,福岡県福岡市東区⼟井２丁⽬１番８号
2025-01-01
 
フ,125865,福岡電機株式会社
〒575-0032,⼤阪府四條畷市⽶崎町２−４
2023-10-03
http://www.fukuoka-d.co.jp
 
フ,231729,福岡電気⼯事株式会社
〒811-2315,福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原四丁⽬７番３２号
2026-02-28
 
フ,103047,福岡⽇信電⼦株式会社
〒819-0002,福岡県福岡市⻄区姪の浜４−１０−５
2026-02-19
 
フ,217679,有限会社福岡花⽊
〒811-1353,福岡県福岡市南区柏原１丁⽬１５番５号
2026-03-31
 
フ,220613,株式会社福岡パーティ企画
〒812-0861,福岡県福岡市博多区浦⽥⼆丁⽬１番１８号
2025-01-18
 
フ,225343,福岡パーティション株式会社
〒812-0022,福岡県福岡市博多区神屋町４番１１号
2022-06-01
 
フ,210694,株式会社福岡東建設
〒811-0214,福岡県福岡市東区和⽩東２丁⽬１４ー３５
2024-11-12
 
フ,501870,株式会社福岡放送
〒810-8655,福岡県福岡市中央区清川２−２２−８
2025-08-25
http://www.fbs.co.jp/
 



フ,219548,有限会社福岡マイクロ⼯業
〒811-2304,福岡県糟屋郡粕屋町⼤字仲原１７７２番地１
2024-04-06
 
フ,217822,株式会社福岡みらい建装
〒814-0164,福岡県福岡市早良区賀茂４−３３−８
2023-06-23
http://fukuoka-miraikensou.com
 
フ,219151,フクケンリース株式会社
〒914-0812,福井県敦賀市昭和町１丁⽬２−４２
2024-02-22
http://fukuken-lease.com/
 
フ,227741,株式会社複合材料研究所
〒132-0033,東京都江⼾川区東⼩松川四丁⽬４６番１号
2024-03-27
http://www.fukugo.co.jp
 
フ,227078,有限会社福澤左官⼯業所
〒930-0003,富⼭県富⼭市桜町２丁⽬６ー２０
2023-10-01
http://www.nissaren.or.jp/toyama/fukusawa/
 
フ,127176,有限会社福澤⾦網製作所
〒146-0095,東京都⼤⽥区多摩川１−６−２４
2025-10-25
 
フ,218309,有限会社フクシ
〒213-0023,神奈川県川崎市⾼津区⼦⺟⼝４６７ドゥ・メゾン２０３
2023-09-01
 
フ,104249,福重産業株式会社
〒857-1161,⻑崎県佐世保市⼤塔町１７４５−１
2025-01-21
 
フ,104294,福島アビオニクス株式会社
〒963-0215,福島県郡⼭市待池台１−２０
2025-02-15
 
フ,107163,福島印刷株式会社
〒920-0357,⾦沢市佐奇森町ル６
2022-10-12
http://www.fuku.co.jp
 
フ,210784,有限会社福島仮設
〒960-8164,福島県福島市⼋⽊⽥字神明１０１番地の３
2024-12-22
 
フ,125882,福島キヤノン株式会社
〒960-2193,福島県福島市佐倉下字⼆本榎２
2023-10-11
http://www.fukushima-canon.co.jp
 
フ,219131,有限会社福島空調システム



〒965-0102,福島県会津若松市真宮新町北三丁⽬２０番地１
2024-02-22
https://f-airsys.co.jp/
 
フ,223918,福島建設⼯業株式会社
〒003-0021,北海道札幌市⽩⽯区栄通１１丁⽬５番８号
2024-12-01
 
フ,213634,福島⼯業有限会社
〒245-0015,神奈川県横浜市泉区中⽥⻄四丁⽬３５番２１号
2024-03-17
 
フ,219056,株式会社福島⼯業所
〒196-0025,東京都昭島市朝⽇町３ー６ー１９
2024-02-09
 
フ,216755,株式会社福島⼯務店
〒816-0814,福岡県春⽇市春⽇４丁⽬２番地
2025-06-25
https://www.isindensin-telepathy.com/
 
フ,221457,株式会社福島⼯務店
〒812-0029,福岡県福岡市博多区古⾨⼾町１番１３号
2025-04-01
https://fukushima-kt.jp/
 
フ,226772,有限会社福島⼯務店
〒366-0002,埼⽟県深⾕市下⼿計７９
2023-06-01
 
フ,100163,福島コンピューターシステム株式会社
〒963-0201,福島県郡⼭市⼤槻町字北⼋耕地１３
2025-08-09
https://www.fcs.co.jp
 
フ,124492,福島産業株式会社
〒198-0061,東京都⻘梅市畑中３−７９２
2022-09-21
 
フ,129667,福島酸素株式会社
〒960-8003,福島県福島市森合字⼾ノ内２９
2024-12-04
http://www.fukushimasanso.co.jp/
 
フ,504582,株式会社福島情報処理センター
〒963-8025,福島県郡⼭市桑野三丁⽬１８番２４号
2025-07-26
https://www.fic.co.jp/
 
フ,125941,株式会社福島精⼯
〒285-0003,千葉県佐倉市飯野８６５
2023-10-25
http://www.f-seikou.co.jp
 
フ,117117,福島タカラ電気⼯業株式会社



〒226-0021,神奈川県横浜市緑区上⼭１−４−２
2024-12-22
http://www.f-takara.co.jp/
 
フ,507063,福島テレビ株式会社
〒960-8508,福島県福島市御⼭町２番５号
2024-12-15
http://www.fukushima-tv.co.jp
 
フ,107200,福島双⽻電機株式会社
〒963-6311,福島県⽯川郡⽟川村岩法寺字宮ノ前１４２
2025-05-19
http://www.fu-futaba.co.jp
 
フ,222740,福島防⽔株式会社
〒963-0547,福島県郡⼭市喜久⽥町卸⼆丁⽬２６番１
2024-03-01
 
フ,504139,福島⽔処理株式会社
〒963-0547,福島県郡⼭市喜久⽥町卸三丁⽬２０番地
2024-11-13
 
フ,104831,福昌株式会社
〒550-0003,⼤阪府⼤阪市⻄区京町堀１−１０−１４ 福昌⼤阪ビル
2026-06-22
 
フ,219647,株式会社福尚
〒891-0311,⿅児島県指宿市⻄⽅４５１８番地
2024-04-20
 
フ,100202,株式会社福商メタル
〒170-0013,東京都豊島区東池袋１−４８−１０ ２５⼭京ビル５２５号
2022-08-16
 
フ,105660,株式会社福伸⼯業
〒130-0011,東京都墨⽥区⽯原３−３３−２
2025-08-21
 
フ,107055,福伸電機株式会社
〒679-2288,兵庫県神崎郡福崎町福⽥４４７−１
2024-10-04
 
フ,117409,福助機⼯株式会社
〒678-0011,兵庫県相⽣市那波野７７６−１
2024-03-27
http://www.fukusukekikou.co.jp
 
フ,216766,フクタカ⼯業株式会社
〒062-0042,北海道札幌市豊平区福住⼆条９丁⽬１４番３０号
2025-06-25
http://www.fukutaka.co.jp/
 
フ,218112,有限会社フクタケ板⾦
〒813-0032,福岡県福岡市東区⼟井３−１１−３
2023-08-04



 
フ,213785,株式会社福⽥豊⼯務店
〒518-0838,三重県伊賀市上野茅町２７２２番地の６
2021-07-28
http://fukutatoyo.co.jp
 
フ,210583,福⽥ウッドワークス株式会社
〒330-0855,埼⽟県さいたま市⼤宮区上⼩町６８４
2024-10-06
 
フ,231518,株式会社フクダエンジニアリング
〒557-0062,⼤阪府⼤阪市⻄成区津守三丁⽬２番８号
2025-12-27
 
フ,129628,福⽥管⼯株式会社
〒212-0025,神奈川県川崎市幸区古川町１００
2024-11-27
 
フ,117274,福⽥⾦属箔粉⼯業株式会社
〒607-8305,京都府京都市⼭科区⻄野⼭中⾂町２０
2026-04-09
http://www.fukuda-kyoto.co.jp
 
フ,216665,株式会社福⽥組
〒800-0044,福岡県北九州市⾨司区上藤松１丁⽬１６番１６号
2025-06-18
 
フ,227677,有限会社フクダ組
〒731-0138,広島県広島市安佐南区祇園７丁⽬３０番４７号
2024-03-23
 
フ,228807,株式会社福⽥組
〒951-8668,新潟県新潟市中央区⼀番堀通町３番地１０
2025-01-09
https://www.fkd.co.jp/
 
フ,107520,福⽥計器株式会社
〒360-0222,埼⽟県熊⾕市葛和⽥１７４０
2024-01-30
http://www.fukudakeiki.com
 
フ,102206,株式会社福⽥計器製作所
〒154-0015,東京都世⽥⾕区桜新町１−２０−１８
2025-01-24
 
フ,213528,株式会社福⽥建設
〒331-0812,埼⽟県さいたま市北区宮原町⼆丁⽬７８ー２５
2023-12-16
 
フ,129099,有限会社福⽥コイル製作所
〒230-0052,横浜市鶴⾒区⽣⻨４−２２−２０
2023-09-19
 
フ,117353,福⽥交易株式会社
〒104-0044,東京都中央区明⽯町１１−２



2023-12-24
https://www.fukudaco.co.jp
 
フ,225222,福⽥鋼機株式会社
〒660-0833,兵庫県尼崎市南初島町４番地の３
2025-05-01
http://www.fukudakoki.jp/
 
フ,106921,有限会社福⽥⼯業
〒321-2334,栃⽊県⽇光市⽔無４３１−１
2026-03-14
 
フ,107550,福⽥⼯業株式会社
〒573-1132,⼤阪府枚⽅市招提⽥近１−１２
2024-03-04
http://www.fukudakougyo.co.jp/
 
フ,221229,福⽥左官⼯業株式会社
〒070-0014,北海道旭川市新星町１丁⽬１番１８号
2025-03-01
_
 
フ,225589,株式会社フクダシステム⼯事
〒135-0024,東京都江東区清澄１丁⽬６番地１５号
2025-06-01
 
フ,117381,福⽥精密株式会社
〒329-1571,栃⽊県⽮板市⽚岡１１４４−１
2023-11-08
 
フ,222415,株式会社福⽥建具
〒330-0855,埼⽟県さいたま市⼤宮区上⼩町１３０９番地２号
2023-11-01
http://www.fukuda-tategu.co.jp
 
フ,210259,株式会社福⽥鉄筋⼯業
〒849-0906,佐賀県佐賀市⾦⽴町⼤字⾦⽴７４７ー１
2024-04-09
 
フ,211184,株式会社福⽥鉄⼯
〒701-4254,岡⼭県瀬⼾内市⾢久町⾖⽥１００５ー１
2025-05-31
 
フ,126310,株式会社福⽥電機製作所
〒335-0034,埼⽟県⼾⽥市笹⽬７−６−３６
2023-12-02
http://www.fukudadenki.co.jp
 
フ,100546,フクダ電⼦株式会社
〒113-8420,東京都⽂京区本郷２−３５−８
2026-01-13
http://www.fukuda.co.jp
 
フ,228401,株式会社福⽥塗装店
〒745-0043,⼭⼝県周南市都町３丁⽬３２番地の１



2024-08-23
 
フ,100140,福⽥刃物⼯業株式会社
〒501-3941,岐⾩県関市⼩屋名３５３
2025-08-04
http://www.fukuda-web.co.jp/
 
フ,102864,福⽥屋産業株式会社
〒377-0002,群⾺県渋川市中村８０８
2025-10-31
 
フ,105919,福智コピー⼯業有限会社
〒822-0025,福岡県直⽅市⽇吉町２−３２
2026-05-21
 
フ,117232,福智産業株式会社
〒822-0003,福岡県直⽅市⼤字上頓野字蕪良⾕４６３６−３２
2026-02-19
 
フ,101288,フクデン株式会社
〒970-1144,福島県いわき市好間⼯業団地４−２０
2024-04-18
http://fukuden.info
 
フ,211171,株式会社フクデン
〒810-0005,福岡県福岡市中央区清川２丁⽬１２番４号
2025-05-31
https://fukuoka-fukuden.com/
 
フ,216680,株式会社フクデン
〒802-0061,福岡県北九州市⼩倉北区三郎丸⼀丁⽬７番６号
2025-06-18
https://www.fukuden.site/
 
フ,127177,福電資材株式会社
〒107-0051,東京都港区元⾚坂１−５−２５ 伝⾺エフビル
2025-08-07
http://www.fukuden-net.co.jp/
 
フ,121964,株式会社フクトク
〒140-0001,東京都品川区北品川３−９−２９
2024-07-23
 
フ,505294,株式会社フクトク
〒671-0232,兵庫県姫路市御国野町御着３５８番地
2025-10-28
http://www.fukutoku-group.jp/
 
フ,223086,福徳技研株式会社
〒730-0053,広島県広島市中区東千⽥町２ー３ー２６
2024-05-01
http://www.fukutoku-group.co.jp/
 
フ,220819,福鳶グループ株式会社
〒836-0012,福岡県⼤牟⽥市明治町三丁⽬６番地１２



2025-03-15
https://www.fukutobi.co.jp/
 
フ,213955,株式会社福富機⼯
〒861-4144,熊本県熊本市南区富合町釈迦堂６９１番地５
2025-01-12
https://fukutomi-kikou.com/
 
フ,103332,株式会社フクトミ産業
〒581-0065,⼤阪府⼋尾市⻲井町３−１−２０
2023-08-08
http://www.fukutomi-sys.co.jp/
 
フ,228780,株式会社福富製作所
〒289-2516,千葉県旭市ロ５３７
2024-12-20
https://www.fukutomi-ss.co.jp//
 
フ,231128,株式会社福留エンジニアリング
〒470-0136,愛知県⽇進市⽵の⼭⼀丁⽬６１３番地
2025-10-18
http://web-cogene.com/
 
フ,214317,株式会社福永建設⼯業
〒733-0033,広島県広島市⻄区観⾳本町１丁⽬１６番２２号
2025-08-02
http://kkfukunaga.com
 
フ,127014,福永商事株式会社
〒755-0065,⼭⼝県宇部市浜町２−１２−４
2025-02-06
http://www.kk-fukunaga.co.jp/
 
フ,230362,有限会社福永電⼯
〒870-0243,⼤分県⼤分市花江川３番４９号
2025-07-05
 
フ,214966,フクニシ株式会社
〒989-1754,宮城県柴⽥郡柴⽥町槻⽊⽩幡三丁⽬４番１６号
2023-08-29
 
フ,231539,福⻄株式会社
〒510-0001,三重県四⽇市市⼋⽥三丁⽬５番３３号
2026-01-10
 
フ,225400,福⻄鑄物株式会社
〒638-0041,奈良県吉野郡下市町⼤字下市２９９２番地
2025-06-01
https://www.fukunishiimono.co.jp/
 
フ,117481,有限会社福⻄製作所
〒666-0033,兵庫県川⻄市栄町１０−１−３０１
2024-05-17
 
フ,117078,福⻄電機株式会社



〒530-8484,⼤阪市北区与⼒町７−５
2024-09-08
http://www.fukunishi.com
 
フ,127147,福博機⼯株式会社
〒812-0888,福岡市博多区板付４−４−５０
2025-08-01
 
フ,210441,株式会社福原⼯業
〒552-0007,⼤阪府⼤阪市港区弁天５ー１７ー１１
2024-07-22
http://www.fu-ku.co.jp/
 
フ,217230,有限会社普久原⼯業
〒208-0035,東京都武蔵村⼭市中原２ー８ー３６
2025-10-15
 
フ,106075,有限会社福原鈑⾦
〒206-0811,東京都稲城市押⽴１００９−４
2023-11-02
 
フ,117607,フクビ化学⼯業株式会社
〒918-8585,福井県福井市三⼗⼋社町３３−６６
2024-08-24
http://www.fukuvi.co.jp
 
フ,117317,有限会社福菱商事
〒633-0067,奈良県桜井市⼤福１２９−２
2023-09-02
 
フ,216516,株式会社福正建設
〒731-0154,広島県広島市安佐南区上安４丁⽬３７番５号
2025-05-28
http://www.fukumasa.com
 
フ,223302,福間商事株式会社
〒693-0043,島根県出雲市⻑浜町１３７２−８
2024-07-01
 
フ,212493,株式会社福丸建設
〒210-0835,神奈川県川崎市川崎区追分町１７番７号ＦｕｋｕｍａｒｕＢｕｉｌｄｉｎｇ
2025-02-27
http://www.fukumaru-kensetsu.jp/
 
フ,218283,福丸建設株式会社
〒976-0022,福島県相⾺市尾浜字細⽥２０９−５
2023-09-01
 
フ,220120,福美建設株式会社
〒399-4231,⻑野県駒ヶ根市中沢４８９４ー１
2024-08-03
https://www.fukumiconst.jp/
 
フ,221634,有限会社譜久村左官⼯業
〒904-0113,沖縄県中頭郡北⾕町字宮城１ー１２８



2025-04-01
 
フ,223884,株式会社福村鉄⼯所
〒651-2271,兵庫県神⼾市⻄区⾼塚台３丁⽬２番地５０
2024-12-01
 
フ,222378,福明⼯業株式会社
〒761-8011,⾹川県⾼松市⾹⻄北町３６番地２
2023-11-01
 
フ,222185,有限会社福本組
〒880-0015,宮崎県宮崎市⼤⼯３ー２０７ー１
2026-06-01
 
フ,215728,株式会社福本⼯業
〒003-0029,北海道札幌市⽩⽯区平和通１７丁⽬北３−２４
2021-11-06
http://www.fukumoto.co.jp
 
フ,117253,福本製作所株式会社
〒211-0041,川崎市中原区下⼩⽥中１−３２−３
2026-07-01
http://www.fsk-fukumoto.co.jp
 
フ,117690,株式会社福本鉄⼯所
〒671-1132,兵庫県姫路市⼤津区勘兵衛町２−７２
2024-08-02
http://www.fukumoto-tekko.co.jp/
 
フ,128985,有限会社福ヤエンジニアリング
〒409-0112,⼭梨県上野原市上野原１３３−２
2026-06-11
 
フ,219652,株式会社福⾕ネットワークシステム
〒619-0237,京都府相楽郡精華町光台５丁⽬５ー１
2024-04-27
http://www.fukuya-net.co.jp
 
フ,219985,株式会社フクヤマ
〒552-0004,⼤阪府⼤阪市港区⼣凪１−１１−３
2024-07-06
 
フ,229116,株式会社福⼭
〒103-0011,東京都中央区⽇本橋⼤伝⾺町６番８号
2025-06-14
https://www.kk-fukuyama.co.jp/
 
フ,222333,福⼭建設⼯業株式会社
〒151-0072,東京都渋⾕区幡ヶ⾕１ー２７ー９
2023-11-01
 
フ,213827,福⼭⼯業株式会社
〒729-0413,広島県三原市本郷町南⽅１１５３番地１
2024-09-01
http://www.fukuyamakogyo.co.jp



 
フ,117124,福⼭合成株式会社
〒720-0843,広島県福⼭市⾚坂町７５４１−３
2025-02-12
http://www.bes.ne.jp/kogyo/fukuyama-gosei/
 
フ,500219,福⼭精機株式会社
〒154-0003,東京都世⽥⾕区野沢３−６−１０
2024-03-03
 
フ,127314,福⼭鋳造株式会社
〒720-0815,広島県福⼭市野上町１−９−９
2024-08-07
http://www.fukuchu.co.jp/
 
フ,507090,福⼭通運株式会社
〒721-8555,広島県福⼭市東深津町４丁⽬２０番１号
2025-02-06
http://www.fukutsu.co.jp
 
フ,221629,福⼭鉄筋建設株式会社
〒721-0955,広島県福⼭市新涯町５ー２０ー１０
2025-04-01
 
フ,120707,株式会社福⼭鉄⼯所
〒701-2511,岡⼭県⾚磐市稲蒔１０２５−１
2023-12-13
 
フ,230898,福⼭電業株式会社
〒720-0808,広島県福⼭市昭和町６番１号
2025-09-27
https://www.tovio.com
 
フ,104994,株式会社福梁製作所
〒969-1771,福島県伊達郡国⾒町⼤字⼭崎字上⻲⽥１３
2023-12-14
https://www.fukuryouseisakusyo.jp/
 
フ,106014,株式会社福原⼯業
〒135-0011,東京都江東区扇橋３−１０−１８
2023-08-31
http://www.fukuwara.co.jp/
 
フ,127290,富源商事株式会社
〒933-8605,富⼭県⾼岡市昭和町３−３−１０
2025-12-25
http://www.fugen-corp.co.jp
 
フ,128538,株式会社フコク
〒362-8561,埼⽟県上尾市菅⾕３−１０５
2025-12-20
https://www.fukoku-rubber.co.jp
 
フ,223052,富国建設株式会社
〒530-0004,⼤阪府⼤阪市北区堂島浜１丁⽬４番４号



2024-04-01
http://www.fukoku-kensetsu.co.jp
 
フ,215138,フコク資材株式会社
〒980-0014,宮城県仙台市⻘葉区本町１丁⽬１３−２２仙台松村ビル７階
2023-12-19
http://fukoku-shizai.co.jp
 
フ,101568,フコク電興株式会社
〒812-0015,福岡県福岡市博多区⼭王１−１５−８
2024-08-03
http://www.fukokud.co.jp/
 
フ,107720,フコク物産株式会社
〒143-8531,東京都⼤⽥区⼤森⻄２−３２−７
2024-07-09
http://www.fukoku-jp.net/
 
フ,211514,富国物産株式会社
〒381-0038,⻑野県⻑野市東和⽥８０６
2026-01-20
http://www.fukoku-net.co.jp
 
フ,211667,株式会社フコックス
〒135-0031,東京都江東区佐賀１丁⽬１番１２号
2026-06-02
https://www.fucox.co.jp/
 
フ,217921,伏⽊創建株式会社
〒277-0086,千葉県柏市永楽台１−１５−８
2023-07-14
 
フ,100931,フシマン株式会社
〒140-0011,東京都品川区東⼤井２−１３−８
2023-11-17
http://www.fushiman.co.jp/
 
フ,220815,フシマン商事株式会社
〒060-0808,北海道札幌市北区北⼋条⻄五丁⽬１番地
2025-03-15
http://fs-net.co.jp/
 
フ,219590,フシマン販売株式会社
〒540-0013,⼤阪府⼤阪市中央区内久宝寺町４−３−８
2024-04-13
 
フ,230240,伏⾒⼯業株式会社
〒140-0002,東京都品川区東品川⼀丁⽬２４番６号
2025-06-21
http://fushimi-kougyou.jp/
 
フ,222709,株式会社伏⾒⼯業所
〒173-0036,東京都板橋区向原２−１８−８
2024-03-01
 



フ,105108,有限会社富⼠
〒403-0007,⼭梨県富⼠吉⽥市中曽根４−５−１５
2024-04-24
 
フ,121764,株式会社不⼆
〒432-8539,静岡県浜松市神⽥町１１７９
2024-05-30
http://www.fuji-sys.com
 
フ,125963,株式会社フジ
〒379-2303,群⾺県太⽥市寄合町１９−８２
2023-10-28
http://www.fuji-gr.co.jp/
 
フ,217787,株式会社不⼆
〒590-0836,⼤阪府堺市堺区楠町３丁１番３１号
2026-06-16
 
フ,117368,株式会社フジ・テクノロジー
〒232-0053,神奈川県横浜市南区井⼟ヶ⾕下町１１−７
2024-01-31
http://www.fujitechnology.co.jp
 
フ,229823,藤亜建設⼯業株式会社
〒701-0221,岡⼭県岡⼭市南区藤⽥２３０番地の３７５
2020-07-02
 
フ,105422,フジアルテ株式会社
〒552-0003,⼤阪府⼤阪市港区磯路１−６−１９ フジビル
2025-01-22
 
フ,122304,富⼠アルミ管⼯業株式会社
〒354-0044,埼⽟県⼊間郡三芳町北永井８２２
2024-08-12
http://www.fujialumi.co.jp
 
フ,221568,株式会社藤井組
〒551-0011,⼤阪府⼤阪市⼤正区⼩林東１丁⽬２番４４号
2025-04-01
http://www.o-fujiigumi.co.jp
 
フ,214489,藤井建設株式会社
〒311-1517,茨城県鉾⽥市鉾⽥１０６８−２藤井ビル１Ｆ
2025-11-29
https://fujiigroup.co.jp/
 
フ,105944,株式会社フジイ建装
〒735-0013,広島県安芸郡府中町浜⽥４−６−２
2023-06-15
 
フ,126797,藤井光学株式会社
〒171-0052,東京都豊島区南⻑崎５−９−１１
2024-04-05
http://fujiiopt.jp/
 



フ,226335,有限会社藤井⼯業所
〒702-8032,岡⼭県岡⼭市南区福富中２ー３ー８
2026-01-01
 
フ,223741,株式会社藤井⼯務店
〒001-0907,北海道札幌市北区新琴似七条１７丁⽬４番３号
2024-11-01
http://www.fujiikohmuten.co.jp
 
フ,231789,株式会社フジイサウンドテクノ
〒169-0071,東京都新宿区⼾塚町１丁⽬１０１番地
2026-03-20
https://soundtechno.co.jp/
 
フ,107513,藤井産業株式会社
〒321-0905,栃⽊県宇都宮市平出⼯業団地４１−３
2026-06-28
https://www.fujii.co.jp/
 
フ,106853,不⼆⽯橋印刷株式会社
〒963-0724,福島県郡⼭市⽥村町上⾏合字⻄川原９−２
2026-01-10
http://www.fuji-ko.co.jp/
 
フ,225818,株式会社藤井商店
〒541-0051,⼤阪府⼤阪市中央区備後町３丁⽬３ー１
2025-08-01
http://fujiishouten.com/
 
フ,106585,有限会社藤井製作所
〒603-8052,京都市北区上賀茂松本町６２
2025-02-25
 
フ,117343,株式会社藤井製作所
〒277-0861,千葉県柏市⾼⽥１１１６−４６
2023-12-20
http://www.fujiiss.co.jp/
 
フ,117431,株式会社藤井精密回転機製作所
〒533-0031,⼤阪市東淀川区⻄淡路４−２５−４
2024-04-21
http://www.few.co.jp/
 
フ,127165,藤井鉄⼯株式会社
〒510-0102,三重県四⽇市市楠町吉崎１００
2025-06-22
http://www.fujii-t.net/
 
フ,229254,藤井電機株式会社
〒669-5198,兵庫県朝来市⼭東町末歳７０５番地の１
2025-08-27
https://www.fudec.co.jp
 
フ,230164,藤井電気⼯事株式会社
〒564-0041,⼤阪府吹⽥市泉町⼆丁⽬４６番３８号



2025-05-31
https://www.suita-fujii.com
 
フ,218878,株式会社藤井電設
〒331-0064,埼⽟県さいたま市⻄区⼤字佐知川１９２番地１号
2024-01-12
 
フ,127198,株式会社ふじい百貨
〒671-1234,兵庫県姫路市網⼲区新在家１２９６−１
2025-12-05
https://www.fujii-hyakka.com
 
フ,126213,フジインコーポレーテッド株式会社
〒101-0043,東京都千代⽥区神⽥富⼭町１−２
2023-11-14
http://www.fuji-inc.co.jp
 
フ,117508,フジ印刷株式会社
〒537-0025,⼤阪府⼤阪市東成区中道３−２−１６
2024-07-17
 
フ,503943,フジ印刷有限会社
〒418-0004,静岡県富⼠宮市三園平７５２
2024-03-05
 
フ,125538,株式会社富⼠インダストリーズ
〒650-0037,神⼾市中央区明⽯町３２ 明海ビル
2026-06-14
http://www.ficjp.com
 
フ,127265,フジ・インバック株式会社
〒235-0005,横浜市磯⼦区東町６−１８
2026-02-08
http://www.fuji-imvac.co.jp
 
フ,129208,富⼠ウェルテック株式会社
〒661-0001,尼崎市塚⼝本町５−４−３６
2023-12-24
http://www.fujiweldtech.com
 
フ,222722,株式会社富⼠植⽊
〒102-0074,東京都千代⽥区九段南４ー１ー９
2024-03-01
https://www.fujiueki.co.jp
 
フ,228140,株式会社富⼠宇部
〒421-3304,静岡県富⼠市⽊島２５８番地
2024-06-07
 
フ,122982,藤浦産業株式会社
〒570-0002,⼤阪府守⼝市佐太中町３−２−２８
2025-01-15
http://www.fujiurasangyo.co.jp
 
フ,220620,株式会社フジエアテック



〒851-0134,⻑崎県⻑崎市⽥中町５９９番地
2025-01-25
http://fuji-airtech.co.jp/
 
フ,221296,有限会社藤江組
〒683-0812,⿃取県⽶⼦市⾓盤町１丁⽬６０番地
2025-04-01
 
フ,231939,ふじえだ左官⼯業 藤枝直也（その他）
〒904-0105,沖縄県中頭郡北⾕町字吉原１３０
2026-04-25
 
フ,210683,株式会社フジエテキスタイル
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊４ー３３ー１０
2024-11-12
http://www.fujie-textile.co.jp/index2.html
 
フ,221700,株式会社藤江⽊⼯所
〒293-0036,千葉県富津市千種新⽥３４７
2025-06-01
 
フ,127018,不⼆エレクトロニクス株式会社
〒350-0214,埼⽟県坂⼾市千代⽥５−７−１１
2025-04-23
http://www.fec.sakado.co.jp
 
フ,117268,富⼠エレックス株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥２−１３−８
2023-07-26
http://www.fujielex.co.jp
 
フ,213822,富⼠エンジニアリング株式会社
〒135-0031,東京都江東区佐賀１ー２ー９
2024-08-25
http://www.fujiengineering.co.jp
 
フ,226942,株式会社フジオ
〒862-0971,熊本県熊本市中央区⼤江四丁⽬１５番４３号
2023-08-01
 
フ,107705,富⼠オートメーション株式会社
〒365-0062,埼⽟県鴻巣市箕⽥３４４２
2022-08-28
https://www.fujiautomation.jp
 
フ,100932,株式会社フジオカ
〒851-0134,⻑崎県⻑崎市⽥中町５８２−４
2023-11-18
http://www.fujioka.co.jp
 
フ,106478,株式会社フジオカ
〒577-0067,⼤阪府東⼤阪市⾼井⽥⻄３−８−３６
2025-01-04
https://www.fujioka-coltd.com/
 



フ,125458,株式会社藤岡エンジニアリング
〒719-3143,岡⼭県真庭市下市瀬１１００
2026-05-23
http://www.fujioka-grp.jp
 
フ,219364,株式会社藤岡機材
〒470-0461,愛知県豊⽥市北曽⽊町柿内３６５−１
2024-03-16
 
フ,226907,藤岡⾦属株式会社
〒657-0826,兵庫県神⼾市灘区倉⽯通２丁⽬２番１６号
2023-07-01
http://www.fujioka-kinzoku.co.jp
 
フ,228535,藤岡⼯業株式会社
〒554-0031,⼤阪府⼤阪市此花区桜島３丁⽬７番１号
2021-09-28
 
フ,223917,株式会社藤岡⼯務店
〒532-0031,⼤阪府⼤阪市淀川区加島４丁⽬７番５９号
2024-12-01
 
フ,105092,藤岡ゴム⼯業株式会社
〒124-0012,東京都葛飾区⽴⽯８−５５−１０
2024-04-17
http://www.fujioka-rubber.com
 
フ,127203,株式会社藤岡製作所
〒607-8346,京都市⼭科区⻄野⼭階町１１−２
2026-05-22
 
フ,217283,藤岡ハウス⼯業株式会社
〒550-0003,⼤阪府⼤阪市⻄区京町堀１丁⽬１７番１０号
2025-11-05
 
フ,117493,富⼠尾産業株式会社
〒701-0213,岡⼭県岡⼭市南区中畦５０７
2024-06-26
http://www.fujiosangyo.com/
 
フ,117341,フジオ塗装⼯業株式会社
〒577-0063,⼤阪府東⼤阪市川俣１−１８−２４
2023-10-25
http://www.fujiotoso.co.jp
 
フ,100903,富⼠オフィス＆ライフサービス株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１−１１−２ ゲートシティ⼤崎イーストタワー
2023-10-14
http://www.fujielectric.co.jp/fols/
 
フ,225021,株式会社フジカーペット
〒236-0004,神奈川県横浜市⾦沢区福浦２丁⽬１４番地１８
2025-04-01
http://www.fujicarpet.co.jp
 



フ,117626,株式会社富⼠カーボン製造所
〒446-0035,愛知県安城市錦町１−１１
2024-10-27
http://www.fuji-carbon.co.jp/
 
フ,211916,富⼠開発株式会社
〒930-0005,富⼭県富⼭市新桜町２番１０号
2023-11-24
 
フ,213069,藤開発株式会社
〒470-0151,愛知県愛知郡東郷町⼤字諸輪字富⼠塚２２番１０５
2026-02-26
http://www.fujikai.jp
 
フ,129681,株式会社富⼠科学
〒400-0851,⼭梨県甲府市住吉２−６−１６
2024-12-08
http://fujikagaku.net/
 
フ,126773,富⼠化学⼯業株式会社
〒411-2324,静岡県伊⾖の国市中島２０９
2024-03-27
http://www.fujikagaku.cc/
 
フ,121906,富⼠化学産業株式会社
〒540-0037,⼤阪市中央区内平野町２−３−５
2024-07-04
http://www.fujichemi.com
 
フ,121743,不⼆化学薬品株式会社
〒530-0004,⼤阪府⼤阪市北区東天満２−６−１１
2024-05-26
http://www.fuji-chemicals.co.jp/
 
フ,211683,株式会社フジカケ
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾２丁⽬３３番１号
2023-06-09
http://www.fjp-ahp.jp/
 
フ,100283,富⼠化⼯株式会社
〒191-0012,東京都⽇野市⽇野９８９−１
2025-09-09
 
フ,124586,フジ化成⼯業株式会社
〒689-4121,⿃取県⻄伯郡伯耆町⼤殿１２４１−１
2022-11-08
http://www.fujikasei-kk.com/
 
フ,129165,不⼆化成品株式会社
〒424-0067,静岡市清⽔区⿃坂３２７−１
2023-11-18
http://www.fujikaseihin.co.jp
 
フ,117593,株式会社フジカツ
〒384-0503,⻑野県南佐久郡佐久穂町海瀬７４３−５



2024-07-17
 
フ,216255,株式会社フジカ塗装
〒939-8063,富⼭県富⼭市⼩杉１８番地５
2025-04-02
_
 
フ,222256,株式会社藤⾦⼯務店
〒467-0058,愛知県名古屋市瑞穂区関取町１１７
2023-10-01
 
フ,230196,株式会社藤川興業所
〒741-0062,⼭⼝県岩国市岩国三丁⽬７番７号
2025-06-07
http://fujikawa3117.com/
 
フ,214260,株式会社藤川⼯務店
〒223-0056,神奈川県横浜市港北区新吉⽥町５７８０−８
2025-06-28
 
フ,127262,フジカワ電機株式会社
〒553-0003,⼤阪市福島区福島７−３−１４
2026-02-22
http://www.e-fujikawa.co.jp
 
フ,219390,有限会社藤川鈑⾦⼯業所
〒671-1134,兵庫県姫路市⼤津区真砂町７３番地
2024-03-23
 
フ,213670,株式会社冨⼠機
〒812-0013,福岡県福岡市博多区博多駅東１丁⽬１０番３０号
2024-04-07
http://www.kk-fujiki.jp
 
フ,103604,富⼠機械株式会社
〒371-0035,群⾺県前橋市岩神町２−２４−３
2024-02-03
http://www.fuji-machinery.co.jp/
 
フ,106496,富⼠機械株式会社
〒367-0206,埼⽟県本庄市児⽟町共栄４１４
2025-01-12
 
フ,218116,株式会社藤⽊組
〒593-8302,⼤阪府堺市⻄区北条町２丁１９番１８号
2023-08-04
 
フ,220549,株式会社フジキ建築事務所
〒170-0013,東京都豊島区東池袋三丁⽬１２番２号
2024-12-21
http://www.fujiki-k.co.jp/
 
フ,231900,フジキコー株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町⼆丁⽬６番５号
2026-04-18



http://www.fuji-f.co.jp
 
フ,101446,株式会社フジ機⼯
〒969-0101,福島県⻄⽩河郡泉崎村⼤字泉崎字中核⼯業団地１６−７
2024-07-02
 
フ,210465,株式会社藤⽊⼯業
〒457-0817,愛知県名古屋市南区元柴⽥⻄町⼀丁⽬５０番地
2024-08-03
 
フ,216105,株式会社藤⽊⼯務店
〒541-0051,⼤阪府⼤阪市中央区備後町１丁⽬７番１０号
2025-03-05
https://www.fujiki.co.jp/
 
フ,212383,藤⽊サッシ株式会社
〒957-0101,新潟県北蒲原郡聖籠町東港三丁⽬８７２ー１１
2024-11-21
http://www.fujiki-s.co.jp/
 
フ,127023,冨⼠機材株式会社
〒102-8373,東京都千代⽥区⼀番町１２
2025-04-09
http://www.fujikizai-g.co.jp/
 
フ,223318,フジ機材⼯業株式会社
〒063-0836,北海道札幌市⻄区発寒⼗六条２ー７ー２
2024-07-01
 
フ,221278,藤⽊鉄⼯株式会社
〒957-0101,新潟県北蒲原郡聖籠町東港３ー２２６５ー６
2025-03-01
http://www.fujiki-t.co.jp
 
フ,224106,富⼠急建設株式会社
〒403-0017,⼭梨県富⼠吉⽥市新⻄原５丁⽬２番１号
2025-02-01
https://www.fujikyu-kensetsu.co.jp/
 
フ,117370,株式会社フジキン
〒530-0012,⼤阪市北区芝⽥１−４−８ 北阪急ビル
2023-08-07
http://www.fujikin.co.jp/
 
フ,127883,富⼠⾦属株式会社
〒561-0807,⼤阪府豊中市原⽥中１−１２−３
2025-05-10
http://www.fuji-kinzoku.co.jp
 
フ,125861,富⼠⾦属⼯業株式会社
〒230-0001,神奈川県横浜市鶴⾒区⽮向３−２７−７
2023-10-03
 
フ,228171,藤⾦属鋼業株式会社
〒464-0095,愛知県名古屋市千種区天満通２ー４６



2024-06-14
 
フ,229695,富⼠⾦属⼯業株式会社
〒651-2128,兵庫県神⼾市⻄区⽟津町今津１８０−３
2026-04-28
https://fuji-structure.co.jp/
 
フ,219777,株式会社フジ技建
〒566-0045,⼤阪府摂津市南別府町６−１０
2024-05-25
 
フ,221644,富⼠技研興業株式会社
〒541-0053,⼤阪府⼤阪市中央区本町２丁⽬３番６号
2025-04-01
 
フ,107820,株式会社フジクラ
〒135-8512,東京都江東区⽊場１−５−１
2024-09-17
 
フ,127205,藤倉化成株式会社
〒174-0046,東京都板橋区蓮根３−２０−３
2024-07-19
http://www.fkkasei.co.jp/
 
フ,125389,藤倉コンポジット株式会社
〒135-0063,東京都江東区有明３−５−７ ＴＯＣ有明イーストタワー１０Ｆ
2026-04-06
https://www.fujikuracomposites.jp
 
フ,117271,藤倉商事株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川１−２８−３８ 東京ダイヤビル１号館１１階
2026-06-09
http://www.fshou.com/
 
フ,505010,フジクラソリューションズ株式会社
〒369-1106,埼⽟県深⾕市⽩草台１５６５−６
2023-12-15
http://www.fujikura-solutions.co.jp
 
フ,502225,株式会社フジクラ・ダイヤケーブル
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内３−３−１ 新東京ビル５Ｆ
2023-03-03
https://www.fujikura-dia.co.jp/
 
フ,216997,富⼠倉電設株式会社
〒611-0002,京都府宇治市⽊幡須留１番地２０５
2025-08-27
_
 
フ,102431,フジクラ電装株式会社
〒992-1128,⼭形県⽶沢市⼋幡原１−１−３
2025-03-07
https://fujikuradenso.fujikura.com/
 
フ,505687,株式会社フジクラプリントサーキット



〒135-0042,東京都江東区⽊場１−５−１
2025-04-05
 
フ,117637,フジクラプレシジョン株式会社
〒861-0312,熊本県⼭⿅市⿅本町梶屋７４８
2024-08-28
http://www.f-precision.fujikura.jp/
 
フ,226978,藤クリーン株式会社
〒702-8026,岡⼭県岡⼭市南区浦安本町１３３番地２
2023-08-01
 
フ,230852,株式会社富⼠クリーン
〒065-0041,北海道札幌市東区本町⼀条⼋丁⽬１番２２号
2025-09-20
https://www.sapporo-fujiclean.co.jp/
 
フ,220890,フジクリーン⼯業株式会社
〒464-0850,愛知県名古屋市千種区今池四丁⽬１番４号
2025-03-22
https://www.fujiclean.co.jp
 
フ,106872,株式会社富⼠経済
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋３−９−１ ⽇本橋三丁⽬スクエア
2026-01-31
https://www.fuji-keizai.co.jp/
 
フ,127065,フジケミ・トレーディング株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１−１８−１３
2024-12-06
https://www.ftcj.co.jp/
 
フ,126980,富⼠ケミカル株式会社
〒385-0021,⻑野県佐久市⻑⼟呂６４−３２
2024-06-30
http://www.f-chemical.co.jp
 
フ,106185,フジケミ近畿株式会社
〒530-0043,⼤阪市北区天満１−３−２１
2024-03-23
https://fc-kinki.co.jp/
 
フ,214338,株式会社フジケン
〒557-0063,⼤阪府⼤阪市⻄成区南津守６丁⽬１番８５号
2025-08-23
 
フ,215405,株式会社フジケン
〒206-0801,東京都稲城市⼤丸１０７１番地⽩⼭ビル１階
2024-05-22
 
フ,219797,富⼠建機株式会社
〒210-0834,神奈川県川崎市川崎区⼤島４ー１９ー１
2024-06-01
 
フ,228995,富⼠検査株式会社



〒340-0003,埼⽟県草加市稲荷１丁⽬１番１号
2025-04-25
 
フ,211087,株式会社富⼠建材
〒215-0021,神奈川県川崎市⿇⽣区上⿇⽣５ー１ー７
2025-04-22
 
フ,225280,富⼠建材⼯業株式会社
〒467-0054,愛知県名古屋市瑞穂区丸根町２丁⽬１８番地
2025-06-01
http://www.fujikenzai.jp/
 
フ,229941,株式会社フジ建商
〒232-0066,神奈川県横浜市南区六ツ川３丁⽬６−３−２０２
2023-09-09
 
フ,218598,フジ建設株式会社
〒425-0061,静岡県焼津市中根２２４番地の１
2023-11-04
 
フ,223510,不⼆建設株式会社
〒105-0014,東京都港区芝３丁⽬５番５号
2024-08-01
https://www.fujikensetsu.com/
 
フ,226514,株式会社冨⼠建設
〒259-0151,神奈川県⾜柄上郡中井町井ノ⼝２４４４−１
2020-04-01
 
フ,223404,富⼠建設⼯業株式会社
〒180-0003,東京都三鷹市下連雀１ー２７ー２２
2024-08-01
 
フ,211944,株式会社フジ建装
〒454-0861,愛知県名古屋市中川区荒⼦町字地蔵前３１
2023-12-08
http://www.fuji-kensou.co.jp
 
フ,117205,株式会社フジコーガク
〒861-8010,熊本市東区上南部２−１６−３７
2024-01-14
http://www.fujikogaku.com
 
フ,102599,フジコーワ⼯業株式会社
〒154-0014,東京都世⽥⾕区新町３−２３−３
2025-06-11
http://www.fujikowa.co.jp/
 
フ,103117,富⼠興株式会社
〒802-0071,福岡県北九州市⼩倉北区⻩⾦２−９−２０
2026-04-03
 
フ,123499,株式会社富⼠⼯
〒417-0801,静岡県富⼠市⼤渕字市⼗窪２５４０−１
2025-02-12



 
フ,211858,株式会社藤⼯
〒169-0075,東京都新宿区⾼⽥⾺場四丁⽬２３番３１号
2023-10-06
http://www.fujikoh-cms.co.jp
 
フ,124743,富⼠⾼圧ガス⼯業株式会社
〒210-0852,川崎市川崎区鋼管通５−１０−２
2025-12-20
http://www.fkg.co.jp/
 
フ,100371,冨⼠⾼圧フレキシブルホース株式会社
〒743-8691,⼭⼝県光市島⽥６−２−２０
2025-10-04
http://www.fujikoatsu.co.jp
 
フ,127268,株式会社富⼠交易
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋３−１３−５ ＫＤＸ⽇本橋３１３ビル
2023-06-26
http://www.fuji-koeki.co.jp
 
フ,117090,株式会社不⼆⼯機
〒158-0082,東京都世⽥⾕区等々⼒７−１７−２４
2026-06-06
http://www.fujikoki.co.jp/
 
フ,504207,株式会社 藤興機
〒866-0034,熊本県⼋代市新港町４丁⽬８−９
2025-02-14
http://www.fujikouki.jp
 
フ,101076,富⼠⼯業株式会社
〒214-0014,神奈川県川崎市多摩区登⼾３４８
2024-02-20
 
フ,104638,不⼆⼯業株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥３−８−１０
2026-01-30
http://www.fujikknet.co.jp/
 
フ,117126,富⼠⼯業株式会社
〒252-0206,神奈川県相模原市中央区淵野辺２−１−９
2025-07-17
https://www.fujioh.com
 
フ,117149,冨⼠⼯業株式会社
〒924-8522,⽯川県⽩⼭市旭丘１−１２
2025-03-12
http://www.fujikohgyo.co.jp/
 
フ,117249,冨⼠⼯業株式会社
〒399-4601,⻑野県上伊那郡箕輪町⼤字中箕輪９１１５−７
2026-05-13
 
フ,117401,不⼆⼯業株式会社



〒120-0022,東京都⾜⽴区柳原２−９−２
2024-04-14
http://www.fj-i.net/
 
フ,127115,富⼠⼯業株式会社
〒421-3203,静岡県静岡市清⽔区蒲原５２０２
2025-05-28
http://www.fuji-mg.co.jp/
 
フ,127228,富⼠⼯業株式会社
〒474-0011,愛知県⼤府市横根町箕⼿５９
2026-06-24
http://fuji-industries.com/
 
フ,154028,株式会社富⼠⼯業
〒028-1302,岩⼿県下閉伊郡⼭⽥町豊間根７−４−１０
2026-02-07
 
フ,215303,富⼠⼯業株式会社
〒115-0042,東京都北区志茂２−４８−２
2024-03-20
 
フ,222544,株式会社藤鋼業
〒133-0061,東京都江⼾川区篠崎町２ー６０ー１
2024-01-01
 
フ,222673,富⼠興業株式会社
〒792-0002,愛媛県新居浜市磯浦町９ー９
2024-02-01
http://fujikoug.co.jp
 
フ,228427,フジ⼯業株式会社
〒201-0003,東京都狛江市和泉本町１ー１２ー１ー６０７
2024-08-25
 
フ,231745,株式会社藤⼯業
〒510-0007,三重県四⽇市市別名六丁⽬７番２６ー４号
2026-03-07
 
フ,502932,株式会社フジ⼯業
〒679-2313,兵庫県神崎郡市川町⻄⽥中６２の１
2026-03-06
 
フ,507140,富⼠⼯業株式会社
〒541-0059,⼤阪府⼤阪市中央区博労町１丁⽬６番６号 オザックスビル３階
2025-09-05
https://www.ozax.co.jp/fkk/
 
フ,225543,藤⼯業 藤井眞⼀（その他）
〒564-0044,⼤阪府吹⽥市南⾦⽥２丁⽬２２−１９
2025-06-01
http://www.sutv.zaq.ne.jp/fujikogyo
 
フ,106198,富⼠航空電⼦株式会社
〒409-0112,⼭梨県上野原市上野原８１５４−３５



2024-04-12
http://www.fae.jae.co.jp
 
フ,104829,株式会社不⼆⼯具
〒475-0862,愛知県半⽥市住吉町６−１１１
2026-06-21
https://www.fujikogu.com/
 
フ,103631,株式会社不⼆⼯芸
〒360-0244,埼⽟県熊⾕市出来島３４４−４
2024-02-12
 
フ,224463,富⼠鋼⼯業株式会社
〒332-0032,埼⽟県川⼝市中⻘⽊４丁⽬８番２３号
2025-04-01
http://www.fujikou-kogyo.co.jp/
 
フ,220697,富⼠⼯材株式会社
〒135-0002,東京都江東区住吉⼀丁⽬１１番５号
2025-02-15
http://www.fujikozai.co.jp/
 
フ,221692,富⼠鋼材株式会社
〒550-0004,⼤阪府⼤阪市⻄区靱本町⼀丁⽬１０番２４号
2025-06-01
https://www.fuji-steel.co.jp/
 
フ,504652,富⼠⾼分⼦株式会社
〒610-0121,京都府城陽市寺⽥⼤⾕１３５−１
2026-04-19
http://www.f-kobunshi.co.jp
 
フ,507157,富⼠⾼分⼦⼯業株式会社
〒460-0012,愛知県名古屋市中村区名駅５丁⽬２１番１号ＦＵＪＩＰＯＬＹビル
2026-05-09
https://www.fujipoly.co.jp
 
フ,214678,株式会社不⼆⼯務店
〒950-0993,新潟県新潟市中央区上所中２ー５ー２
2026-04-18
http://fujikoumuten.webcrow.jp
 
フ,223291,株式会社藤⼯務店
〒870-0916,⼤分県⼤分市⾼松東３ー１ー１８
2024-07-01
 
フ,223842,有限会社富⼠⼯務店
〒010-1423,秋⽥県秋⽥市仁井⽥字中⾕地５３ー１
2024-11-01
 
フ,117235,株式会社不⼆越
〒930-8511,富⼭市不⼆越本町１−１−１
2026-01-21
http://www.nachi-fujikoshi.co.jp
 



フ,129589,富⼠越⼯業株式会社
〒452-0838,愛知県名古屋市⻄区⻑先町９１−２
2024-11-10
http://www.fjks.co.jp
 
フ,127578,株式会社フジコソ
〒791-0312,愛媛県東温市則之内字段⼄２３０９
2024-11-24
https://www.fujikoso.co.jp/
 
フ,107473,フジコピアン株式会社
〒555-0012,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区御幣島５−４−１４
2026-04-02
http://www.fujicopian.com
 
フ,101622,富⼠コムテック株式会社
〒390-0852,⻑野県松本市島⽴１１３２−２６
2024-08-24
http://www.fjcomtec.co.jp
 
フ,117429,フジコン株式会社
〒146-0085,東京都⼤⽥区久が原３−３２−４
2024-03-30
http://www.fujicon-tb.co.jp/
 
フ,124772,富⼠合⾦⼯業株式会社
〒130-0024,東京都墨⽥区菊川１−２−１１
2025-12-24
 
フ,107753,富⼠合成株式会社
〒307-0029,茨城県結城市新⽮畑１−６
2023-12-27
http://www.fujigousei.co.jp
 
フ,103174,富⼠ゴム化成株式会社
〒130-0001,東京都墨⽥区吾妻橋１−６−２
2026-05-01
http://www.fujigom.co.jp
 
フ,123723,富⼠ゴム⼯業株式会社
〒373-0031,群⾺県太⽥市脇屋町９９７−１２
2025-03-17
http://www.fuji-gomu.co.jp
 
フ,218131,株式会社フジサキ
〒892-0838,⿅児島県⿅児島市新屋敷町３０番４号
2023-08-04
 
フ,505259,株式会社フジサキ
〒024-0012,岩⼿県北上市常盤台１丁⽬６番１８号
2025-07-19
https://fujisaki-yorozu.com/
 
フ,222217,藤崎⼯業株式会社
〒573-0071,⼤阪府枚⽅市茄⼦作４ー１８ー１７



2023-06-01
 
フ,101488,株式会社藤崎興産
〒104-0061,東京都中央区銀座７−１７−１８ ジュエル銀座２Ｆ
2024-07-17
http://www.fujisakikosan.com
 
フ,217659,株式会社藤崎商会
〒730-0835,広島県広島市中区江波南⼆丁⽬１０番６号
2026-03-17
 
フ,230971,株式会社フジサキ電気
〒836-0896,福岡県⼤牟⽥市天道町１７２番地６
2025-10-04
 
フ,100493,株式会社藤崎電測
〒451-0025,愛知県名古屋市⻄区上名古屋１−１１−１９
2025-12-16
http://www.fujisaki-densoku.co.jp/
 
フ,217060,不⼆サッシ株式会社
〒212-0058,神奈川県川崎市幸区⿅島⽥１丁⽬１番２号 新川崎三井ビルディング
2024-04-01
http://www.fujisash.co.jp
 
フ,101281,株式会社不⼆サッシ関⻄
〒564-0063,⼤阪府吹⽥市江坂町３−３６−１０
2024-04-13
http://www.fujisash.co.jp
 
フ,503951,株式会社不⼆サッシ関東
〒112-0001,東京都⽂京区⽩⼭２−２９−４ 泉⽩⼭ビル７階
2024-03-14
http://www.fujisash.co.jp/ss/fkanto/
 
フ,228700,株式会社不⼆サッシ九州
〒812-0039,福岡県福岡市博多区冷泉町２番１号
2024-11-22
https://www.fujisash.co.jp/ss/kyusyu
 
フ,211245,株式会社不⼆サッシ東北
〒980-0021,宮城県仙台市⻘葉区中央２丁⽬９ー２７
2025-06-29
https://www.fujisash-tohoku.co.jp/
 
フ,229857,不⼆サッシリニューアル株式会社
〒101-0064,東京都千代⽥区神⽥猿楽町⼆丁⽬８番４号
2026-07-17
https://www.fujisash-renewal.co.jp
 
フ,230451,藤沢計装⼯事 佐伯克⼰（その他）
〒790-0934,愛媛県松⼭市居相５丁⽬３番２６号
2025-07-12
 
フ,129984,藤澤建機株式会社



〒519-1412,三重県伊賀市下柘植６９７
2025-05-26
http://www.fujisawa-kenki.co.jp/
 
フ,129063,藤沢⼯機株式会社
〒252-0815,神奈川県藤沢市⽯川６−１８−５４
2023-08-18
http://www.fk-k.com
 
フ,216812,株式会社藤沢清凌電設
〒251-0051,神奈川県藤沢市⽩旗２丁⽬１９番地１３号
2025-07-02
 
フ,222503,藤沢総合設備株式会社
〒251-0043,神奈川県藤沢市辻堂元町５ー２ー３
2023-12-01
 
フ,117347,富⼠産機株式会社
〒812-0008,福岡市博多区東光２−２２−６６
2023-09-08
http://www.fujisanki.co.jp
 
フ,126487,富⼠産機株式会社
〒263-0016,千葉市稲⽑区⻑沼原町１５６−１
2024-01-18
http://www.fujisanki.com
 
フ,102522,不⼆産業株式会社
〒340-0002,埼⽟県草加市⻘柳１−４−１０
2025-04-12
http://fujisangyo-lifter.com/
 
フ,105762,富⼠産業株式会社
〒230-0031,神奈川県横浜市鶴⾒区平安町１−５９−８
2025-11-29
http://www.fjsg.co.jp
 
フ,106153,富⼠産業株式会社
〒559-0034,⼤阪府⼤阪市住之江区南港北２−１−１０ ＡＴＣビルＯ＇ｓ棟５１９−１
2024-02-12
http://www.fuji-sangyou.co.jp/
 
フ,214751,株式会社富⼠産業
〒799-0122,愛媛県四国中央市⾦⽥町半⽥甲３２０ー１
2026-05-30
 
フ,217386,株式会社藤産業
〒490-1114,愛知県あま市下萱津中道３３番地
2022-12-17
 
フ,227445,株式会社富⼠産業
〒734-0013,広島県広島市南区出島⼆丁⽬９ー２０
2024-02-22
http://www.fujisangyou.co.jp
 



フ,227512,富⼠産業株式会社
〒756-0811,⼭⼝県⼭陽⼩野⽥市稲荷町１０番２３号
2024-02-28
https://www.fuji-ind.co.jp/
 
フ,105054,富⼠酸素⼯業株式会社
〒417-0034,静岡県富⼠市津⽥２２１−１
2024-03-08
http://www.fujisanso.co.jp
 
フ,107165,株式会社フジシール
〒532-0003,⼤阪府⼤阪市淀川区宮原４−１−９
2025-02-20
https://www.fujiseal.com/jp/
 
フ,127188,冨⼠⾊素株式会社
〒666-0015,兵庫県川⻄市⼩花２−２３−２
2025-12-03
http://www.fuji-pigment.co.jp/
 
フ,212431,有限会社藤重電機
〒761-2304,⾹川県綾歌郡綾川町萱原８０３番地３
2024-12-26
http://www.fujishigedenki.com/
 
フ,504679,藤システムズ株式会社
〒733-0012,広島県広島市⻄区中広町⼆丁⽬２２番３号
2026-06-14
https://fuji-systems.co.jp/
 
フ,215314,有限会社不⼆室内
〒164-0012,東京都中野区本町５ー４１ー３
2024-03-20
 
フ,223019,株式会社富⼠室内装飾
〒171-0031,東京都豊島区⽬⽩５ー２７ー３
2024-04-01
 
フ,117344,冨⼠芝産業株式会社
〒143-0015,東京都⼤⽥区⼤森⻄４−１−５
2023-09-24
http://fujishiba-s.co.jp
 
フ,106690,冨⼠⾞体⼯業有限会社
〒316-0014,茨城県⽇⽴市東⾦沢町４−１−２５
2025-06-13
 
フ,127182,富⼠商株式会社
〒222-0026,横浜市港北区篠原町１１５８−６１
2025-07-16
 
フ,211263,株式会社フジショウ
〒183-0035,東京都府中市四⾕５丁⽬３９番２号
2025-07-01
 



フ,228529,富⼠商株式会社
〒756-8501,⼭⼝県⼭陽⼩野⽥市稲荷町１０ー２３
2024-09-28
https://www.fujisho.ne.jp/
 
フ,123269,藤庄印刷株式会社
〒990-0025,⼭形県⼭形市あこや町３−１８−３０
2025-01-27
http://fujisho.co.jp
 
フ,120418,株式会社富⼠商会
〒110-8584,東京都台東区台東４−３０−７
2023-09-19
http://www.fuji4186.co.jp/
 
フ,226288,株式会社冨治商会
〒810-0042,福岡県福岡市中央区⾚坂１−２−７
2025-12-01
http://www.fff-fuji.co.jp/
 
フ,231661,株式会社冨⼠商会
〒640-8113,和歌⼭県和歌⼭市広瀬通丁⼆丁⽬３０番地
2026-02-14
https://www.fujishokai.co.jp/
 
フ,505305,株式会社不⼆商会
〒140-0001,東京都品川区北品川１−８−１２
2025-11-26
 
フ,103336,不⼆商⼯株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野１−２−１２
2023-08-08
 
フ,219097,富⼠商⼯株式会社
〒566-0062,⼤阪府摂津市⿃飼上４丁⽬８番２０号
2024-02-16
 
フ,219345,富⼠商興株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋６−２０−１１新橋ＩＫビル
2024-03-16
https://fujishouko.co.jp/
 
フ,226199,株式会社藤商⼯
〒468-0049,愛知県名古屋市天⽩区福池１丁⽬１７番地
2025-11-01
 
フ,101626,富⼠商⼯マシナリー株式会社
〒352-0011,埼⽟県新座市野⽕⽌２−５−３４
2024-08-24
https://www.fujishoko.co.jp/sp/
 
フ,223806,株式会社富⼠昭サンマテック
〒540-0008,⼤阪府⼤阪市中央区⼤⼿前⼀丁⽬４番１２号
2024-11-01
http://www.fujisho-deck.co.jp



 
フ,212162,富⼠商事株式会社
〒930-0005,富⼭県富⼭市新桜町２番１０号
2024-05-09
http://www.fujisyouji.co.jp
 
フ,507096,富⼠シリシア化学株式会社
〒487-0013,愛知県春⽇井市⾼蔵寺町２−１８４６
2024-10-04
http://www.fuji-silysia.co.jp/
 
フ,100454,富⼠伸鋼株式会社
〒213-0013,神奈川県川崎市⾼津区末⻑４−１４−１
2025-12-08
 
フ,219291,株式会社富⼠重量⼯事
〒169-0051,東京都新宿区⻄早稲⽥２−２０−１０
2024-03-09
 
フ,100937,冨⼠樹脂株式会社
〒857-0401,⻑崎県佐世保市⼩佐々町黒⽯３３９−７３
2023-11-28
 
フ,127218,株式会社不⼆蒸着
〒421-0302,静岡県榛原郡吉⽥町川尻９６５−３
2026-06-24
 
フ,102277,株式会社富⼠情報
〒403-0005,⼭梨県富⼠吉⽥市上吉⽥１−６−３
2025-02-15
http://www.fujijoho.co.jp
 
フ,218022,富⼠スチール株式会社
〒150-0036,東京都渋⾕区南平台町１５−１３
2023-07-28
http://www.fujisteel.co.jp
 
フ,104751,富⼠スポンジ⼯業株式会社
〒173-0005,東京都板橋区仲宿１５−２
2026-04-27
 
フ,129065,富⼠駿河通商株式会社
〒416-0944,静岡県富⼠市横割４−５−８
2023-08-18
http://www.fuji-suruga.com/
 
フ,220453,株式会社フジ勢
〒463-0033,愛知県名古屋市守⼭区森孝東１丁⽬２０９番地
2024-11-16
https://fujisei24.co.jp
 
フ,117083,富⼠精機株式会社
〒213-0011,川崎市⾼津区久本３−１３−１
2024-08-06
 



フ,117387,藤精機株式会社
〒409-3853,⼭梨県中巨摩郡昭和町築地新居１６４８−７
2023-09-16
http://www.fuji-seiki.com
 
フ,105959,株式会社富⼠精機製作所
〒562-0045,⼤阪府箕⾯市瀬川５−２−２０
2023-07-02
https://fss.biz/
 
フ,123493,株式会社富⼠精機製作所
〒188-0014,東京都⻄東京市芝久保町１−５−２
2025-02-10
http://www.fujiss.net/
 
フ,125499,有限会社富⼠精機製作所
〒244-0844,横浜市栄区⽥⾕町１３００
2023-06-10
 
フ,124609,フジセイコー株式会社
〒379-0135,群⾺県安中市郷原９３９−１
2025-11-16
http://www.fj-seiko.co.jp
 
フ,117061,富⼠精⼯株式会社
〒467-0852,名古屋市瑞穂区明前町９−３１
2024-06-05
http://www.f-sk.co.jp/
 
フ,117357,株式会社藤精⼯
〒329-2131,栃⽊県⽮板市⼟屋２８２
2023-09-13
http://www.fujiseiko.net/
 
フ,117391,不⼆精⼯株式会社
〒555-0025,⼤阪市⻄淀川区姫⾥３−５−４
2023-11-08
http://www.fuji-seiko.com
 
フ,117681,富⼠精⼯株式会社
〒242-0012,神奈川県⼤和市深⾒東１−６−８
2024-10-19
http://www.fuji-seiko.co.jp
 
フ,127057,株式会社冨⼠精⼯
〒442-0007,愛知県豊川市⼤崎町宮ノ坪５２−１
2025-01-22
http://www.fuji-seiko-j.com
 
フ,127722,有限会社フジ精⼯
〒375-0015,群⾺県藤岡市中栗須２９３−２
2025-02-02
 
フ,101547,株式会社富⼠精⼯本社
〒929-0198,⽯川県能美市⼤浜町ヤ２５



2024-07-30
 
フ,103222,有限会社不⼆製作所
〒531-0071,⼤阪府⼤阪市北区中津５−７−２１
2026-06-18
http://www.fujimfg.com
 
フ,122898,有限会社藤製作所
〒208-0023,東京都武蔵村⼭市伊奈平１−１２−３
2024-12-16
 
フ,129529,株式会社富⼠製作所
〒610-0343,京都府京⽥辺市⼤住杉ノ森１−１
2024-08-06
http://www.fuji-kyoto.com
 
フ,129658,株式会社富⼠製作所
〒400-0834,⼭梨県甲府市落合町８１７
2024-12-02
 
フ,503776,株式会社富⼠製作所
〒743-0105,⼭⼝県光市⼤字束荷１９２７番地
2026-04-22
http://www.fuji-seisakusho.com
 
フ,117055,富⼠精密株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀４−１３−４ ＳＫビル３階
2023-08-27
http://www.fujiseimitsu.jp/
 
フ,127922,富⼠精密株式会社
〒183-0023,東京都府中市宮町１−４０ ＫＤＸ府中ビル１０階
2025-06-13
http://www.fujiseimitsu.com
 
フ,128745,株式会社冨⼠精密
〒561-0845,⼤阪府豊中市利倉３−１４−１５
2026-02-04
http://www.fun.co.jp
 
フ,127214,株式会社不⼆精密製作所
〒392-0007,⻑野県諏訪市清⽔３−３９７４
2026-03-27
 
フ,107073,富⼠セイラ株式会社
〒140-0011,東京都品川区東⼤井１−３−２５
2025-08-19
http://www.fujiseira.co.jp
 
フ,127070,富⼠精螺株式会社
〒379-2234,伊勢崎市東⼩保⽅町３９８０
2024-11-16
http://fujiseira.jp
 
フ,106072,富⼠⽯油販売株式会社



〒140-0002,東京都品川区東品川２−５−８
2023-10-30
http://www.fosc.co.jp/
 
フ,216356,株式会社富⼠設計
〒550-0004,⼤阪府⼤阪市⻄区靱本町１丁⽬５ー１５
2025-04-23
https://www.fujisekkei.co.jp/
 
フ,230978,不⼆設備有限会社
〒721-0963,広島県福⼭市南⼿城町⼀丁⽬２４番３号
2025-10-04
http://www.fujifacility.jp
 
フ,214823,株式会社フジ設備⼯業
〒252-0002,神奈川県座間市⼩松原１ー１１ー１
2026-06-27
 
フ,220379,不⼆設備⼯業株式会社
〒761-0311,⾹川県⾼松市元⼭町６３８番地
2024-10-19
 
フ,213613,富⼠セメント⼯業株式会社
〒309-1701,茨城県笠間市⼩原２６６８
2024-02-24
 
フ,229817,富⼠セラ株式会社
〒105-0023,東京都港区芝浦１−９−７ＯＭＯＤＡＫＡ ＢＬＤＧ．６階
2023-07-02
http://www.fuji-fk.co.jp
 
フ,117301,株式会社富⼠セラミックス
〒418-0111,静岡県富⼠宮市⼭宮２３２０−１１
2023-10-21
http://www.fujicera.co.jp
 
フ,103328,フジセン技⼯株式会社
〒326-0836,栃⽊県⾜利市南⼤町４００−６
2023-08-04
http://www.fujisen.co.jp/
 
フ,125842,富⼠ゼロックス千葉株式会社
〒261-7106,千葉県千葉市美浜区中瀬２−６−１ ＷＢＧマリブイースト６Ｆ
2023-09-29
http://www.fujixerox.co.jp/cbx/
 
フ,220740,有限会社冨⼠装飾
〒520-0832,滋賀県⼤津市粟津町７番４号
2025-03-01
http://fujisoushoku.com/
 
フ,228142,不⼆装飾株式会社
〒761-0102,⾹川県⾼松市新⽥町甲４６９番地１
2024-06-07
 



フ,225546,不⼆装備⼯業株式会社
〒275-0011,千葉県習志野市⼤久保４丁⽬３番８号
2025-06-01
http://fuji-sobi.co.jp/
 
フ,117006,富⼠測範株式会社
〒146-0082,東京都⼤⽥区池上８−７−１５
2024-06-13
http://www.fujisokuhan.co.jp/
 
フ,117195,富⼠ソフト株式会社
〒231-8008,神奈川県横浜市中区桜⽊町１−１
2024-11-04
https://www.fsi.co.jp/
 
フ,226034,藤造園建設株式会社
〒221-0851,神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町６番７号
2025-09-01
http://fujizouen.jp/
 
フ,210943,不⼆造園⼟⽊株式会社
〒300-0803,茨城県⼟浦市佐野⼦６５５
2025-03-04
http://www.fujizoen.co.jp
 
フ,225394,富⼠造園⼟⽊株式会社
〒665-0881,兵庫県宝塚市⼭本東２丁⽬６番１７号
2025-06-01
https://www.fujizoendoboku.com/
 
フ,217010,株式会社フジタ
〒160-8379,東京都新宿区⻄新宿４丁⽬３２番２２号
2024-04-01
http://www.fujita.co.jp
 
フ,224049,株式会社フジタ
〒678-0256,兵庫県⾚穂市鷆和９１
2025-01-01
 
フ,214405,不⼆耐⽕建材株式会社
〒158-0082,東京都世⽥⾕区等々⼒４−１９−１２
2025-10-04
 
フ,127128,株式会社フジタイト
〒611-0041,京都府宇治市槇島町⼤川原３７
2025-11-19
http://www.fmtec.co.jp
 
フ,226763,藤⽥エンジニアリング株式会社
〒370-0069,群⾺県⾼崎市飯塚町１１７４ー５
2026-06-01
http://www.fujita-eng.co.jp/
 
フ,120853,藤⽥化⼯株式会社
〒879-4331,⼤分県玖珠郡玖珠町⼾畑６５０９−４



2024-02-10
http://www.fujitakakou.com
 
フ,213597,藤髙⼯業株式会社
〒554-0014,⼤阪府⼤阪市此花区四貫島１丁⽬２番１１号
2024-02-17
 
フ,127257,藤⽥⾦属株式会社
〒272-0126,千葉県市川市千⿃町１２−３
2026-03-12
http://www.fujitametal.co.jp
 
フ,157000,藤⽥⾦属株式会社
〒950-8588,新潟県新潟市中央区⼋千代１丁⽬７−２０
2026-04-08
 
フ,210334,藤⽥⾦属株式会社
〒802-0064,福岡県北九州市⼩倉北区⽚野２丁⽬７ー２
2024-05-21
 
フ,214488,有限会社藤⽥技建⼯房
〒299-0251,千葉県袖ヶ浦市のぞみ野１１３ー６
2025-11-29
 
フ,231852,株式会社フジタクラフト
〒839-0809,福岡県久留⽶市東合川⼆丁⽬１０番３号
2026-04-04
 
フ,224432,株式会社藤⽥組
〒053-0001,北海道苫⼩牧市⼀本松町１４番地４
2025-04-01
http://fujitakk.co.jp/
 
フ,212679,藤⽥建設株式会社
〒981-3107,宮城県仙台市泉区本⽥町３番１０号
2025-06-12
http://www.fujitakensetu.co.jp
 
フ,214171,株式会社藤⽥建装
〒111-0035,東京都台東区⻄浅草１丁⽬７番４号
2025-05-10
http://www.fujitakenso.co.jp/
 
フ,223999,株式会社フジタ建築⽯材
〒635-0832,奈良県北葛城郡広陵町⾺⾒中１丁⽬３番８号
2025-01-01
 
フ,220656,フジタ鋼機株式会社
〒511-0847,三重県桑名市⼤字福江７６番地
2025-02-01
 
フ,217126,株式会社藤⽥⼯業
〒661-0953,兵庫県尼崎市東園⽥町５ー８５ー２ルーナピエーナ１Ｆ
2025-09-17
http://www.fujitakogyo.biz



 
フ,217286,株式会社藤⽥興業
〒984-0826,宮城県仙台市若林区若林三丁⽬４番５８号
2025-11-05
 
フ,226536,藤⽥鋼業株式会社
〒515-0812,三重県松阪市船江町４７５番地の１
2026-04-01
 
フ,105576,株式会社藤⽥⼯業所
〒319-1418,茨城県⽇⽴市砂沢町２５−４
2025-05-29
http://www.fujita-kougyousyo.com
 
フ,221860,藤⽥鋼板リース株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川１丁⽬１１ー１１
2025-08-01
 
フ,127164,藤⽥産業株式会社
〒664-0842,兵庫県伊丹市森本９−２６
2025-08-21
http://www.fujita-ind.com
 
フ,224874,藤⽥産業株式会社
〒792-0016,愛媛県新居浜市港町４ー３２
2025-04-01
https://www.soleita.jp/cms/
 
フ,210932,藤⽥社寺建設株式会社
〒910-1224,福井県吉⽥郡永平寺町寺本２４号１番
2025-02-23
http://www.shaji.co.jp
 
フ,117302,藤⽥商事株式会社
〒805-8504,北九州市⼋幡東区枝光１−２−１４
2023-08-23
http://www.fujita-fs.co.jp
 
フ,117442,藤⽥商事株式会社
〒130-0014,東京都墨⽥区⻲沢２−１１−１６
2024-03-03
http://www.fujita-shoji.co.jp/
 
フ,214467,有限会社ふじた商事
〒271-0087,千葉県松⼾市三⽮⼩台２ー６ー５
2025-11-15
 
フ,217070,藤⽥商事株式会社
〒112-0004,東京都⽂京区後楽１丁⽬４番１４号
2026-04-01
http://www.fujitashoji.co.jp
 
フ,127960,株式会社藤⽥商店
〒670-0028,兵庫県姫路市岩端町６３
2025-07-10



 
フ,219202,株式会社藤⽥製作所
〒340-0811,埼⽟県⼋潮市⼆丁⽬下１１００番１
2024-03-02
 
フ,504169,株式会社藤⽥製作所
〒190-0153,東京都あきる野市⼩峰台２４番地
2024-12-17
http://www.fujita-ss.com
 
フ,505021,藤⽥ソリューションパートナーズ株式会社
〒370-0069,群⾺県⾼崎市飯塚町１１７４番地の５
2024-01-16
https://www.fujita-sp.co.jp/
 
フ,232026,株式会社フジタテック
〒329-2735,栃⽊県那須塩原市太夫塚六丁⽬２３３番地７８
2026-05-23
https://fujitatec.jp
 
フ,504627,藤⽥デバイス株式会社
〒370-0027,群⾺県⾼崎市上滝町２９８番地
2026-02-13
http://www.fujita-dev.co.jp
 
フ,117461,藤⽥電機⼯業株式会社
〒453-0801,名古屋市中村区太閤３−５−５
2024-05-11
http://www.fujita-ei.co.jp/
 
フ,107090,株式会社藤⽥電機製作所
〒259-0124,神奈川県中郡⼆宮町⼭⻄９４５
2025-06-22
http://www.fujita-denki.co.jp
 
フ,103906,フジタ電業株式会社
〒511-0834,三重県桑名市⼤字⼤福字寺跡４６３
2024-07-09
http://www.fujita-dengyo.co.jp
 
フ,217100,フジタ道路株式会社
〒104-6003,東京都中央区晴海１ー８ー１０
2026-04-01
https://www.fujitaroad.co.jp
 
フ,222687,株式会社藤⽥⼟⽊
〒270-2203,千葉県松⼾市六⾼台２ー１２５
2024-02-01
 
フ,222311,株式会社藤⽥内装建築
〒949-8724,新潟県⼩千⾕市⼤字岩沢２３５２ー３
2023-11-01
 
フ,214294,株式会社藤⾕
〒732-0024,広島県広島市東区中⼭南１丁⽬２１番１６号



2025-07-26
http://www.fujitani.biz/
 
フ,124506,フジタニチェン⼯業株式会社
〒132-0033,東京都江⼾川区東⼩松川４−５３−５
2025-09-22
 
フ,210290,フジタビルメンテナンス株式会社
〒151-0051,東京都渋⾕区千駄ヶ⾕５−８−１０
2024-04-28
http://www.fujitabm.com/
 
フ,103391,藤⽥プラントサービス株式会社
〒764-0017,⾹川県仲多度郡多度津町⻄港町２９−５
2023-09-03
http://www.fujitaplant.co.jp
 
フ,125896,株式会社藤⽥勝商店
〒261-7119,千葉県千葉市美浜区中瀬２−６−１ ＷＢＧマリブイースト１９階
2023-10-17
http://www.fujitass.co.jp
 
フ,117127,藤⽥螺⼦⼯業株式会社
〒450-8620,名古屋市中村区名駅南３−９−３
2025-01-12
http://www.fjtrashi.co.jp/
 
フ,128996,株式会社藤⽥ワークス
〒899-4317,⿅児島県霧島市国分上野原テクノパーク１２−１８
2026-06-19
http://www.fujitaworks.com
 
フ,102648,冨⼠端⼦⼯業株式会社
〒550-0005,⼤阪市⻄区⻄本町３−１−４４
2022-07-03
http://www.fujiterminal.co.jp/
 
フ,117665,冨⼠ダイス株式会社
〒146-0092,東京都⼤⽥区下丸⼦２−１７−１０
2024-08-08
http://www.fujidie.co.jp/
 
フ,214117,株式会社富⼠ダイナミクス
〒153-0042,東京都⽬黒区⻘葉台１丁⽬２８番９号
2025-04-05
http://www.fuji-dynamics.co.jp
 
フ,104359,株式会社フジダイヤ
〒192-0352,東京都⼋王⼦市⼤塚６５１−１
2025-04-08
http://fujidia.co.jp/
 
フ,224177,フジ⼤理⽯株式会社
〒503-1301,岐⾩県養⽼郡養⽼町室原３０８番地
2025-02-01



http://www.fujidairiseki.co.jp
 
フ,218064,株式会社フジダクト
〒154-0016,東京都世⽥⾕区弦巻３丁⽬１２番１サンライズⅡー３０２
2023-08-04
 
フ,117568,株式会社ＦＵＪＩＤＡＮ
〒769-2705,⾹川県東かがわ市⽩⿃１８２０
2024-07-25
 
フ,126395,富⼠チタン⼯業株式会社
〒550-0002,⼤阪市⻄区江⼾堀１−３−１５ 新⽯原ビル１１Ｆ
2023-12-19
https://www.fuji-titan.co.jp
 
フ,105704,株式会社藤忠
〒690-0038,島根県松江市平成町１８２−３３
2025-09-27
https://www.fujichu-stove.com
 
フ,129292,富⼠彫⾦株式会社
〒514-0835,三重県津市幸町７−１０
2024-02-18
http://www.geocities.co.jp/fujichoukin/
 
フ,100519,株式会社フジック
〒402-0054,⼭梨県都留市⽥原１−１−２２
2025-12-22
 
フ,103688,株式会社フジックス
〒507-0064,岐⾩県多治⾒市北丘町８−１−１６８
2024-03-09
http://www.fujix-inc.co.jp/
 
フ,117292,株式会社フジックス
〒154-0023,東京都世⽥⾕区若林１−３６−１５
2026-03-01
https://www.fujix-net.co.jp
 
フ,117345,フジックス株式会社
〒325-0034,栃⽊県那須塩原市東原３６０
2023-08-06
 
フ,125650,株式会社フジックス
〒705-0014,岡⼭県備前市新庄６２８−１
2026-07-13
http://www.pro-fujix.co.jp
 
フ,502813,株式会社フジックス
〒243-0417,神奈川県海⽼名市本郷１６９９番地の１
2025-03-23
 
フ,107210,富⼠通株式会社
〒211-8588,川崎市中原区上⼩⽥中４−１−１
2025-05-22



http://jp.fujitsu.com
 
フ,107750,富⼠通アイソテック株式会社
〒960-0695,福島県伊達市保原町東野崎１３５
2024-07-29
http://jp.fujitsu.com/fit/
 
フ,507152,株式会社富⼠通ＩＴプロダクツ
〒929-1196,⽯川県かほく市笠島ト１−１
2026-03-12
https://www.fujitsu.com/jp/group/fjit/
 
フ,107037,富⼠通アイ・ネットワークシステムズ株式会社
〒400-0226,⼭梨県南アルプス市有野３３４６
2026-02-08
https://www.fujitsu.com/jp/group/finet/
 
フ,505040,株式会社富⼠通ＳＳＬパワードサービス
〒221-0063,神奈川県川崎市中原区⼩杉町１−４０３ 武蔵⼩杉タワープレイス
2024-02-14
http://www.sslps.com/
 
フ,117073,株式会社富⼠通エフサス
〒141-0033,東京都品川区⻄品川１−１−１ 住友不動産⼤崎ガーデンタワー１７階
2024-08-05
https://jp.fujitsu.com/fsas/
 
フ,502598,富⼠通エフサスシステムズ株式会社
〒220-6108,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい２−３−３クイーンズタワーＢ棟８階
2024-02-28
http://www.fujitsu.com/jp/group/fsas/about/subsidiaries/ffsy
s/index.html
 
フ,504281,富⼠通エフサス太陽株式会社
〒874-0011,⼤分県別府市⼤字内竈１３９９番地の１
2025-08-30
https://www.fujitsu.com/jp/group/fsas/about/subsidiaries/fft
y/
 
フ,501410,富⼠通エフサス⻄⽇本カスタマサービス株式会社
〒540-0001,⼤阪市中央区城⾒２−２−２２
2024-10-17
https://www.fujitsu.com/jp/group/fsas/about/subsidiaries/fwc
s/index.html
 
フ,502613,富⼠通エフサス東⽇本カスタマサービス株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町３−１１−１１ プルータスビル７Ｆ
2024-03-28
https://www.fujitsu.com/jp/group/fsas/about/subsidiaries/fec
s/
 
フ,214424,富⼠通エフネッツサービス株式会社
〒220-0004,神奈川県横浜市⻄区北幸２丁⽬８番４号
2025-10-11
http://www.fujitsu.com/jp/fnets/fnes



 
フ,214436,富⼠通エフネッツサポート株式会社
〒220-0004,神奈川県横浜市⻄区北幸２ー８ー４
2025-10-18
http://www.fujitsu.com/jp/group/fnets/about/subsidiaries/fne
ts-sp/
 
フ,128300,富⼠通オプティカルコンポーネンツ株式会社
〒211-8588,神奈川県川崎市中原区上⼩⽥中４−１−１
2025-09-12
http://jp.fujitsu.com/group/foc/
 
フ,107017,富⼠通九州ネットワークテクノロジーズ株式会社
〒814-8588,福岡県福岡市早良区百道浜２−２−１
2023-01-29
https://www.fujitsu.com/jp/group/qnet/about/
 
フ,105029,富⼠通クライアントコンピューティング株式会社
〒212-0058,神奈川県川崎市幸区⿅島⽥１−１−２
2024-02-02
http://www.fujitsu.com/jp/group/fccl/
 
フ,504629,富⼠通コネクテッドテクノロジーズ株式会社
〒242-0007,神奈川県⼤和市中央林間七丁⽬１０番１号
2023-02-21
https://www.fujitsu.com/jp/group/fcnt/
 
フ,502840,富⼠通コミュニケーションサービス株式会社
〒220-0012,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい４−４−５
2025-07-06
https://www.fujitsu.com/jp/group/csl/
 
フ,107803,富⼠通コワーコ株式会社
〒211-0041,神奈川県川崎市中原区下⼩⽥中２−１２−５ 富⼠通中原ビル６Ｆ
2024-02-07
https://www.fujitsu.com/jp/group/coworco/
 
フ,107863,富⼠通コワーコ株式会社
〒211-0041,神奈川県川崎市中原区下⼩⽥中２−１２−５ 富⼠通中原ビル６Ｆ
2024-05-11
https://www.fujitsu.com/jp/group/coworco/
 
フ,120187,富⼠通コワーコ株式会社
〒211-0041,神奈川県川崎市中原区下⼩⽥中２−１２−５ 富⼠通中原ビル６Ｆ
2023-07-31
https://www.fujitsu.com/jp/group/coworco/
 
フ,117052,株式会社富⼠通コンピュータテクノロジーズ
〒211-8588,神奈川県川崎市中原区上⼩⽥中４−１−１
2023-11-14
 
フ,107215,富⼠通コンポーネント株式会社
〒140-8586,東京都品川区東品川４−１２−４ 品川シーサイドパークタワー
2025-05-31
 



フ,102974,株式会社富⼠通システムズアプリケーション＆サポート
〒980-8441,宮城県仙台市⻘葉区中央３−２−２３ 野村不動産仙台⻘葉通ビル１０Ｆ
2023-01-24
http://www.fujitsu.com/jp/group/fjas/
 
フ,107460,富⼠通Ｊａｐａｎ株式会社
〒108-6207,東京都港区港南２−１５−３ 品川インターシティ Ｃ棟
2023-12-14
https://www.fujitsu.com/jp/group/fjj/
 
フ,117330,富⼠通Ｊａｐａｎ株式会社
〒108-6207,東京都港区港南２−１５−３ 品川インターシティＣ棟
2023-07-26
https://www.fujitsu.com/jp/group/fjj/
 
フ,505670,富⼠通セミコンダクターメモリソリューション株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜三丁⽬９番１新横浜ＴＥＣＨビル
2025-02-15
https://www.fujitsu.com/jp/group/fsm/
 
フ,107130,株式会社富⼠通ゼネラル
〒213-8502,神奈川県川崎市⾼津区末⻑３−３−１７
2025-04-03
https://www.fujitsu-general.com/jp/
 
フ,107680,富⼠通テレコムネットワークス株式会社
〒323-8511,栃⽊県⼩⼭市城東３−２８−１
2024-06-24
https://www.fujitsu.com/jp/group/ftn/
 
フ,102813,株式会社富⼠通テレコムネットワークス光和
〒309-1127,茨城県筑⻄市桑⼭２６１２−２
2024-08-29
http://jp.fujitsu.com/ftnk
 
フ,214482,富⼠通東邦ネットワークテクノロジー株式会社
〒221-0056,神奈川県横浜市神奈川区⾦港町３ー１
2025-11-22
http://www.fujitsu.com/jp/fnets/fttec
 
フ,505466,富⼠通特機コンポーネント株式会社
〒674-0054,兵庫県明⽯市⼤久保町⻄脇６４
2023-09-23
https://www.fujitsu.com/jp/group/tsl/tcl/
 
フ,117067,富⼠通特機システム株式会社
〒102-0076,東京都千代⽥区五番町１−１ 野村不動産市ヶ⾕ビル
2023-12-11
 
フ,504665,富⼠通ネットワークサービスエンジニアリング株式会社
〒211-0041,神奈川県川崎市中原区下⼩⽥中２−１２−５ 富⼠通中原ビル３Ｆ
2023-06-09
https://www.fujitsu.com/jp/group/fnse/
 
フ,107483,富⼠通ネットワークソリューションズ株式会社



〒212-0014,神奈川県川崎市幸区⼤宮町１−５ ＪＲ川崎タワー
2026-05-10
https://www.fujitsu.com/jp/group/fnets/
 
フ,507009,株式会社富⼠通パーソナルズ
〒108-8221,東京都港区港南２−１５−２ 品川インターシティＢ棟
2024-03-14
https://www.fujitsu.com/jp/group/personal/index.html
 
フ,107183,富⼠通フロンテック株式会社
〒206-8555,東京都稲城市⽮野⼝１７７６
2025-10-16
http://fujitsu.com/jp/group/frontech
 
フ,118220,富⼠通プロキュアメントサービス株式会社
〒211-8588,神奈川県川崎市中原区上⼩⽥中４−１−１
2023-07-18
http://www.fujitsu.com/jp/group/fpsl/
 
フ,107155,株式会社富⼠通ラーニングメディア
〒144-8588,東京都⼤⽥区新蒲⽥１−１７−２５
2025-02-06
 
フ,219702,有限会社藤常銅⼯所
〒422-8006,静岡県静岡市駿河区曲⾦７丁⽬１２番２２号
2024-05-11
 
フ,129373,有限会社ＦＵＪＩテクニカル
〒018-0301,秋⽥県にかほ市⾶字餅⽥１３−２２
2024-03-11
 
フ,124672,株式会社富⼠テクニカルリサーチ
〒220-6215,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい２−３−５ クイーンズタワーＣ１５階
2025-12-06
http://www.ftr.co.jp
 
フ,127037,富⼠テクノ株式会社
〒410-0001,静岡県沼津市⾜⾼字尾上２９４−２２
2025-01-18
http://www.fujitechno.co.jp/
 
フ,217826,株式会社フジテクノ
〒567-0824,⼤阪府茨⽊市中津町１１−１１
2023-06-23
 
フ,105452,株式会社フジテクノプラス
〒416-0937,静岡県富⼠市前⽥３２６−１
2025-02-13
http://www.fujitechnoplus.com
 
フ,230122,株式会社フジテッキン
〒324-0231,栃⽊県⼤⽥原市北野上２１１６番地
2025-05-24
 
フ,117084,フジテック株式会社



〒522-8588,滋賀県彦根市宮⽥町５９１−１
2024-03-19
https://www.fujitec.co.jp
 
フ,129316,フジテック株式会社
〒571-0002,⼤阪府⾨真市岸和⽥２−２−２３
2024-02-23
 
フ,219120,株式会社富⼠テック
〒700-0971,岡⼭県岡⼭市北区野⽥五丁⽬２番１３号
2024-02-16
http://fujitec-net.co.jp/
 
フ,219153,有限会社フジテック
〒299-0243,千葉県袖ケ浦市蔵波３１０８−９
2024-02-22
 
フ,230521,株式会社フジテック
〒623-0102,京都府綾部市上杉町⼤⽥１３番地の１
2025-07-26
 
フ,214350,株式会社フジ鉄鋼建設
〒984-0002,宮城県仙台市若林区卸町東４丁⽬３番６号
2025-09-06
https://www.big-advance.site/s/144/1484
 
フ,217609,株式会社フジテツ
〒630-8434,奈良県奈良市⼭町６４５番地
2026-02-25
 
フ,117077,富⼠テレコム株式会社
〒163-1326,東京都新宿区⻄新宿６−５−１ 新宿アイランドタワー２６Ｆ
2023-12-16
http://www.fujitelecom.co.jp
 
フ,117189,株式会社フジテレビ
〒155-0031,東京都世⽥⾕区北沢３−５−９
2025-04-22
 
フ,500354,株式会社フジテレビジョン
〒137-8088,東京都港区台場２−４−８
2024-07-31
https://www.fujitv.co.jp/index.html
 
フ,117042,株式会社フジ・データ・システム
〒660-0892,兵庫県尼崎市東難波町５−２１−１４
2023-11-05
http://www.fdsnet.co.jp
 
フ,103442,フジデノロ株式会社
〒485-0053,愛知県⼩牧市多気南町３６１−１
2023-10-06
http://www.fujidenolo.co.jp
 
フ,215965,株式会社ふじでん



〒041-0812,北海道函館市昭和４丁⽬１４番６号
2025-01-29
_
 
フ,216705,株式会社藤電
〒266-0026,千葉県千葉市緑区古市場町９０７番地１５
2025-06-25
https://www.fuji-den.jp/
 
フ,217109,有限会社藤電
〒433-8105,静岡県浜松市北区三⽅原町７１ー２１
2025-09-17
 
フ,230931,有限会社フジデン
〒168-0073,東京都杉並区下⾼井⼾四丁⽬３５番１５号
2025-09-27
https://fujiden.jimdosite.com/
 
フ,117003,株式会社フジ電科
〒212-0004,川崎市幸区⼩向⻄町４−２０
2024-07-18
http://www.fuji-denka.co.jp/
 
フ,107250,富⼠電機株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１−１１−２
2025-06-06
 
フ,107983,富⼠電機株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１−１１−２
2024-08-11
https://www.fujielectric.co.jp
 
フ,117135,富⼠電機株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１−１１−２
2024-09-18
 
フ,117261,株式会社フジ電機
〒681-0003,⿃取県岩美郡岩美町⼤字浦富２９７２
2026-06-09
http://www.6sfjg.co.jp/
 
フ,117346,株式会社藤電気
〒530-0015,⼤阪市北区中崎⻄２−２−４
2023-11-22
http://www.fuji-dnk.com
 
フ,230251,富⼠電気株式会社
〒593-8326,⼤阪府堺市⻄区鳳⻄町⼀丁８９番地の５
2025-06-21
https://fuji-denki1931.co.jp
 
フ,505779,富⼠電機株式会社
〒210-0856,神奈川県川崎市川崎区⽥辺新⽥１番１号
2026-01-31
 



フ,129283,富⼠電機株式会社 関⻄⽀社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１−１１−２
2024-02-16
http://www.fujielectric.co.jp
 
フ,129076,富⼠電機ＩＴセンター株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１−１１−２
2023-09-01
http://www.fujielectric.co.jp/fitc/
 
フ,117376,富⼠電機ＩＴソリューション株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥６−１５−１２
2023-11-25
http://www.fujielectric.co.jp/fsl/
 
フ,107273,藤電機⼯業株式会社
〒652-0801,神⼾市兵庫区中道通３−２−１２
2026-01-21
http://www.fujidenkiweb.co.jp/
 
フ,117059,不⼆電機⼯業株式会社
〒604-0954,京都市中京区御池通富⼩路⻄⼊る東⼋幡町５８５
2024-04-21
http://www.fujidk.co.jp
 
フ,216729,富⼠電気興業株式会社
〒103-0002,東京都中央区⽇本橋⾺喰町１丁⽬６番３号
2025-06-25
http://www.fdk-fujielectric.co.jp/
 
フ,228353,富⼠電気⼯業株式会社
〒601-8106,京都府京都市南区上⿃⽻北中ノ坪町８番地の５
2024-08-10
http://www.fujidenki-kk.co.jp
 
フ,502869,富⼠電機⼯業株式会社
〒169-0073,東京都新宿区百⼈町１−２１−２２
2022-09-28
http://www.fujidenki-k.co.jp
 
フ,117002,富⼠電機産業株式会社
〒550-0002,⼤阪市⻄区江⼾堀１−８−２
2023-10-21
http://www.fujidensan.co.jp/
 
フ,124474,株式会社不⼆電器製作所
〒106-0046,東京都港区元⿇布１−３−１８
2025-09-10
 
フ,107423,富⼠電機テクニカ株式会社
〒103-0011,東京都中央区⽇本橋⼤伝⾺町５−７
2026-03-16
http://www.fujielectric.co.jp/technica/
 
フ,117105,富⼠電機テクニカ株式会社



〒103-0011,東京都中央区⽇本橋⼤伝⾺町５−７
2024-09-12
https://www.fujielectric.co.jp/technica
 
フ,107540,富⼠電業株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥４−１２−６
2024-02-08
http://www.fujidengyo.co.jp
 
フ,107203,富⼠電⼯株式会社
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨２−１１−１ 富⼠ビル４階
2025-10-27
http://www.fujidenko.co.jp
 
フ,215609,株式会社富⼠電⼯
〒060-0005,北海道札幌市中央区北５条⻄１９丁⽬２４−２５
2024-10-02
 
フ,107135,富⼠電⼦株式会社
〒990-2251,⼭形市⽴⾕川２−１１１４−４
2025-02-01
http://www.ygt-fujidenshi.com
 
フ,120617,富⼠電⼦株式会社
〒336-0033,埼⽟県さいたま市曲本２−１２−８
2023-11-13
http://www.fuji-electro.co.jp/
 
フ,122855,富⼠電⼦株式会社
〒154-0023,東京都世⽥⾕区若林１−３６−１５
2024-12-01
http://www.fuji-denshi.co.jp/
 
フ,117204,不⼆電⼦⼯業株式会社
〒421-0112,静岡県静岡市駿河区東新⽥４−８−１
2026-03-25
http://www.fuji-ele.co.jp
 
フ,231272,富⼠電⼦⼯業株式会社
〒752-0927,⼭⼝県下関市⻑府扇町８番５号
2025-11-08
 
フ,106405,株式会社富⼠電⼦産業
〒734-0022,広島県広島市南区東雲１−１４−２４
2024-11-12
http://www.fujidensi-sangyo.co.jp/
 
フ,215167,富⼠電⼦システム株式会社
〒110-0016,東京都台東区台東１ー１ー１０
2024-01-16
http://fujidensi.co.jp
 
フ,117254,富⼠電精⼯株式会社
〒582-0001,⼤阪府柏原市本郷５−５−４８
2026-04-07



https://www.fujiewc.co.jp
 
フ,219198,藤電設株式会社
〒320-0051,栃⽊県宇都宮市上⼾祭町１１５番地４
2024-03-02
 
フ,505770,富⼠電設株式会社
〒510-0845,三重県四⽇市市海⼭道町１−５６
2026-01-05
 
フ,219353,冨⼠電設⼯業株式会社
〒277-0031,千葉県柏市⻲甲台町１−１１−１０
2024-03-16
 
フ,226492,株式会社富⼠電設⼯業
〒264-0017,千葉県千葉市若葉区加曽利町４１１番地５
2026-03-01
 
フ,127048,冨⼠電線株式会社
〒791-8081,愛媛県松⼭市⾼浜町１−２２４０−１
2025-05-11
http://www.shikoku-fuji.co.jp/
 
フ,102804,富⼠電線販売株式会
〒582-0001,⼤阪府柏原市本郷５−５−４８
2025-10-01
https://www.fujiewc.co.jp
 
フ,102585,藤電創株式会社
〒370-0857,群⾺県⾼崎市上佐野町５３１
2025-06-05
 
フ,125222,株式会社不⼆電装
〒340-0811,埼⽟県⼋潮市⼤字２−４２６
2026-02-14
 
フ,500115,フジトク株式会社
〒114-0034,東京都北区上⼗条⼀丁⽬９番１６号
2023-10-03
http://www.fujitok.co.jp/
 
フ,122457,株式会社フジトク産業
〒416-0952,静岡県富⼠市⻘葉町１４９
2024-09-19
http://www.fujitoku-industry.com
 
フ,215675,富⼠特殊防⽔株式会社
〒419-0204,静岡県富⼠市⼊⼭瀬４−１３−６１
2021-10-23
 
フ,211772,株式会社富⼠塗装
〒020-0122,岩⼿県盛岡市みたけ４ー３３ー１５
2023-07-27
http://www.morioka-fujitoso.jp/
 



フ,117518,株式会社冨⼠塗装所
〒152-0001,東京都⽬黒区中央町１−１３−５
2024-07-18
 
フ,210970,株式会社藤冨組
〒871-0001,⼤分県中津市⼤字⼤新⽥７７０番地の１
2025-03-09
 
フ,216027,株式会社藤友⼯業所
〒299-0111,千葉県市原市姉崎１７７０番地の２０
2025-02-12
 
フ,213336,株式会社フジナガ
〒660-0083,兵庫県尼崎市道意町６−２８−７
2023-07-15
 
フ,213332,株式会社藤浪組
〒507-0074,岐⾩県多治⾒市⼤原町５丁⽬５１番地
2023-07-08
 
フ,129144,株式会社富⼠根産業
〒410-0874,静岡県沼津市松⻑７４５−３
2023-10-29
http://www.fujine.com
 
フ,504700,ＦＵＪＩＮＥＴ ＳＹＳＴＥＭＳ ＪＯＩＮＴ ＳＴＯＣＫ ＣＯＭＰＡＮＹ
〒810-0000,ＷＡＳＥＣＯ Ｂｕｉｌ，１０ Ｐｈｏ Ｑｕａｎｇ Ｓｔｒ，Ｔａｎ Ｂｉｎｈ Ｄｉｓｔ，ＨＣＭＣ，ＶＩ
ＥＴＮＡＭ
2026-06-21
http://www.fujinet.net
 
フ,501486,富⼠ネットシステムズ株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町３−６−２ ⼩津本館ビル５階
2025-01-27
https://fnsys.co.jp/
 
フ,504713,株式会社フジネットジャパン
〒104-0031,東京都中央区京橋１−６−１２ 京橋イーサスビル１０Ｆ
2026-06-22
http://www.fujinet.net
 
フ,225570,不⼆熱学⼯業株式会社
〒542-0081,⼤阪府⼤阪市中央区南船場⼆丁⽬１番１号
2025-06-01
http://www.fujinetsu.co.jp
 
フ,226681,富⼠熱学⼯業株式会社
〒164-0012,東京都中野区本町六丁⽬２７番８号
2026-05-01
https://www.fujinetsu.jp
 
フ,129627,富⼠熱錬⼯業株式会社
〒416-0909,静岡県富⼠市松岡２６６−１０
2024-11-27
http://www.fujinetsuren.co.jp



 
フ,229247,株式会社富⼠野
〒713-8103,岡⼭県倉敷市⽟島⼄島１２７番地の１
2025-08-22
http://fujino.biz/
 
フ,124720,藤野⾦属株式会社
〒103-0001,東京都中央区⽇本橋⼩伝⾺町１５−１８
2025-12-14
http://www.fujino-kinzoku.co.jp
 
フ,213872,株式会社藤野組
〒653-0045,兵庫県神⼾市⻑⽥区駒ケ林南町１番８
2021-10-20
 
フ,117483,藤野商事株式会社
〒720-8527,広島県福⼭市野上町１−４−２
2024-06-19
http://www.fujinoshoji.com/
 
フ,117282,藤野電機⼯業株式会社
〒806-0003,福岡県北九州市⼋幡⻄区⽥町１−４−１
2026-02-26
 
フ,502933,フジハツ⼯業株式会社
〒376-0011,群⾺県桐⽣市相⽣町２丁⽬１０８５
2026-03-17
http://www.fujihatu.co.jp/
 
フ,117399,冨⼠発條株式会社
〒669-5265,兵庫県朝来郡和⽥⼭町筒江１６５−５１
2023-10-20
http://www.fuji-springs.co.jp
 
フ,127059,富⼠発条株式会社
〒574-0044,⼤阪府⼤東市諸福３−１０−１
2025-02-27
http://www.fuji-spring.co.jp/
 
フ,229395,株式会社藤原技研⼯業
〒690-0025,島根県松江市⼋幡町３３
2025-11-21
http://www.fujiharagiken.co.jp/
 
フ,127892,株式会社藤⼤
〒621-0031,京都府⻲岡市稗⽥野町太⽥⽵ヶ花１０−６
2025-05-23
https://fujiharu-kyoto.jp/
 
フ,228698,株式会社藤林鉄筋
〒935-0414,富⼭県氷⾒市⽩川１４０
2024-11-22
 
フ,229285,フジパスク株式会社
〒154-0011,東京都世⽥⾕区上⾺４ー２ー５



2025-09-11
https://passc.co.jp/
 
フ,117629,株式会社富⼠パッキング⼯業所
〒567-0879,⼤阪府茨⽊市東宇野辺町３−１８
2024-09-11
http://www.fujipacking.co.jp
 
フ,214886,株式会社藤弘⼯業
〒416-0945,静岡県富⼠市宮島１０５６ー１
2023-07-18
 
フ,210591,株式会社フジ美装⼯業
〒761-8084,⾹川県⾼松市⼀宮町１３３８ー１
2024-10-06
 
フ,101451,株式会社富⼠鋲螺
〒252-0804,神奈川県藤沢市湘南台１−１４−１４
2024-07-05
http://www.fujibyora.co.jp
 
フ,225792,株式会社富⼠Ｐ＆Ｂ
〒176-0021,東京都練⾺区貫井４ー１４ー１８
2025-08-01
 
フ,225578,株式会社富⼠ピー・エス
〒810-0022,福岡県福岡市中央区薬院１丁⽬１３番８号
2025-06-01
http://www.fujips.co.jp
 
フ,117679,富⼠ファイン株式会社
〒444-8540,愛知県岡崎市⽇名⻄町１１−２１
2024-09-28
http://www.fuji-fine.co.jp/
 
フ,107890,富⼠フイルム株式会社 イメージングソリューション事業部
〒331-9624,さいたま市北区植⽵町１−３２４
2024-11-18
http://fujifilm.jp/
 
フ,117598,富⼠フイルム株式会社 イメージングソリューション事業部
〒331-9624,埼⽟県さいたま市北区植⽵町１−３２４
2024-07-26
https://fujifilm.jp
 
フ,117165,富⼠フイルム エレクトロニクスマテリアルズ株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜３−９−１９ 新横浜ＴＥＣＨビル
2024-10-07
http://ffem.fujifilm.co.jp/
 
フ,100883,富⼠フイルムイメージングシステムズ株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥３−６−３０ 富⼠フイルム五反⽥ビル
2023-09-26
http://ffis.fujifilm.co.jp/
 



フ,103207,富⼠フイルムオプティクス株式会社
〒327-0001,栃⽊県佐野市⼩中町７００
2026-02-07
http://ffop.fujifilm.co.jp/
 
フ,117365,富⼠フイルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社
〒106-0031,東京都港区⻄⿇布２−２６−３０ 富⼠フイルム⻄⿇布ビル
2023-08-11
http://ffgs.fujifilm.co.jp
 
フ,107235,富⼠フイルムシステムサービス株式会社
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町３−７−１ 興和⼀橋ビル５Ｆ
2025-06-08
https://www.fujifilm.com/fbss/
 
フ,107370,富⼠フイルムビジネスイノベーション株式会社
〒107-0052,東京都港区⾚坂９−７−３
2026-05-24
 
フ,122487,富⼠フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社
〒135-0061,東京都江東区豊洲２−２−１ 豊洲ベイサイドクロスタワー
2024-10-02
https://www.fujifilm.com/fb/company/fbj
 
フ,504415,富⼠フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社
〒135-0061,東京都江東区豊洲２丁⽬２番１号
2024-03-10
https://www.fujifilm.com/fb/company/fbj?lnk=footer
 
フ,504584,富⼠フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社
〒135-0061,東京都江東区豊洲２丁⽬２番１号 豊洲ベイサイドクロスタワー
2025-07-29
https://www.fujifilm.com/fb/company/fbj
 
フ,127104,富⼠フイルムプリンティングシステムズ株式会社
〒164-0012,東京都中野区本町２−４６−１
2025-08-15
https://www-cms-fbps.fujifilm.com/fbps/
 
フ,117467,富⼠フイルムヘルスケア株式会社
〒277-0804,千葉県柏市新⼗余⼆２−１
2024-03-15
 
フ,101096,富⼠フイルムヘルスケアマニュファクチャリング株式会社
〒250-0111,神奈川県南⾜柄市⽵松１２５０
2024-02-27
http://fftp.fujifilm.co.jp
 
フ,103800,富⼠フイルムマニュファクチャリング株式会社
〒243-0497,神奈川県海⽼名市本郷２２７４
2024-03-22
https://www.fujifilm.com/fbmfg/
 
フ,231545,富⼠古河Ｅ＆Ｃ株式会社
〒212-0013,神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地



2026-01-10
https://www.ffec.co.jp/
 
フ,213932,冨⼠物産株式会社
〒430-0916,静岡県浜松市中区早⾺町３番地５
2024-12-15
http://www.fujibussan.co.jp/
 
フ,224440,不⼆物産株式会社
〒236-0004,神奈川県横浜市⾦沢区福浦２丁⽬６番８号
2025-04-01
http://www.fujibussan.com
 
フ,117031,富⼠物流株式会社
〒108-0073,東京都港区三⽥３−１０−１
2024-05-23
http://www.fujibuturyu.co.jp
 
フ,117019,富⼠部品⼯業株式会社
〒373-8501,群⾺県太⽥市脇屋町９９７−１４
2024-03-28
http://www.fbk-fuji.co.jp
 
フ,117015,株式会社フジプランズ
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋３−１１−６ 清⽔書院サービス第２ビル
2023-08-20
https://www.fp-t.co.jp
 
フ,127798,不⼆プラント⼯業株式会社
〒213-0031,川崎市⾼津区宇奈根７１７−６
2025-03-12
http://www.fuji-plant.co.jp/
 
フ,117605,富⼠プリント⼯業株式会社
〒192-0154,東京都⼋王⼦市下恩⽅町３１５−１１
2024-08-02
http://www.fujiprint.com
 
フ,120020,富⼠プレート株式会社
〒675-0163,兵庫県加古郡播磨町古宮７−７−６
2023-07-02
https://fujiplate.co.jp
 
フ,117434,株式会社富⼠プレス
〒474-0001,愛知県⼤府市北崎町井⽥１１８
2024-03-21
http://www.fuji-press.co.jp/
 
フ,219393,株式会社フジプロ
〒270-1104,千葉県我孫⼦市新々⽥８５番地６
2024-03-23
 
フ,117065,株式会社フジヘン
〒410-1125,静岡県裾野市富沢３９０−１
2023-09-05



http://www.fujihen.co.jp/
 
フ,212131,富⼠変速機株式会社
〒500-8448,岐⾩県岐⾩市中洲町１８番地
2024-04-18
http://www.fujihensokuki.co.jp
 
フ,117184,冨⼠ベークライト株式会社
〒714-1298,岡⼭県⼩⽥郡⽮掛町⼩⽥６５００
2025-03-03
http://www.fujibake.com
 
フ,502667,株式会社富⼠ベース
〒555-0001,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区佃４丁⽬８番３４号
2024-07-10
http://fujibase.com
 
フ,230420,株式会社フジ・ベンテック
〒250-0851,神奈川県⼩⽥原市曽⽐１４６６番地の１
2025-07-12
http://fuji-ventec.co.jp
 
フ,117185,富⼠包装紙器株式会社
〒529-1663,滋賀県蒲⽣郡⽇野町北脇 ⽇野第⼆⼯業団地５−２
2024-10-27
https://www.fuji-hoso.co.jp
 
フ,120372,フジ貿易株式会社
〒220-0045,神奈川県横浜市⻄区伊勢町２−８−１
2023-09-05
 
フ,105349,フジボウ愛媛株式会社
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町１−１８−１２
2024-11-14
https://www.fujibo.co.jp/corporate/group/ehime.html
 
フ,218781,株式会社富⼠防災
〒151-0073,東京都渋⾕区笹塚２−２−４
2023-12-15
https://www.fujibousai.com/
 
フ,215925,富⼠防災警備株式会社
〒162-0832,東京都新宿区岩⼾町９番地
2025-01-22
http://fuji-b-k.co.jp/
 
フ,125938,フジボウテキスタイル株式会社
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町１−１８−１２
2023-10-24
http://www.fujibo.co.jp
 
フ,125712,フジマーク株式会社
〒569-0034,⼤阪府⾼槻市⼤塚町３−３１−２
2023-08-08
http://www.fujimark.jp



 
フ,217992,株式会社藤牧⼯業所
〒424-0067,静岡県静岡市清⽔区⿃坂１３５７−４
2023-07-21
 
フ,106514,藤巻鋼材⼤阪株式会社
〒578-0921,⼤阪府東⼤阪市⽔⾛５−５−１０
2025-01-17
https://fujimaki-web.co.jp/
 
フ,104364,富⼠⾺鋼業株式会社
〒146-0095,東京都⼤⽥区多摩川１−３６−１６ ルポリテ１階
2025-04-12
 
フ,220240,藤間⼯業株式会社
〒451-0041,愛知県名古屋市⻄区幅下１−１０−３０
2024-09-14
https://www.fujimakogyo.co.jp/
 
フ,225141,株式会社フジマック
〒106-0047,東京都港区南⿇布⼀丁⽬７番２３号
2025-05-01
https://www.fujimak.co.jp/
 
フ,218038,フジマテリアル株式会社
〒344-0058,埼⽟県春⽇部市栄町１−２９１−２
2023-07-28
 
フ,210960,富⼠丸化学⼯業株式会社
〒157-0076,東京都世⽥⾕区岡本２丁⽬２６番１２号
2025-03-04
http://www.fujimaru.com/
 
フ,227146,富⼠丸⼯販株式会社
〒252-0816,神奈川県藤沢市遠藤１３３６番地４
2023-11-01
 
フ,215755,富⼠丸産業株式会社
〒490-1435,愛知県海部郡⾶島村⼤字梅之郷字中梅５９
2024-11-20
 
フ,127151,株式会社フジミ
〒994-0069,⼭形県天童市清池東２−５−１５
2025-09-28
http://www.fujimi-ss.co.jp
 
フ,129674,有限会社フジミ
〒143-0013,東京都⼤⽥区⼤森南３−１１−１１
2024-12-04
 
フ,121838,フジミエレクトロ株式会社
〒104-0041,東京都中央区新富１−９−９ 新富３Ｔビル４階
2024-06-16
 
フ,129614,有限会社富⼠⾒⾦型製作所



〒252-0815,神奈川県藤沢市⽯川６−９−１１
2024-11-25
 
フ,220140,株式会社フジミ計装
〒259-1213,神奈川県平塚市⽚岡４２８ー１
2024-08-10
 
フ,213646,フジミ⼯研株式会社
〒355-0813,埼⽟県⽐企郡滑川町⼤字⽉輪１５７６番地１
2024-03-24
http://www.f-koken.co.jp
 
フ,127100,富⼠⾒産業株式会社
〒361-0016,埼⽟県⾏⽥市藤原町１−３１−２２
2025-05-15
 
フ,103946,藤光⼯業株式会社
〒441-1304,愛知県新城市⼤宮字南⾙津３−３８
2024-09-02
 
フ,216374,藤光鋼材株式会社
〒060-0031,北海道札幌市中央区北⼀条東７丁⽬１番地
2025-05-08
http://www.fujimitsu-steel.co.jp/
 
フ,100938,フジミ電機株式会社
〒183-0025,東京都府中市⽮崎町２−１９−２
2023-11-28
http://www.fujimi-denki.jp/
 
フ,218534,株式会社富⼠⾒道路
〒361-0016,埼⽟県⾏⽥市藤原町１−３０−７
2023-10-13
 
フ,211297,株式会社フジムラ
〒134-0013,東京都江⼾川区江⼾川５丁⽬２０番地７７
2025-07-27
http://www.kaitai-fujimura.co.jp/
 
フ,221394,藤村クレスト株式会社
〒945-0061,新潟県柏崎市栄町７番８号
2025-04-01
https://fujimura-crest.co.jp
 
フ,226887,株式会社藤村式黒板製作所
〒950-1217,新潟県新潟市南区⽩根３０２４番地
2026-07-01
https://www.fujimura-kk.co.jp
 
フ,128956,藤村電器株式会社
〒142-0063,東京都品川区荏原５−１０−１３
2023-05-21
 
フ,104958,株式会社フジメカニック
〒335-0032,埼⽟県⼾⽥市美⼥⽊東２−４−１



2023-10-17
http://www.fujimechanic.co.jp/
 
フ,121899,フジモールド⼯業株式会社
〒979-1101,福島県双葉郡富岡町⼩良ヶ浜字深⾕３１１−３
2024-07-03
http://www.fuji-mold.jp/
 
フ,129118,富⼠⽊材株式会社
〒417-0801,静岡県富⼠市⼤渕３８００−８
2023-10-16
http://www.ipac-fujimoku.co.jp
 
フ,229316,不⼆⽊材⼯業株式会社
〒456-0062,愛知県名古屋市熱⽥区⼤宝４ー１ー１１
2025-10-04
http://www.fujimokuzai.co.jp
 
フ,100705,株式会社フジモデル
〒174-0063,東京都板橋区前野町１−３−２
2026-04-18
https://fujimodel.co.jp
 
フ,101316,有限会社藤モデル
〒252-1108,神奈川県綾瀬市深⾕上７−４−１５
2024-04-27
http://www.fuji-model.co.jp/
 
フ,217779,株式会社藤本
〒603-8244,京都府京都市北区紫野東蓮台野町１０番地
2023-06-09
 
フ,117288,藤本科学株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥３−２−１５
2023-07-28
http://www.fujimoto-kagaku.co.jp
 
フ,127025,株式会社藤本機⼯
〒577-0032,⼤阪府東⼤阪市御厨４−１−２９
2024-11-27
 
フ,127590,株式会社藤本機⼯
〒239-0807,神奈川県横須賀市根岸町４−２−４
2024-11-29
http://www.fjk70.co.jp/
 
フ,117486,株式会社藤本⼯業
〒409-0502,⼭梨県⼤⽉市富浜町⿃沢１２３５
2024-06-08
 
フ,120160,藤本興業株式会社
〒803-0816,北九州市⼩倉北区⾦⽥２−１−１８
2023-07-26
 
フ,213676,株式会社藤元⼯業



〒771-2103,徳島県美⾺市美⾺町字露⼝５０ー１
2024-04-14
 
フ,213685,株式会社藤本重機
〒794-0007,愛媛県今治市近⾒町３丁⽬６番６０号
2024-04-21
http://fujimoto-juki.co.jp
 
フ,124590,株式会社藤本製作所
〒524-0003,滋賀県守⼭市中町４５
2025-11-10
 
フ,217035,藤本タイル株式会社
〒577-0066,⼤阪府東⼤阪市⾼井⽥本通３ー５ー１８
2025-04-01
 
フ,229054,有限会社藤本電設
〒744-0031,⼭⼝県下松市⽣野屋⼆丁⽬２番１８号
2025-05-31
https://fuzimotodensetsu.jp/
 
フ,225921,有限会社藤本塗装店
〒740-0012,⼭⼝県岩国市元町１ー６ー１５
2025-09-01
 
フ,117082,藤森⼯業株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿１−２３−７
2023-11-20
http://www.zacros.co.jp
 
フ,127002,フジモリ産業株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿１−２３−７ 新宿ファーストウエスト１０階
2024-12-13
http://www.fujimori.co.jp
 
フ,106001,株式会社藤森電機製作所
〒170-0011,東京都豊島区池袋本町１−１−１０
2023-08-17
 
フ,213699,株式会社藤屋
〒254-0003,神奈川県平塚市下島７６８番地１
2024-05-12
 
フ,220122,有限会社フジヤ
〒463-0011,愛知県名古屋市守⼭区⼩幡２−１２−２
2024-08-03
https://www.hello-fujiya.com
 
フ,127003,冨⼠薬品⼯業株式会社
〒106-0031,東京都港区⻄⿇布３−２４−１１
2025-04-06
http://www.fcfuji.co.jp
 
フ,231150,株式会社フジヤ電設
〒206-0812,東京都稲城市⽮野⼝１００４番地



2025-10-25
http://www.fujiya-densetsu.jp
 
フ,218809,株式会社藤⾕電設⼯業
〒121-0062,東京都⾜⽴区南花畑２ー３２ー１
2023-12-22
 
フ,230094,有限会社藤⼭⼯業
〒619-0201,京都府⽊津川市⼭城町綺⽥綾杉１１番地
2025-05-17
http://fujiyama-k.com
 
フ,106386,フジヤマジャパン株式会社
〒520-2114,滋賀県⼤津市中野１−１−６
2024-11-01
 
フ,126342,株式会社藤⼭電気⼯学社
〒703-8228,岡⼭県岡⼭市中区⼄多⾒４４１−１６
2023-12-07
http://www.fujiyamatech.co.jp
 
フ,219269,不⼆輸送機⼯業株式会社
〒756-0088,⼭⼝県⼭陽⼩野⽥市⼤字東⾼泊字⼀の横道２３２７番地１
2024-03-09
https://www.fujiyusoki.com/
 
フ,223573,不⼆窯業株式会社
〒104-0041,東京都中央区新富２ー１４ー５
2024-09-01
http://www.fujiyogyo.co.jp
 
フ,213795,有限会社藤吉⼯業
〒860-0055,熊本県熊本市⻄区蓮台寺１丁⽬１０ー２
2024-08-04
 
フ,224034,藤吉⼯業株式会社
〒453-0801,愛知県名古屋市中村区太閤４ー２ー８
2025-01-01
https://www.fujiyoshi.co.jp/
 
フ,126974,不⼆ライトメタル株式会社
〒869-0192,熊本県⽟名郡⻑洲町⻑洲２１６８
2024-06-28
http://www.fuji-lm.co.jp
 
フ,214867,株式会社富⼠緑化
〒963-8053,福島県郡⼭市⼋⼭⽥⻄１丁⽬１６２
2023-07-11
 
フ,220986,富⼠冷熱株式会社
〒110-0013,東京都台東区⼊⾕⼆丁⽬３３番１号
2025-04-05
https://fujireinetsu.co.jp
 
フ,129023,株式会社フジレメック



〒955-0053,新潟県三条市北⼊蔵１−２−５
2026-07-08
http://www.fjr.co.jp
 
フ,102944,株式会社フジワーク
〒569-0803,⼤阪府⾼槻市⾼槻町１１−２
2026-01-09
http://www.fujiwork.co.jp
 
フ,213479,富⼠和建材株式会社
〒406-0032,⼭梨県笛吹市⽯和町四⽇市場２２３０番地
2023-10-21
 
フ,107223,富⼠和電⼦株式会社
〒242-0021,神奈川県⼤和市中央２−１４−２４
2025-11-30
https://fujiwa-net.com
 
フ,507130,株式会社フジワラ
〒481-8505,愛知県北名古屋市六ッ師⼥夫越１番地
2025-09-05
http://www.fujiwara-ac.co.jp/company/about.html
 
フ,218185,藤原運輸株式会社
〒550-0022,⼤阪府⼤阪市⻄区本⽥四丁⽬７番１８号
2023-08-11
 
フ,218527,株式会社藤原組
〒711-0913,岡⼭県倉敷市児島味野１−３−１２
2023-10-13
http://www.fujiwara-gumi.co.jp/
 
フ,105416,株式会社フジワラケミカルエンジニアリング
〒710-0145,岡⼭県倉敷市福江７−１
2025-01-17
https://www.fuji-chemicaleng.co.jp/
 
フ,228737,株式会社藤原建⼯
〒721-0942,広島県福⼭市引野町５丁⽬４６ー１３
2024-12-06
 
フ,216868,有限会社藤原建設
〒710-0131,岡⼭県倉敷市天城台４ー７ー１９
2025-07-16
 
フ,221804,藤原⼯業株式会社
〒089-0602,北海道中川郡幕別町旭町９１番地
2025-07-01
https://fujiwara-inds.jp/
 
フ,225862,株式会社藤原⼯業
〒710-0036,岡⼭県倉敷市粒浦２２２番地
2025-08-01
http://www.fujiwarakogyo.co.jp/
 



フ,226422,藤原⼯業有限会社
〒816-0981,福岡県⼤野城市若草⼀丁⽬１１番１６号
2026-03-01
 
フ,221184,藤原鋼材株式会社
〒106-0045,東京都港区⿇布⼗番１ー７ー３
2025-03-01
 
フ,104585,株式会社藤原製作所
〒144-0045,東京都⼤⽥区南六郷３−１０−１２
2025-11-02
http://fujiwara.m78.com/
 
フ,224979,藤原鉄筋建材株式会社
〒411-0931,静岡県駿東郡⻑泉町東野字⼋分平５０番地の７０
2025-04-01
_
 
フ,214063,藤原電⼯株式会社
〒114-0015,東京都北区中⾥２丁⽬１７番１０号
2025-03-08
_
 
フ,217182,株式会社藤原電⼯
〒213-0033,神奈川県川崎市⾼津区下作延２丁⽬２２番地１１号
2025-10-08
 
フ,228238,藤原塗装株式会社
〒870-0039,⼤分県⼤分市中春⽇町４１番地
2024-06-29
https://www.fujiwaratosou.co.jp
 
フ,120058,布施⼯業株式会社
〒581-0035,⼤阪府⼋尾市⻄⼸削１−５９
2023-07-11
http://www.fuse-kogyo.co.jp/
 
フ,223802,有限会社布施左⼯所
〒373-0853,群⾺県太⽥市浜町３６−３８
2024-11-01
 
フ,105462,布施真空株式会社
〒583-0841,⼤阪府⽻曳野市駒ヶ⾕２−１０３
2025-02-19
http://www.fvf.co.jp
 
フ,504587,株式会社布施製作所
〒373-0847,群⾺県太⽥市⻄新町９−３
2022-07-29
www.fuse-ss.com/
 
フ,107503,株式会社フセラシ
〒577-0053,⼤阪府東⼤阪市⾼井⽥１１−７４
2026-06-10
http://www.fuserashi.com/



 
フ,117167,株式会社富創
〒182-0014,東京都調布市柴崎１−５２−９
2025-01-19
http://www.fuso-ss.co.jp
 
フ,211729,株式会社フソウ
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町⼆丁⽬３番１号
2023-06-29
http://www.fusokensetsu.co.jp
 
フ,221236,扶桑株式会社
〒060-0005,北海道札幌市中央区北五条⻄１９丁⽬２４番地１０
2025-03-01
 
フ,117252,扶桑アビエーション株式会社
〒151-0073,東京都渋⾕区笹塚１−５６−１０ 笹塚総栄ビル３階
2026-02-22
https://fusoh-aviation.co.jp/index.html
 
フ,219066,有限会社扶桑エレキシステム
〒135-0022,東京都江東区三好２−１２−９
2024-02-09
 
フ,215558,フソウ開発⼯業株式会社
〒362-0065,埼⽟県上尾市畔吉１０６１番地９
2024-09-11
 
フ,117133,扶桑化学株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥１−２０−７
2025-09-14
https://www.fusou-chemical.co.jp/
 
フ,217065,扶桑管⼯業株式会社
〒616-8106,京都府京都市右京区太秦和泉式部町１２番地
2025-04-01
http://www2.odn.ne.jp/fsk/
 
フ,117378,株式会社扶桑ケミカル
〒105-0004,東京都港区新橋５−８−５
2024-02-02
http://www.fuso-chemical.com
 
フ,225451,扶桑建設株式会社
〒171-0031,東京都豊島区⽬⽩２丁⽬９番２号
2025-06-01
http://www.fuso-c.co.jp
 
フ,129711,扶桑鋼管株式会社
〒279-0011,千葉県浦安市美浜１−９−２ 浦安ブライトンビル２階
2024-12-18
http://www.fusoh-kokan.co.jp
 
フ,117685,扶桑⼯業株式会社
〒526-0043,滋賀県⻑浜市⼤戌亥町７３０



2024-08-09
http://www.fusoco.co.jp/
 
フ,221455,株式会社扶桑⼯業
〒426-8566,静岡県藤枝市茶町１ー６ー２
2025-04-01
https://www.kk-fuso.co.jp/
 
フ,221584,扶桑⼯業株式会社
〒101-0063,東京都千代⽥区神⽥淡路町２丁⽬２３番地
2025-04-01
_
 
フ,500147,扶桑⼯業株式会社
〒592-8335,⼤阪府堺市⻄区浜寺⽯津町２−２−２０
2023-11-15
http://fuso-industries.co.jp/
 
フ,100587,扶桑興産株式会社
〒373-0826,群⾺県太⽥市古⼾町１１０１−２
2026-01-27
http://www.fusoukousan.jp/
 
フ,222298,扶桑興産株式会社
〒769-0208,⾹川県綾歌郡宇多津町浜⼋番丁１３４ー７
2023-11-01
http://www.fusokosan.co.jp
 
フ,122362,富双ゴム⼯業株式会社
〒335-0005,埼⽟県蕨市錦町６−４−２１
2024-08-26
http://www.fusogom.co.jp/
 
フ,226771,株式会社扶桑商会
〒721-0954,広島県福⼭市卸町１番１号
2026-06-01
https://www.fuso-bc.jp/
 
フ,117361,扶桑商事株式会社
〒100-0014,東京都千代⽥区永⽥町２−１０−１
2023-10-26
http://www.fusoh.co.jp
 
フ,224087,扶桑電機株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２丁⽬１２番８号
2025-02-01
http://www.fuso-denki.co.jp/
 
フ,104140,扶桑電機⼯業株式会社
〒140-8676,東京都品川区南品川６−３−１０
2024-10-29
http://www.fusodenki.co.jp/
 
フ,117094,扶桑電機⼯業株式会社
〒673-0028,兵庫県明⽯市硯町３−４−２



2024-03-21
http://www.fuso-elec.co.jp/
 
フ,231555,扶桑電通株式会社
〒104-0045,東京都中央区築地五丁⽬４番１８号
2026-01-10
https://www.fusodentsu.co.jp/
 
フ,219420,株式会社扶桑冷熱⼯業
〒124-0023,東京都葛飾区東新⼩岩７丁⽬２７番１６号
2024-03-23
http://fuso-reinetsu.co.jp
 
フ,215890,株式会社フタガミ
〒783-0055,⾼知県南国市双葉台１
2024-12-25
https://www.futagami.co.jp/
 
フ,220091,株式会社⼆神組
〒790-8508,愛媛県松⼭市⽵原２−１−１９
2024-07-20
https://www.futagamigumi.co.jp
 
フ,231097,⼆神建⼯株式会社
〒734-0022,広島県広島市南区東雲⼀丁⽬４番１５号
2025-10-18
 
フ,129041,⼆九精密機械⼯業株式会社
〒601-8454,京都府京都市南区唐橋経⽥町３３−３
2023-07-28
http://futaku.co.jp
 
フ,218849,⼆ツ⼭建設株式会社
〒986-0868,宮城県⽯巻市恵み野６丁⽬２番地１２
2023-12-22
 
フ,117478,株式会社フタバ
〒170-0004,東京都豊島区北⼤塚２−２２−５
2024-07-12
http://www.futaba-corp.com/
 
フ,126846,株式会社双葉
〒441-8011,愛知県豊橋市菰⼝町５−３８
2024-05-15
http://www.futabaweb.jp
 
フ,211326,株式会社⼆葉
〒134-0083,東京都江⼾川区中葛⻄４ー４ー２２
2025-08-06
 
フ,210740,株式会社双葉アメニティ
〒299-0245,千葉県袖ヶ浦市蔵波台３ー３ー１６
2024-12-02
https://futaba-amenity.com/index.html
 



フ,218148,双葉運輸株式会社
〒979-1302,福島県双葉郡⼤熊町⼤字⼩⼊野字⻄⼤和久３３９番地の１
2023-08-04
 
フ,102551,双葉化学株式会社
〒104-0044,東京都中央区明⽯町１１−６ 加健築地ビル
2025-04-24
http://www.futabachem.co.jp
 
フ,126668,双葉化学薬品株式会社
〒550-0025,⼤阪市⻄区九条南４−１３−１８
2024-02-27
http://futaba-chemicals.sakura.ne.jp/
 
フ,106639,双葉化成⼯業株式会社
〒175-0081,東京都板橋区新河岸１−１６−２３
2025-04-27
 
フ,215497,株式会社双葉環境メンテナンス
〒979-1307,福島県双葉郡⼤隈町⼤字野上字湯の神３７０番地
2021-07-17
 
フ,216070,⼆葉⾦属⼯業株式会社
〒311-2442,茨城県潮来市⼩泉２１２２
2025-02-19
 
フ,117440,双葉⾦属⼯業株式会社
〒581-0039,⼤阪府⼋尾市太⽥新町７−２４８
2024-02-09
http://www.futabakinzoku.co.jp
 
フ,220324,双葉グリーン⼟⽊株式会社
〒979-1526,福島県双葉郡浪江町⼤字⽜渡字⽵の花５２番地
2024-10-05
https://fgt.co.jp/
 
フ,230004,有限会社双葉建塗
〒350-1173,埼⽟県川越市安⽐奈新⽥５０番地３３
2025-04-12
 
フ,218597,株式会社フタバコーケン
〒424-0943,静岡県静岡市清⽔区港町１−６−４
2023-11-04
 
フ,101426,双葉⼯業株式会社
〒791-8042,愛媛県松⼭市南吉⽥町２３７０−１
2024-06-18
http://www.hikari-net.co.jp
 
フ,212396,株式会社双葉⼯業
〒664-0006,兵庫県伊丹市鴻池４丁⽬３番１８号
2024-11-28
 
フ,217055,フタバ興業株式会社
〒564-0044,⼤阪府吹⽥市南⾦⽥１ー１０ー１８



2025-04-01
 
フ,217251,双葉⼯業株式会社
〒235-0023,神奈川県横浜市磯⼦区森３−８−２
2022-10-29
http://www.futaba-industry.co.jp/
 
フ,210991,株式会社双葉⼯業社
〒065-0022,北海道札幌市東区北２２条東１丁⽬１番５０号
2025-03-18
http://www.k-futaba.co.jp/
 
フ,215370,フタバコンサルタント株式会社
〒970-1153,福島県いわき市好間町上好間字岸１２−３
2024-04-23
 
フ,107770,フタバ産業株式会社
〒444-8558,岡崎市橋⽬町字御茶屋１
2024-08-02
http://www.futabasangyo.com
 
フ,117661,⼆葉産業株式会社
〒463-0808,名古屋市守⼭区花咲台２−５０１
2024-10-16
https://www.futaba-web.com/
 
フ,122766,⼆葉産業株式会社
〒105-0014,東京都港区芝３−１８−１
2024-11-13
http://www.futaba-jp.net/
 
フ,127211,双葉産業株式会社
〒192-8533,東京都⼋王⼦市本郷町８−１２
2026-04-26
http://www.fskh.co.jp
 
フ,211758,株式会社フタバ産業
〒800-0031,福岡県北九州市⾨司区⾼⽥１丁⽬１７ー２２
2026-07-14
 
フ,214189,フタバ産業株式会社
〒194-0042,東京都町⽥市東⽟川学園４丁⽬３４８０ー７
2025-05-17
_
 
フ,222522,株式会社双葉資材
〒158-0094,東京都世⽥⾕区⽟川２丁⽬１０番１５号
2023-12-01
http://www.futaba-311p.com/
 
フ,103114,双葉実業株式会社
〒542-0082,⼤阪府⼤阪市中央区島之内１−１２−２３
2026-03-31
 
フ,217874,双葉上下⽔道管理株式会社



〒979-1531,福島県双葉郡浪江町⼤字川添字南上ノ原７１番地２７
2023-06-30
 
フ,223056,株式会社フタバ造園
〒464-0025,愛知県名古屋市千種区桜が丘２３０
2024-04-01
http://www.futabazoen.co.jp/
 
フ,229681,有限会社双葉建具店
〒211-0025,神奈川県川崎市中原区⽊⽉４ー４ー２８
2020-04-28
 
フ,127234,株式会社双葉ダイカスト
〒335-0023,埼⽟県⼾⽥市本町２−５−３−１０３
2026-04-04
 
フ,122455,株式会社双葉ダイス
〒939-0627,富⼭県下新川郡⼊善町椚⼭７６２−１
2024-09-19
 
フ,117349,双葉通信機株式会社
〒369-0201,埼⽟県深⾕市岡２７００
2023-10-12
http://www.futaba-tushinki.co.jp/
 
フ,227163,株式会社双葉鉄筋
〒444-0126,愛知県額⽥郡幸⽥町⼤字桐⼭字南屋敷５７番地３
2023-11-01
 
フ,216038,双葉鉄道⼯業株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋５丁⽬１４番６号
2025-02-12
https://www.futaba-t.co.jp
 
フ,127091,双葉電気株式会社
〒338-0004,埼⽟県さいたま市中央区本町⻄４−１２−１０
2025-03-15
https://www.futaba-elec.co.jp
 
フ,219263,双葉電機株式会社
〒702-8022,岡⼭県岡⼭市南区福成２丁⽬２３番１８号
2024-03-09
 
フ,220900,双葉電機株式会社
〒721-0962,広島県福⼭市東⼿城町三丁⽬３４番２４号
2025-03-22
http://www.futaba-e.jp/
 
フ,224090,双葉電気株式会社
〒558-0014,⼤阪府⼤阪市住吉区我孫⼦５ー４ー１４
2025-02-01
http://www.futabadenki.jp
 
フ,230743,⼆葉電気株式会社
〒792-0811,愛媛県新居浜市庄内町⼀丁⽬８番２５号



2025-08-23
 
フ,103936,双葉電気通信株式会社
〒530-0035,⼤阪市北区同⼼２−３−１
2024-08-26
http://www.fetc.co.jp
 
フ,230447,⼆葉電⼯株式会社
〒745-0802,⼭⼝県周南市⼤字栗屋７６６番地
2025-07-12
http://futabadenko.co.jp
 
フ,107140,双葉電⼦⼯業株式会社
〒297-8588,千葉県茂原市⼤芝６２９
2025-04-13
http://www.futaba.co.jp
 
フ,127966,フタバ電⼦⼯業株式会社
〒510-0305,三重県津市河芸町中別保１８６１
2025-07-12
http://www.futaba-el.com
 
フ,217147,有限会社双葉電装
〒979-0514,福島県双葉郡楢葉町⼤字下⼩塙字⽉⼭寺後２６番地７
2025-09-24
 
フ,225266,株式会社双葉巴
〒186-0003,東京都国⽴市富⼠⾒台３丁⽬２４番地の４
2025-06-01
https://www.futabatomoe.co.jp/
 
フ,230239,双葉不動産建設株式会社
〒979-1521,福島県双葉郡浪江町⼤字権現堂字上続町１８番地２
2025-06-21
 
フ,117156,双三光学塗装株式会社
〒962-0403,福島県須賀川市滑川字⻄⼭３０
2025-08-03
http://www.futami-kogaku.co.jp/
 
フ,127047,株式会社フタミ製作所
〒142-0063,東京都品川区荏原４−１８−５
2025-01-22
http://www.futami-ss.co.jp/
 
フ,214557,株式会社⼆⾒屋
〒381-2214,⻑野県⻑野市稲⾥町⽥牧１９０
2026-02-07
http://w2.avis.ne.jp/~futamiya/
 
フ,106218,フタムラ化学株式会社
〒450-0002,名古屋市中村区名駅２ー２９ー１６
2024-05-13
https://www.futamura.co.jp
 



フ,229150,普代産業株式会社
〒104-0031,東京都中央区京橋２丁⽬１８番２号
2025-06-27
https://www.fudai-sg.co.jp/
 
フ,125643,札内⼯業株式会社
〒350-0203,埼⽟県坂⼾市横沼６３８−１
2023-07-11
http://www.fudauti-ind.co.jp
 
フ,221109,株式会社フチカ
〒812-0028,福岡県福岡市博多区須崎町６番２号
2025-02-01
 
フ,127123,株式会社淵本鋼機
〒940-0046,新潟県⻑岡市四郎丸４−７−１２
2025-11-05
http://www.fuchimoto.co.jp
 
フ,129293,渕本重⼯業株式会社
〒701-2202,岡⼭県⾚磐市坂辺１５６６
2024-02-18
http://www.fuchimoto-jk.co.jp
 
フ,129365,府中プラ株式会社
〒726-0002,広島県府中市鵜飼町８００−１３２
2024-03-09
http://www.fuchu-pla.com
 
フ,228924,株式会社府中防⽔⼯業
〒183-0035,東京都府中市四⾕４丁⽬５４番地７４
2025-03-13
 
フ,216826,復建調査設計株式会社
〒732-0052,広島県広島市東区光町⼆丁⽬１０番１１号
2025-07-02
https://www.fukken.co.jp
 
フ,220262,福興電気株式会社
〒984-0074,宮城県仙台市若林区東七番丁１５
2024-09-21
 
フ,117448,伏虎⾦属⼯業株式会社
〒640-8324,和歌⼭市吹屋町２−３３
2024-06-30
http://www.fukko.com/
 
フ,225115,フッソ電気株式会社
〒176-0021,東京都練⾺区貫井４ー４６ー１
2025-05-01
 
フ,231732,有限会社夫津⽊鉄筋
〒824-0025,福岡県⾏橋市⼤字東徳永１２８番地の１
2026-02-28
 



フ,107845,フドー株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−１５−１６
2025-10-07
http://www.fudow.co.jp/
 
フ,117659,不動産業株式会社
〒103-0021,東京都中央区⽇本橋本⽯町３−２−７ 常盤ビル３Ｆ
2024-09-25
http://www.fudou-h.co.jp
 
フ,210838,有限会社不動測量
〒819-1105,福岡県⽷島市潤２丁⽬１６ー１１
2025-01-20
 
フ,217030,株式会社不動テトラ
〒103-0016,東京都中央区⽇本橋⼩網町７番２号
2024-04-01
http://www.fudotetra.co.jp
 
フ,230246,不動電設有限会社
〒861-8041,熊本県熊本市東区⼾島五丁⽬１０番１１６号
2025-06-21
 
フ,101142,船井サービス株式会社
〒577-0012,⼤阪府東⼤阪市⻑⽥東３−２−４３ ⻑⽥ＳＫパークビル３Ｆ
2024-03-09
http://www.funai-service.co.jp/
 
フ,129988,有限会社船⽊製作所
〒329-1571,栃⽊県⽮板市⽚岡１９１３−１１
2025-05-31
http://www5.ocn.ne.jp/~fnkss279/
 
フ,104686,株式会社⾈⽊電業社
〒312-0055,茨城県ひたちなか市⼤成町１４−１９
2026-03-22
 
フ,228468,⾈瀬鉄⼯株式会社
〒453-0825,愛知県名古屋市中村区沖⽥町５６番地
2021-09-13
 
フ,215892,船橋興産株式会社
〒273-0014,千葉県船橋市⾼瀬町３１番地２
2022-01-08
 
フ,129223,株式会社船橋総⾏
〒273-0014,千葉県船橋市⾼瀬町６２−２
2024-01-16
http://ninonet.co.jp
 
フ,217624,株式会社船曳
〒672-8079,兵庫県姫路市飾磨区今在家７丁⽬４７ー２
2026-03-03
 
フ,212469,株式会社船⼭⼯業



〒960-8076,福島県福島市上野寺字原６番地の２
2025-02-13
 
フ,218063,有限会社朴⽊⼯務店
〒560-0036,⼤阪府豊中市蛍池⻄町２丁⽬１３番１２号ヴィラエアポート２０３号室
2023-08-04
 
フ,216433,株式会社⽂創
〒453-0816,愛知県名古屋市中村区京⽥町２丁⽬１番
2025-05-14
https://www.fumiso.com/
 
フ,507073,冨美通信興業株式会社
〒104-0028,東京都中央区⼋重洲⼆丁⽬７番１２号
2024-12-15
http://www.fumitsushin.co.jp/
 
フ,120207,フミテック株式会社
〒963-8071,福島県郡⼭市富久⼭町久保⽥字下河原１５６
2023-08-01
http://fumitec.jp
 
フ,103138,株式会社フュージョン
〒869-1205,熊本県菊池市旭志川辺１９２７−１
2024-04-10
http://www.kk-fusion.jp/
 
フ,505335,株式会社フュージョン
〒110-0015,東京都台東区東上野１−２１−８ ウィスダム東上野２階
2023-01-22
 
フ,505235,株式会社フューチャー・コミュニケーションズ
〒542-0081,⼤阪府⼤阪市中央区南船場４−３−２ ヒューリック⼼斎橋ビル６Ｆ
2022-06-19
https://future-coms.com/
 
フ,100580,株式会社フューチャーシステム
〒530-0002,⼤阪市北区曽根崎新地２−６−１２ ⼩学館ビル８階
2026-01-25
http://www.fsc-j.co.jp/
 
フ,217133,フューチャー・ネットワーク株式会社
〒104-0041,東京都中央区新富１−１７−１宮倉ビル３Ｆ
2025-09-24
http://www.ftn.co.jp
 
フ,504530,株式会社フューチャーネットワークス
〒220-6214,横浜市⻄区みなとみらい２−３−５クイーンズタワーＣ１４階
2025-03-10
https://www.fnet.ne.jp/
 
フ,504758,フュチャーモデル株式会社
〒169-0074,東京都新宿区北新宿２−２１−１ 新宿フロントタワー２８Ｆ
2026-07-14
http://futuremodel.co.jp/



 
フ,504349,フューチャオフィスコーデネイトサービス株式会社
〒242-0024,神奈川県⼤和市福⽥１８１４−１０
2026-05-23
http://www.focs.co.jp/
 
フ,504677,株式会社フューレックス
〒460-0002,愛知県名古屋市中区丸の内３−１６−２９ 新東通信ビル５Ｆ
2023-06-14
http://www.fulex.jp
 
フ,223486,冬⽊⼯業株式会社
〒370-0841,群⾺県⾼崎市栄町２７ー１５
2024-08-01
http://www.fuyuki.co.jp/
 
フ,117630,フヨー株式会社
〒188-0014,東京都⻄東京市芝久保町１−１３−１３
2024-07-27
http://www.fyc.jp
 
フ,100435,株式会社扶洋
〒556-0004,⼤阪市浪速区⽇本橋⻄１−８−１７
2025-11-29
http://www.fuyo.co.jp
 
フ,214059,株式会社富洋組
〒512-0923,三重県四⽇市市⾼⾓町９１８番地の２
2025-03-08
https://fuyougumi.com/
 
フ,227849,扶餘建設⼯業株式会社
〒615-0833,京都府京都市右京区⻄京極橋詰町１８
2024-04-10
 
フ,123447,芙蓉⼯業株式会社
〒252-0804,神奈川県藤沢市湘南台３−１９−１
2025-02-05
http://www.fuyou-kogyo.co.jp
 
フ,127251,富葉産業株式会社
〒422-8033,静岡市駿河区登呂５−２１−３６
2026-05-02
 
フ,117677,株式会社芙蓉ビデオエイジェンシー
〒241-0826,神奈川県横浜市旭区東希望が丘７−２５
2024-09-01
http://www.fva.co.jp
 
フ,505583,フラクタル株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−１１−５
2024-04-22
 
フ,104502,Ｆｌａｓｈ Ａｌｌｉａｎｃｅ有限会社
〒512-8550,三重県四⽇市市⼭之⼀⾊町８００



2025-08-09
 
フ,104505,Ｆｌａｓｈ Ｐａｒｔｎｅｒｓ有限会社
〒512-8550,三重県四⽇市市⼭之⼀⾊町８００
2025-08-09
 
フ,104504,Ｆｌａｓｈ Ｆｏｒｗａｒｄ合同会社
〒512-8550,三重県四⽇市市⼭之⼀⾊町８００
2025-08-09
 
フ,211936,株式会社フラット
〒213-0006,神奈川県川崎市⾼津区下野⽑３−７−２−１
2020-12-08
 
フ,214616,株式会社ＦＬＡＴ
〒501-4203,岐⾩県郡上市⼋幡町初納６９ー７
2026-03-07
http://flat-group.biz/
 
フ,123964,フラットシステムソリューションズ株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿３−１−５ 新宿嘉泉ビル
2025-06-15
http://www.flat-ss.co.jp
 
フ,117053,株式会社フラット電⼦
〒245-0012,横浜市泉区中⽥北３−１−２７
2024-07-30
http://www.flatdenshi.co.jp
 
フ,502927,株式会社 フラワーパーク
〒810-0065,福岡県福岡市中央区地⾏浜１−２−５
2026-02-21
http://flowerpark.info
 
フ,505024,株式会社ＦＲＥＥ ＳＹＳＴＥＭ
〒221-0844,神奈川県横浜市神奈川区沢渡１−２菱興⾼島台第⼆ビル４Ｅ
2024-01-24
http://www.freesystem.jp
 
フ,129974,フリースペースエンジニアリング株式会社
〒960-8154,福島県福島市伏拝字台⽥２２−２
2025-05-19
http://www.fse-corp.com
 
フ,231859,株式会社フリーズプラン
〒339-0069,埼⽟県さいたま市岩槻区⼤字箕輪８９番地２
2026-04-04
 
フ,505486,株式会社Ｆｒｅｅｄｏｍ
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町２−３５−１４東京海苔会館８Ｆ
2023-11-24
http://d-freedom.com
 
フ,231421,株式会社フリーテクノス
〒671-0247,兵庫県姫路市四郷町東阿保１４０５番地



2025-12-13
 
フ,217341,株式会社フリーディアコーポレーション
〒701-0204,岡⼭県岡⼭市南区⼤福１２００ー７
2025-11-26
 
フ,101141,株式会社降⽮技研
〒400-0814,⼭梨県甲府市上阿原町２９７
2024-03-09
https://www.furiyagiken.com
 
フ,117646,株式会社フリント
〒811-4213,福岡県遠賀郡岡垣町糠塚７０７−１
2024-10-30
http://www.flint-sk.jp/
 
フ,221851,フルイチ株式会社
〒761-0301,⾹川県⾼松市林町２５８２番地１
2025-08-01
https://www.furuichi-bousui.co.jp/
 
フ,228119,有限会社古市⼯務店
〒766-0023,⾹川県仲多度郡まんのう町吉野８７４番地１
2024-05-31
 
フ,128366,フルウチ化学株式会社
〒140-0013,東京都品川区南⼤井６−１７−１７
2025-11-01
http://www.furuchi.co.jp
 
フ,213408,フルエング株式会社
〒460-0008,愛知県名古屋市中区栄五丁⽬２４番３３号
2023-09-04
 
フ,116233,古河エレコム株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥２−１６−８
2024-03-30
 
フ,220516,古川園芸株式会社
〒237-0075,神奈川県横須賀市⽥浦町三丁⽬３５番地
2024-12-07
 
フ,211421,古川オール株式会社
〒133-0073,東京都江⼾川区⿅⾻３−１３−１
2022-11-04
http://www.f-all.co.jp
 
フ,213425,株式会社古川組
〒104-0044,東京都中央区明⽯町１３番１号
2023-09-09
 
フ,218646,有限会社古川組
〒422-8046,静岡県静岡市駿河区中島３８８−３
2023-11-17
 



フ,213240,古川建設株式会社
〒597-0074,⼤阪府⾙塚市加治３３番地
2026-05-20
 
フ,222678,古川建設株式会社
〒452-0011,愛知県清須市⻄枇杷島町城並３−４−１
2024-02-01
 
フ,218600,株式会社古川⼯務店
〒503-1314,岐⾩県養⽼郡養⽼町⾼⽥５０６−７
2023-11-04
 
フ,222241,古川⼯務店（その他）
〒516-0004,三重県伊勢市神社港３８９
2023-09-01
 
フ,107830,古河産業株式会社
〒105-8630,東京都港区新橋４−２１−３ 新橋東急ビル
2024-09-30
https://www.furusan.co.jp
 
フ,216931,株式会社古川商店
〒802-0001,福岡県北九州市⼩倉北区浅野２丁⽬６番１６号
2025-07-23
 
フ,117114,株式会社古川製作所
〒458-0801,名古屋市緑区鳴海町⻑⽥３４−１
2025-02-06
 
フ,228748,古川鉄⼯株式会社
〒177-0051,東京都練⾺区関町北３丁⽬３番１３号
2024-12-06
 
フ,231713,株式会社古川電機
〒583-0861,⼤阪府⽻曳野市⻄浦３−１２−３−３０６
2026-02-21
 
フ,117086,古川電気⼯業株式会社
〒223-0057,神奈川県横浜市港北区新⽻町３７５２−２
2024-07-18
http://www.feit.co.jp
 
フ,216529,古川電気⼯業株式会社
〒983-0034,宮城県仙台市宮城野区扇町２丁⽬１番１０号
2025-05-28
https://furukawa-denki.com/
 
フ,230599,古川電機⼯業株式会社
〒743-0021,⼭⼝県光市浅江⼀丁⽬１８番３号
2025-08-02
 
フ,507020,古河電気⼯業株式会社
〒100-8322,東京都千代⽥区⼤⼿町２丁⽬６番４号
2023-08-05
https://www.furukawa.co.jp/



 
フ,229862,古川電機製作株式会社
〒452-0802,愛知県名古屋市⻄区⽐良１丁⽬１８５番地
2023-07-24
http://www.furukawa-denki.co.jp
 
フ,102266,株式会社古川電機製作所
〒464-8691,名古屋市千種区今池４−１５−３
2025-02-04
https://www.furukawadenki.jp
 
フ,103303,古河電⼯産業電線株式会社
〒116-0014,東京都荒川区東⽇暮⾥６−４８−１０
2024-11-13
https://www.feic.co.jp/
 
フ,501134,古河電⼯パワーシステムズ株式会社
〒225-0012,神奈川県横浜市⻘葉区あざみ野南２−１１−１６
2026-01-15
https://www.feps.co.jp
 
フ,127152,古河電⼦株式会社
〒970-1153,福島県いわき市好間町上好間字⼩館２０
2025-07-09
https://www.furukawa-denshi.co.jp
 
フ,230784,株式会社古川電⼦サービス
〒989-6224,宮城県⼤崎市古川⼩泉字泉４２番地
2025-08-30
https://www.furukawadenshi.jp
 
フ,507002,古河電池株式会社
〒240-0006,神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区星川２−４−１
2023-12-16
https://www.furukawadenchi.co.jp/
 
フ,230066,株式会社古河塗装
〒244-0004,神奈川県横浜市⼾塚区⼩雀町９１番地１
2025-04-26
http://furukawa-tosou.jp/
 
フ,231860,株式会社古川広吉鉄⼯所
〒940-2022,新潟県⻑岡市鉄⼯町⼀丁⽬２番５７号
2026-04-04
https://fht-furukawa.co.jp
 
フ,226260,株式会社古⽊常七商店
〒869-2612,熊本県阿蘇市⼀の宮町宮地２３１３
2025-12-01
http://www.furuki7.co.jp
 
フ,219233,古郡建設株式会社
〒366-0026,埼⽟県深⾕市稲荷町⼆丁⽬１０番６号
2024-03-02
http://www.furugori.co.jp/



 
フ,215667,古郡⼯業株式会社
〒410-3205,静岡県伊⾖市市⼭５２５ー１
2024-10-23
 
フ,210459,株式会社古沢組
〒503-0113,岐⾩県安⼋郡安⼋町北今ケ渕４６９番地
2024-07-29
 
フ,504484,株式会社 古澤⼯機
〒411-0911,静岡県駿東郡清⽔町久⽶⽥２５−１
2024-10-22
 
フ,121402,古庄電機産業株式会社
〒460-0006,愛知県名古屋市中区葵１−２７−３１
2024-04-07
https://www.furusho-e.co.jp/
 
フ,228525,株式会社フルタイムシステム
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町２ー１０ー１
2024-09-28
https://www.fts.co.jp/
 
フ,117116,フルタカ電気株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥２−３−１１
2025-07-03
http://www.furutaka.co.jp
 
フ,222228,古⽥ガラス株式会社
〒168-0063,東京都杉並区和泉２ー１ー２
2023-07-01
 
フ,210621,フルタ⼯業株式会社
〒463-0072,愛知県名古屋市守⼭区⾦屋⼀丁⽬１０番３１号
2024-10-13
http://furutakogyo.jp/
 
フ,106285,株式会社古⽥鋳造所
〒144-0045,東京都⼤⽥区南六郷１−１３−８
2024-07-30
 
フ,230902,有限会社古⽥電設
〒680-0463,⿃取県⼋頭郡⼋頭町宮⾕２４０番地１８
2025-09-27
 
フ,120512,株式会社古⾕鉄⼯所
〒571-0015,⼤阪府⾨真市三ツ島５−７−２７
2023-10-15
http://www.fiw.co.jp
 
フ,223825,フルテック株式会社
〒060-0013,北海道札幌市中央区北１３条⻄１７丁⽬１番３１号
2024-11-01
https://www.fulltech1963.com/
 



フ,219905,合資会社古野計装
〒811-1302,福岡県福岡市南区井尻３丁⽬１６番５−１００８号
2024-06-22
 
フ,107413,古野電気株式会社
〒662-8580,兵庫県⻄宮市芦原町９−５２
2026-03-16
https://www.furuno.com/jp/
 
フ,229415,株式会社フルハシ商事
〒270-0231,千葉県野⽥市⼩⼭２８９３
2025-12-05
http://furuhashi.co.jp/
 
フ,229239,株式会社古橋鉄⼯所
〒278-0032,千葉県野⽥市桜台２０６番地
2025-08-15
 
フ,216900,古橋電気産業株式会社
〒333-0844,埼⽟県川⼝市上⻘⽊３丁⽬１９番２２号
2025-07-23
http://www.furuhashi-ei.co.jp/
 
フ,105359,株式会社古林製作所
〒606-8391,京都市左京区聖護院⻄町１２
2024-11-28
http://www.furubayashi.co.jp
 
フ,229070,株式会社古本⼯務店
〒547-0035,⼤阪府⼤阪市平野区⻄脇４ー５ー２０
2025-05-31
_
 
フ,213565,株式会社フルヤ
〒111-0053,東京都台東区浅草橋５ー２ー２
2024-01-27
 
フ,127038,株式会社フルヤ⾦属
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚２−３７−５
2025-05-07
http://www.furuyametals.co.jp
 
フ,117106,フルヤ⼯業株式会社
〒669-2211,兵庫県篠⼭市⼤沢新１１０
2025-06-26
http://www.furuyainc.co.jp
 
フ,220257,有限会社古⾕⼯業
〒747-0835,⼭⼝県防府市⼤字⻄浦１２６６−２
2024-09-21
 
フ,221805,古⾕コンクリート⼯業株式会社
〒066-0013,北海道千歳市柏台１４６３番地２８９
2025-07-01
http://www.furuya-shoji.co.jp/



 
フ,127005,株式会社古屋製作所
〒240-0035,横浜市保⼟ヶ⾕区今井町７４０
2024-11-24
 
フ,229313,株式会社古屋製作所
〒101-0031,東京都千代⽥区東神⽥２ー１ー３
2025-10-02
 
フ,129160,フレアーナガオ株式会社
〒243-0801,神奈川県厚⽊市上依知１２７５
2023-11-14
http://www.flair-nagao.co.jp
 
フ,231919,株式会社フレア設備
〒274-0805,千葉県船橋市⼆和東五丁⽬１９番２０号
2026-04-18
 
フ,503487,株式会社フレアン
〒104-0045,東京都中央区築地⼆丁⽬１０番６号
2025-08-19
https://www.flaren.co.jp/
 
フ,113887,ＦＬＥＸＣＥＥＤ株式会社
〒311-0122,茨城県那珂市⼾６７０７−１
2024-07-05
http://www.flexceed.co.jp/
 
フ,111025,フレクストロニクス・インターナショナル株式会社
〒308-0193,茨城県筑⻄市関館３６７−２
2023-08-26
http://www.flextronics.com/
 
フ,225885,株式会社フレンズ
〒064-0915,北海道札幌市中央区南１５条⻄１０丁⽬４ー３
2025-08-01
http://www.f-group.jp/index2.html
 
フ,230446,株式会社Ｆｌｏｕｒｉｓｈ
〒811-1313,福岡県福岡市南区⽈佐三丁⽬３９番１８号
2025-07-12
http://flourish23.co.jp/
 
フ,210157,有限会社フロアーガイド
〒196-0022,東京都昭島市中神町１ー２３ー２
2024-01-28
 
フ,220694,株式会社フロアーサポート
〒334-0002,埼⽟県川⼝市鳩ヶ⾕本町三丁⽬１０番１１号
2025-02-07
https://www.floor-support.com/
 
フ,217102,株式会社フロアエージェント
〒121-0062,東京都⾜⽴区南花畑３−４−１４
2025-09-10



https://www.fa-concrete.com/
 
フ,219908,フロアシステム株式会社
〒111-0055,東京都台東区三筋２−８−１
2024-06-22
 
フ,127109,株式会社フロウエル
〒221-0056,神奈川県横浜市神奈川区⾦港町１−７ 横浜ダイヤビル１２Ｆ
2025-09-03
https://flowell.co.jp
 
フ,223935,株式会社フロッツワークス
〒560-0031,⼤阪府豊中市蛍池北町１−９−２０
2024-12-01
https://flotzworks.co.jp
 
フ,127040,株式会社フロム
〒191-0031,東京都⽇野市⾼幡１０１３−１０
2024-11-14
http://www.netparts.net
 
フ,129972,株式会社フロム
〒198-0024,東京都⻘梅市新町５−３２−１０
2025-05-13
http://www.flom.co.jp
 
フ,224714,株式会社フロムトゥ
〒130-0022,東京都墨⽥区江東橋４丁⽬２９番１２号
2025-04-01
http://www.fromto.co.jp
 
フ,117107,株式会社フロムワン
〒366-0016,埼⽟県深⾕市新井８４５−３
2024-12-22
http://www.from1.co.jp/
 
フ,106359,株式会社フロンテア
〒130-0012,東京都墨⽥区太平１−１８−３
2024-09-30
https://www.frontierlock.co.jp
 
フ,105719,株式会社フロンティア
〒450-6330,愛知県名古屋市中村区名駅１−１−１ ＪＰタワー名古屋３０Ｆ
2022-10-18
https://www.frontier-coltd.co.jp/
 
フ,127563,株式会社フロンティア
〒712-8052,岡⼭県倉敷市松江１−１０−１２
2024-11-21
http://www.frontier90.com
 
フ,104936,フロンティア・ラボ株式会社
〒963-8862,福島県郡⼭市菜根４−１６−２０
2023-09-20
http://www.frontier-lab.com



 
フ,220248,有限会社フロンティアコーポレーション
〒986-0831,宮城県⽯巻市⽻黒町１ー１１ー２４
2024-09-14
 
フ,107057,フロンティア産業株式会社
〒571-0012,⼤阪府⾨真市江端町６−７
2026-02-13
http://www.a-frontier.co.jp/
 
フ,221683,株式会社フロンティア・サンワ
〒730-0013,広島県広島市中区⼋丁堀１４番４号ＪＥＩ広島⼋丁堀ビル６階
2025-06-01
https://www.fsanwa.com/
 
フ,122760,株式会社フロンティアシステム
〒310-0852,茨城県⽔⼾市笠原町９７８−２５
2024-11-13
http://www.frontier-system.co.jp/
 
フ,501276,株式会社フロンティア・スピリット
〒390-1242,⻑野県松本市⼤字和⽥４７０９番地
2024-08-27
http://www.f-spirit.jp/
 
フ,102347,株式会社フロンティア精⼯
〒580-0046,⼤阪府松原市三宅中８−１３１４−１
2025-02-22
 
フ,105339,株式会社フロンティアソリューション
〒112-0004,東京都⽂京区後楽２−３−２８ Ｋ．Ｉ．Ｓ飯⽥橋ビル５Ｆ
2024-11-02
https://fsolution.co.jp/
 
フ,213527,株式会社フロンティア⻄⽇本
〒742-0335,⼭⼝県岩国市玖珂町５６３番地４
2023-12-16
 
フ,503682,株式会社フロンティアポート
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜１−１７−１２インテリックス新横浜ビル８階
2022-09-13
http://www.fpcom.jp/
 
フ,220235,株式会社ｆｒｏｎｔｉｅｒ ｗｏｒｋｓ
〒554-0051,⼤阪府⼤阪市此花区⾣島２丁⽬１−３０
2024-09-14
http://www.frontierworks.biz/
 
フ,213417,フロンテックＰＲＯ株式会社
〒811-3515,福岡県宗像市池⽥１６２５番地１
2020-09-09
 
フ,229110,株式会社フロント
〒169-0075,東京都新宿区⾼⽥⾺場３丁⽬１３番１号
2025-06-14



http://www.arc-front.co.jp
 
フ,230083,株式会社フロントライン
〒807-0072,福岡県北九州市⼋幡⻄区上上津役三丁⽬１９番３２号
2025-05-10
https://fr-line.jp/
 
ブ,215545,ブースターコンクリート株式会社
〒799-2655,愛媛県松⼭市⾺⽊町８２０番地
2024-08-28
 
ブ,127636,株式会社ブイ・テクノロジー
〒240-0005,神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区神⼾町１３４ ＹＢＰイーストタワー９Ｆ
2024-12-22
https://www.vtec.co.jp/ja/index.html
 
ブ,117203,ＶＩＶエンジニアリング株式会社
〒599-8238,⼤阪府堺市中区⼟師町３−３２−３７
2026-06-23
https://www.viv-eng.co.jp/
 
ブ,126361,ＶＡＴ株式会社
〒144-0042,東京都⼤⽥区⽻⽥旭町１０−１１
2023-12-12
 
ブ,213385,ブイ・エス・エル・ジャパン株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿３丁⽬２−２６
2023-08-12
http://vsl-japan.co.jp/
 
ブ,104108,株式会社ブイテック
〒812-0008,福岡市博多区東光２−１４−１
2024-10-21
http://www.vtech-net.co.jp/
 
ブ,127232,株式会社ブイテックス
〒312-0003,茨城県ひたちなか市⾜崎１２６３
2026-02-20
https://www.vtex.co.jp
 
ブ,214652,株式会社武晃建設
〒680-0873,⿃取県⿃取市的場三丁⽬９７番地１
2026-04-04
http://www.bukou.jp
 
ブ,218463,武光通信株式会社
〒352-0004,埼⽟県新座市⼤和⽥⼀丁⽬７番４号
2023-10-06
 
ブ,217191,武興通信建設有限会社
〒292-0063,千葉県⽊更津市江川３２７−１
2025-10-08
 
ブ,127289,武州⼯業株式会社
〒358-0054,埼⽟県⼊間市野⽥８４１−７



2026-04-25
 
ブ,212785,株式会社武州防⽔
〒359-1115,埼⽟県所沢市御幸町６番１８
2025-08-12
 
ブ,124468,豊前⾼圧ガス株式会社
〒828-0021,福岡県豊前市⼤字⼋屋３２２−５２
2025-09-09
http://buzen-hpg.co.jp/
 
ブ,100030,豊前産業株式会社
〒871-0902,福岡県築上郡上⽑町⼤字⼤ノ瀬２００−２
2025-06-28
http://bznsan.com/
 
ブ,102516,株式会社物産清⽔
〒373-0813,群⾺県太⽥市内ヶ島町１１４６−１
2025-04-09
http://www.bussanshimizu.jp/
 
ブ,216298,株式会社物理計測コンサルタント
〒101-0044,東京都千代⽥区鍛冶町１丁⽬５番７号
2025-04-16
https://www.gsct.co.jp/
 
ブ,228201,物林株式会社
〒136-8543,東京都江東区新⽊場１−７−２２
2024-06-21
http://www.mbr.co.jp
 
ブ,219031,株式会社武鵬
〒190-0023,東京都⽴川市柴崎町３ー５ー２０
2024-02-09
 
ブ,106266,ブライザ株式会社
〒231-0012,神奈川県横浜市中区相⽣町６−１０４
2024-07-12
https://bryza.co.jp/
 
ブ,128734,株式会社ブライセン
〒104-6591,東京都中央区明⽯町８−１ 聖路加タワー３０Ｆ
2026-01-30
https://www.brycen.co.jp/
 
ブ,122409,株式会社ブライト
〒351-0114,埼⽟県和光市本町６−３２
2024-09-08
http://www.bright-jp.com/
 
ブ,228367,有限会社ブライトボックス
〒310-0901,茨城県⽔⼾市⽥野町４５６ー６
2024-08-10
 
ブ,122814,株式会社ブライトン



〒578-0982,⼤阪府東⼤阪市吉⽥本町３−７−１１
2024-11-21
http://www.k-brighton.co.jp
 
ブ,507117,ブライトンネット株式会社
〒113-0034,東京都⽂京区湯島３−２２−１１ 奥⽥ビル２Ｆ
2026-04-18
http://brightonnet.co.jp
 
ブ,125877,株式会社ブライドン
〒125-0041,東京都葛飾区東⾦町８−１７−４
2023-10-06
http://buraidon.com
 
ブ,125871,株式会社ブラザー
〒210-0854,神奈川県川崎市川崎区浅野町３−８
2023-10-06
http://www.brotherplating.co.jp
 
ブ,117130,ブラザー⼯業株式会社
〒467-8561,名古屋市瑞穂区苗代町１５−１
2026-06-18
http://www.brother.co.jp
 
ブ,117414,ブラザー・スイスルーブ・ジャパン株式会社
〒460-0002,愛知県名古屋市中区丸の内３−２０−３ ＢＰＲプレイス久屋⼤通１０Ｆ
2024-03-17
http://www.blaser.com
 
ブ,505498,ブラザー精密⼯業株式会社
〒472-0025,愛知県知⽴市池端２−２３
2023-12-11
http://www.bpi-japan.co.jp/
 
ブ,505284,ブラザー販売株式会社
〒467-8577,愛知県名古屋市瑞穂区苗代町１５番１号
2025-09-20
https://www.brother.co.jp/
 
ブ,223772,株式会社ブラスト
〒102-0073,東京都千代⽥区九段北４ー１ー７
2024-11-01
http://www.blast1950.co.jp
 
ブ,504228,株式会社ブラストン
〒460-0026,愛知県名古屋市中区伊勢⼭２−１３−２１
2025-03-11
http://www.blaston.jp/
 
ブ,507001,ブラックボックス・ネットワークサービス株式会社
〒105-0014,東京都港区芝３−１−１５芝ボートビル４Ｆ
2024-05-19
www.blackbox.co.jp
 
ブ,210185,株式会社ブランドア



〒541-0041,⼤阪府⼤阪市中央区北浜１丁⽬５ー５
2024-02-24
 
ブ,505476,株式会社ブリジック
〒329-2151,栃⽊県⽮板市幸岡１３７３
2023-10-20
https://bridgic.com
 
ブ,127075,株式会社ブリヂストン
〒104-8340,東京都中央区京橋３−１−１
2024-12-07
http://www.bridgestone.co.jp
 
ブ,127887,ブリヂストン化⼯品ジャパン株式会社
〒105-0011,東京都港区芝公園２−４−１ 芝パークビルＢ館４階
2022-05-15
http://www.bridgestone-dpj.co.jp
 
ブ,222165,ブリヂストン化⼯品ジャパン株式会社
〒244-8510,神奈川県横浜市⼾塚区柏尾町１番地
2026-05-01
https://www.bridgestone-dpj.co.jp/
 
ブ,107923,ブリヂストン化成品株式会社
〒103-6014,東京都中央区⽇本橋２−７−１
2024-06-09
http://www.bridgestone-dcp.co.jp/
 
ブ,117198,ブリヂストンケービージー株式会社
〒541-0051,⼤阪市中央区備後町２−５−８
2026-01-08
http://www.bskbg.co.jp
 
ブ,505406,ブリヂストンタイヤ⻑野販売株式会社
〒399-0038,⻑野県松本市⼩屋南２−１８−２０
2023-06-16
https://bs-nagano.com/
 
ブ,107013,ブリヂストン フローテック株式会社
〒347-0017,埼⽟県加須市南篠崎１−３−１
2025-02-17
http://www.bsft.co.jp
 
ブ,124754,株式会社ブリッジス
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町３−２１ ＪＰＲクレスト⽵橋ビル６階
2025-12-22
https://bridges-jp.com
 
ブ,219925,ＢＬＵＥ株式会社
〒669-1111,兵庫県⻄宮市⽣瀬⾼台４番６号
2024-06-22
http://blue2020.info/
 
ブ,505517,株式会社ブルー
〒104-0045,東京都中央区築地２−１１−２６ 築地ＭＫビル５Ｆ



2024-01-22
http://www.blue-japan.co.jp
 
ブ,505566,株式会社ブルーストーンリンクアンドサークル
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿６−２０−７  コンシェリア⻄新宿  ＴＯＷＥＲ‘Ｓ ＷＥＳＴ４階
2024-03-19
https://bluestone-lac.com/
 
ブ,503990,有限会社ブルーデザイン
〒270-2203,千葉県松⼾市六⾼台９−７０ メゾンエクレーレ松⼾六⾼台５０８号
2024-06-28
https://bluedesign2006.com/
 
ブ,103086,ブルカージャパン株式会社
〒221-0022,神奈川県横浜市神奈川区守屋町３−９
2026-03-13
https://www.bruker.com/ja.html
 
ブ,228918,株式会社ブルケン東⽇本
〒983-0013,宮城県仙台市宮城野区仙台港北１丁⽬６ー１８
2022-03-13
 
ブ,128511,ブルックス・ジャパン株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜３−８−８ ⽇総第１６ビル９階
2025-12-20
https://www.brooks.com/
 
ブ,228194,ブルドーザー基礎株式会社
〒417-0807,静岡県富⼠市神⼾４９番地の１
2024-06-21
 
ブ,105988,株式会社ブレーン
〒841-0051,佐賀県⿃栖市元町１２４７−５ 吉⽵第２ビル４Ｆ
2023-08-03
http://www.brain-com.co.jp
 
ブ,103365,株式会社ブレーン・テック
〒379-2122,群⾺県前橋市駒形町１４８１−１
2023-08-22
http://www.braintec.jp
 
ブ,103974,株式会社ブレーントラスト
〒230-0041,神奈川県横浜市鶴⾒区潮⽥町３−１３８−１１
2024-09-25
http://www.braintrust.gr.jp
 
ブ,210894,株式会社ブレイブ
〒157-0066,東京都世⽥⾕区成城⼋丁⽬３番１７号
2025-02-09
http://www.j-ba.jp/
 
ブ,213677,株式会社ブレイン
〒604-8115,京都府京都市中京区蛸薬師⾼倉東⼊ル雁⾦町３６６ユタカビル２階
2024-04-14
http://brain-inc.co.jp



 
ブ,120285,株式会社ブレインアソシエイツ
〒150-0011,東京都渋⾕区東３−９−１９
2023-08-21
http://www.bac.jp
 
ブ,105238,株式会社ブレインコスモ
〒190-0022,東京都⽴川市錦町２−５−２１ 松沢ビル２Ｆ
2024-09-18
http://www.braincosmo.com/
 
ブ,120221,ブレインシール株式会社
〒503-0974,岐⾩県⼤垣市久瀬川町２−５５
2023-08-02
http://www.bsk-brain.com
 
ブ,503899,株式会社ブレインズ
〒760-0027,⾹川県⾼松市紺屋町１番地３
2024-01-31
http://www.brains-kgw.co.jp
 
ブ,105135,株式会社ブレインソフト
〒004-0015,北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク１−１−１０ 札幌市エレクトロニクスセンター
2024-05-23
http://www.brainsoft-net.co.jp
 
ブ,210515,株式会社ブレイントラスト
〒422-8021,静岡県静岡市駿河区⼩⿅３１１ー１
2024-09-02
 
ブ,217634,ブレクス株式会社
〒108-0022,東京都港区海岸三丁⽬１８番１号
2026-03-10
https://brecs.co.jp/
 
ブ,212324,株式会社ブ・レスコーポレーション
〒175-0091,東京都板橋区三園２−１７−５
2024-09-05
http://www.b-less.co.jp
 
ブ,228274,株式会社ブレスト
〒162-0808,東京都新宿区天神町１４番地
2024-07-11
 
ブ,504699,株式会社ブレンジ
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥７−１−９ 五反⽥ＨＳビル２Ｆ
2023-06-20
https://www.braindge.com/
 
ブ,229935,株式会社ブロード
〒550-0003,⼤阪府⼤阪市⻄区京町堀１ー７ー９ー１０５
2020-09-05
 
ブ,504623,株式会社ブロード・プランニング
〒530-0012,⼤阪府⼤阪市北区芝⽥１−４−８ 北阪急ビル６階



2026-01-17
https://www.b-planning.jp/
 
ブ,212770,株式会社ブロードネット
〒252-0234,神奈川県相模原市中央区共和１ー１１ー２０
2025-07-31
 
ブ,211291,株式会社ｂｒｏａｄｂｅａｎ
〒102-0093,東京都千代⽥区平河町２ー２ー１
2025-07-21
http://www.broadbean.jp
 
ブ,229806,株式会社ブンカ巧芸社
〒892-0831,⿅児島県⿅児島市船津町４番１号
2023-07-02
http://www.bunkakougeisya.jp
 
ブ,217025,⽂化シヤッター株式会社
〒113-8535,東京都⽂京区⻄⽚１丁⽬１７ー３
2024-04-01
 
ブ,214586,株式会社⽂祥堂
〒104-0061,東京都中央区銀座三丁⽬４番１２号
2026-02-21
https://www.bunshodo.co.jp/
 
ブ,117279,株式会社⽂誠堂印刷所
〒544-0002,⼤阪市⽣野区⼩路１−１７−８
2023-05-20
http://www.bunseidoh.jp/
 
ブ,125289,株式会社分析センター
〒101-0061,東京都千代⽥区神⽥三崎町３−４−９
2026-03-04
https://www.analysis.co.jp/
 
ブ,212687,株式会社ブンメー
〒031-0071,⻘森県⼋⼾市沼館⼆丁⽬１０ー１５
2025-06-20
 
ブ,125111,株式会社⽂友社
〒130-0026,東京都墨⽥区両国３−１９−３
2026-01-19
http://www.bunyusha.co.jp
 
ブ,100683,株式会社⽂洋社
〒108-0022,東京都港区海岸３−２５−８ ⽂洋社ビル
2023-03-31
http://www.bunyosha.co.jp
 
プ,129821,株式会社プライム
〒310-0836,茨城県⽔⼾市元吉⽥町３２０−４ 岩淵ビル３Ｆ
2025-03-16
http://www.prime-nd.co.jp
 



プ,106454,プライム・テクノロジー株式会社
〒238-0011,神奈川県横須賀市⽶ヶ浜通２−３ ⾅井ビル２Ｆ
2024-12-16
http://www.prime-tec.net
 
プ,106466,プライムエンジニアリング株式会社
〒163-0635,東京都新宿区⻄新宿１−２５−１ 新宿センタービル３５階
2024-12-22
https://www.prime1.co.jp
 
プ,120776,株式会社プライムゲート
〒755-0153,⼭⼝県宇部市床波１−６−１３
2024-01-20
http://www.prime-gate.com
 
プ,218726,プライムジャパン株式会社
〒124-0022,東京都葛飾区奥⼾⼆丁⽬３１番１６号
2023-12-08
 
プ,106662,プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ株式会社
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町２−１−１
2025-05-23
https://www.p2enesol.com/
 
プ,508080,株式会社プライムポリマー
〒105-7122,東京都港区東新橋１−５−２ 汐留シティセンター
2024-04-19
 
プ,213947,株式会社プライムワーク
〒134-0085,東京都江⼾川区南葛⻄２丁⽬６番５号
2024-12-22
 
プ,230060,プラウテック株式会社
〒761-0102,⾹川県⾼松市新⽥町甲２６８２番地１
2025-04-26
 
プ,210472,株式会社プラウド
〒116-0011,東京都荒川区⻄尾久４丁⽬２番４号
2024-08-03
 
プ,126698,株式会社プラエンジ
〒410-0874,静岡県沼津市松⻑４９−１２
2024-03-03
http://www.plaengi.co.jp
 
プ,214028,株式会社プラクティス
〒780-8040,⾼知県⾼知市神⽥２３７７番地１３６
2025-02-23
https://practice-jp.com
 
プ,229312,株式会社プラクト
〒135-0016,東京都江東区東陽３ー２６ー２４
2025-10-02
 
プ,215733,株式会社プラグレス



〒733-0012,広島県広島市⻄区中広町３丁⽬２番６号３Ｆ
2024-11-06
 
プ,106036,プラコー株式会社
〒197-0834,東京都あきる野市引⽥５２８
2023-09-16
http://www.plakoh.jp/
 
プ,105619,有限会社プラシステム
〒225-0025,神奈川県横浜市⻘葉区鉄町１０３４−１ ヴィラ・アルビオン２０１
2025-07-08
 
プ,227187,プラス株式会社
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨４ー１ー２８
2023-12-01
https://kagu.plus.co.jp/
 
プ,501629,プラス株式会社
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨４丁⽬１番２８号 虎ノ⾨タワーズオフィス１２階
2025-03-08
https://www.plus.co.jp/
 
プ,104765,有限会社プラス・ワン
〒121-0836,東京都⾜⽴区⼊⾕５−１３−１７
2026-05-09
 
プ,505303,株式会社プラスアルファ
〒150-0045,東京都渋⾕区神泉町８番地１６号 渋⾕ファーストプレイス５Ｆ
2025-11-25
https://www.plus-a.co.jp/
 
プ,127081,プラスエンジニアリング株式会社
〒170-0013,東京都豊島区東池袋１−１８−１ Ｈａｒｅｚａ Ｔｏｗｅｒ１２階
2025-03-14
http://www.pluseng.co.jp
 
プ,105616,プラスカーゴサービス株式会社
〒170-0003,東京都豊島区駒込３−３−２０ 駒込トリオビル４Ｆ
2025-07-03
http://www.plus-cs.co.jp
 
プ,210945,株式会社プラス企画
〒088-0627,北海道釧路郡釧路町東陽⻄３丁⽬１番地９
2025-03-04
 
プ,505719,プラスコンピュータ株式会社
〒101-0051,東京都千代⽥区神⽥神保町２−１４−３室町ビル
2025-06-09
http://pluscom.co.jp/
 
プ,103446,プラス産業株式会社
〒530-0043,⼤阪市北区天満１−１９−４
2023-10-06
http://www.prs-sg.co.jp
 



プ,126227,プラスセイコー株式会社
〒242-0012,神奈川県⼤和市深⾒東２−１−１２
2023-11-16
http://www.plasseiko.co.jp/
 
プ,104417,プラスチック加⼯興和株式会社
〒422-8001,静岡市駿河区中吉⽥１０−６９
2025-06-17
http://www.koowa-tec.co.jp
 
プ,102611,株式会社プラスチック光学
〒336-0027,埼⽟県さいたま市南区沼影１−２５−１３
2025-06-14
http://www.purakou.co.jp
 
プ,230313,株式会社プラスツリー
〒581-0039,⼤阪府⼋尾市太⽥新町九丁⽬８５−２−Ａ号
2025-06-28
http://www.plustree.jp
 
プ,125263,株式会社プラステック
〒319-1546,茨城県北茨城市磯原町⼤塚４８３−１
2026-02-25
http://www.plastech.co.jp
 
プ,215251,株式会社プラスト
〒006-0832,北海道札幌市⼿稲区曙２条４丁⽬２番４７号
2024-02-27
http://www.plast-h.jp
 
プ,102767,株式会社プラストワーク
〒194-0044,東京都町⽥市成瀬６−１４−５
2025-09-06
http://www.plastwork.co.jp
 
プ,210308,株式会社プラスパ
〒210-0834,神奈川県川崎市川崎区⼤島１丁⽬７ー５
2024-05-08
http://pro-sper.com/
 
プ,121969,有限会社プラス銘板⼯業
〒852-8105,⻑崎県⻑崎市⽬覚町１６−１
2024-07-23
http://ww.plusmeiban.com/
 
プ,106000,株式会社プラスワン
〒111-0053,東京都台東区浅草橋３−１−２ 銀座ビル№３ ５階
2023-08-17
 
プ,215250,株式会社プラスワン
〒338-0826,埼⽟県さいたま市桜区⼤字⼤久保領家５１４−２５
2024-02-27
 
プ,228895,株式会社プラスワン・福島
〒960-8204,福島県福島市岡部字⼤旦５５番地の１



2022-02-23
 
プ,117313,プラズマ技研⼯業株式会社
〒369-1214,埼⽟県⼤⾥郡寄居町⼤字今市４−１
2023-12-06
http://www.plasma.co.jp
 
プ,117671,株式会社プラセス
〒441-0101,愛知県豊川市宿町権平２４
2024-10-18
http://www.plasess.co.jp/
 
プ,127758,株式会社プラックス
〒183-0045,東京都府中市美好町１−１１−５
2025-02-27
https://www.pulax.co.jp
 
プ,503486,ぷらっとホーム株式会社
〒102-0073,東京都千代⽥区九段北４−１−３⽇本ビルディング九段別館３階
2025-08-19
http://www.plathome.co.jp/
 
プ,125340,プラテック有限会社
〒401-0511,⼭梨県南都留郡忍野村忍草３３０２−９
2026-03-22
 
プ,211771,株式会社プラテック
〒071-8122,北海道旭川市末広東ニ条７丁⽬６番１６号
2023-07-27
http://www.platec-n43.co.jp
 
プ,210247,株式会社プラドインターナショナル
〒110-0016,東京都台東区台東１ー３０ー３
2024-03-30
 
プ,106060,株式会社プラナエンジニアリング
〒339-0073,埼⽟県さいたま市岩槻区上野５−２−８
2023-10-19
 
プ,507150,プラネックスコミュニケーションズ株式会社
〒150-0021,東京都渋⾕区広尾２−２１−１１
2025-09-12
www.planex.co.jp
 
プ,229461,プラネット株式会社
〒607-8081,京都府京都市⼭科区⽵⿐外⽥町８ー２０２
2023-01-29
 
プ,116095,プラマテルズ株式会社
〒140-0001,東京都品川区北品川４−７−３５ 御殿⼭トラストタワー５階
2023-09-24
http://www.plamatels.co.jp
 
プ,507071,プラマテルズ株式会社
〒140-0001,東京都品川区北品川４−７−３５ 御殿⼭トラストタワー５階



2024-06-26
http://www.plamatels.co.jp
 
プ,101507,株式会社プラムファイブ
〒225-0013,神奈川県横浜市⻘葉区荏⽥町３１１−３
2024-07-20
http://www.plumfive.co.jp
 
プ,232018,株式会社プラムワークス
〒438-0806,静岡県磐⽥市東名６１番地
2026-05-23
https://plumworks.jp/
 
プ,105951,プラメックス株式会社
〒146-0082,東京都⼤⽥区池上５−２２−１１
2026-06-24
https://www.e-plamex.co.jp
 
プ,126015,プランゼージャパン株式会社
〒106-0032,東京都港区六本⽊１−９−１０ アークヒルズ仙⽯⼭森タワー４１Ｆ
2024-11-28
http://www.plansee.co.jp
 
プ,117394,株式会社プラントサービス
〒300-0013,茨城県⼟浦市神⽴町３６１５−１
2023-10-04
http://www.plant-s.com
 
プ,225892,株式会社プラントシステム
〒112-0002,東京都⽂京区⼩⽯川２−２３−１１
2025-08-01
 
プ,217743,株式会社プランドゥー１０３
〒586-0046,⼤阪府河内⻑野市中⽚添町２３番２１号
2026-05-19
 
プ,101295,株式会社プランニング
〒371-0817,群⾺県前橋市橳島町１６１−５
2024-04-23
https://www.pri.co.jp/
 
プ,231697,株式会社プランニングワーク
〒587-0041,⼤阪府堺市美原区菅⽣８９２番地３
2026-02-14
 
プ,126964,株式会社プリケン
〒356-0051,埼⽟県ふじみ野市⻲久保１６２３−３
2024-06-23
http://www.priken.co.jp
 
プ,100840,株式会社プリバテック
〒140-0001,東京都品川区北品川２−３２−３ 六⾏会総合ビル
2023-08-15
https://privatech.jp
 



プ,103121,プリンス電機株式会社
〒230-0024,神奈川県横浜市鶴⾒区市場下町８−２５
2026-04-03
https://prince-d.co.jp
 
プ,507160,株式会社プリンストン
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町三丁⽬９番５号
2025-09-26
https://www.princeton.co.jp
 
プ,106686,有限会社プリント柳橋
〒327-0004,栃⽊県佐野市⾚坂町９４３−１６
2025-06-08
 
プ,214712,株式会社プルーフテクノ
〒215-0021,神奈川県川崎市⿇⽣区上⿇⽣３ー３ー１１ー２０５
2026-05-09
 
プ,218949,プルーフテクノ株式会社
〒989-3212,宮城県仙台市⻘葉区芋沢字釜前２９−９
2024-01-19
 
プ,220368,株式会社プルーフテックス
〒399-0027,⻑野県松本市寿南１−２０−４
2024-10-19
https://www.prooftechs.com
 
プ,227444,株式会社プルアンドプッシュ
〒153-0061,東京都⽬黒区中⽬黒３丁⽬１番５号
2024-02-22
http://www.pull-and-push.co.jp
 
プ,103198,プルトンチェン株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀２−３０−１８ ⼋丁堀ジョンソンビル３階
2026-06-06
http://www.pulton.co.jp
 
プ,105527,株式会社プレシード
〒861-3103,熊本県上益城郡嘉島町井寺２５０−９
2025-04-16
http://www.preceed.co.jp
 
プ,105570,プレシジョン・システム・サイエンス株式会社
〒271-0064,千葉県松⼾市上本郷８８
2025-05-24
http://www.pss.co.jp/
 
プ,111794,株式会社プレシジョン筑波
〒300-2521,茨城県常総市⼤⽣郷町６１３６−４
2023-12-14
https://p-tsukuba.co.jp
 
プ,103909,株式会社プレジャー
〒992-1124,⼭形県⽶沢市万世町⾦⾕３３３−８
2024-07-16



 
プ,100940,有限会社プレスト電機
〒689-1121,⿃取県⿃取市南栄町２６−４
2023-12-01
 
プ,121231,株式会社プレテック
〒183-0055,東京都府中市府中町２−１−１４
2024-03-25
http://www.pre-tech.co.jp
 
プ,126203,株式会社プレトライアル
〒321-1274,栃⽊県今市市⼟沢１４９６−９１
2023-11-14
http://www.pretryal.co.jp/
 
プ,106726,株式会社プレミアムアーツ
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨５−１１−１ オランダヒルズ森タワーＲｏｐ１２０８
2025-07-12
https://www.premiumartsinc.com/
 
プ,212422,株式会社プロウイング
〒101-0045,東京都千代⽥区神⽥鍛冶町３丁⽬５番８号
2024-12-19
https://www.pro-wing.co.jp/
 
プ,231728,株式会社ＰＲＯＣＳ
〒852-8154,⻑崎県⻑崎市住吉町２番２０号３０１号室
2026-02-28
 
プ,219274,株式会社プログラス
〒177-0044,東京都練⾺区上⽯神井１丁⽬１４番８号Ｐ＆Ｇビル
2024-03-09
https://www.proglass.co.jp/
 
プ,104578,株式会社プログレス
〒733-0822,広島県広島市⻄区庚午中１−１４−１５
2022-10-20
 
プ,120242,株式会社プログレス
〒402-0024,⼭梨県都留市⼩野２６０
2023-08-07
http://www.progress-dc.com
 
プ,218036,プロケア株式会社
〒116-0001,東京都荒川区町屋１−３−１２−２０８
2023-07-28
 
プ,505777,株式会社Ｐｒｏｇａｔｅ
〒150-0001,東京都渋⾕区神宮前６−１９−２０ 第１５荒井ビル ９階
2026-01-24
https://prog-8.com/about
 
プ,123458,株式会社プロゴワス
〒891-0122,⿅児島県⿅児島市南栄３−１−４
2025-02-06



http://www.progowas.jp
 
プ,101981,株式会社プロシード
〒312-0016,茨城県ひたちなか市松⼾町１−１−１３ ゆうこうビル３Ｆ
2024-11-29
http://www2.plala.or.jp/proceed/
 
プ,211009,有限会社プロシード
〒424-0052,静岡県静岡市清⽔区北脇６９０ー１
2025-03-29
 
プ,503747,株式会社プロシード
〒373-0015,群⾺県太⽥市東新町５１０−４
2023-01-21
http://www.proceed-ltd.jp
 
プ,231310,有限会社プロシード創建
〒070-8012,北海道旭川市神居⼆条⼆⼗⼀丁⽬８８番地５２
2025-11-21
 
プ,103098,株式会社プロジット
〒103-0011,東京都中央区⽇本橋⼤伝⾺町６−８ ＰＭＯ⽇本橋⼤伝⾺町４階
2026-03-26
 
プ,129579,株式会社プロスキャリア
〒242-0017,神奈川県⼤和市⼤和東３−３−１５
2024-10-29
http://proscareer.co.jp/
 
プ,215335,株式会社プロスタエクセキューション
〒170-0013,東京都豊島区東池袋⼀丁⽬４１番６号
2024-03-27
https://www.prosta-ex.jp/
 
プ,212419,株式会社プロスタファウンデーション
〒170-0013,東京都豊島区東池袋１−４１−６
2024-12-19
https://www.prosta.co.jp/
 
プ,103616,株式会社プロスチール
〒459-8501,愛知県名古屋市緑区⼤根⼭１−１９０８
2024-02-06
http://www.prosteel.co.jp/
 
プ,213603,株式会社プロスト
〒220-0023,神奈川県横浜市⻄区平沼１ー３８ー２１
2024-02-24
 
プ,103574,株式会社プロスパ
〒370-0615,群⾺県⾢楽郡⾢楽町篠塚１５９０
2024-01-23
 
プ,106694,株式会社プロスパー
〒455-0886,愛知県名古屋市港区東蟹⽥１４１８−２
2025-06-21



http://www.1-prosper.com
 
プ,220894,プロスパー洸洋株式会社
〒314-0116,茨城県神栖市奥野⾕６１２９番地１９
2025-03-22
https://www.prosper-koyo.net
 
プ,107295,株式会社プロセス・ラボ・ミクロン
〒350-0833,埼⽟県川越市芳野台１−１０３−５４
2025-07-24
http://www.lab-micron.co.jp
 
プ,121993,プロソニック株式会社
〒213-0012,神奈川県川崎市⾼津区坂⼾３−２−１
2024-07-29
https://www.prosonic.co.jp
 
プ,230514,株式会社プロダクト
〒378-0061,群⾺県沼⽥市岡⾕町１１３２番地２
2025-07-26
 
プ,231264,株式会社プロテクション
〒132-0003,東京都江⼾川区春江町⼆丁⽬２７番１５号
2025-11-08
 
プ,128353,株式会社プロテック
〒190-1232,東京都⻄多摩郡瑞穂町⻑岡２−１−８
2025-10-19
http://www.k-protec.co.jp/
 
プ,227731,株式会社プロテック
〒049-0101,北海道北⽃市追分３丁⽬６番９号
2024-03-27
http://www.protech2004.jp
 
プ,219341,株式会社プロテック⼯業
〒819-1306,福岡県⽷島市志摩松隈２８２−１０
2024-03-16
 
プ,103580,株式会社プロテリアル
〒135-0061,東京都江東区豊洲５−６−３６
2023-10-01
https://www.proterial.com/
 
プ,107015,株式会社プロテリアル
〒135-0061,東京都江東区豊洲５−６−３６ 豊洲プライムスクエア
2024-08-31
https://www.proterial.com
 
プ,124482,株式会社プロテリアル⾦属
〒564-0043,⼤阪府吹⽥市南吹⽥２−１９−１
2025-09-13
https://www.metals.proterial.com
 
プ,124612,株式会社プロテリアル特殊鋼



〒135-0061,東京都江東区豊洲５−６−３６ 豊洲プライムスクエア６階
2025-11-17
https://www.ss.proterial.com/
 
プ,107065,株式会社プロテリアルトレーディング
〒135-0061,東京都江東区豊洲５−６−３６ 豊洲プライムスクエア６階
2024-11-04
https://www.tr.proterial.com/
 
プ,107783,株式会社プロテリアルトレーディング
〒135-0061,東京都江東区豊洲５−６−３６ 豊洲プライムスクエア６階
2024-01-17
https://www.tr.proterial.com/
 
プ,224410,有限会社プロト
〒612-8485,京都府京都市伏⾒区⽻束師志⽔町１６５番地の１５
2025-04-01
 
プ,104888,株式会社プロドローン
〒468-0014,愛知県名古屋市天⽩区中平１−１１５
2023-08-09
https://www.prodrone.com/jp/
 
プ,104231,株式会社プロナック
〒564-0063,⼤阪府吹⽥市江坂町２−１２−５０
2025-01-05
http://pronac.jp/
 
プ,104867,株式会社プロネット
〒108-0074,東京都港区⾼輪３−２３−１７
2023-07-18
http://www.p-nt.com
 
プ,503223,株式会社プロフェッショナル・ネットワークス
〒163-0828,東京都新宿区⻄新宿⼆丁⽬４番１号
2024-07-13
https://www.pronets.co.jp
 
プ,103899,プロフレックス株式会社
〒337-0033,埼⽟県さいたま市⾒沼区御蔵１１７２
2024-07-06
http://www.proflex.co.jp
 
プ,125226,株式会社プロム・マスダ
〒432-8034,浜松市塩町８４
2026-02-15
http://www.prom.jp/
 
プ,106878,プロメガ株式会社
〒103-0001,東京都中央区⽇本橋⼩伝⾺町１−５
2026-02-03
http://www.promega.co.jp
 
プ,216996,プロメント設備株式会社
〒101-0033,東京都千代⽥区神⽥岩本町１番地１４ＫＤＸ秋葉原ビル３階



2025-08-27
https://www.proment-setsubi.com/
 
プ,220600,有限会社プロモーション．オー
〒921-8042,⽯川県⾦沢市泉本町⼆丁⽬１６１番地
2025-01-11
 
プ,505307,株式会社プロモート
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕１−１７−８松岡渋⾕ビル２階
2025-11-29
http://pmt-inc.jp/company
 
プ,101908,豊⼭ジャパン株式会社
〒160-0004,東京都新宿区四⾕２−４−１ ＡＣＮ四⾕ビル３Ｆ
2024-11-14
http://www.poongsan.co.kr/kor/main.php
 
ヘ,217873,平安株式会社
〒904-0001,沖縄県沖縄市越来⼆丁⽬２２番１７号
2023-06-30
 
ヘ,220188,株式会社平安
〒571-0017,⼤阪府⾨真市四宮２丁⽬６番２７号
2024-08-31
 
ヘ,129932,平安実業株式会社
〒321-4522,栃⽊県真岡市久下⽥⻄６−１６
2025-04-15
 
ヘ,503637,ヘイズ・スペシャリスト・リクルートメント・ジャパン株式会社
〒107-0052,東京都港区⾚坂２−１７−２２⾚坂ツインタワー本館７階
2022-09-02
http://hays.co.jp/
 
ヘ,217159,株式会社平成
〒971-8122,福島県いわき市⼩名浜林城字塚前２３番１号
2025-10-01
 
ヘ,223106,株式会社平成エンジニアリング
〒742-1107,⼭⼝県熊⽑郡平⽣町⼤字曽根４４３番地の９
2024-05-01
http://www.xfield.com/heisei
 
ヘ,226735,株式会社平成クリーン
〒950-3101,新潟県新潟市北区太郎代７７６ー２
2026-05-01
 
ヘ,228191,平成建設株式会社
〒315-0013,茨城県⽯岡市府中２ー３ー１６
2024-06-21
 
ヘ,231453,平成建設株式会社
〒675-0023,兵庫県加古川市尾上町池⽥４０１番地
2025-12-19
https://www.heisei-constr.com/



 
ヘ,226556,平成興業株式会社
〒551-0003,⼤阪府⼤阪市⼤正区千島１ー１ー４７
2026-04-01
 
ヘ,121834,平成電⼦株式会社
〒125-0062,東京都葛飾区⻘⼾５−１１−２１
2024-06-13
http://www.heiseidensi.com/
 
ヘ,231413,平成保温⼯業株式会社
〒939-2737,富⼭県富⼭市婦中町⼗五丁５４３番地
2025-12-13
 
ヘ,106363,平成理研株式会社
〒321-0912,栃⽊県宇都宮市⽯井町２８５６−３
2024-10-01
 
ヘ,127550,株式会社平泉洋⾏
〒111-0052,東京都台東区柳橋２−１９−６ 柳橋ファーストビル１０階
2024-12-20
http://www.heisengp.co.jp/
 
ヘ,220256,株式会社平和圧送
〒284-0012,千葉県四街道市物井７８０ー５
2024-09-21
http://heiwaasso.com/
 
ヘ,223591,株式会社平和圧送
〒020-0854,岩⼿県盛岡市上飯岡４ー７８
2024-10-01
 
ヘ,117529,平和⾦属株式会社
〒541-0041,⼤阪市中央区北浜２−６−１８
2023-06-14
http://www.heiwa-web.co.jp/
 
ヘ,128150,平和⾦属株式会社
〒581-0075,⼤阪府⼋尾市渋川町１−４４
2025-07-03
 
ヘ,117575,平和⾦属⼯業株式会社
〒537-0021,⼤阪市東成区東中本３−１２−１４
2024-03-31
http://www.h-k-k.co.jp/
 
ヘ,211788,平和建設有限会社
〒811-1255,福岡県那珂川市恵⼦２丁⽬７番８号
2023-08-03
 
ヘ,215641,平和建設株式会社
〒078-8239,北海道旭川市豊岡９条７丁⽬６番１５号
2024-10-16
 
ヘ,125267,平和産業株式会社



〒273-0024,千葉県船橋市海神町南１−１５４４−１０
2026-03-01
http://www.heiwasangyo.co.jp/
 
ヘ,126795,平和産業株式会社
〒336-0025,埼⽟県さいたま市南区⽂蔵４−２１−１１
2024-04-05
http://www.peace-lon.co.jp
 
ヘ,220100,平和実業株式会社
〒034-0107,⻘森県⼗和⽥市⼤字洞内字井⼾頭１４４ー３０２
2024-07-27
 
ヘ,129528,平和⾃動⾞⼯業株式会社
〒803-0836,福岡県北九州市⼩倉北区中井５−１８−２２
2024-08-06
http://www.heiwa-ji-kou.co.jp/
 
ヘ,217111,株式会社平和設備
〒790-0807,愛媛県松⼭市平和通５丁⽬１ー２０
2025-09-17
 
ヘ,129734,平和テクニカ株式会社
〒103-0007,東京都中央区⽇本橋浜町２−４８−４
2024-12-28
http://www.heiwa-tec.co.jp/
 
ヘ,231591,平和テクノ株式会社
〒753-0074,⼭⼝県⼭⼝市中央四丁⽬４番１０号
2026-01-24
https://www.heiwatechno.co.jp/
 
ヘ,230786,平和電機設備株式会社
〒529-1651,滋賀県蒲⽣郡⽇野町⼤字⼭本７７８番地の７０
2025-08-30
http://heiwa-d.com
 
ヘ,219720,平和電⼯株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋三丁⽬４番８号
2024-05-11
http://heiwa-denko.co.jp/
 
ヘ,228124,株式会社平和電興
〒810-0022,福岡県福岡市中央区薬院⼀丁⽬１４番８号
2024-05-31
https://www.heiwadenko.co.jp/
 
ヘ,100645,平和ハーティ株式会社
〒652-0815,兵庫県神⼾市兵庫区三川⼝町２−２−２１
2026-03-07
http://www.heiwahearty.com/
 
ヘ,507542,平和発條株式会社
〒532-0031,⼤阪府⼤阪市淀川区加島３−７−２６
2023-06-07



https://www.hhk.co.jp/
 
ヘ,220646,平和防災株式会社
〒263-0001,千葉県千葉市稲⽑区⻑沼原町７７４番地２
2025-02-01
https://www.heiwa119.com/
 
ヘ,218248,ヘキサ株式会社
〒550-0005,⼤阪府⼤阪市⻄区⻄本町１−６−８
2023-08-18
 
ヘ,106796,株式会社ヘキサケミカル
〒578-0956,⼤阪府東⼤阪市横枕⻄１０−３０
2025-11-11
http://www.hexa-chem.co.jp
 
ヘ,505693,ヘキサコア株式会社
〒981-1251,宮城県名取市愛島台７丁⽬１０１番地５１
2025-04-21
https://www.cew.co.jp/
 
ヘ,226087,株式会社壁装
〒984-0004,宮城県仙台市若林区六丁の⽬東町２番１２号
2025-10-01
http://hekiso.co.jp/
 
ヘ,225137,株式会社ＨＥＸＥＬ Ｗｏｒｋｓ
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨１丁⽬１番３０号
2025-05-01
https://www.hexel.co.jp/
 
ヘ,216057,株式会社ヘクト
〒145-0005,東京都世⽥⾕区三宿１丁⽬１４番２号
2025-02-19
_
 
ヘ,120092,ヘティヒ・ジャパン株式会社
〒101-0052,東京都千代⽥区神⽥⼩川町３−８−５ 駿河台ヤギビル２階
2023-07-18
http://www.hettich.com
 
ヘ,223523,ヘライ建設株式会社
〒343-0845,埼⽟県越⾕市南越⾕４丁⽬１７番５号
2024-08-01
http://www.herai.jp
 
ヘ,228308,ヘライ建設株式会社
〒343-0845,埼⽟県越⾕市南越⾕４丁⽬１７番５号
2024-07-27
 
ヘ,503755,ヘラマンタイトン株式会社
〒151-0073,東京都渋⾕区笹塚１−４８−３  住友不動産笹塚太陽ビル６Ｆ
2026-02-21
https://www.hellermanntyton.co.jp/
 



ヘ,103423,Ｈｅｒｍｅｓ Ｍｉｃｒｏｖｉｓｉｏｎ Ｊａｐａｎ株式会社
〒140-0001,東京都品川区北品川４−７−３５ 御殿⼭トラストタワー４Ｆ
2023-09-26
http://www.hermes-microvision.com/
 
ヘ,127549,ヘレウス株式会社
〒112-0012,東京都⽂京区⼤塚２−９−３ 住友不動産⾳⽻ビル５Ｆ
2026-01-21
http://www.heraeus.co.jp
 
ヘ,116340,ヘンケルエイブルスティックジャパン株式会社
〒235-0017,神奈川県横浜市磯⼦区新磯⼦町２７−７
2024-05-23
http://www.henkel.co.jp
 
ヘ,116374,ヘンケルジャパン株式会社
〒562-8586,⼤阪府箕⾯市船場東１−１１−９
2024-08-21
http://www.henkel.co.jp
 
ヘ,503756,ＨＥＮＮＧＥ株式会社
〒150-0036,東京都渋⾕区南平台町１６番２８号
2026-02-23
https://hennge.com/jp/
 
ヘ,217448,株式会社逸⾒⾦属
〒760-0079,⾹川県⾼松市松縄町４−１
2026-01-07
 
ヘ,117584,ヘンミ計算尺株式会社
〒101-0062,東京都千代⽥区神⽥駿河台４−４
2026-05-25
http://www.hemmi-inc.co.jp/
 
ベ,104714,株式会社ベース
〒564-0062,⼤阪府吹⽥市垂⽔町３−３３−１６
2026-04-06
https://www.base-web.jp
 
ベ,217398,株式会社ベーステック
〒381-2225,⻑野県⻑野市篠ノ井岡⽥３２４１−４８６
2025-12-17
 
ベ,220223,株式会社ベースメタル⼯業
〒547-0023,⼤阪府⼤阪市平野区⽠破南２丁⽬４−１３
2024-09-07
 
ベ,505618,株式会社ベータテック
〒468-0058,愛知県名古屋市天⽩区植⽥⻄２−１１０−１
2024-08-30
 
ベ,600014,ベーヴェ・システック・ジャパン株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿８−１４−２４ ⻄新宿ＫＦビル１Ｆ
2026-02-22
http://www.boewe-systec-japan.jp/



 
ベ,102278,株式会社ベイキューブシー
〒261-0023,千葉市美浜区中瀬１−３
2025-02-15
http://www.baycc.co.jp
 
ベ,126344,⽶国貿易株式会社
〒153-0061,東京都⽬黒区中⽬黒２−１０−５ 中⽬黒ＮＫビル６階
2023-12-07
http://www.american-trading-japan.com
 
ベ,219584,有限会社ベイシス
〒270-0101,千葉県流⼭市⼤字東深井８６０−６１
2024-04-13
http://www.basis1985.com/
 
ベ,218634,ベイテック株式会社
〒275-0014,千葉県習志野市鷺沼五丁⽬１７番８号
2023-11-17
 
ベ,231848,株式会社ベイテック
〒830-0064,福岡県久留⽶市荒⽊町藤⽥１４２３番地４０
2026-04-04
https://batec.co.jp/
 
ベ,217258,有限会社ベイプラン
〒273-0865,千葉県船橋市夏⾒１−１６−１０
2025-10-29
 
ベ,231572,ベクトル株式会社
〒358-0013,埼⽟県⼊間市⼤字上藤沢６２５番地３
2026-01-17
https://t-vector.co.jp/
 
ベ,105187,株式会社ベスタクト・ソリューションズ
〒824-8511,福岡県⾏橋市⻄宮市２−１３−１
2024-07-19
 
ベ,229544,株式会社ベステムサービス
〒342-0036,埼⽟県吉川市⾼富⼤場川１０５９
2026-03-05
http://bestemservice.co.jp
 
ベ,120513,株式会社ベスト
〒024-0074,岩⼿県北上市滑⽥６地割３８−１
2023-10-16
http://www.best-mold.co.jp
 
ベ,230729,ＢＥＳＴ株式会社
〒595-0025,⼤阪府泉⼤津市旭町１８番１−１５０７号
2025-08-16
http://best.c.ooco.jp/
 
ベ,213279,有限会社ベストコーポレーション
〒030-0918,⻘森県⻘森市けやき１丁⽬１５番１号



2020-06-17
 
ベ,219918,株式会社ベストサービス
〒731-5103,広島県広島市佐伯区藤の⽊３−２１−３
2024-06-22
 
ベ,218132,株式会社ベストセキュリティ
〒024-0092,岩⼿県北上市新穀町２−２−７
2023-08-04
 
ベ,222681,株式会社ベストフォーム
〒270-1616,千葉県印⻄市岩⼾３５４７番地
2024-02-01
 
ベ,106721,株式会社ベストプラン
〒722-2101,広島県尾道市因島⼤浜町１７４５
2025-07-06
https://bestplan-chugoku.com/
 
ベ,504986,株式会社ベストプロジェクト
〒530-0044,⼤阪府⼤阪市北区東天満⼆丁⽬１０番１９号マークベストビル
2023-10-13
https://www.bestproject.com/
 
ベ,102926,ベスパック株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥１−１３−７ マルキビル６Ｆ
2025-12-19
http://www.bespack.co.jp
 
ベ,220027,別枝⼟建⼯業株式会社
〒760-0071,⾹川県⾼松市藤塚町⼀丁⽬１０番６号
2024-07-13
 
ベ,229459,株式会社別所⼯業
〒335-0004,埼⽟県蕨市中央２丁⽬１番７号
2026-01-22
 
ベ,217654,別所板⾦株式会社
〒513-0823,三重県鈴⿅市道伯三丁⽬６番２号
2026-03-17
 
ベ,128619,株式会社ベッセル
〒536-0021,⼤阪市城東区諏訪２−１４−２２
2025-12-27
https://www.vessel.co.jp
 
ベ,211153,別鉄サッシ⼯業株式会社
〒879-1502,⼤分県速⾒郡⽇出町⼤字藤原５２８８番地６
2025-05-25
https://www.bettetsu.co.jp/
 
ベ,223732,株式会社ベッテン
〒874-0919,⼤分県別府市⽯垣東６丁⽬１番３号
2024-11-01
http://www.betten.co.jp



 
ベ,127504,株式会社別川製作所
〒924-8560,⽯川県⽩⼭市漆島町１１３６
2025-10-26
https://www.betsukawa.co.jp
 
ベ,502776,株式会社ベテル
〒315-0021,茨城県⽯岡市荒⾦３−１１
2024-12-08
http://www.bethel.co.jp
 
ベ,154095,紅忠コイルセンター関⻄株式会社
〒595-0075,⼤阪府泉⼤津市臨海町１−１５−１
2024-09-29
 
ベ,103524,紅忠コイルセンター関東株式会社
〒354-0004,埼⽟県富⼠⾒市下南畑１５８３−１
2023-11-28
http://www.benichu-kanto.co.jp
 
ベ,154090,紅忠コイルセンター九州株式会社
〒807-0001,福岡県遠賀郡⽔巻町猪熊１０丁⽬４番１０号
2026-06-07
 
ベ,157020,紅忠サミットコイルセンター株式会社
〒739-0008,広島県東広島市⻄条吉⾏東２−１−１１
2024-09-05
 
ベ,101332,紅忠スチール株式会社
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋１−４−１ ⽇本橋⼀丁⽬ビルディング１６階
2024-05-09
https://www.st-benichu.com
 
ベ,154019,紅忠スチール株式会社
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋１−４−１ ⽇本橋⼀丁⽬ビルディング１６階
2024-08-12
 
ベ,107113,紅屋オフセット株式会社
〒112-0012,東京都⽂京区⼤塚３−２０−１ 紅屋茗荷⾕ビル５Ｆ
2025-09-07
http://www.beniya-print.co.jp
 
ベ,231334,ベネックスソリューションズ株式会社
〒812-0004,福岡県福岡市博多区榎⽥⼆丁⽬１番１８号
2025-11-29
https://benexsolutions.co.jp/
 
ベ,505139,株式会社ベリサーブ
〒101-0061,東京都千代⽥区神⽥三崎町３−１−１６ 神保町北東急ビル９Ｆ
2024-10-12
https://www.veriserve.co.jp/
 
ベ,504783,ベル・データ株式会社
〒163-0449,東京都新宿区⻄新宿２−１−１新宿三井ビル４９階
2023-08-09



https://www.belldata.com/
 
ベ,219466,株式会社ベルウクリエイティブ
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町三丁⽬３番９号久⽶ビル５階
2024-03-23
https://belue-c.jp/
 
ベ,216841,株式会社ＢＥＬＬＷＯＯＤ
〒400-0205,⼭梨県南アルプス市野⽜島１７５２番地５号
2025-07-09
 
ベ,213948,ベルウッド電気株式会社
〒980-0004,宮城県仙台市⻘葉区宮町１丁⽬５番２６号
2024-12-22
http://www.bwe.co.jp/
 
ベ,127511,株式会社ベル技研
〒615-8225,京都市⻄京区上桂森下町１−１７３
2023-03-05
http://www.bell-giken.com
 
ベ,113562,株式会社ベルクシー
〒601-8355,京都市南区吉祥院⽯原堂ノ後町２２−１
2024-08-07
http://www.velxy.co.jp
 
ベ,503915,株式会社ベルシステム２４
〒105-6906,東京都港区虎ノ⾨４丁⽬１番１号神⾕町トラストタワー６階
2024-02-08
https://www.bell24.co.jp/ja/index.html
 
ベ,507575,株式会社ベル・セード
〒124-0011,東京都葛飾区四つ⽊５−１０−８
2025-07-13
http://www.vel-suede.co.jp
 
ベ,217964,有限会社ベル装
〒421-0114,静岡県静岡市駿河区桃園町１３−８
2023-07-21
 
ベ,503406,株式会社ベルソス
〒730-0041,広島県広島市中区⼩町８−２５
2025-04-20
http://www.versos.jp/
 
ベ,232005,株式会社ベルソン
〒104-0033,東京都中央区新川⼀丁⽬２２番１３号
2026-05-16
http://belson.jp/
 
ベ,100886,株式会社ベルチャイルド
〒530-0037,⼤阪府⼤阪市北区松ヶ枝町１−３ いちご南森町ビル３Ｆ
2023-09-26
http://www.bell-c.co.jp
 



ベ,214956,株式会社ベルックス
〒154-0016,東京都世⽥⾕区弦巻３丁⽬１３−１８
2023-08-29
http://www.bellrx.co.jp
 
ベ,221817,ベルテクス株式会社
〒102-0083,東京都千代⽥区麹町５丁⽬７番地２
2025-07-01
https://vertexgrp.co.jp
 
ベ,230170,ベルテクス建設株式会社
〒564-0052,⼤阪府吹⽥市広芝町７番２９号
2025-06-07
https://vertex-const.co.jp/
 
ベ,226981,ベルテクネ株式会社
〒811-2114,福岡県糟屋郡須惠町⼤字上須惠１４９５ー１
2023-08-01
http://www.belltechne.co.jp
 
ベ,218884,株式会社ベルテクノ
〒460-0003,愛知県名古屋市中区錦３丁⽬５番２７号
2024-01-12
http://www.beltecno.co.jp/
 
ベ,220917,株式会社ベルテック
〒700-0845,岡⼭県岡⼭市南区浜野四丁⽬１７番６号
2025-03-29
 
ベ,103903,株式会社ベルテックソフト
〒319-1225,茨城県⽇⽴市⽯名坂町２−６−１１
2024-07-08
http://www.belltechsoft.com
 
ベ,102481,合同会社ベルトン・トウトク・テクノロジー
〒386-0152,⻑野県上⽥市⼤屋２９２−２
2025-03-19
 
ベ,120249,株式会社ベルニクス
〒336-0024,埼⽟県さいたま市南区根岸５−７−８
2023-08-08
http://www.bellnix.co.jp
 
ベ,129180,ベルモントプラスチック株式会社
〒520-3402,滋賀県甲賀市甲賀町⼩佐治３４３５
2023-12-01
http://www.belplas.jp/
 
ベ,502811,ベンキュージャパン株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１−１４−５ ＮＫ内神⽥ビル８階
2025-03-14
https://www.benq.com
 
ベ,222425,株式会社勉強堂黒板製作所
〒038-0042,⻘森県⻘森市⼤字新城字平岡９６１ー２



2023-12-01
http://www.benkyodo-kk.jp
 
ベ,217209,ベン測量設計株式会社
〒989-3126,宮城県仙台市⻘葉区落合５ー９ー２３
2025-10-15
 
ベ,219846,株式会社ベンチャーキンド
〒550-0003,⼤阪府⼤阪市⻄区京町堀⼀丁⽬１１番１号
2024-06-08
 
ベ,100875,有限会社ベンテクニカルサービス
〒852-8144,⻑崎市⼥の都３−１４−５
2023-09-20
 
ベ,505541,弁理⼠法⼈朝⽇特許事務所（その他）
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町三丁⽬１５番地 ＮＴＦ⽵橋ビル３Ｆ
2024-03-03
https://asahipat.com/
 
ベ,505524,弁理⼠法⼈旺知国際特許事務所
〒113-0033,東京都⽂京区本郷２丁⽬１５番１３号お茶の⽔ウィングビル６階
2024-02-12
https://www.oy-pat.com/
 
ペ,106879,株式会社ペッカー精⼯
〒355-0071,埼⽟県東松⼭市⼤字新郷８８−３４
2026-02-03
http://www.pecker-seiko.com/
 
ペ,107117,ペナント株式会社
〒154-0022,東京都世⽥⾕区梅丘１−４２−１１
2026-02-23
http://www.pennant.co.jp
 
ペ,505013,ペネトレイター株式会社
〒183-0014,東京都府中市是政４−４−２２−２０１
2023-12-15
https://penetrator.jp/
 
ペ,213308,ペリー・ジャパン株式会社
〒103-0015,東京都中央区⽇本橋箱崎町３１ー４
2026-07-01
https://www.peri.co.jp/
 
ペ,103028,株式会社ペリテック
〒370-0862,群⾺県⾼崎市⽚岡町１−１７−２
2026-02-14
http://www.peritec.co.jp
 
ペ,230032,ペンタテクノサービス株式会社
〒329-2746,栃⽊県那須塩原市四区町１５３４番地１
2025-04-19
https://www.penta-techno.co.jp/
 



ペ,211134,ペンタビルダーズ株式会社
〒112-0004,東京都⽂京区後楽２丁⽬１番２号
2025-05-13
https://www.penta-builders.co.jp/
 
ホ,211880,株式会社ホーコーシステム
〒198-0013,東京都⻘梅市⽊野下２ー１８４ー３
2023-10-20
 
ホ,225185,ホーコス株式会社
〒720-8650,広島県福⼭市草⼾町２丁⽬２４番２０号
2025-05-01
https://www.horkos.co.jp/
 
ホ,129562,株式会社ホースケアプロダクツ
〒144-0031,東京都⼤⽥区東蒲⽥１−２１−１０
2024-09-28
http://www.horsecare.co.jp/
 
ホ,210401,ホーセック株式会社
〒612-8486,京都府京都市伏⾒区⽻束師古川町２３６番地１
2021-06-30
http://www.hskm.co.jp/
 
ホ,106583,株式会社ホーセン
〒700-0861,岡⼭県岡⼭市北区清輝橋３−３−１９
2025-02-22
 
ホ,225831,ホーチキ株式会社
〒141-8660,東京都品川区上⼤崎２ー１０ー４３
2025-08-01
http://www.hochiki.co.jp/
 
ホ,100699,株式会社ホープエンジニアリング
〒367-0215,埼⽟県本庄市児⽟町⻑沖２４７−３
2026-04-15
http://www.hope-eng.co.jp/
 
ホ,104029,株式会社ホープス
〒104-0033,東京都中央区新川１−３−１７ 新川三幸ビル７階
2024-10-08
https://www.hopes-ise.co.jp
 
ホ,211293,株式会社ホープ電⼯
〒513-0835,三重県鈴⿅市平野町７７２１番地の４
2025-07-21
 
ホ,503543,株式会社ホープネット
〒101-0063,東京都千代⽥区神⽥淡路町１丁⽬４番１の４
2025-08-25
https://www.hope-net.co.jp/
 
ホ,220320,株式会社ホームインテリア福原
〒065-0021,北海道札幌市東区北２１条東１０丁⽬２−１３
2024-10-05



 
ホ,501438,ホーム建材株式会社
〒465-0025,愛知県名古屋市名東区上社四丁⽬１６２番地
2024-11-17
http://www.home-kenzai.co.jp/
 
ホ,218307,株式会社ホームビソー
〒150-0046,東京都渋⾕区松濤２−１２−１５−１０１号
2023-09-01
http://www.homebiso.com/
 
ホ,127544,ホームラン電機株式会社
〒332-0034,埼⽟県川⼝市並⽊１−３−７
2025-11-19
 
ホ,111362,ＨＯＹＡ株式会社
〒161-8525,東京都新宿区中落合
2023-10-12
http://www.hoya.co.jp
 
ホ,117556,ＨＯＹＡ株式会社 オプティクス部⾨
〒335-0027,埼⽟県⼾⽥市氷川町３−５−２４
2024-02-10
https://www.hoyacandeo.co.jp
 
ホ,225290,株式会社ホーワ
〒134-0081,東京都江⼾川区北葛⻄２丁⽬１４番２７号
2025-06-01
 
ホ,106138,株式会社保安サプライ
〒103-0021,東京都中央区⽇本橋本⽯町３−２−４
2024-01-27
http://www.hoan-supply.co.jp
 
ホ,123639,ホイテクノ物流株式会社
〒443-0038,愛知県蒲郡市拾⽯町東浜３１−１６
2025-02-25
http://www.hoitechno.co.jp
 
ホ,213392,豊安⼯業株式会社
〒472-0042,愛知県知⽴市内幸町加藤４０番地
2023-08-19
 
ホ,123543,株式会社芳栄
〒104-0061,東京都中央区銀座７−１２−７
2025-02-13
http://www.hoei-kk.jp/
 
ホ,127519,株式会社朋栄
〒150-0013,東京都渋⾕区恵⽐寿３−８−１
2026-01-07
https://www.for-a.co.jp/
 
ホ,230466,株式会社豊栄
〒762-0021,⾹川県坂出市⻄庄町１５６５番地２



2025-07-19
https://houei-inc.com
 
ホ,126430,株式会社朋栄エレテックス
〒150-0013,東京都渋⾕区恵⽐寿３−８−１
2024-01-04
http://www.f-eletex.co.jp
 
ホ,117667,豊栄⾦属⼯業株式会社
〒570-0032,⼤阪府守⼝市菊⽔通４−５−１
2024-09-01
 
ホ,213036,邦栄建設株式会社
〒334-0072,埼⽟県川⼝市⼤字安⾏吉岡１５７０ー６
2026-02-05
http://www.houeikensetsu.co.jp
 
ホ,216856,株式会社宝栄建設
〒986-0853,宮城県⽯巻市⾨脇字⻘葉東９７番地
2022-07-09
 
ホ,117574,株式会社豊栄⼯業
〒441-1346,愛知県新城市川⽥字新間平１−３６９
2026-05-14
http://www.hoic.co.jp
 
ホ,127534,豊栄⼯業株式会社
〒370-0031,群⾺県⾼崎市上⼤類町４６５−２
2025-11-16
 
ホ,220361,株式会社豊瑛興業
〒781-2120,⾼知県吾川郡いの町枝川８５８−９
2024-10-19
 
ホ,221157,峰栄⼯業株式会社
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋３ー１５ー３
2025-03-01
 
ホ,103563,豊栄産業株式会社
〒370-0536,群⾺県⾢楽郡⼤泉町古氷４１５
2024-01-21
 
ホ,216810,有限会社豊栄産業
〒818-0131,福岡県太宰府市⽔城６丁⽬１ー９
2025-07-02
 
ホ,124562,豊栄商事株式会社
〒262-0013,千葉県千葉市花⾒川区犢橋１５９８−１
2025-10-25
http://www.houei-shoji.co.jp
 
ホ,127577,株式会社豊栄製作所
〒561-0816,⼤阪府豊中市豊南町⻄５−１０−１９
2025-09-13
 



ホ,107410,宝永電機株式会社
〒532-0033,⼤阪市淀川区新⾼２−６−６０
2023-09-07
http://www.hoei-elec.co.jp
 
ホ,214507,豊栄電気株式会社
〒550-0011,⼤阪府⼤阪市⻄区阿波座１丁⽬２番１０号
2025-12-13
 
ホ,231475,株式会社豊栄電気⼯事
〒781-0242,⾼知県⾼知市横浜⻄町１９番２３−６号
2025-12-19
https://houei-ew.com/
 
ホ,219693,峯栄電⼯株式会社
〒950-2032,新潟県新潟市⻄区的場流通２−１−６
2024-04-27
 
ホ,117524,宝永プラスチックス株式会社
〒510-0013,三重県四⽇市市富⼠町１−２７
2026-03-26
http://www.fujielectric.co.jp/hp/
 
ホ,228145,豊雅⼯業株式会社
〒259-1114,神奈川県伊勢原市⾼森４丁⽬１７ー２５
2024-06-07
 
ホ,231167,有限会社ホウキ塗装
〒233-0007,神奈川県横浜市港南区⼤久保⼆丁⽬７番１０号
2025-10-25
 
ホ,231241,株式会社ほうきょう
〒791-8012,愛媛県松⼭市姫原⼆丁⽬３番２２号
2025-11-08
http://www.hokyo.org/
 
ホ,216808,株式会社奉建社
〒343-0023,埼⽟県越⾕市東越⾕六丁⽬３１番地５
2025-07-02
https://www.houkensha.jp/
 
ホ,122631,株式会社豊⼯
〒490-1204,愛知県あま市花⻑⻄出５０
2024-10-17
 
ホ,219726,株式会社禮光
〒010-1424,秋⽥県秋⽥市御野場１丁⽬１番８号
2024-05-11
 
ホ,213143,株式会社豊光設備
〒472-0013,愛知県知⽴市⾕⽥町下空池１３５番地５
2026-03-19
https://www.hokosetsubi.com/
 
ホ,213691,株式会社豊国



〒636-0053,奈良県北葛城郡河合町池部２ー７ー５
2024-04-28
http://www.houkoku.cc
 
ホ,121472,豊国⼯業株式会社
〒441-8019,愛知県豊橋市花⽥町字百北２５３
2024-04-28
http://www.hokoku.co.jp/
 
ホ,214892,豊国⼯業株式会社
〒739-0024,広島県東広島市⻄条町御園宇６４００番地３
2023-07-25
http://www.hokoku-kogyo.co.jp
 
ホ,117320,豊国商事株式会社
〒060-0061,札幌市中央区南１条⻄７−１２−６ パークアベニュービル
2023-07-26
http://www.houkoku-syouji.co.jp/
 
ホ,228506,豊國商事株式会社
〒810-0041,福岡県福岡市中央区⼤名⼆丁⽬１１番２５号
2024-09-20
 
ホ,224179,有限会社ホウザキ
〒870-0946,⼤分県⼤分市⼤字曲４０８番地の１
2025-02-01
https://www.houzaki.jp/
 
ホ,117611,豊州産業株式会社
〒810-0072,福岡市中央区⻑浜２−５
2024-10-02
 
ホ,125888,宝商株式会社
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋３−１３−１１
2023-10-12
http://www.hosho.ne.jp/
 
ホ,127597,豊商株式会社
〒442-0848,愛知県豊川市⽩⿃町⼭桃３０−１
2025-10-22
https://www.hosho.co.jp
 
ホ,105128,宝⽣産業株式会社
〒060-0041,北海道札幌市中央区⼤通東２−３ 第３６桂和ビル４Ｆ
2024-05-21
http://www.hosyo-sangyo.co.jp
 
ホ,101421,株式会社豊商リーク・メンテナンス
〒333-0845,埼⽟県川⼝市上⻘⽊⻄１−１８−３２
2024-06-18
http://www.hosho-leak.co.jp/
 
ホ,217554,株式会社豊信トラスト
〒340-0115,埼⽟県幸⼿市中２丁⽬１１−２０
2026-02-04



 
ホ,102802,豊新物産株式会社
〒454-0004,名古屋市中川区⻄⽇置２−２０−２５
2025-10-01
 
ホ,128932,豊実精⼯株式会社
〒501-3303,岐⾩県加茂郡富加町⽻⽣２１４６−２
2023-04-24
http://www.hojitsu.co.jp
 
ホ,107035,北條⾦属株式会社
〒580-0023,⼤阪府松原市南新町４−９７
2024-09-14
 
ホ,226623,株式会社北條組
〒381-0011,⻑野県⻑野市⼤字村⼭３４８ー１
2026-04-01
http://hojonet.com
 
ホ,121903,北條光学株式会社
〒324-0004,栃⽊県⼤⽥原市富池２２−１
2024-07-03
http://hojyo-opt.co.jp
 
ホ,220892,株式会社北條設備⼯業所
〒591-8002,⼤阪府堺市北区北花⽥町四丁１０４番地９
2025-03-22
http://www.houjyosetubi.jp
 
ホ,225584,北條鉄⼯株式会社
〒210-0852,神奈川県川崎市川崎区鋼管通４丁⽬３番１５号
2025-06-01
_
 
ホ,216236,有限会社宝神重機
〒455-0832,愛知県名古屋市港区宝神⼆丁⽬２７０２
2025-03-26
 
ホ,129287,株式会社宝⾓合⾦製作所
〒672-8035,兵庫県姫路市飾磨区中島１３４５−２
2024-02-17
http://www.houz.co.jp
 
ホ,127557,株式会社豊成
〒441-0101,愛知県豊川市宿町寺前１０５−１
2025-07-26
 
ホ,211585,株式会社豊正
〒802-0015,福岡県北九州市⼩倉北区⼤⽥町１０番２７号
2026-03-15
 
ホ,230609,株式会社豊誠
〒812-0054,福岡県福岡市東区⾺出⼆丁⽬１番７号福岡ことぶきビル２階２０２号
2025-08-02
https://housei-9.co.jp



 
ホ,231564,奉誠株式会社
〒350-0014,埼⽟県川越市古市場７１１番地３
2026-01-17
https://www.hou-sei.jp/
 
ホ,117546,鳳清印刷株式会社
〒571-0038,⼤阪府⾨真市柳⽥町３−２
2024-02-08
http://www.horsay.co.jp
 
ホ,229949,鳳⽣汽船株式会社
〒410-3502,静岡県賀茂郡⻄伊⾖町安良⾥６６４番地の１
2023-09-11
 
ホ,217313,株式会社豊成⼯業
〒981-3204,宮城県仙台市泉区寺岡４丁⽬８−１０
2025-11-19
 
ホ,217520,豊正⼯業株式会社
〒220-0055,神奈川県横浜市⻄区浜松町１２ー２９
2024-04-01
 
ホ,223070,豊正⼯業株式会社
〒740-0022,⼭⼝県岩国市⼭⼿町１丁⽬１６番１０号
2021-05-01
 
ホ,127569,株式会社宝泉製作所
〒373-0037,群⾺県太⽥市新道町１２７６−１
2026-01-28
http://www.the-housen.com/
 
ホ,127541,株式会社朋電舎
〒425-0092,静岡県焼津市越後島３５７
2026-04-02
https://www.hodensha.co.jp
 
ホ,127501,株式会社放電精密加⼯研究所
〒222-8580,神奈川県横浜市港北区新横浜３−１７−６ イノテックビル１１Ｆ
2026-02-21
http://www.hsk.co.jp
 
ホ,223250,株式会社豊徳
〒456-0058,愛知県名古屋市熱⽥区六番２ー８ー２２
2024-06-01
 
ホ,218940,豊南建設株式会社
〒204-0003,東京都清瀬市中⾥五丁⽬１６番地１
2024-01-19
http://www.hounan-const.com
 
ホ,117540,株式会社⽅南製作所
〒168-0062,東京都杉並区⽅南２−１２−１６
2023-09-12
http://www.hounanss.com



 
ホ,127545,株式会社放熱器のオーエス
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥２−１４−１０ 第２電波ビル４Ｆ
2025-01-24
http://www.h-os.co.jp
 
ホ,216227,豊明建設株式会社
〒042-0955,北海道函館市⾼丘町１８番１３号
2025-03-26
https://www.houmeikensetsu.com/
 
ホ,222695,豊明建設株式会社
〒893-0005,⿅児島県⿅屋市共栄町１６ー４
2021-02-01
 
ホ,210106,有限会社朋友
〒180-0011,東京都武蔵野市⼋幡町３ー５ー９
2023-12-17
 
ホ,217399,株式会社ホウユウ
〒456-0058,愛知県名古屋市熱⽥区六番⼆丁⽬８番２２号
2025-12-17
 
ホ,230034,株式会社朋友
〒812-0892,福岡県福岡市博多区東那珂⼆丁⽬３番５４号
2025-04-19
http://www.ho-you.jp/
 
ホ,211233,豊友建材株式会社
〒370-1301,群⾺県⾼崎市新町１４３８ー２
2025-06-29
_
 
ホ,215389,朋友シールテック株式会社
〒564-0004,⼤阪府吹⽥市原町４丁⽬２３−１１
2024-05-08
 
ホ,218449,株式会社豊友商事
〒983-0007,宮城県仙台市宮城野区仙台港北２丁⽬１６番地の１
2023-09-29
 
ホ,219421,株式会社豊優設備企画
〒067-0032,北海道江別市元江別８１８番地３
2024-03-23
 
ホ,120081,株式会社宝洋
〒130-0021,東京都墨⽥区緑１−２３−１０
2023-07-16
http://www.hoyoinc.co.jp/
 
ホ,502506,宝陽建設株式会社
〒444-1221,愛知県安城市和泉町庄司作９番地３０
2023-12-06
 
ホ,502390,豊洋精⼯株式会社



〒873-0223,⼤分県国東市安岐町⼤添４５４番地１
2023-06-27
http://hoyo-g.co.jp/HOYO/
 
ホ,213318,豊洋電気⼯事株式会社
〒870-0879,⼤分県⼤分市⼤字⾦⾕迫２０７番地
2023-07-08
 
ホ,230761,株式会社宝来⼯業
〒035-0033,⻘森県むつ市横迎町⼆丁⽬１８番１８号
2025-08-30
https://hourai-k.co.jp
 
ホ,121909,株式会社豊和
〒661-0981,兵庫県尼崎市猪名寺２−２１−３２
2024-07-07
http://www.kk-howa.co.jp
 
ホ,223788,豊和エンジニアリング株式会社
〒125-0031,東京都葛飾区⻄⽔元３ー２ー１１
2024-11-01
http://www.howa-eng.com/
 
ホ,217622,豊和機⼯株式会社
〒430-0834,静岡県浜松市南区松島町８３
2026-03-03
 
ホ,216393,豊和技研株式会社
〒468-0055,愛知県名古屋市天⽩区池場２丁⽬１０１０番地
2025-05-14
http://www.hoowa-giken.co.jp
 
ホ,214767,豊和建設株式会社
〒951-8132,新潟県新潟市中央区⼀番堀通町５９３８番地３０
2026-06-06
https://www.houwakensetsu.co.jp/
 
ホ,231533,豊和建設株式会社
〒812-0041,福岡県福岡市博多区吉塚三丁⽬１７番１７号
2026-01-10
 
ホ,215786,株式会社芳和建設⼯業
〒431-3111,静岡県浜松市東区中郡町１８８０
2024-11-27
https://houwa-kk.com/
 
ホ,212349,豊和⼯業株式会社
〒543-0002,⼤阪府⼤阪市天王寺区上汐４丁⽬４番２３号サンプラザ上汐４０１号室
2024-10-17
 
ホ,217510,豊和⼯業株式会社
〒452-8601,愛知県清須市須ケロ１９００番地１
2025-04-01
http://www.howa.co.jp
 



ホ,229232,豊和⼯業株式会社
〒142-0042,東京都品川区豊町１ー８ー１８
2025-08-09
 
ホ,222358,豊和⼯業⼯事株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋５丁⽬１３番１号
2023-11-01
http://www.hk2.co.jp/
 
ホ,231996,株式会社宝⽻ソーイング
〒702-8004,岡⼭県岡⼭市中区江並２９２番地４２
2026-05-09
https://www.houwa-sawing.com
 
ホ,218457,株式会社豊和鉄筋産業
〒014-0711,秋⽥県⼤仙市豊川字囲ノ内４６
2023-09-29
 
ホ,230464,豊和電業株式会社
〒130-0005,東京都墨⽥区東駒形⼆丁⽬２番８号
2025-07-19
http://houwa.peewee.jp
 
ホ,225218,株式会社外薗運輸機⼯
〒899-1922,⿅児島県薩摩川内市⼩倉町５８８４番地１
2025-05-01
https://www.hokazono.co.jp/
 
ホ,117655,株式会社保⽊野発条
〒193-0835,東京都⼋王⼦市千⼈町１−７−３
2024-08-07
http://www.hokino-spring.co.jp/
 
ホ,218992,株式会社ホクエー電⼯
〒503-0856,岐⾩県⼤垣市新⽥町４−２６
2024-01-26
 
ホ,228771,株式会社ホクエイ建設⼯業
〒550-0005,⼤阪府⼤阪市⻄区⻄本町２丁⽬１番４１号インテリンクス⻄本町５０１号
2024-12-20
https://www.hokuei-kk.co.jp/
 
ホ,223433,北栄興業株式会社
〒001-0020,北海道札幌市北区北２０条⻄７丁⽬１ー１
2024-08-01
https://hoku-k.jp
 
ホ,218678,株式会社北栄⼯業所
〒981-0943,宮城県仙台市⻘葉区国⾒３丁⽬３番１７号
2023-12-01
 
ホ,212581,ホクエイ設備⼯業株式会社
〒731-0103,広島県広島市安佐南区緑井８丁⽬３ー６
2025-04-10
 



ホ,218157,株式会社北栄総業
〒946-0007,新潟県⿂沼市四⽇町５３２番地
2023-08-11
 
ホ,216543,北英電気株式会社
〒341-0054,埼⽟県三郷市泉３丁⽬２番地１８
2025-05-28
_
 
ホ,216249,北英電⼯株式会社
〒061-1281,北海道北広島市輪厚⼯業団地１丁⽬２番地３
2025-04-02
https://www.hokuei-gr.com/
 
ホ,216451,北栄冷機⼯業株式会社
〒003-0029,北海道札幌市⽩⽯区平和通１６丁⽬北２番８号
2025-05-21
_
 
ホ,214975,株式会社ホクエツ関東
〒330-0801,埼⽟県さいたま市⼤宮区⼟⼿町⼀丁⽬３８番地１
2023-09-05
https://www.hsnet.co.jp/company/kanto/
 
ホ,219408,北越機電⼯業株式会社
〒950-2031,新潟県新潟市⻄区流通センター１丁⽬３番地３
2024-03-23
http://www.hokuetukiden.com/index.html
 
ホ,226710,北越空調株式会社
〒945-0056,新潟県柏崎市新橋８番２号
2020-05-01
http://www.air-hokuetsu.com/
 
ホ,102757,株式会社北越電研
〒940-1149,新潟県⻑岡市⻘⼭新町３３ー１
2025-08-27
https://www.denkenjp.com
 
ホ,102934,北越パッケージ株式会社
〒103-0021,東京都中央区⽇本橋本⽯町３−２−２ 北越製紙ビルディング６Ｆ
2025-12-25
http://www.hokuetsu-pc.co.jp
 
ホ,218845,株式会社ホクエツ宮城
〒980-0022,宮城県仙台市⻘葉区五橋１丁⽬５−３
2023-12-22
 
ホ,505439,北栄鉄⼯株式会社
〒997-0841,⼭形県鶴岡市⽩⼭字村北８９番地
2023-07-08
www.hokueitekko.co.jp
 
ホ,223515,株式会社北央コンクリート解体
〒065-0026,北海道札幌市東区北⼆⼗六条東１０ー１ー１



2024-08-01
https://hokuou.jp/
 
ホ,221806,北王コンサルタント株式会社
〒080-0037,北海道帯広市⻄七条北１丁⽬１１番地
2025-07-01
http://hokuo.co.jp/
 
ホ,106278,北央電機⼯業株式会社
〒047-0261,北海道⼩樽市銭函３−５０５−１
2024-07-26
http://www.hdkco.co.jp/welcome.html
 
ホ,223249,ホクコンマテリアル株式会社
〒918-8152,福井県福井市今市町６６号２０−２
2024-06-01
 
ホ,127555,北酸株式会社
〒930-0029,富⼭市本町１１−５
2025-01-29
http://www.hokusan.co.jp
 
ホ,227596,北産建設⼯業株式会社
〒959-2618,新潟県胎内市⾼野１６０８番地
2024-03-09
 
ホ,230660,北三電設 ⾚間⼀智（その他）
〒510-0891,三重県四⽇市市⽇永⻄３−２５−１０
2025-08-02
 
ホ,210995,ホクザイ運輸株式会社
〒803-0801,福岡県北九州市⼩倉北区⻄港町７２番地の３０
2025-03-18
https://www.hokuzaiunyu.co.jp/
 
ホ,117555,北州電機株式会社
〒377-0004,群⾺県渋川市半⽥５６５
2024-02-18
 
ホ,127605,ホクショー株式会社
〒920-8711,⽯川県⾦沢市⽰野町イ６
2024-12-05
http://www.hokusho.co.jp
 
ホ,212935,株式会社北翔
〒062-0936,北海道札幌市豊平区平岸六条１４丁⽬２ー９
2025-11-27
 
ホ,217801,有限会社北湘
〒651-1111,兵庫県神⼾市北区鈴蘭台北町９丁⽬２１番５号
2023-06-23
 
ホ,217014,北翔建設株式会社
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町３−７−２
2025-08-27



 
ホ,213455,有限会社北将⼯業
〒194-0038,東京都町⽥市根岸⼀丁⽬１２番地９
2023-09-30
 
ホ,220227,有限会社北松⼯業
〒791-8005,愛媛県松⼭市東⻑⼾２丁⽬１番３８号
2024-09-07
http://hokusho-kougyo.com/
 
ホ,230423,北昇テクノアドバンス有限会社
〒299-0112,千葉県市原市畑⽊４６５番地２
2025-07-12
https://www.hokusyou.co.jp
 
ホ,227447,ホクシヨー株式会社
〒174-8726,東京都板橋区上板橋１ー２ー８
2024-02-22
 
ホ,103532,有限会社ホクシン
〒440-0092,愛知県豊橋市⽠郷町改正２９
2023-12-08
 
ホ,107323,株式会社ホクシン
〒910-0011,福井市経⽥１−１０４
2026-02-12
http://www.hokusin-web.co.jp
 
ホ,231297,株式会社ホクシン
〒326-0335,栃⽊県⾜利市上渋垂町９５１番地１０
2025-11-15
 
ホ,106146,株式会社ホクシンエレクトロニクス
〒010-0063,秋⽥県秋⽥市⽜島⻄１−４−１０
2024-02-03
http://www.hokushin-elec.co.jp
 
ホ,104400,有限会社北信エンジニアリング
〒241-0013,神奈川県横浜市旭区三反⽥町２０２−５
2025-06-06
http://www.hokushin-e.co.jp
 
ホ,227721,北信ガス株式会社
〒383-0042,⻑野県中野市⻄条１５６
2021-03-23
 
ホ,120415,北⾠機材株式会社
〒370-0101,群⾺県伊勢崎市境東新井１２７０−８
2023-09-19
http://www.hokushin-inc.co.jp/
 
ホ,217164,北新機材株式会社
〒035-0033,⻘森県むつ市横迎町２丁⽬２１番１２号
2025-10-01
http://www.hokushinkizai.co.jp/



 
ホ,127587,北新⾦属⼯業株式会社
〒061-1405,北海道恵庭市⼾磯３４５−２４
2025-10-10
http://www.shinjohokushin.jp
 
ホ,211365,北新建設株式会社
〒151-0073,東京都渋⾕区笹塚２ー４ー４
2025-09-24
http://www.hokushin-cc.co.jp
 
ホ,230096,北⾠建設株式会社
〒232-0064,神奈川県横浜市南区別所五丁⽬２６−２４−１Ｆ
2025-05-17
https://hokushin-kensetu.co.jp
 
ホ,215485,有限会社北⾠⼯業
〒981-1244,宮城県名取市那智が丘⼀丁⽬１３番地の４
2021-07-10
 
ホ,219611,北⾠⼯業株式会社
〒343-0015,埼⽟県越⾕市花⽥４−１３−１８
2024-04-20
 
ホ,225331,有限会社北信鋼業
〒381-0102,⻑野県⻑野市若穂保科２７８番地２
2025-06-01
_
 
ホ,227526,北⾠⼯業株式会社
〒039-1165,⻘森県⼋⼾市⽯堂４丁⽬１５番８号
2024-02-28
http://www.hokushin-kogyo.jp/
 
ホ,230588,北振興業株式会社
〒031-0841,⻘森県⼋⼾市⼤字鮫町字下須⽥１５番地１
2025-08-02
 
ホ,224339,北信産業株式会社
〒005-8585,北海道札幌市南区真駒内本町１丁⽬１番１号
2025-03-01
_
 
ホ,101929,北伸電機株式会社
〒912-0067,福井県⼤野市右近次郎３３−１５
2024-11-21
http://www.hsdk.co.jp
 
ホ,230984,北神電設株式会社
〒241-0814,神奈川県横浜市旭区中沢⼀丁⽬６６番１４号
2025-10-04
https://hokushin-densetsu.localifo.jp
 
ホ,220943,北⾠⼟建株式会社
〒090-0030,北海道北⾒市北⼗条東四丁⽬１番地



2025-03-29
http://www.hokushindoken.co.jp
 
ホ,214422,北進⽊⼯株式会社
〒990-2251,⼭形県⼭形市⽴⾕川３丁⽬２０１５番地の２
2025-10-04
 
ホ,127962,有限会社ホクスイ精⼯
〒024-0102,岩⼿県北上市北⼯業団地５−９
2025-07-12
 
ホ,104407,株式会社ホクセイ
〒510-0004,三重県四⽇市市⼤宮⻄町１７−１６
2025-06-08
 
ホ,210120,株式会社北成
〒916-0081,福井県鯖江市⽯⽥下町３７ー１１ー２
2023-12-25
 
ホ,214277,ホクセイ株式会社
〒511-0836,三重県桑名市⼤字江場三丁⽬１１８番地２６
2022-07-12
http://www.hokusei.m.co.jp/
 
ホ,230147,北精株式会社
〒101-0062,東京都千代⽥区神⽥駿河台⼆丁⽬２番地御茶ノ⽔杏雲ビル１０階
2025-05-31
http://www.hokusei-ind.co.jp
 
ホ,231712,株式会社ホクセイ
〒921-8815,⽯川県野々市市本町⼀丁⽬４２番６号
2026-02-21
http://hokusei-corp.com/
 
ホ,226141,北成建材⼯業株式会社
〒080-2464,北海道帯広市⻄⼆⼗四条北１丁⽬２番１４号
2025-11-01
 
ホ,226546,北成建設株式会社
〒090-8691,北海道北⾒市北五条東３丁⽬２番地
2026-04-01
http://hokusei-kensetu.co.jp/
 
ホ,212866,株式会社北清⼯業
〒803-0841,福岡県北九州市⼩倉北区清⽔１丁⽬６番１９号
2025-10-17
http://www.hokusei-kogyo.jp/
 
ホ,218054,北星鉱業株式会社
〒028-0051,岩⼿県久慈市川崎町１４−１０
2023-07-28
 
ホ,127572,北星ゴム⼯業株式会社
〒938-0054,富⼭県黒部市岡３６２−１４
2025-05-11



http://www.hokusay-rubber.co.jp/
 
ホ,215627,北勢電気株式会社
〒510-8017,三重県四⽇市市平町１９番８号
2024-10-02
 
ホ,102677,ホクセイプロダクツ株式会社
〒933-0023,富⼭県⾼岡市末広町１−８
2025-07-12
http://w-hokusei.co.jp/
 
ホ,230655,株式会社ホクセツ
〒560-0055,⼤阪府豊中市柴原町三丁⽬１番２４号
2025-08-02
http://www.hokusetu.co.jp
 
ホ,105484,株式会社北摂回路技研
〒567-0851,⼤阪府茨⽊市真砂２−９−３−２
2025-03-13
http://www.hkg1-gr.com
 
ホ,123523,北摂サプライ株式会社
〒563-0036,⼤阪府池⽥市豊島北１−１６−９
2025-02-13
 
ホ,216927,株式会社北摂産業
〒571-0021,⼤阪府⾨真市⾈⽥町２５ー１０ー２０２
2025-07-23
http://hokusetsu.co.jp
 
ホ,223768,ホクセツ産業株式会社
〒567-0009,⼤阪府茨⽊市⼭⼿台５ー２６ー２７
2024-11-01
 
ホ,212453,北総警備保障株式会社
〒276-0049,千葉県⼋千代市緑が丘１−１−１
2025-02-06
http://www.hokusou-keibi.co.jp
 
ホ,216740,北総電機産業株式会社
〒273-0033,千葉県船橋市本郷町７２０番地
2025-06-25
http://www.e-hokuso.co.jp/
 
ホ,232028,株式会社北総フォレスト
〒270-1616,千葉県印⻄市岩⼾３２９８番地１
2026-05-23
https://hokusou-forest.co.jp
 
ホ,126941,ホクダイ⼯業株式会社
〒227-0062,横浜市⻘葉区⻘葉台２−１０−３
2024-06-16
http://www.hokudai.co.jp/
 
ホ,220151,北⻑⾦⽇⽶建材株式会社



〒007-0884,北海道札幌市東区北丘珠四条３−１２−１
2024-08-10
 
ホ,102459,株式会社ほくつう
〒920-8515,⽯川県⾦沢市問屋町１−６５
2025-03-13
https://www.hokutsu.co.jp
 
ホ,230785,北電設備株式会社
〒481-0013,愛知県北名古屋市⼆⼦名師１８番地
2025-08-30
https://www.hokuden-setsubi.jp/
 
ホ,106465,北電テクノサービス株式会社
〒930-0858,富⼭県富⼭市⽜島町１３−１５
2024-12-22
https://www.hts.co.jp
 
ホ,126561,株式会社北⽃
〒379-2215,群⾺県伊勢崎市⾚堀今井町２−１０４４−１
2024-02-09
http://www.hokuto-g.co.jp/
 
ホ,219098,北⽃株式会社
〒655-0017,兵庫県神⼾市垂⽔区上⾼丸１丁⽬７ー５２ー１０２
2024-02-16
 
ホ,219221,北⽃株式会社
〒988-0214,宮城県気仙沼市最知荒沢１９２−１
2024-03-02
 
ホ,225944,株式会社北⽃
〒538-0035,⼤阪府⼤阪市鶴⾒区浜２−４−３
2025-09-01
 
ホ,214785,ホクトー株式会社
〒921-8043,⽯川県⾦沢市⻄泉３丁⽬１０１番地
2026-06-20
 
ホ,214203,株式会社ほくとう
〒039-2245,⻘森県⼋⼾市北インター⼯業団地三丁⽬２ー８０
2025-05-24
http://www.hokutoh.com
 
ホ,126884,北東化成品販売株式会社
〒111-0054,東京都台東区⿃越１−２７−３
2024-05-29
http://www.hokutou.com/
 
ホ,105031,北東通信株式会社
〒001-0912,北海道札幌市北区新琴似⼗⼆条１２−３−２０
2024-02-06
 
ホ,129720,北都オーディオ株式会社
〒979-3131,福島県いわき市平⾚井字反町１０−６



2024-12-18
 
ホ,220915,北⽃管⼯株式会社
〒321-0145,栃⽊県宇都宮市茂原⼆丁⽬１２番２８号
2025-03-29
http://hokutokanko.co.jp/
 
ホ,218735,北⽃建設株式会社
〒116-0014,東京都荒川区東⽇暮⾥三丁⽬１０番８号
2023-12-15
 
ホ,211735,北⽃⼯業有限会社
〒167-0034,東京都杉並区桃井４ー４ー７
2023-06-29
 
ホ,213079,北都⼯業株式会社
〒003-0022,北海道札幌市⽩⽯区南郷通６丁⽬南１番３９号
2026-02-26
 
ホ,217084,株式会社北⽃⼯業
〒125-0062,東京都葛飾区⻘⼾６−３８−３
2025-09-10
http://www.hokuto-kougyou.co.jp
 
ホ,219913,株式会社北⽃⼯業
〒049-0162,北海道北⽃市中央３丁⽬２番３０号
2024-06-22
 
ホ,223461,株式会社北⽃⼯業
〒223-0053,神奈川県横浜市港北区綱島⻄６丁⽬６番１３号
2024-08-01
 
ホ,227196,株式会社北⽃⼯業
〒249-0002,神奈川県逗⼦市⼭の根⼀丁⽬２番３０号
2023-12-01
http://www.hokutonet.com
 
ホ,123583,ホクトサービス株式会社
〒078-8335,北海道旭川市南５条通２３−１９７５
2025-02-16
http://www.hokuto-hsc.co.jp
 
ホ,129481,ホクト産業株式会社
〒381-8532,⻑野県⻑野市南堀１８０−１
2024-06-12
http://www.hokto-kinoko.co.jp
 
ホ,104182,北都システム株式会社
〒004-0052,札幌市厚別区厚別中央２条３−５−１１
2024-11-26
https://www.hscnet.co.jp/
 
ホ,505601,株式会社北⽃社
〒112-0012,東京都⽂京区⼤塚３丁⽬３８番１０号
2024-07-07



https://www.hoku.co.jp/
 
ホ,219316,北⽃重⼯株式会社
〒063-0835,北海道札幌市⻄区発寒⼗五条１３丁⽬３番２０号
2024-03-16
 
ホ,117591,北⽃精機株式会社
〒983-0034,仙台市宮城野区扇町４−６−３
2023-11-11
 
ホ,117649,株式会社北⽃製作所
〒455-0831,名古屋市港区⼗⼀屋１−５９
2024-09-20
 
ホ,127603,北⽃総業株式会社
〒484-0072,愛知県⽝⼭市丸⼭天⽩町１５７−１
2024-12-04
http://www.hokutosogyo.co.jp
 
ホ,219861,株式会社ホクト創建
〒733-0002,広島県広島市⻄区楠⽊町２丁⽬１３番１号
2024-06-15
 
ホ,220149,株式会社北杜地質センター
〒020-0402,岩⼿県盛岡市黒川９−２２−１１
2024-08-10
http://www.hokuto-geo.co.jp/
 
ホ,105665,北⽃通信⼯業株式会社
〒019-1603,秋⽥県⼤仙市太⽥町中⾥字⼆⼗町２３９−１
2022-08-23
https://www.hokuto-ds.co.jp
 
ホ,106566,北⽃テクノ株式会社
〒520-3251,滋賀県湖南市朝国１９６−１
2025-02-08
 
ホ,104912,株式会社北都鉄⼯
〒920-0041,⽯川県⾦沢市⻑⽥本町チ１０−１
2023-09-05
https://www.k-hokuto.co.jp
 
ホ,213921,株式会社ホクト電機制御
〒543-0023,⼤阪府⼤阪市天王寺区味原町６−２０
2021-12-08
 
ホ,216694,株式会社北⽃電⼯
〒360-0023,埼⽟県熊⾕市佐⾕⽥２００５番地１
2025-06-25
 
ホ,210897,北都電設⼯業株式会社
〒003-0861,北海道札幌市⽩⽯区川下１条７丁⽬４ー８
2025-02-09
 
ホ,213976,北都電設⼯業株式会社



〒920-0366,⽯川県⾦沢市南塚町３４番地
2025-01-19
http://hokuto-den.co.jp/
 
ホ,225463,北都ハウス⼯業株式会社
〒982-0811,宮城県仙台市太⽩区ひより台２５番１５号
2025-06-01
http://www.hokuto-house.co.jp/
 
ホ,221924,北⽃美装株式会社
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊２−１４−５
2025-08-01
 
ホ,229609,株式会社北都レジン⼯業
〒115-0043,東京都北区神⾕３丁⽬２番３号
2026-03-27
 
ホ,123468,北都レスター株式会社
〒983-0035,宮城県仙台市宮城野区⽇の出町２−２−３９
2025-02-06
http://www.hokutolester.jp
 
ホ,212001,ホクニチ株式会社
〒059-1366,北海道苫⼩牧市あけぼの町１丁⽬１番１３号
2024-01-27
 
ホ,212736,株式会社ホクピン
〒931-8434,富⼭県富⼭市三上３０番地
2025-07-10
 
ホ,230519,有限会社北部通信建設
〒905-0018,沖縄県名護市⼤⻄四丁⽬１３番１７号
2025-07-26
 
ホ,107780,北部通信⼯業株式会社
〒960-8154,福島市伏拝字沖２７−１
2024-08-05
http://www.hokubu.co.jp
 
ホ,214119,北部緑地株式会社
〒116-0002,東京都荒川区荒川５ー４ー３
2025-04-05
http://www.hokubu-r.co.jp
 
ホ,225193,北友建設株式会社
〒144-0052,東京都⼤⽥区蒲⽥３ー７ー１２
2025-05-01
 
ホ,230979,株式会社北溶
〒039-3123,⻘森県上北郡野辺地町字種川９番地１
2025-10-04
 
ホ,219607,株式会社北陽エンヂニア・サービス
〒680-0934,⿃取県⿃取市徳尾１４８番地４
2024-04-20



 
ホ,117594,株式会社北陽化学⼯業所
〒341-0034,埼⽟県三郷市新和４−５３４−１
2026-05-27
 
ホ,210300,北洋コーキング株式会社
〒003-0812,北海道札幌市⽩⽯区菊⽔上町２条３丁⽬５２番７２号
2024-04-28
 
ホ,219102,株式会社北洋施設
〒065-0023,北海道札幌市東区北⼆⼗三条東⼗丁⽬１番６号
2024-02-16
 
ホ,127517,北陽電機株式会社
〒550-0002,⼤阪市⻄区江⼾堀１−９−６ 肥後橋ユニオンビル
2025-05-21
http://www.hokuyo-aut.co.jp
 
ホ,230482,株式会社北陽電気⼯業所
〒230-0012,神奈川県横浜市鶴⾒区下末吉三丁⽬１９番３３号
2025-07-19
 
ホ,227897,北陽電材株式会社
〒078-8211,北海道旭川市⼀条通１９丁⽬右７号
2024-04-13
 
ホ,212499,株式会社北陸
〒140-0013,東京都品川区南⼤井１丁⽬１６番４号
2025-02-27
 
ホ,224457,株式会社ホクリク
〒121-0816,東京都⾜⽴区梅島１丁⽬２６番２０号
2025-04-01
http://www.hokurikukaihatsu.co.jp/
 
ホ,507565,北陸朝⽇放送株式会社
〒920-0393,⽯川県⾦沢市松島１丁⽬３２番２
2025-02-05
http://www.hab.co.jp
 
ホ,219792,株式会社北陸圧送
〒920-0107,⽯川県⾦沢市⼆⽇市町へ１７７番地１
2024-05-25
 
ホ,228991,北陸アルミニウム株式会社
〒933-0393,富⼭県⾼岡市笹川２２６５番地
2025-04-19
https://hokua.com/
 
ホ,221543,株式会社北陸アロー機器
〒910-0843,福井県福井市⻄開発３丁⽬３０１ー１０
2025-04-01
 
ホ,230970,北陸エースコン株式会社
〒920-1303,⽯川県⾦沢市⾠⺒町ロ２１番地



2025-10-04
 
ホ,106596,北陸家庭電器サービス株式会社
〒921-8027,⽯川県⾦沢市神⽥２−１−１９
2025-03-10
 
ホ,129209,株式会社北陸カラーフォーム
〒923-1202,⽯川県能美市莇⽣町カ４−１
2023-12-24
https://www.peicolor.co.jp
 
ホ,226682,北陸ガス圧接株式会社
〒920-0831,⽯川県⾦沢市東⼭３丁⽬１６番２５号
2026-05-01
https://assetsu.jp/
 
ホ,214918,北陸基礎⼯業株式会社
〒923-0034,⽯川県⼩松市⻑⽥町イ６８ー１
2023-08-01
http://www.hokurikukiso.co.jp
 
ホ,230851,北陸グラスロン株式会社
〒920-0374,⽯川県⾦沢市上安原南４５番地
2025-09-20
 
ホ,105777,北陸計装株式会社
〒930-0106,富⼭県富⼭市⾼⽊２１３９−２
2025-12-04
 
ホ,218098,北陸建⼯株式会社
〒936-0825,富⼭県滑川市安⽥２００−８
2023-08-04
 
ホ,222581,株式会社北陸建材社
〒939-0287,富⼭県射⽔市⾚井１２３番地
2024-01-01
 
ホ,215614,株式会社北陸⼯営
〒939-1506,富⼭県南砺市⾼儀１５６−１４
2021-10-02
 
ホ,230108,北陸⼯業株式会社
〒576-0017,⼤阪府交野市星⽥北四丁⽬７番９号
2025-05-24
 
ホ,215030,北陸鋼産株式会社
〒936-0825,富⼭県滑川市安⽥２００番地の８
2023-10-03
http://www.hokuriku-kenko.co.jp/
 
ホ,220001,北陸コンピュータ・サービス株式会社
〒920-0025,⽯川県⾦沢市駅⻄本町２−７−２１
2024-07-06
https://www.hcs.co.jp/
 



ホ,222509,北陸左官株式会社
〒921-8162,⽯川県⾦沢市三⾺３丁⽬２２７番地
2023-12-01
 
ホ,212722,株式会社北陸産業
〒142-0064,東京都品川区旗の台６丁⽬６番１２号
2025-07-03
https://www.kkhokuriku.co.jp/hokuriku/
 
ホ,124036,株式会社北陸シー・アイ・シー研究所
〒939-3555,富⼭県富⼭市⽔橋市⽥袋１５−５１
2025-06-23
 
ホ,107185,北陸紙器株式会社
〒939-0274,富⼭県射⽔市⼩島９１
2025-03-06
http://www.h-shiki.co.jp
 
ホ,107673,北陸紙業株式会社
〒918-8231,福井市問屋町１−５
2023-09-30
http://www.hokuriku-paper.co.jp
 
ホ,121442,北陸制御機器株式会社
〒930-0048,富⼭県富⼭市⽩銀町１−１
2024-04-17
https://www.seigyo.co.jp/
 
ホ,225993,株式会社北陸製作所
〒940-0012,新潟県⻑岡市下々条１丁⽬４８４番地
2025-09-01
https://www.hokurikuss.com
 
ホ,102622,北陸電機株式会社
〒916-0022,福井県鯖江市⽔落町７−２２−２
2025-06-19
http://www.hokuriku-denki.jp/
 
ホ,107160,北陸電気⼯業株式会社
〒939-2292,富⼭県富⼭市下⼤久保３１５８
2025-04-17
http://www.hdk.co.jp
 
ホ,221478,北陸電気⼯事株式会社
〒939-8571,富⼭県富⼭市⼩中２６９番
2025-04-01
https://www.rikudenko.co.jp/
 
ホ,117545,株式会社北陸電機商会
〒930-0048,富⼭県富⼭市⽩銀町１−１
2024-02-07
http://www.hokudensho.co.jp/
 
ホ,107075,北陸電機製造株式会社
〒936-0885,富⼭県滑川市法花寺２３３



2024-12-16
https://www.hokurikudenki.co.jp
 
ホ,107083,北陸電⼦株式会社
〒939-2756,富⼭県富⼭市婦中町下井沢３２１５
2025-08-24
http://www.hokuriku-denshi.co.jp
 
ホ,507500,北陸電⼒株式会社
〒930-8686,富⼭県富⼭市⽜島町１５−１
2024-06-22
http://www.rikuden.co.jp
 
ホ,507525,北陸電話⼯事株式会社
〒921-8044,⽯川県⾦沢市⽶泉町⼗丁⽬１番地１５３
2024-05-01
www.hokuwa.co.jp
 
ホ,218163,北陸東⼯シャッター株式会社
〒910-0846,福井県福井市四ツ井１丁⽬１４−５
2023-08-11
 
ホ,231707,北陸斫開発株式会社
〒920-0211,⽯川県⾦沢市湊三丁⽬８番６
2026-02-21
http://www.hokuhatsu.com/
 
ホ,120915,株式会社北陸⽇⽴
〒930-0834,富⼭市問屋町２−２−７
2024-02-26
http://www.hitachi-hansya.jp/hokuriku-hitachi/
 
ホ,230644,北陸⾮破壊検査株式会社
〒910-0121,福井県福井市定正町６１０番２
2025-08-02
https://www.h-hihakai.com
 
ホ,220508,株式会社ホクリクＰＣ
〒920-0356,⽯川県⾦沢市専光寺町ワ５２番地
2024-12-07
 
ホ,127584,北陸フォーム株式会社
〒924-0033,⽯川県⽩⼭市宮丸町１１３５
2025-12-03
http://www.hokuriku-foam.co.jp/
 
ホ,100877,北陸プラントサービス株式会社
〒930-2201,富⼭県富⼭市草島字鶴⽥１−１
2023-09-20
http://www.hokuriku-plant.co.jp/
 
ホ,214683,株式会社北陸プレコン
〒923-1224,⽯川県能美市和気町ウ１６−２
2026-04-18
 



ホ,502523,北陸放送株式会社
〒920-8560,⽯川県⾦沢市本多町３丁⽬２番１号
2023-12-09
https://www.mro.co.jp/
 
ホ,220601,北陸防⽔株式会社
〒933-0807,富⼭県⾼岡市井⼝本江８２番地２
2025-01-11
https://www.zen-aron.or.jp/hokurikubousui/
 
ホ,122658,北陸森紙業株式会社
〒601-8441,京都市南区⻄九条南⽥町６１
2024-10-20
http://www.morishigyo-gr.co.jp/
 
ホ,122478,北陸有機⼯業株式会社
〒921-8051,⽯川県⾦沢市黒⽥１−１４２
2024-09-26
http://www.h-yuuki.co.jp
 
ホ,120933,株式会社北陸油研
〒939-2209,富⼭県富⼭市東⼤久保４０６−２
2024-02-28
http://www.h-yuken.jp/
 
ホ,210279,北陸ユニット販売株式会社
〒939-8153,富⼭県富⼭市吉岡１０５
2021-04-22
 
ホ,213059,株式会社北陸溶接検査事務所
〒910-0831,福井県福井市若栄町８０１番地
2026-02-19
http://hokuyouken.jp/
 
ホ,127547,株式会社北陸ワキタ
〒920-0804,⽯川県⾦沢市鳴和２−９−２５
2025-06-18
http://www.kk-wakita.co.jp
 
ホ,219787,株式会社北⽴技建
〒002-8044,北海道札幌市北区東茨⼾三条２丁⽬３番１５号
2024-05-25
 
ホ,218272,北菱アルミ株式会社
〒020-0764,岩⼿県滝沢市⼤釜⼟井尻１２０−２２
2023-08-25
 
ホ,224292,北菱建材株式会社
〒550-0004,⼤阪府⼤阪市⻄区靱本町１ー９ー１５近畿富⼭会館
2022-03-01
 
ホ,229778,北稜建設株式会社
〒270-1431,千葉県⽩井市根１８１４番地
2023-06-19
http://www.hokuryo-kensetsu.co.jp



 
ホ,127539,北菱電興株式会社
〒920-0362,⽯川県⾦沢市古府３−１２
2026-01-17
https://www.hokuryodenko.co.jp/
 
ホ,221282,北菱電興株式会社
〒920-0362,⽯川県⾦沢市古府３丁⽬１２番地
2025-03-01
https://www.hokuryodenko.co.jp/
 
ホ,503825,北話エンジニアリング株式会社
〒920-3112,⽯川県⾦沢市観法寺町ろ１１番地
2023-09-13
http://www.hokuwa-eng.co.jp/
 
ホ,230306,株式会社北和電設
〒802-0976,福岡県北九州市⼩倉南区南⽅三丁⽬２３番１７号
2025-06-28
https://www.hokuwa-densetsu.com
 
ホ,106103,有限会社ほさか⼯業
〒252-0815,神奈川県藤沢市⽯川５−２０−２３
2023-12-07
http://www.hosakaind.jp/
 
ホ,219756,株式会社保坂⼯務店
〒167-0034,東京都杉並区桃井１−３３−１２
2024-05-18
 
ホ,222597,保坂⼯務店株式会社
〒329-0423,栃⽊県下野市⾕地賀８５９番地
2024-01-01
 
ホ,220068,株式会社ホシカワ
〒990-0022,⼭形県⼭形市東⼭形１丁⽬６番２６号
2025-02-01
 
ホ,106087,株式会社星機械設計
〒963-1165,福島県郡⼭市⽥村町徳定字才⽵１８−３
2023-11-16
http://www.hmdinc.co.jp/
 
ホ,224530,星建設株式会社
〒273-0112,千葉県鎌ケ⾕市東中沢３丁⽬２４番７号
2025-04-01
_
 
ホ,224861,有限会社星左官店
〒946-0061,新潟県⿂沼市新保新⽥１８４番地３
2025-04-01
 
ホ,226309,ホシザキ北関東株式会社
〒331-0812,埼⽟県さいたま市北区宮原町３丁⽬３６番地
2026-01-01



https://www.hoshizaki-kitakanto.co.jp/
 
ホ,211230,ホシザキ北九株式会社
〒812-0016,福岡県福岡市博多区博多駅南３ー１８ー９
2022-06-29
http://www.hoshizaki-kitakyu.co.jp/indexhtml
 
ホ,216075,ホシザキ京阪株式会社
〒540-0026,⼤阪府⼤阪市中央区内本町２丁⽬２番１２号
2025-02-19
https://hoshizaki-keihan.co.jp/
 
ホ,225639,ホシザキ湘南株式会社
〒231-0062,神奈川県横浜市中区桜⽊町２ー２ー５
2025-07-01
https://hoshizaki-shonan.co.jp/
 
ホ,228439,ホシザキ中国株式会社
〒730-0854,広島県広島市中区⼟橋町１番１３号
2024-08-30
 
ホ,225794,ホシザキ東海株式会社
〒450-0002,愛知県名古屋市中村区名駅五丁⽬２１番３号
2025-08-01
https://hoshizaki-tokai.co.jp/
 
ホ,227095,ホシザキ東京株式会社
〒141-0033,東京都品川区⻄品川１丁⽬１ー１住友不動産⼤崎ガーデンタワー２１Ｆ
2023-10-01
https://www.hoshizaki.co.jp/
 
ホ,217099,ホシザキ南九株式会社
〒890-0056,⿅児島県⿅児島市下荒⽥４ー４１ー１１
2025-09-10
https://hoshizaki-nankyu.jp/
 
ホ,211522,ホシザキ阪神株式会社
〒532-0012,⼤阪府⼤阪市淀川区⽊川東３丁⽬１番３４号
2026-01-20
http://www.hoshizaki-hanshin.co.jp
 
ホ,107730,株式会社星製作所
〒555-0013,⼤阪市⻄淀川区千⾈１−５−３８
2024-07-13
 
ホ,129423,株式会社星ダイカスト
〒121-0057,東京都⾜⽴区神明南１−１４−１１
2024-04-16
 
ホ,102755,株式会社ホシック
〒550-0014,⼤阪市⻄区北堀江３−５−８
2025-08-26
http://hosiq.co.jp/index.html
 
ホ,228388,星通商株式会社



〒231-0057,神奈川県横浜市中区曙町五丁⽬６３番地１０
2024-08-16
http://hoshi-yokohama.com/
 
ホ,107230,ホシデン株式会社
〒581-0071,⼤阪府⼋尾市北久宝寺１−４−３３
2025-05-23
http://www.hosiden.co.jp
 
ホ,216829,有限会社ホシデン
〒359-1164,埼⽟県所沢市三ケ島４丁⽬２４１２ー１
2025-07-09
https://www.hoshiden.co.jp/
 
ホ,117590,星電気株式会社
〒485-0084,愛知県⼩牧市⼊⿅出新⽥字村⻄５８６
2023-10-22
http://www.hoshidenki.co.jp
 
ホ,218568,星電設株式会社
〒222-0022,神奈川県横浜市港北区篠原東２−１５−１９
2023-10-27
https://www.hdse.co.jp/
 
ホ,215157,有限会社ホシナ
〒252-0321,神奈川県相模原市南区相模台５−２−２９
2023-12-26
 
ホ,211847,保科リース株式会社
〒416-0907,静岡県富⼠市中島４２２番地
2023-09-15
http://hoshinalease.com/
 
ホ,212354,株式会社星野建設
〒321-1353,栃⽊県⽇光市南⼩来川２２９−２
2024-10-24
 
ホ,212940,星野建設有限会社
〒165-0027,東京都中野区野⽅６−２２−３
2025-12-04
 
ホ,231654,有限会社星野⼯業
〒270-1342,千葉県印⻄市⾼花五丁⽬１７番地の１６
2026-02-07
 
ホ,210706,有限会社星野⼯務店
〒453-0826,愛知県名古屋市中村区鈍池町２丁⽬５３番地
2024-11-19
 
ホ,219725,株式会社星野製作所
〒444-0102,愛知県額⽥郡幸⽥町⼤字久保⽥字出⼝１２−１
2024-05-11
 
ホ,505369,株式会社星野製作所
〒940-0013,新潟県⻑岡市原町⼀丁⽬２番地２０



2026-05-26
https://hoshino-mfg.co.jp/
 
ホ,217127,星野総合商事株式会社
〒371-0017,群⾺県前橋市⽇吉町４丁⽬３６番地の１
2025-09-17
http://www.hoshino-ss.com/
 
ホ,230857,有限会社星野電設
〒251-0861,神奈川県藤沢市⼤庭５２４４番地１６ー１０４
2025-09-20
 
ホ,222793,株式会社⼲場
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨５ー３ー２０仙⽯⼭アネックス３１５号
2021-03-01
 
ホ,117541,株式会社星マーク製作所
〒332-0015,埼⽟県川⼝市川⼝２−１４−６
2023-10-05
http://www.hoshimark.co.jp/
 
ホ,120186,株式会社ホシモト
〒544-0032,⼤阪市⽣野区中川⻄２−２４−３２
2023-07-31
http://www.hoshimoto.co.jp/
 
ホ,213858,株式会社星⼭興業
〒175-0083,東京都板橋区徳丸４丁⽬１６番９号
2024-09-29
 
ホ,216464,保線機器整備株式会社
〒340-0813,埼⽟県⼋潮市⼤字⽊曽根字下１２６２番地１
2025-05-21
http://www.hosenkiki.co.jp/
 
ホ,221016,株式会社ホソイ
〒120-0015,東京都⾜⽴区⾜⽴４丁⽬１７番２号
2025-01-01
https://kk-hosoi.com/
 
ホ,218712,有限会社細井⼯業
〒136-0082,東京都江東区新⽊場１丁⽬１１番１号
2023-12-08
 
ホ,221737,細井鉄司株式会社
〒910-0004,福井県福井市宝永１丁⽬１６番１６号
2025-06-01
https://www.hosoitetsuji.co.jp/
 
ホ,225641,細川エクステリア株式会社
〒651-0056,兵庫県神⼾市中央区熊内町４丁⽬７番５号
2025-07-01
http://dream-garden.co.jp/
 
ホ,213882,有限会社細川⼯業



〒803-0186,福岡県北九州市⼩倉南区新道寺１２０４番地
2024-10-27
 
ホ,225297,株式会社細川⼯業
〒721-0926,広島県福⼭市⼤⾨町５丁⽬７−３０
2025-06-01
http://www.hosokawa-kogyo.jp/
 
ホ,129843,有限会社細川製作所
〒312-0062,茨城県ひたちなか市⾼場１５５７−６９
2025-03-25
 
ホ,213475,有限会社細川製作所
〒735-0015,広島県安芸郡府中町⻘崎東３２ー９
2023-10-21
 
ホ,222630,株式会社細川造園
〒921-8051,⽯川県⾦沢市黒⽥１丁⽬２９０番地
2024-01-01
 
ホ,231204,株式会社細川通信⼯事
〒333-0802,埼⽟県川⼝市⼾塚東⼆丁⽬５番１６号
2025-11-01
 
ホ,101297,株式会社細川洋⾏
〒102-0084,東京都千代⽥区⼆番町１１−５
2024-04-24
http://www.hosokawa-yoko.co.jp
 
ホ,105284,細⽥株式会社
〒530-0047,⼤阪府⼤阪市北区⻄天満５−１５−７
2024-10-16
 
ホ,217617,株式会社細⽥組
〒554-0012,⼤阪府⼤阪市此花区⻄九条２丁⽬９ー８
2026-03-03
 
ホ,230975,株式会社細⽥組
〒134-0088,東京都江⼾川区⻄葛⻄⼆丁⽬１８番１６号
2025-10-04
https://www.hosodagumi357.com
 
ホ,215499,株式会社細⽥設備⼯業
〒367-0223,埼⽟県本庄市児⽟町塩⾕５８７−１
2024-07-24
 
ホ,230805,有限会社細根⼯業
〒289-0303,千葉県⾹取市富⽥１４３４番地
2025-08-30
 
ホ,104492,細渕電球株式会社
〒116-0013,東京都荒川区⻄⽇暮⾥１−２７−１２
2025-07-29
 
ホ,125173,細⾒鉄⼯株式会社



〒669-3465,兵庫県丹波市氷上町横⽥７１０−８
2026-02-02
http://www.hosomi-tekkou.jp/
 
ホ,123981,株式会社細村
〒350-1126,埼⽟県川越市旭町３−２１−７
2025-06-17
http://www.hosomura.jp
 
ホ,215402,株式会社細村建設
〒355-0061,埼⽟県東松⼭市葛袋１３４２番地３
2021-05-22
http://www.hosomura.co.jp
 
ホ,211355,有限会社ホソヤ
〒471-0846,愛知県豊⽥市⽥代町３丁⽬６番１
2025-09-09
 
ホ,120338,株式会社細⾕製作所
〒340-0811,埼⽟県⼋潮市⼆丁⽬１７１
2023-08-28
http://www.hosoyakk.jp/
 
ホ,210901,有限会社穂⾼
〒207-0031,東京都東⼤和市奈良橋５−８１４−４
2025-02-09
http://www.hotaka-f.com
 
ホ,107850,穂⾼通信⼯業株式会社
〒399-8303,⻑野県安曇野市穂⾼８４１２
2024-10-04
http://www.htk31.co.jp/
 
ホ,101256,ＨＯＴＡＲＵ株式会社
〒559-0006,⼤阪市住之江区浜⼝⻄１−１３−３
2024-04-02
https://hotaru.ltd/
 
ホ,111701,株式会社ホタルクス
〒105-0014,東京都港区芝１−７−１７ 住友不動産芝ビル３号館２Ｆ
2024-01-31
http://www.hotalux.com/
 
ホ,104879,株式会社穂⾼商会
〒177-0041,東京都練⾺区⽯神井町７−２０−２１
2023-08-01
http://www.hodaka-s.com
 
ホ,127595,穂⾼電⼦株式会社
〒222-0033,横浜市港北区新横浜２−１２−１２
2025-02-08
http://www.hodaka.co.jp/
 
ホ,124777,株式会社北海
〒596-0013,⼤阪府岸和⽥市臨海町２０−１８



2025-12-27
http://www.hokkai.co.jp/
 
ホ,223267,北開技研⼯業株式会社
〒062-0053,北海道札幌市豊平区⽉寒東三条１５丁⽬６番３５号
2024-06-01
 
ホ,122739,北海ケミー株式会社
〒004-0811,札幌市清⽥区美しが丘１条８−４−１
2024-11-07
https://www.hokkai-chemy.co.jp
 
ホ,217471,株式会社北海サンド⼯業
〒059-1265,北海道苫⼩牧市字樽前３５５−６
2026-01-14
https://hokkaisand.jp/
 
ホ,129998,北海電気⼯事株式会社
〒003-8531,北海道札幌市⽩⽯区菊⽔２条１−８−２１
2025-06-04
http://www.hokkaidenki.co.jp
 
ホ,223264,北海電気⼯事株式会社
〒003-8531,北海道札幌市⽩⽯区菊⽔２条１ー８ー２１
2024-06-01
http://www.hokkaidenki.co.jp
 
ホ,503884,株式会社北海道アルバイト情報社
〒060-8647,北海道札幌市中央区南２条⻄６丁⽬１３−１南２⻄６ビル
2024-01-18
https://www.haj.co.jp
 
ホ,212261,北海道アルミ建材⼯業株式会社
〒053-0055,北海道苫⼩牧市新明町４丁⽬２１番６号
2024-07-11
 
ホ,103118,北海道エコリサイクルシステムズ株式会社
〒059-1362,北海道苫⼩牧市字柏原６−２６９
2026-04-03
http://www.go-hers.co.jp/
 
ホ,128848,北海道機販株式会社
〒001-0018,北海道札幌市北区北１８条⻄５−１−１２
2026-03-05
https://www.kihan.co.jp/
 
ホ,504491,株式会社北海道キューブシステム
〒060-0001,北海道札幌市中央区北１条⻄７丁⽬４−４
2024-11-16
http://www.h-cube.co.jp/
 
ホ,228141,北海道コンクリート⼯業株式会社
〒060-0002,北海道札幌市中央区北⼆条⻄⼆丁⽬４０番地
2024-06-07
https://www.hcic.co.jp



 
ホ,122438,株式会社北海道シーアイシー研究所
〒066-0051,北海道千歳市泉沢１００７−６９
2024-09-12
http://www.hkd-cic.co.jp
 
ホ,210812,北海道消防機材株式会社
〒060-0005,北海道札幌市中央区北５条⻄２０丁⽬２番３号
2025-01-06
http://www.shobokizai.com
 
ホ,219127,株式会社北海道ジーエス・ユアササービス
〒003-0807,北海道札幌市⽩⽯区菊⽔７条２丁⽬８ー１３
2024-02-22
https://hgys.jp/
 
ホ,224368,北海道⼤理⽯株式会社
〒003-0824,北海道札幌市⽩⽯区菊⽔元町四条１ー２ー１３
2025-04-01
 
ホ,507585,北海道テレビ放送株式会社
〒060-8406,北海道札幌市中央区北１条⻄１丁⽬６番地
2025-09-19
https://www.htb.co.jp/htb/
 
ホ,104508,北海道電気技術サービス株式会社
〒069-0832,北海道江別市⻄野幌１２０−８
2025-08-17
http://www.hesc.co.jp
 
ホ,125681,北海道電⼦機器株式会社
〒065-0010,札幌市東区北１０条東１０−１−１
2023-07-25
http://www.hdks.co.jp
 
ホ,507530,北海道電⼒株式会社
〒060-8677,北海道札幌市中央区⼤通東１丁⽬２番地
2026-03-01
http://www.hepco.co.jp
 
ホ,505333,北海道電⼒ネットワーク株式会社
〒060-0041,北海道札幌市中央区⼤通東１丁⽬２番地
2026-01-21
https://www.hepco.co.jp/network/
 
ホ,216148,株式会社北海道トータル警備
〒047-0013,北海道⼩樽市奥沢⼀丁⽬１７番５号
2022-03-19
 
ホ,226152,北海道パーケット⼯業株式会社
〒049-0101,北海道北⽃市追分５丁⽬６番２０号
2025-11-01
http://www.parquet.co.jp
 
ホ,102704,株式会社北海道⽇⽴



〒060-0909,北海道札幌市東区北５条東５−１−１１
2025-07-22
 
ホ,221240,北海道不⼆サッシ株式会社
〒063-0833,北海道札幌市⻄区発寒１３条１３丁⽬４番４０号
2025-03-01
http://www.fujisash.co.jp/
 
ホ,120401,北海道富⼠電機株式会社
〒060-0041,北海道札幌市中央区⼤通東７−１２−９
2023-09-13
http://www.hfd.co.jp/
 
ホ,123760,北海道古川電気⼯業株式会社
〒007-0884,北海道札幌市東区北丘珠４条４−２−６０
2025-03-29
https://www.h-furukawa.com
 
ホ,507505,北海道⽂化放送株式会社
〒060-8527,北海道札幌市中央区北１条⻄１４丁⽬１番地の５
2024-02-28
https://uhb.co.jp
 
ホ,502503,北海道放送株式会社
〒060-8501,北海道札幌市中央区北１条⻄５丁⽬２
2023-12-05
https://www.hbc.co.jp/
 
ホ,231772,北海道マテック株式会社
〒060-0062,北海道札幌市中央区南⼆条⻄⼗丁⽬１０００番地２０
2026-03-14
 
ホ,123748,北海道森紙業株式会社
〒601-8441,京都府京都市南区⻄九条南⽥町６１
2025-03-24
http://www.morishigyo-gr.co.jp
 
ホ,117624,北海バネ株式会社
〒047-0261,北海道⼩樽市銭函２−５４−８
2024-09-04
http://www.hokkai-bane.co.jp
 
ホ,129948,北関⼯業株式会社
〒340-0031,埼⽟県草加市新⾥町１０８２
2025-04-22
http://www.hokkan-kogyo.co.jp
 
ホ,210866,北関電気⼯事株式会社
〒060-0006,北海道札幌市中央区北六条⻄１７丁⽬１７番地６
2025-01-29
https://hokkan-ec.jp
 
ホ,210954,北関メンテナンス株式会社
〒003-0025,北海道札幌市⽩⽯区本郷通３丁⽬北３番３６号
2025-03-04



 
ホ,117539,株式会社ホックス
〒879-1505,⼤分県速⾒郡⽇出町⼤字川崎４２６０−１
2026-06-25
https://www.hoks.co.jp/
 
ホ,217430,株式会社北建
〒003-0876,北海道札幌市⽩⽯区東⽶⾥２１９７番８
2023-01-07
 
ホ,107970,ホッコー株式会社
〒460-0006,名古屋市中区葵１−２７−２４
2025-01-06
http://www.hokko.com
 
ホ,127552,株式会社北光
〒987-2124,宮城県栗原市⾼清⽔下佐野２３
2025-04-09
http://www.t-hokkoh.com
 
ホ,213584,株式会社北興建設
〒020-0122,岩⼿県盛岡市みたけ６丁⽬１番１５号
2024-02-03
 
ホ,117527,北港情報サービス株式会社
〒564-0051,⼤阪府吹⽥市豊津町８−７ 宝ビル６Ｆ
2025-03-20
http://www.hokkohj.co.jp
 
ホ,229096,株式会社北光電機製作所
〒984-0001,宮城県仙台市若林区鶴代町４番７０号
2025-06-06
 
ホ,224691,北国リース株式会社
〒924-0854,⽯川県⽩⼭市出合島町６１６番地
2025-04-01
https://hokkoku-lease.jp
 
ホ,215135,株式会社ホッタ
〒240-0051,神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区上菅⽥町８０４−１
2023-12-12
 
ホ,229625,株式会社堀⽥組
〒722-0014,広島県尾道市新浜⼀丁⽬９番２２号
2026-03-31
https://www.hottagumi.co.jp/
 
ホ,225949,堀⽥建設株式会社
〒796-8020,愛媛県⼋幡浜市郷１番耕地１２番地１
2025-09-01
https://hotta-grp.co.jp/
 
ホ,106751,堀⽥光学⼯業株式会社
〒211-0022,神奈川県川崎市中原区苅宿３７−３３
2025-08-04



https://hottaopt.co.jp
 
ホ,117586,堀⽥鉄⼯株式会社
〒573-1153,⼤阪府枚⽅市招提⼤⾕２−２３−１８
2024-03-06
http://www.hottatekkou.co.jp/
 
ホ,129239,株式会社堀⽥電機製作所
〒319-1225,茨城県⽇⽴市⽯名坂町２−４３−９
2024-01-26
http://www.hottadenki.co.jp/
 
ホ,505377,株式会社ホットスタッフ安芸
〒736-0083,広島県広島市安芸区⽮野東⼀丁⽬１番２０号
2023-06-10
https://www.hotstaff.co.jp/
 
ホ,505268,株式会社ホットスタッフ名古屋北
〒462-0819,愛知県名古屋市北区平安２丁⽬１番１０号第５⽔光ビル５Ｆ
2022-08-08
https://www.hotstaff.co.jp/branch/detail/0915
 
ホ,103798,有限会社ほづみ加⼯材
〒203-0054,東京都東久留⽶市中央町６−７−２９
2024-04-20
 
ホ,226136,株式会社仏⾕
〒811-1356,福岡県福岡市南区花畑２丁⽬１０番２５号
2025-11-01
 
ホ,126005,保⼟⾕化学⼯業株式会社
〒104-0028,東京都中央区⼋重洲２−４−１ 住友不動産⼋重洲ビル９Ｆ
2024-11-27
http://www.hodogaya.co.jp/
 
ホ,223960,保⼟⾕建材株式会社
〒104-0028,東京都中央区⼋重洲２丁⽬４番１号
2021-12-01
http://www.hodogaya.co.jp/hcp/
 
ホ,212757,株式会社ホナミ
〒989-6136,宮城県⼤崎市古川穂波⼆丁⽬５番５号
2025-07-24
 
ホ,101301,ホナミ機⼯株式会社
〒820-0089,福岡県飯塚市⼩正３１４−７８
2024-04-25
 
ホ,217066,株式会社ホマレ電池
〒101-0025,東京都千代⽥区神⽥佐久間町３丁⽬２１番地
2025-09-10
https://www.homare.co.jp/
 
ホ,117525,ＨＯＹＡ株式会社
〒160-8347,東京都新宿区⻄新宿６−１０−１ ⽇⼟地⻄新宿ビル２０Ｆ



2024-01-14
http://www.hoya.co.jp
 
ホ,225793,株式会社ホライズン
〒136-0074,東京都江東区東砂５丁⽬６番１８号
2025-08-01
 
ホ,210787,株式会社ホリイ
〒007-0886,北海道札幌市東区北丘珠六条４丁⽬２番１０号
2024-12-22
http://kabu-horii.jp/
 
ホ,100970,堀池産業株式会社
〒101-0048,東京都千代⽥区神⽥司町２−４−２ 神⽥アーバンビルディング３階
2023-12-27
http://www.horiike.co.jp/
 
ホ,227265,堀井鉄⼯株式会社
〒930-2226,富⼭県富⼭市⼋町６０５９番地１
2023-12-21
http://www.horiitekko.co.jp/
 
ホ,212547,株式会社ホリウチ
〒515-0011,三重県松阪市⾼町１８５番地４
2025-03-21
http://horiuchikabu.com/
 
ホ,221808,株式会社ホリウチ
〒047-0039,北海道⼩樽市錦町１７番１３号
2025-07-01
 
ホ,226501,株式会社ホリウチ
〒104-0033,東京都中央区新川２丁⽬８番１０号
2026-03-01
http://www.horiuchi-web.co.jp
 
ホ,504376,株式会社堀内機械
〒590-0824,⼤阪府堺市堺区⽼松町１丁３７番地
2023-09-19
http://www.horiuchi.co.jp
 
ホ,216820,株式会社堀内⼯務店
〒167-0034,東京都杉並区桃井１ー１８ー２２
2025-07-02
 
ホ,221041,株式会社堀内⼯務店
〒545-0014,⼤阪府⼤阪市阿倍野区⻄⽥辺町１丁⽬１２番１９号
2025-01-01
 
ホ,504452,株式会社堀内産業
〒223-0052,神奈川県横浜市港北区綱島東５丁⽬４番１１号
2024-08-06
http://www.horiuchisangyo.co.jp/
 
ホ,106023,有限会社堀内精⼯



〒380-0928,⻑野県⻑野市若⾥６−７−２５
2023-09-04
https://www.horiuchi-seiko.co.jp
 
ホ,106917,堀内電機株式会社
〒111-0032,東京都台東区浅草４−４５−１０
2026-03-13
 
ホ,117535,株式会社堀内電機製作所
〒146-0095,東京都⼤⽥区多摩川２−１２−２１
2024-01-31
http://www.horiden.com0
 
ホ,231290,株式会社堀内電機製作所
〒417-0001,静岡県富⼠市今泉花の⽊６２２番地の１
2025-11-15
https://www.horiuchi.ne.jp/
 
ホ,503208,株式会社堀内発條製作所
〒352-0016,埼⽟県新座市⾺場３−８−２
2024-06-12
http://horiuchi-spring.co.jp
 
ホ,220044,株式会社ホリエ
〒670-0814,兵庫県姫路市野⾥上野町１丁⽬１４番８号
2024-07-20
http://www.k-horie.jp/
 
ホ,222640,堀江硝⼦株式会社
〒930-0834,富⼭県富⼭市問屋町１ー５ー２４
2024-02-01
 
ホ,225096,有限会社堀江建設
〒750-1134,⼭⼝県下関市⼩⽉京泊９番１０号
2025-05-01
https://www.horiekensetu.com/
 
ホ,217927,株式会社堀江⼯務店
〒359-1145,埼⽟県所沢市⼤字⼭⼝７２９−１
2023-07-14
 
ホ,225303,有限会社堀江⼯務店
〒740-0021,⼭⼝県岩国市室の⽊町４丁⽬５５番２１号
2025-06-01
_
 
ホ,117543,堀江精機有限会社
〒252-0101,神奈川県相模原市緑区町屋４−４−５
2024-06-15
 
ホ,129937,有限会社堀江製作所
〒311-4342,茨城県東茨城郡城⾥町上阿野沢５１０
2025-04-16
 
ホ,221333,株式会社堀江鉄筋⼯業



〒308-0847,茨城県筑⻄市⽟⼾２０９７番地
2025-04-01
http://htk1969.com/
 
ホ,222048,有限会社堀江塗装⼯業
〒274-0824,千葉県船橋市前原東６ー３５ー１０
2025-12-01
 
ホ,103618,株式会社堀江パーツ⼯業
〒329-4216,栃⽊県⾜利市迫間町１６
2024-02-09
 
ホ,231796,堀岡空調株式会社
〒920-0346,⽯川県⾦沢市藤江南⼀丁⽬５３番地
2026-03-20
 
ホ,224936,株式会社堀川
〒010-1412,秋⽥県秋⽥市御所野下堤四丁⽬２番３号
2025-04-01
http://kk-horikawa.co.jp/
 
ホ,120799,堀川化成株式会社
〒538-0052,⼤阪市鶴⾒区横堤４−９−３４
2024-01-27
http://www.horikawakasei.co.jp
 
ホ,228524,株式会社堀川組
〒700-0935,岡⼭県岡⼭市北区神⽥町２ー１ー６４
2024-09-20
 
ホ,226338,株式会社堀川建設
〒795-0061,愛媛県⼤洲市徳森２３５３番地４６
2026-01-01
 
ホ,218126,株式会社堀川忠義商店
〒656-0425,兵庫県南あわじ市榎列⼩榎列６０３
2023-08-04
 
ホ,507532,堀⼝エンジニアリング株式会社
〒150-0021,東京都渋⾕区恵⽐寿⻄２丁⽬１番１０号 プライム・ホリグチビル
2023-05-31
 
ホ,157500,堀⼝海運株式会社
〒737-0029,広島県呉市宝町７−１７
2026-03-25
 
ホ,218850,株式会社堀⼝技建
〒214-0012,神奈川県川崎市多摩区中野島４丁⽬４番地３２号２
2023-12-22
 
ホ,212981,株式会社堀⼝建装
〒989-5625,宮城県栗原市志波姫堀⼝館輪１０７ー１
2026-01-08
 
ホ,214323,株式会社堀⼝⼯務店



〒506-0041,岐⾩県⾼⼭市下切町２番地
2025-08-09
http://www.kkhoriguchi.co.jp/
 
ホ,213348,堀建産業株式会社
〒570-0011,⼤阪府守⼝市⾦⽥町２丁⽬３７番１号
2023-07-22
 
ホ,220167,堀建設⼯業株式会社
〒503-1301,岐⾩県養⽼郡養⽼町室原３１０−１
2024-08-17
 
ホ,100217,株式会社堀⼯業所
〒652-0864,兵庫県神⼾市兵庫区笠松通６丁⽬１−１７−２Ｄ
2025-08-20
 
ホ,103599,株式会社ホリコシ
〒372-0031,群⾺県伊勢崎市今泉町１−１２７９−２
2024-02-02
http://horikoshi.jp/
 
ホ,229084,堀越建設株式会社
〒384-0808,⻑野県⼩諸市⼤字御影新⽥４４７ー１
2025-05-31
http://www.horikoshikensetsu.co.jp/
 
ホ,228677,堀越コーキング株式会社
〒933-0204,富⼭県射⽔市加茂中部１０３８番地
2024-11-20
 
ホ,219363,堀越シャッター⼯業株式会社
〒326-0843,栃⽊県⾜利市五⼗部町５８−７
2024-03-16
 
ホ,125826,堀越精機株式会社
〒143-0015,東京都⼤⽥区⼤森⻄１−１６−１
2023-09-26
http://www.horikoshi-seiki.co.jp/
 
ホ,123705,株式会社堀越製作所
〒370-0303,群⾺県太⽥市新⽥⼩⾦井町３２１−７
2025-03-15
 
ホ,210556,有限会社堀左官⼯業
〒033-0022,⻘森県三沢市⼤字三沢字堀⼝１７ー１４３
2024-09-11
 
ホ,213593,株式会社堀崎組
〒516-0005,三重県伊勢市⽵ケ⿐町２０６
2024-02-17
http://www.horisakigumi.co.jp
 
ホ,100436,株式会社堀製作所
〒590-0056,⼤阪府堺市堺区神保通１−９
2025-11-29



 
ホ,100500,株式会社ホリゾン
〒145-0072,東京都⼤⽥区⽥園調布本町２９−６
2025-12-16
http://www.horizon21.co.jp
 
ホ,126729,株式会社ホリゾン
〒520-1501,滋賀県⾼島市新旭町旭１６００
2024-03-13
 
ホ,213672,堀⽥組株式会社
〒662-0883,兵庫県⻄宮市上ヶ原⼗番町２ー６３
2024-04-14
 
ホ,231912,株式会社堀⽥組
〒662-0883,兵庫県⻄宮市上ケ原九番町２番５５号
2026-04-18
 
ホ,216773,株式会社ホリデン⽣コン
〒812-0038,福岡県福岡市博多区祇園町２番１号
2025-06-25
https://sc-cement-west.co.jp/
 
ホ,225442,株式会社堀之内⼯務店
〒892-0875,⿅児島県⿅児島市川上町２７５０番地９４
2025-06-01
 
ホ,229980,株式会社堀ノ江業務店
〒470-1162,愛知県豊明市栄町上姥⼦６番地２７４
2023-10-02
 
ホ,212310,株式会社堀野タイル
〒558-0014,⼤阪府⼤阪市住吉区我孫⼦５ー４ー２８
2024-08-22
 
ホ,102995,株式会社堀場アドバンスドテクノ
〒601-8551,京都市南区吉祥院宮の東町２
2026-02-03
http://www.horiba-adt.jp
 
ホ,121613,株式会社堀場エステック
〒601-8116,京都市南区上⿃⽻鉾⽴町１１−５
2025-12-21
http://www.horiba.com
 
ホ,128397,堀鋲螺株式会社
〒577-0064,⼤阪府東⼤阪市川俣本町１−７
2025-12-05
https://www.horibyoura.com/
 
ホ,103509,堀部産業株式会社
〒771-0138,徳島市川内町平⽯流通団地５４
2023-11-17
 
ホ,120329,堀正⼯業株式会社



〒105-0003,東京都港区⻄新橋１−１０−７
2023-08-27
http://www.horimasa.co.jp
 
ホ,102932,株式会社ホリヤ
〒550-0013,⼤阪市⻄区新町４−７−１１
2025-12-24
http://horiya.co.jp
 
ホ,210421,株式会社ホルツ三貴
〒811-4321,福岡県遠賀郡遠賀町⼤字⾍⽣津８１４ー４
2024-07-10
 
ホ,504759,株式会社ホロンシステム
〒102-0075,東京都千代⽥区三番町８番地１ 三番町東急ビル
2023-07-14
http://www.holon.co.jp/
 
ホ,105964,Ｗｈｉｔｅ Ｋｎｉｇｈｔ Ｆｌｕｉｄ Ｈａｎｄｌｉｎｇ Ｉｎｃ
〒531-0064,⼤阪府⼤阪市北区国分寺１−４−１１
2023-07-06
https://wkfluidhandling.com/ja/
 
ホ,211244,株式会社ホワイトパープル
〒003-0030,北海道札幌市⽩⽯区流通センター５丁⽬４番２８号
2025-06-29
http://www.purple-sign.com/
 
ホ,104667,株式会社本興製⼯所
〒223-0053,神奈川県横浜市港北区綱島⻄５−１３−４２
2026-03-08
http://www.honko-sk.co.jp
 
ホ,117580,有限会社本興電機製作所
〒152-0003,東京都⽬黒区碑⽂⾕５−２１−３
2023-10-17
 
ホ,224983,株式会社本郷⼯業
〒371-0116,群⾺県前橋市富⼠⾒町原之郷１４４０ー１
2025-04-01
 
ホ,127512,株式会社本沢プリント⼯業
〒307-0001,茨城県結城市結城１０７−４
2025-03-02
 
ホ,117559,本州電材株式会社
〒541-0048,⼤阪市中央区⽡町１−６−１０ ＪＰビル６Ｆ
2026-07-12
http://www.honden.co.jp
 
ホ,225480,本州屋産業株式会社
〒451-0076,愛知県名古屋市⻄区東岸町２丁⽬２２番地
2022-06-01
 
ホ,106793,株式会社本庄



〒653-0053,兵庫県神⼾市⻑⽥区本庄町５−１−１
2025-11-01
 
ホ,127514,本城⾦属株式会社
〒578-0984,⼤阪府東⼤阪市菱江２−３−８
2025-11-07
http://www.honjometal.co.jp
 
ホ,117553,本荘ケミカル株式会社
〒572-0076,⼤阪府寝屋川市仁和寺本町４−１９−７
2024-06-20
http://honjo-chem.co.jp/
 
ホ,223821,株式会社本庄商会
〒658-0053,兵庫県神⼾市東灘区住吉宮町７丁⽬４番１号
2024-11-01
http://www.honjoh.com
 
ホ,120067,有限会社本城製作所
〒174-0056,東京都板橋区志村１−１９−１１
2023-07-15
 
ホ,226273,本荘電気⼯業株式会社
〒010-0973,秋⽥県秋⽥市⼋橋本町３丁⽬３番３号
2025-12-01
http://hecic.co.jp
 
ホ,105132,株式会社ホンダ
〒210-0022,神奈川県川崎市川崎区池⽥１−１３−８
2024-05-22
http://www.k-honda.co.jp
 
ホ,128953,株式会社ホンダ
〒959-0113,新潟県燕市笈ヶ島１４３６−１
2026-05-21
http://www.hts-honda.co.jp/
 
ホ,214778,本⽥官業株式会社
〒950-0982,新潟県新潟市中央区堀之内南２丁⽬１３番１３号
2026-06-13
https://niigata-honda.jp/
 
ホ,502497,本⽥機械⼯具株式会社
〒920-0209,⽯川県⾦沢市東蚊⽖町１丁⽬３６番２
2023-11-29
 
ホ,127598,本⽥⾦属⼯業株式会社
〒594-0074,⼤阪府和泉市⼩⽥町１−１−３５
2024-12-01
http://hondakinzoku.com/
 
ホ,212074,株式会社本⽥組
〒437-1612,静岡県御前崎市池新⽥６３１７
2024-03-05
 



ホ,231480,株式会社本⽥組
〒963-0201,福島県郡⼭市⼤槻町字⽜道７番地の３
2025-12-19
 
ホ,215815,株式会社本⽥建設
〒899-2103,⿅児島県いちき串⽊野市⼤⾥３２４４
2024-12-04
 
ホ,218668,株式会社本多建設
〒370-0083,群⾺県⾼崎市南新波町１６５ー４
2023-12-01
 
ホ,210998,株式会社本⽥⼯業
〒311-3417,茨城県⼩美⽟市倉数５３２ー１
2025-03-24
 
ホ,225452,株式会社本⽥⼯務店
〒921-8063,⽯川県⾦沢市⼋⽇市出町７５番地
2025-06-01
http://honda.ash.jp
 
ホ,229969,株式会社本多⼯務店
〒444-0116,愛知県額⽥郡幸⽥町⼤字芦⾕字仲⽥１５４番地
2023-09-29
 
ホ,101978,本⽥商會株式会社
〒852-8016,⻑崎県⻑崎市宝栄町２２−２１
2024-11-29
http://www.nagasaki-honda.co.jp/
 
ホ,223317,株式会社本⽥商会
〒921-8025,⽯川県⾦沢市増泉２丁⽬１９番１０号
2024-07-01
http://www.honda-net.com
 
ホ,216933,株式会社本多設備⼯業
〒802-0802,福岡県北九州市⼩倉南区城野１丁⽬１３番６号
2025-07-23
http://hon-ss.co.jp/
 
ホ,218412,株式会社本多造園
〒250-0013,神奈川県⼩⽥原市南町四丁⽬３番１７号
2023-09-15
 
ホ,122301,ホンダ太陽株式会社
〒879-1505,⼤分県速⾒郡⽇出町⼤字川崎３９６８
2024-08-12
http://www.honda-sun.co.jp
 
ホ,107120,本多通信⼯業株式会社
〒105-0021,東京都港区東新橋１−９−３
2025-04-03
http://www.htk-jp.com
 
ホ,230483,ホンダテクノ 本多晋治（その他）



〒649-0101,和歌⼭県海南市下津町下津３２９−５
2025-07-19
 
ホ,221693,本⽥鉄⼯株式会社
〒920-0376,⽯川県⾦沢市福増町南１４
2025-06-01
http://honda-tekko.co.jp/
 
ホ,219238,株式会社本⽥鉄⼯所
〒555-0033,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区姫島３丁⽬９番２２号
2024-03-09
 
ホ,105995,本多電機株式会社
〒141-0021,東京都品川区上⼤崎４−５−３７
2023-08-05
http://www.honda-denki.co.jp/
 
ホ,105356,本多電⼦株式会社
〒441-3193,愛知県豊橋市⼤岩町⼩⼭塚２０
2024-11-22
https://www.honda-el.co.jp/
 
ホ,153131,株式会社ホンダトレーディング
〒101-8622,東京都千代⽥区外神⽥４−１４−１ 秋葉原ＵＤＸ南ウィング１８階
2024-01-22
 
ホ,214813,本⽥⼟⽊建設株式会社
〒953-0125,新潟県新潟市⻄蒲区和納１６９４−１
2023-06-27
 
ホ,215218,本⽥板⾦⼯業株式会社
〒963-4312,福島県⽥村市船引町船引字番匠６９
2021-02-13
 
ホ,105698,本多プラス株式会社
〒441-1306,愛知県新城市川路字夜燈２３−２
2022-09-19
https://www.hondaplus.co.jp/
 
ホ,125309,ホンテス⼯業株式会社
〒590-0521,⼤阪府泉南市樽井５−４５−１３
2026-03-11
http://www.fontis.co.jp
 
ホ,117534,株式会社ホンデン製作所
〒321-4365,栃⽊県真岡市柳林５０５
2023-04-15
http://www.honden-ss.jp/
 
ホ,222864,株式会社本保
〒464-0850,愛知県名古屋市千種区今池２ー１ー１６
2024-03-01
http://www9.ocn.ne.jp/~hpnpo/
 
ホ,210835,株式会社ホンマ



〒350-0151,埼⽟県⽐企郡川島町⼋幡五丁⽬１番地３
2025-01-13
 
ホ,228248,株式会社本間解体⼯業
〒063-0837,北海道札幌市⻄区発寒１７条４丁⽬１番７４号
2024-07-04
http://www.honma-kaitai.co.jp/
 
ホ,220243,株式会社本間架設
〒222-0001,神奈川県横浜市港北区樽町２−４−３２
2024-09-14
https://honmakasetsu.co.jp/
 
ホ,212815,本間技建株式会社
〒950-1104,新潟県新潟市⻄区寺地９８３番地３
2025-09-04
https://www.honmagiken.co.jp/
 
ホ,222097,株式会社本間組
〒951-8650,新潟県新潟市中央区⻄湊町通三ノ町３３００番地３
2026-02-01
https://www.honmagumi.co.jp/
 
ホ,212632,本間建設株式会社
〒999-4224,⼭形県尾花沢市新町四丁⽬４番６号
2025-05-22
http://www.homma44b.jp
 
ホ,218238,株式会社本間建装
〒197-0814,東京都あきる野市⼆宮１０２７番地１０
2023-08-18
 
ホ,220773,本間⼯業株式会社
〒997-1123,⼭形県鶴岡市友江町１６番２０号
2025-03-01
 
ホ,226219,本間⼯業株式会社
〒062-0043,北海道札幌市豊平区福住三条１０丁⽬１０番７号
2025-12-01
 
ホ,227102,本間興業株式会社
〒239-0836,神奈川県横須賀市内川１ー８ー５４
2023-10-01
 
ホ,214173,株式会社本間⼯務店
〒290-0016,千葉県市原市⾨前２ー３９０
2025-05-10
_
 
ホ,221459,株式会社本間⼯務店
〒232-0044,神奈川県横浜市南区榎町２丁⽬７３番地
2025-04-01
_
 
ホ,216583,株式会社ホンマ装美



〒123-0863,東京都⾜⽴区⾕在家三丁⽬２３番２号
2025-06-04
http://www.honmasobi.co.jp
 
ホ,212814,株式会社本間造園・隆成
〒950-2023,新潟県新潟市⻄区⼩新１丁⽬５番２号
2025-09-04
http://www.honmazouen.co.jp/
 
ホ,213989,本間電機株式会社
〒130-0013,東京都墨⽥区錦⽷３丁⽬２番１号
2025-02-02
https://www.honma-denki.com/
 
ホ,212408,本間道路株式会社
〒951-8013,新潟県新潟市中央区柳島町１丁⽬５番地１
2024-12-05
http://www.honmaroad.co.jp
 
ボ,101166,ボーセイキャプティブ株式会社
〒150-0043,東京都渋⾕区道⽞坂１−２２−１０
2024-03-12
http://www.bohsei-cf.co.jp/
 
ボ,219050,株式会社ボービル
〒105-0003,東京都港区⻄新橋１丁⽬１９番６号桔梗備前ビル２０４
2024-02-09
 
ボ,102405,ボーンズ株式会社
〒564-0034,⼤阪府吹⽥市⻄御旅町１−１
2026-03-14
https://www.bourns.co.jp/
 
ボ,213144,株式会社ボアド
〒103-0014,東京都中央区⽇本橋蛎殻町１ー３４ー２絹川ビル２階Ｂ
2026-03-19
 
ボ,106324,株式会社ボイス
〒231-0027,神奈川県横浜市中区扇町２−４−３ 第⼀ミヤビル２Ｆ
2024-08-10
https://www.bois.co.jp/
 
ボ,226242,株式会社坊垣内組
〒736-0085,広島県広島市安芸区⽮野⻄４丁⽬５４番１５号
2025-12-01
 
ボ,220935,有限会社防災エンジニアリング
〒980-0014,宮城県仙台市⻘葉区本町⼀丁⽬９番５号
2025-03-29
 
ボ,230075,防災サービス有限会社
〒313-0014,茨城県常陸太⽥市⽊崎⼆町９２８番地の８
2025-05-10
http://www.bousai-s.co.jp/
 



ボ,220673,株式会社防災サービスセンター
〒146-0095,東京都⼤⽥区多摩川⼀丁⽬１１番７号
2025-02-01
https://www.bousai-sc.com/
 
ボ,127580,紡織機器バネ⼯業株式会社
〒544-0005,⼤阪府⼤阪市⽣野区中川２−１９−１７
2024-12-28
 
ボ,216691,望星設備⼯業株式会社
〒003-0002,北海道札幌市⽩⽯区東札幌⼆条５丁⽬２番１号
2025-06-25
_
 
ボ,219361,房総メンテナンス株式会社
〒275-0001,千葉県習志野市東習志野１丁⽬５番１１号
2024-03-16
https://www.bo-so.co.jp/index.html
 
ボ,215515,株式会社望造
〒227-0055,神奈川県横浜市⻘葉区つつじが丘１１ー７
2024-07-31
 
ボ,230563,有限会社防⻑機⼯
〒299-0102,千葉県市原市⻘柳⼀丁⽬５番地２３
2025-07-26
 
ボ,220303,防⻑建運株式会社
〒755-0081,⼭⼝県宇部市北⼩⽻⼭町３丁⽬１０番３号
2024-09-28
https://www.bocho-kenun.jp
 
ボ,507510,防⻑商事株式会社
〒755-0033,⼭⼝県宇部市琴芝町⼀丁⽬１番６３号
2024-06-28
http://www.bo-cho.co.jp
 
ボ,218752,防⻑設備機⼯株式会社
〒156-0051,東京都世⽥⾕区宮坂２ー２６ー２８
2023-12-15
http://www.bsk.co.jp
 
ボ,229153,有限会社坊野建設
〒862-0920,熊本県熊本市東区⽉出４丁⽬８番３６号
2025-06-27
 
ボ,217090,墨東建材⼯業株式会社
〒343-0851,埼⽟県越⾕市七左町⼋丁⽬１００番地
2026-04-01
http://www.bokuto.co.jp
 
ボ,117576,ボサード株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦４−１５−３３
2024-02-28
http://www.bossard.com



 
ボ,103773,ボッシュ株式会社
〒150-8360,東京都渋⾕区渋⾕３−６−７
2026-02-04
http://www.bosch.co.jp
 
ボ,111327,ボッシュ・レックスロス株式会社
〒300-8588,茨城県⼟浦市東中貫町５−１
2023-10-22
http://www.boschrexroth.co.jp/
 
ボ,106118,ボリュームグラフィックス株式会社
〒464-0858,愛知県名古屋市千種区３−３９−４
2024-01-06
 
ボ,106222,株式会社ボルター
〒175-0083,東京都板橋区徳丸３−２２−３９−６１９
2024-05-13
http://volter.co.jp
 
ボ,120742,株式会社ボレックスジャパン
〒231-0013,横浜市中区住吉町４−４５−１ 関内トーセイビルⅡ９階
2023-12-27
http://www.volex.com
 
ボ,214883,株式会社ボンズ
〒971-8132,福島県いわき市⿅島町下⽮⽥字曲⽥３８−２
2023-07-18
 
ボ,226610,ボンドエンジニアリング株式会社
〒541-0045,⼤阪府⼤阪市中央区道修町１丁⽬７番１号
2026-04-01
https://www.bond-eng.co.jp/
 
ボ,117227,株式会社ボンマーク
〒151-0063,東京都渋⾕区富ヶ⾕１−２３−２
2026-03-08
http://www.bon-mark.com/
 
ボ,123416,株式会社ボンマックス
〒103-0011,東京都中央区⽇本橋⼤伝⾺町１６−１
2025-02-02
https://www.bonmax.co.jp/
 
ポ,117519,ポーライト株式会社
〒331-0044,埼⽟県さいたま市北区⽇進町２−１２１
2026-05-31
http://www.porite.co.jp
 
ポ,104052,株式会社ＰｏｃｋｅｔＳｏｆｔ
〒461-0001,愛知県名古屋市東区泉１−１６−７ Ｋ２１ビル６Ｆ
2024-10-13
https://www.pocket-soft.co.jp
 
ポ,123657,株式会社ポシブル



〒880-0951,宮崎県宮崎市⼤塚町横⽴１４５３−６
2025-03-01
http://www.possible.co.jp
 
ポ,219119,ＰＯＳＣＯ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬジャパン株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内１−８−３
2024-02-16
http://www.poscointl.jp/
 
ポ,103854,ＰＯＳＣＯＪａｐａｎＰＣ株式会社
〒441-8076,愛知県豊橋市神野⻄町１−６−６
2024-05-27
http://poscojapanpc.com/
 
ポ,211763,株式会社ポスト
〒420-0034,静岡県静岡市葵区常磐町⼀丁⽬４ー１２第⼀ヨシコン常磐町ビル５０１
2023-07-21
 
ポ,125943,ポッターズ・バロティーニ株式会社
〒300-2662,茨城県つくば市下河原崎２５４−３６
2023-10-25
http://www.pqj.co.jp/
 
ポ,106902,ＰＯＰＵＮＡＶＩ株式会社
〒103-0014,東京都中央区⽇本橋蛎殻町２−５−８ シャンボール⽇本橋２０６号室
2026-03-01
http://www.popunavi.com/
 
ポ,127530,ポップリベット・ファスナー株式会社
〒102-0094,東京都千代⽥区紀尾井町３−６
2024-12-11
http://www.popnpr.co.jp
 
ポ,210899,有限会社ポドム
〒069-0816,北海道江別市野幌住吉町３３番地２３
2025-02-09
 
ポ,100825,ポニー⼯業株式会社
〒541-0057,⼤阪市中央区北久宝寺町２−３−６
2023-07-27
http://www.ponyindustry.co.jp
 
ポ,215368,ポニー⼯業株式会社
〒542-0081,⼤阪府⼤阪市中央区南船場３丁⽬３番２７号
2024-04-23
 
ポ,129870,ポニー電機株式会社
〒375-0003,群⾺県藤岡市⽴⽯新⽥２３
2025-03-29
http://www.pony-e.jp
 
ポ,157510,Ｐｏｈａｎｇ Ｉｒｏｎ＆Ｓｔｅｅｌ Ｃｏ．，Ｌｔｄ株式会社
〒179-0785,１ Ｋｏｅｄｏｎｇ − ｄｏｎｇ．Ｐｏｈａｎｇ，Ｋｏｒｅａ
2026-02-19
 



ポ,227811,有限会社ポプラ
〒053-0821,北海道苫⼩牧市しらかば町２−４−６
2024-04-10
 
ポ,106875,株式会社ポリテック
〒370-1115,群⾺県佐波郡⽟村町⼤字五料８０７
2026-02-01
http://www.poly-tec.co.jp
 
ポ,106615,ポレール特許業務法⼈
〒103-0021,東京都中央区⽇本橋本⽯町３−３−５
2025-03-23
 
マ,505685,株式会社マーキュリー
〒163-0523,東京都新宿区⻄新宿１丁⽬２６番２号 新宿野村ビル２３階
2025-03-28
https://mercury-group.co.jp/
 
マ,504273,株式会社マーキュリースタッフィング
〒107-0052,東京都港区⾚坂３丁⽬４番３号
2025-08-05
https://www.msso.co.jp
 
マ,223478,株式会社マーク
〒224-0007,神奈川県横浜市都筑区荏⽥南４ー２７ー５２−２０２
2024-08-01
https://www.mark2002.jp/
 
マ,213748,株式会社マークインテリア
〒260-0086,千葉県千葉市中央区星久喜町９９６ー１２
2024-06-30
 
マ,100706,マークテック株式会社
〒143-0015,東京都⼤⽥区⼤森⻄４−１７−３５
2026-04-19
http://www.marktec.co.jp
 
マ,121962,株式会社マーク電⼦
〒229-1132,神奈川県相模原市橋本台１−３２−１
2024-07-23
http://www.markd.co.jp
 
マ,100570,マーケットリンク株式会社
〒344-0058,埼⽟県春⽇部市栄町１−２１８
2026-01-21
 
マ,104106,マーケティングシステム株式会社
〒141-0001,東京都品川区北品川５−５−１５ ⼤崎ブライトコア４Ｆ ＳＨＩＰ
2024-10-20
http://www.marketingsystem.co.jp/
 
マ,504769,株式会社マーケティング総合研究所
〒162-0832,東京都新宿区岩⼾町１２番地
2023-07-27
http://www.ma-ken.co.jp



 
マ,125183,マーケム・イマージュ株式会社
〒135-0064,東京都江東区⻘海２−４−３２ タイム２４ビル１０Ｆ
2023-02-03
http://www.markem-imaje.com
 
マ,106476,株式会社マーストーケンソリューション
〒160-0022,東京都新宿区新宿１−８−５ 新宿御苑室町ビル
2024-12-27
https://www.mars-tohken.co.jp/
 
マ,102899,マーテック株式会社
〒650-0046,兵庫県神⼾市中央区港島中町５−１−１
2025-11-25
http://www.martec.co.jp
 
マ,223602,株式会社マーブル⼯業
〒536-0001,⼤阪府⼤阪市城東区古市３ー１４ー２２
2024-10-01
 
マ,118759,マーポス株式会社
〒143-0025,東京都⼤⽥区南⾺込５−３４−１ マーポスビル
2024-03-10
 
マ,122582,マーレエレクトリックドライブズジャパン株式会社
〒410-0022,静岡県沼津市⼤岡３７４４
2025-02-07
http://www.kokusandenki.co.jp
 
マ,218298,株式会社マイクロ
〒390-0851,⻑野県松本市⼤字島内３４８１番地１
2023-09-01
 
マ,105586,マイクロカット販売株式会社
〒101-0036,東京都千代⽥区神⽥北乗物町１６ 英ビル６階
2025-06-13
http://www.microcut.jp
 
マ,108175,マイクロサミット株式会社
〒101-0038,東京都千代⽥区神⽥美倉町１
2024-05-10
http://www.microsummit.co.jp
 
マ,504295,株式会社マイクロスタッフィングサービス
〒104-0061,東京都中央区銀座２−１２−３ ライトビル５Ｆ
2025-11-12
https://microstaff.jp/
 
マ,106141,マイクロテクノ株式会社
〒411-0904,静岡県駿東郡清⽔町柿⽥８８７−６
2024-01-27
https://www.microjpn.com
 
マ,104002,株式会社マイクロテック
〒140-0013,東京都品川区南⼤井３−１６−３ オフィスベルメイト７Ｆ



2024-10-01
http://www.microtech.co.jp
 
マ,106296,マイクロテック株式会社
〒194-0045,東京都町⽥市南成瀬１−９−１ ＭＵビル３Ｆ
2024-08-02
 
マ,505658,マイクロテック・ラボラトリー株式会社
〒252-0318,神奈川県相模原市南区上鶴間本町８−１−４６
2025-01-14
 
マ,128852,株式会社マイクロ電⼦サービス
〒880-0211,宮崎県宮崎市佐⼟原町下⽥島１９３７０
2026-03-07
https://www.m-mes.co.jp
 
マ,128626,マイクロファスナー株式会社
〒153-0061,東京都⽬黒区中⽬黒４−５−２６
2025-12-27
http://www.micro-f.co.jp
 
マ,104891,マイクロフォーカスエンタープライズ株式会社
〒107-6219,東京都港区⾚坂９−７−１ ミッドタウン・タワー１９階
2023-08-17
https://www.microfocus-enterprise.co.jp
 
マ,121934,マイクロプロセス株式会社
〒920-2147,⽯川県⽩⼭市中ノ郷町１４７−１
2024-07-11
http://www.microprocess.jp
 
マ,103894,マイクロモジュールテクノロジー株式会社
〒230-0045,神奈川県横浜市鶴⾒区末広町１−１−４０
2024-06-30
http://www.micro-module.co.jp
 
マ,127832,マイクロンジャパン株式会社
〒108-0075,東京都港区港南１−２−７０ 品川シーズンテラス８階
2025-03-22
http://www.micron.com
 
マ,105309,マイコム株式会社
〒601-8136,京都市南区上⿃⽻岩ノ本町４３−１
2024-10-23
http://www.mycom-japan.co.jp/
 
マ,212747,株式会社マイシン⼯業
〒354-0041,埼⽟県⼊間郡三芳町藤久保８９２−６
2025-07-17
 
マ,126989,株式会社マイスター
〒991-0061,⼭形県寒河江市中央⼯業団地１５６−１
2024-07-04
http://www.ymeister.co.jp/
 



マ,125266,株式会社マイスター・ジャパン
〒870-0124,⼤分県⼤分市⼤字⽑井８１８−１
2026-03-01
 
マ,214641,株式会社マイスターズ・ユニオン
〒144-0043,東京都⼤⽥区⽻⽥五丁⽬２４番５号
2026-03-21
 
マ,100703,株式会社マイスティア
〒861-2202,熊本県上益城郡益城町⽥原２０８１−１７
2026-04-18
https://www.meistier.co.jp
 
マ,103091,株式会社マイズシステム
〒185-0021,東京都国分寺市南町２−１−４３ ⼩松原ビル４階
2026-03-20
http://www.myth-sys.com
 
マ,106409,株式会社マイセック
〒451-0072,愛知県名古屋市⻄区笠取町３−５４
2024-11-16
http://www.misec.co.jp/
 
マ,101011,株式会社マイゾックス
〒480-1111,愛知県⻑久⼿市⼭越４０１
2024-01-30
http://www.myzox.co.jp
 
マ,214748,株式会社マイタック
〒111-0054,東京都台東区⿃越２丁⽬１０ー５
2026-05-30
http://www.y-mitac.co.jp/
 
マ,101279,マイタックテクノロジー京都株式会社
〒600-8146,京都府京都市下京区七条通り東洞院東⼊る材⽊町４９９−２
2024-04-13
http://www.mpt-solution.jp
 
マ,217397,株式会社舞鶴クレーン
〒625-0020,京都府舞鶴市字⼩倉２５６番地
2025-12-17
 
マ,230636,舞鶴建設株式会社
〒625-0020,京都府舞鶴市字⼩倉２２２番地の１０
2025-08-02
 
マ,102083,株式会社マイティ
〒574-0057,⼤阪府⼤東市新⽥⻄町３−１５
2024-12-28
http://mighty.asia/
 
マ,225134,マイテック株式会社
〒178-0064,東京都練⾺区南⼤泉４−５４−５
2025-05-01
 



マ,503509,株式会社マイナビワークス
〒163-1527,東京都新宿区⻄新宿１−６−１ 新宿エルタワー２７Ｆ
2025-08-23
https://mynavi-works.jp/
 
マ,500111,株式会社毎⽇放送
〒530-8304,⼤阪府⼤阪市北区茶屋町１７番１号
2023-09-27
https://www.mbs.jp/mbs/
 
マ,124439,Ｍｉｐｏｘ株式会社
〒163-0531,東京都新宿区⻄新宿１−２６−２ 新宿野村ビル３１階
2022-08-24
http://www.mipox.co.jp
 
マ,217925,株式会社マイルド・サービス
〒432-8023,静岡県浜松市中区鴨江３−５５−１２
2023-07-14
 
マ,214397,株式会社マインド
〒410-0012,静岡県沼津市岡⼀⾊１８番地４
2025-10-04
http://www.mind-clean.com
 
マ,105019,マウザーエレクトロニクス・インク
〒000-0000,１０００ Ｎ． Ｍａｉｎ Ｓｔｒｅｅｔ Ｍａｎｓｆｉｅｌｄ ＴＸ ＵＳＡ
2024-01-24
https://www.mouser.jp
 
マ,502981,株式会社マウスコンピューター
〒100-0004,東京都千代⽥区⼤⼿町⼆丁⽬３番２号⼤⼿町プレイスイーストタワー６階
2023-09-04
https://www.mouse-jp.co.jp/
 
マ,118718,株式会社マウビック
〒435-0056,静岡県浜松市東区⼩池町４０８
2024-03-30
http://www.moubic.com
 
マ,215117,株式会社マウントェスト
〒252-0102,神奈川県相模原市緑区原宿４−２０−１８
2023-12-05
http://www.mountwest.co.jp
 
マ,128165,前川化学⼯業株式会社
〒605-0984,京都市東⼭区福稲⾼原町１０
2025-08-10
http://www.maekawakagaku.co.jp
 
マ,216373,前川硝⼦株式会社
〒801-0863,福岡県北九州市⾨司区栄町１１番２３号
2025-05-08
http://maekawa-garasu.co.jp/
 
マ,217968,株式会社前川組



〒762-0052,⾹川県坂出市沖の浜１番１５号
2023-07-21
 
マ,217326,株式会社前川⼯務店
〒557-0063,⼤阪府⼤阪市⻄成区南津守４丁⽬１番６５号
2025-11-19
 
マ,129320,前川産業株式会社
〒671-1124,兵庫県姫路市広畑区鶴町１−１４
2024-02-23
 
マ,502830,有限会社前河商店
〒543-0012,⼤阪府⼤阪市天王寺区空堀町１−３
2022-05-21
 
マ,218405,前川電気株式会社
〒512-0921,三重県四⽇市市尾平町３７６８番地３４２
2023-09-15
 
マ,230855,前川電気⼯事 前川喜史（その他）
〒510-0242,三重県鈴⿅市⽩⼦本町１３−３８バンベール⽩⼦６０１
2025-09-20
 
マ,129686,株式会社マエキ
〒371-0801,群⾺県前橋市⽂京町１−３２−２１
2024-12-09
http://www.maeki.co.jp/
 
マ,228200,株式会社マエケン
〒485-0003,愛知県⼩牧市⼤字久保⼀⾊２１６ー３０９
2024-06-21
 
マ,215478,株式会社ＭＡＥＫＯ
〒222-0037,神奈川県横浜市港北区⼤倉⼭７−３６−３
2024-07-03
 
マ,230093,株式会社前⾥興業
〒243-0211,神奈川県厚⽊市三⽥２９６０番地２
2025-05-17
 
マ,103610,前澤給装⼯業株式会社
〒152-8510,東京都⽬黒区鷹番２−１４−４
2023-10-26
 
マ,104272,前澤⼯業株式会社
〒104-8351,東京都中央区新川１−５−１７
2025-02-01
http://www.maezawa.co.jp/
 
マ,215127,株式会社前沢通信
〒312-0036,茨城県ひたちなか市津⽥東４ー５ー６
2023-12-12
 
マ,101749,有限会社前沢電気
〒321-0617,栃⽊県那須烏⼭市上境３５７



2024-10-12
http://maezawa-denki.co.jp
 
マ,128037,株式会社マエショウ
〒444-0502,愛知県⻄尾市吉良町宮迫樫⽊３１−１８７
2025-01-26
http://www.maesyou.co.jp
 
マ,218951,株式会社真栄城電設
〒230-0046,神奈川県横浜市鶴⾒区⼩野町２５−２２
2024-01-19
 
マ,505280,株式会社前島⼯業所
〒300-0122,茨城県かすみがうら市⻄成井２５６０−２１
2025-09-13
http://www.maejima-ic.co.jp
 
マ,101697,有限会社前嶋製⽸設備
〒410-0871,静岡県沼津市⻄間⾨１９
2024-10-01
 
マ,229712,株式会社前島電気⼯業社
〒430-0803,静岡県浜松市東区植松町１４６７番地の５
2026-05-16
https://www.maejimadenki.jp/
 
マ,218062,前⽥製管株式会社
〒998-8611,⼭形県酒⽥市上本町６番７号
2025-06-01
https://www.maeta.co.jp/
 
マ,118985,前⽥株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥１−３１−１ ⽇本⽣命五反⽥ビル２Ｆ
2024-07-28
http://www.maeda-c.co.jp
 
マ,129321,株式会社マエダ
〒242-0012,神奈川県⼤和市深⾒東３−１−７
2024-02-23
http://www.maedash.co.jp/
 
マ,210012,株式会社マエダ
〒114-0024,東京都北区⻄ヶ原１丁⽬５番５号
2023-10-22
http://www.kk-maeda.co.jp
 
マ,212200,株式会社マエダ
〒712-8044,岡⼭県倉敷市東塚１丁⽬３番１８号
2024-06-06
 
マ,214388,有限会社マエダ
〒270-1432,千葉県⽩井市冨⼠１４１ー５１
2025-10-04
 
マ,215024,株式会社マエダ



〒672-8013,兵庫県姫路市⽩浜町宇佐崎北３丁⽬５０１ー１０１
2023-10-03
 
マ,215111,株式会社マエダ
〒532-0002,⼤阪府⼤阪市淀川区東三国２丁⽬３０ー５
2023-12-05
 
マ,230579,マエダエンジニアリング株式会社
〒653-0831,兵庫県神⼾市⻑⽥区蓮宮通四丁⽬２番地の７
2025-08-02
 
マ,214749,有限会社前⽥仮設
〒389-0601,⻑野県埴科郡坂城町⼤字坂城１０１１３ー１
2026-05-30
https://maeda-kasetsu.com/
 
マ,223472,株式会社前⽥ガス圧接⼯業
〒144-0047,東京都⼤⽥区萩中２ー１１ー１２
2024-08-01
 
マ,118057,前⽥硝⼦株式会社
〒140-8521,東京都品川区東⼤井１−６−１
2024-02-25
http://www.maeda-gls.co.jp/
 
マ,212782,株式会社前⽥硝⼦
〒177-0042,東京都練⾺区下⽯神井５ー１８ー１１
2025-08-12
http://www.maeda-glass.co.jp/
 
マ,230685,株式会社前⽥硝⼦店
〒745-0867,⼭⼝県周南市⼤字徳⼭６６３３番地の１７
2025-08-09
 
マ,100990,前⽥機⼯株式会社
〒751-0818,⼭⼝県下関市卸新町１０−５
2024-01-19
http://www.maedakiko.com/
 
マ,123623,前⽥機⼯株式会社
〒672-8078,兵庫県姫路市飾磨区英賀字浜新⽥⼄５０−１
2025-02-23
http://www.maeda-kiko.co.jp
 
マ,128067,株式会社前⽥技建⼯業
〒861-4172,熊本市南区御幸笛⽥２−６−１０１
2025-02-02
http://www.maeda-tec.jp/
 
マ,218080,前⽥建設⼯業株式会社
〒102-8151,東京都千代⽥区富⼠⾒２丁⽬１０番２号
2025-04-01
https://www.maeda.co.jp/
 
マ,210316,株式会社前⽥建築測量



〒004-0805,北海道札幌市清⽥区⾥塚緑ヶ丘１１丁⽬８番１３号
2024-05-14
 
マ,211476,有限会社前⽥⼯業
〒292-0014,千葉県⽊更津市⾼柳９１８−１
2025-12-24
 
マ,216636,有限会社前⽥⼯業
〒570-0014,⼤阪府守⼝市藤⽥町５丁⽬４番６号
2025-06-18
 
マ,223829,株式会社前⽥⼯務店
〒847-0123,佐賀県唐津市枝去⽊２７７１番地２４
2024-11-01
 
マ,224012,株式会社前⽥⼯務店
〒136-0074,東京都江東区東砂５丁⽬５番１０号
2025-01-01
https://www.m-koumuten.co.jp/
 
マ,221441,株式会社前⽥産業
〒861-4114,熊本県熊本市南区野⽥３丁⽬１３番１号
2025-04-01
https://maedasangyo.co.jp/
 
マ,223909,株式会社前⽥商店
〒455-0801,愛知県名古屋市港区⼩碓１ー２８０ー１
2024-12-01
 
マ,227521,株式会社前⽥商店
〒998-0875,⼭形県酒⽥市東町１−１６−７
2024-02-28
 
マ,219609,有限会社前⽥重⼯業
〒421-1213,静岡県静岡市葵区⼭崎２丁⽬２１ー８
2024-04-20
http://maejyu.jp/
 
マ,222813,株式会社前⽥製作所
〒340-0808,埼⽟県⼋潮市緑町４ー２３ー３９
2024-03-01
http://www.maedas.co.jp
 
マ,108895,株式会社前⽥精密製作所
〒655-0872,神⼾市垂⽔区塩屋町９−２６−１７
2025-10-07
http://www.maeda-mss.com
 
マ,118391,株式会社前⽥テクニカ
〒510-1251,三重県三重郡菰野町千草字鶴澤５７２７−１４
2023-12-17
http://www.maeda-technica.co.jp/
 
マ,218040,前⽥道路株式会社
〒141-8665,東京都品川区⼤崎１ー１１ー３



2024-04-01
http://www.maedaroad.co.jp
 
マ,220947,有限会社前⽥表具店
〒802-0825,福岡県北九州市⼩倉南区横代葉⼭６番１号
2025-03-29
 
マ,213839,株式会社前⽥美装⼯業
〒918-8025,福井県福井市江守中１丁⽬１４２０番
2024-09-15
 
マ,106152,株式会社マエダマーキン
〒678-0254,兵庫県⾚穂市折⽅８９５−５
2024-02-12
https://maedamarkin.com
 
マ,214619,株式会社マエネツ
〒239-0805,神奈川県横須賀市⾈倉１ー１７ー１０
2023-03-07
https://www.maenetu.com/
 
マ,218095,株式会社前野建装
〒353-0002,埼⽟県志⽊市中宗岡３ー５ー２３
2024-04-01
 
マ,220973,株式会社前野興業
〒899-2704,⿅児島県⿅児島市春⼭町２５１０番地２
2025-04-05
 
マ,224161,前野⼯業有限会社
〒491-0105,愛知県⼀宮市浅井町⼤⽇⽐野字東若栗５３番地
2025-02-01
 
マ,118191,株式会社前野⼯業所
〒461-0040,名古屋市東区⽮⽥５−７−２４
2026-05-12
http://www.maenokogyo.co.jp/
 
マ,103827,株式会社前野精⼯
〒174-0063,東京都板橋区前野町２−２２−２
2024-05-12
 
マ,230533,有限会社前野鉄筋⼯業
〒277-0063,千葉県柏市⻄⼭⼀丁⽬１３番５号
2025-07-26
 
マ,223645,前原建設株式会社
〒720-0805,広島県福⼭市御⾨町１丁⽬１番２４号
2024-10-01
 
マ,225990,前原⼯業株式会社
〒791-3131,愛媛県伊予郡松前町⼤字北川原字塩屋⻄１１０８ー１
2025-09-01
https://maehara-kougyou.com/
 



マ,221318,株式会社マエバシ
〒194-0213,東京都町⽥市常盤町３２７８番地５
2025-04-01
http://www.maebashi-co.com/
 
マ,503215,前橋橋本合⾦株式会社
〒371-0852,群⾺県前橋市総社町２１１７番地の１
2024-06-24
https://www.hashimoto-alloy.co.jp/
 
マ,211359,株式会社前村⼯務店
〒591-8005,⼤阪府堺市北区新堀町１丁３６番地
2025-09-17
 
マ,223226,株式会社満岡組
〒761-8051,⾹川県⾼松市⻄春⽇町１１４２番地４
2024-06-01
 
マ,213855,株式会社⾺飼野組
〒418-0105,静岡県富⼠宮市原８６５ー５
2024-09-29
 
マ,118774,株式会社マカベ
〒300-4423,茨城県桜川市真壁町塙世２８８
2024-03-09
http://kk-makabe.co.jp/
 
マ,229782,株式会社マガミ
〒316-0025,茨城県⽇⽴市森⼭町三丁⽬６番２２号
2026-06-19
https://www.magami.jp/
 
マ,219401,有限会社マキ
〒578-0903,⼤阪府東⼤阪市今⽶１丁⽬５ー３５
2024-03-23
 
マ,501974,牧井ステンレス株式会社
〒223-0061,神奈川県横浜市港北区⽇吉７−１９−９
2025-12-09
http://www.makii.co.jp/
 
マ,218102,株式会社牧⼝鉄⼯所
〒370-3502,群⾺県北群⾺郡榛東村⼭⼦⽥２０７７−９
2023-08-04
 
マ,213418,マキ⼯業株式会社
〒540-0001,⼤阪府⼤阪市中央区城⾒２丁⽬２番２２号マルイトＯＢＰビル３階
2023-09-09
 
マ,223398,株式会社巻⼯務店
〒007-0805,北海道札幌市東区東苗穂五条３丁⽬６番４３号
2024-08-01
 
マ,231473,株式会社牧⼯務店
〒444-1335,愛知県⾼浜市芳川町⼆丁⽬１０番地１３



2025-12-19
 
マ,118322,株式会社マキザキ
〒146-0082,東京都⼤⽥区池上３−２２−２０
2023-09-10
http://www.mak-makizaki.co.jp/
 
マ,118378,マキシム・ジャパン株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１−６−４ ⼤崎ニューシティ４号館２０Ｆ
2024-02-28
http://www.maximintegrated.com
 
マ,105018,株式会社牧製作所
〒444-0531,愛知県⻄尾市吉良町岡⼭⽯流１−１
2024-01-23
 
マ,215077,株式会社牧添業務店
〒483-8118,愛知県江南市安良町郷中８
2023-10-31
 
マ,226992,株式会社牧⽥組
〒934-0001,富⼭県射⽔市庄⻄町１ー１８ー３３
2023-09-01
 
マ,211831,有限会社マキテック
〒377-0202,群⾺県渋川市中郷２８７０ー３
2023-09-01
 
マ,216674,マキテック株式会社
〒703-8203,岡⼭県岡⼭市中区国府市場６−２
2025-06-18
http://makitec.co.jp/
 
マ,229735,株式会社マキテック
〒456-0027,愛知県名古屋市熱⽥区旗屋１ー９ー２１
2026-05-27
https://www.makitech.co.jp/
 
マ,103418,株式会社マキ電資
〒360-0012,埼⽟県熊⾕市上之２９９８−１１
2023-09-24
http://www.maki-er.co.jp/
 
マ,118031,株式会社マキナエンジニアリング
〒213-0031,川崎市⾼津区宇奈根６６６−７
2024-08-27
http://www.maquina-eng.info/
 
マ,102014,株式会社マキノ
〒479-8623,愛知県常滑市⼤曽町３−１
2024-12-06
http://www.makino-co.co.jp
 
マ,127867,株式会社マキノ
〒183-0033,東京都府中市分梅町１−１５



2025-04-20
http://www.kk-makino.co.jp
 
マ,212255,株式会社牧野組
〒648-0101,和歌⼭県伊都郡九度⼭町⼤字九度⼭５７５
2024-07-11
 
マ,216062,株式会社巻野建設
〒273-0865,千葉県船橋市夏⾒⼆丁⽬７番７号
2025-02-19
 
マ,216011,牧野⼯業株式会社
〒930-0996,富⼭県富⼭市新庄本町⼆丁⽬１番１０２号
2025-02-05
http://www.makino-kogyo.jp
 
マ,222795,有限会社牧野⼯業
〒250-0852,神奈川県⼩⽥原市栢⼭２８２２ー１
2024-03-01
 
マ,226604,マキノ興商株式会社
〒420-0881,静岡県静岡市葵区北安東５丁⽬１９番１号
2026-04-01
_
 
マ,224257,牧野電設株式会社
〒178-0064,東京都練⾺区南⼤泉５丁⽬３８番１０号
2025-03-01
https://www.makino-d.co.jp/
 
マ,213661,牧野電設⼯業株式会社
〒166-0013,東京都杉並区堀ノ内三丁⽬２５番５号
2024-03-31
 
マ,216715,マキノ電設⼯業株式会社
〒151-0072,東京都渋⾕区幡ヶ⾕⼀丁⽬１１番１３号
2025-06-25
http://makinodensetsu.com/
 
マ,210278,有限会社牧⼭組
〒807-1306,福岡県鞍⼿郡鞍⼿町⼤字古⾨６５−１
2024-04-22
 
マ,118343,株式会社マクシスコーポレーション
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨１−１０−１１ 芝⼤⾨センタービル５Ｆ
2024-02-09
http://www.maxis.co.jp
 
マ,107663,マクセル株式会社
〒618-8525,京都府⼄訓郡⼤⼭崎町⼤⼭崎⼩泉１
2023-09-21
http://www.maxell.co.jp/
 
マ,120828,マクセル株式会社 スリオンテック事業本部
〒214-0014,神奈川県川崎市多摩区登⼾３８１９



2024-02-05
http://sliontec.maxell.co.jp/
 
マ,106330,マクセルイズミ株式会社
〒399-8721,⻑野県松本市⼤字笹賀３０３９
2024-08-23
https://www.izumi.maxell.co.jp
 
マ,101396,マクセルクレハ株式会社
〒541-0056,⼤阪市中央区久太郎町２−４−２７ 堺筋本町ＴＦビル９Ｆ
2024-06-06
http://www.kurehae.maxell.co.jp
 
マ,125905,マクソンジャパン株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿５−１−１５ 新宿ＭＭビル
2023-10-19
http://www.maxonjapan.co.jp
 
マ,127630,株式会社マクティ
〒571-0035,⼤阪府⾨真市桑才町１４−２０
2024-12-20
http://www.mact.co.jp
 
マ,103333,株式会社マクニカ
〒222-8561,神奈川県横浜市港北区新横浜１−６−３
2025-01-21
https://www.macnica.co.jp/en/company/
 
マ,123926,マクロ株式会社
〒370-0044,群⾺県⾼崎市岩押町８−６
2025-06-04
http://www.macro.jp
 
マ,124301,株式会社マクロエンジニアリング
〒541-0044,⼤阪市中央区伏⾒町２−１−１ 三井住友銀⾏⾼麗橋ビル４階
2025-06-30
http://www.macro-eg.co.jp
 
マ,125618,株式会社マクロエンジニアリング
〒392-0015,⻑野県諏訪市⼤字中洲字横町４４７７−４
2026-06-20
 
マ,129918,株式会社マクロシステム
〒310-0803,茨城県⽔⼾市城南１−２−２２
2025-04-13
http://www.macrosystem.co.jp
 
マ,106835,株式会社マクロセンド
〒160-0022,東京都新宿区新宿４−３−１７ ＦＯＲＥＣＡＳＴ新宿ＳＯＵＴＨ５階
2025-12-21
https://macro-send.com
 
マ,128133,株式会社マグエックス
〒103-0021,東京都中央区⽇本橋本⽯町３−３−１０ ダイワビル８Ｆ
2026-02-14



https://www.magx.co.jp/
 
マ,504557,株式会社マグトロニクス
〒252-0004,神奈川県座間市東原四丁⽬２番２号
2025-05-25
http://www.magtronics.co.jp/
 
マ,100534,株式会社マグナ
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊１−５８−１−５Ｆ
2026-01-04
https://www.magna-tokyo.com
 
マ,118301,マグナ通信⼯業株式会社
〒168-0063,東京都杉並区和泉１−２２−１
2023-12-01
http://www.magna.co.jp
 
マ,213641,株式会社マグナムメイドサービス
〒600-8351,京都府京都市下京区⾼辻通堀川⻄⼊ル富永町６８５ＭＭＳ−Ｉ
2024-03-24
 
マ,104968,株式会社マグネスケール
〒259-1146,神奈川県伊勢原市鈴川４５
2023-11-08
http://www.magnescale.com
 
マ,118889,マグネティクフィールド株式会社
〒166-0002,東京都杉並区⾼円寺北１−１８−７
2024-06-13
 
マ,103378,有限会社マグネプレート
〒154-0003,東京都世⽥⾕区野沢３−２４−１１
2023-08-29
 
マ,230906,株式会社マグノリアエンジニアリング
〒039-2127,⻘森県上北郡おいらせ町⽊崎３番地１
2025-09-27
 
マ,101236,株式会社マグプロスト
〒335-0004,埼⽟県蕨市中央１−１６−３９
2024-03-27
https://www.magprost.jp/
 
マ,228738,有限会社⾺健
〒465-0025,愛知県名古屋市名東区上社３丁⽬１０２番地
2024-12-06
http://www.maken.co.jp/
 
マ,218189,有限会社マコト建⼯
〒350-1301,埼⽟県狭⼭市⻘柳３９−２６
2023-08-11
 
マ,210179,まこと建設株式会社
〒550-0014,⼤阪府⼤阪市⻄区北堀江２丁⽬１７ー８
2024-02-18



http://www.makoto-kensetsu.co.jp/
 
マ,219087,誠建設株式会社
〒158-0086,東京都世⽥⾕区尾⼭台３丁⽬９番１１号
2024-02-09
 
マ,118026,誠通商株式会社
〒111-0042,東京都台東区寿３−１１−５
2025-01-19
http://www.makototusho.co.jp/
 
マ,211430,株式会社マコト電機
〒418-0063,静岡県富⼠宮市若の宮町３８７
2025-11-04
http://makoto-denki.co.jp
 
マ,230320,誠電気設備⼯事株式会社
〒732-0024,広島県広島市東区中⼭南⼀丁⽬７番２号
2025-07-05
https://makoto-denki.com
 
マ,217254,有限会社誠電設
〒350-0017,埼⽟県川越市⼤字⽜⼦９６ー８
2025-10-29
 
マ,210624,誠防⽔⼯業株式会社
〒464-0858,愛知県名古屋市千種区千種１ー１ー２３
2024-10-13
http://makotobousui.co.jp
 
マ,106467,株式会社まこと模型
〒594-1106,⼤阪府和泉市はつが野１−１５−４４
2024-12-22
http://www.makotomodel.co.jp/
 
マ,118711,株式会社マコメ研究所
〒399-4601,⻑野県上伊那郡箕輪町⼤字中箕輪１０８００−１１
2024-03-13
http://www.macome.co.jp
 
マ,224259,株式会社孫福業務店
〒516-0062,三重県伊勢市浦⼝１丁⽬６番１７号
2025-03-01
 
マ,218550,株式会社ＭＡＳＡＯＫＡ
〒785-0033,⾼知県須崎市⼤間⻄町３−１７
2023-10-20
 
マ,228663,株式会社政岡⼯業
〒658-0083,兵庫県神⼾市東灘区⿂崎中町３丁⽬１番３２号
2024-11-16
http://www.masaoka-kogyo.co.jp
 
マ,124117,株式会社マサオプレス
〒210-0826,神奈川県川崎市川崎区塩浜４−４−６



2025-06-25
http://www.masaopress.co.jp/
 
マ,211863,政⾦⼯業株式会社
〒197-0823,東京都あきる野市野辺６７９−４
2020-10-06
 
マ,211602,有限会社正⽊組
〒766-0005,⾹川県仲多度郡琴平町苗⽥６８５ー６
2026-04-14
https://www.masakigumi.co.jp/
 
マ,226650,株式会社眞崎⼯務店
〒181-0002,東京都三鷹市牟礼７ー５ー１４
2026-04-01
 
マ,118984,株式会社正⽊製作所
〒641-0006,和歌⼭市中島４０７−２１
2024-09-04
 
マ,216881,株式会社昌樹鉄筋⼯業
〒902-0077,沖縄県那覇市⻑⽥⼆丁⽬１２番９号
2025-07-16
 
マ,224129,まさき電設株式会社
〒462-0802,愛知県名古屋市北区上飯⽥北町３丁⽬１３番地
2025-02-01
http://masa-ki.co.jp/
 
マ,216916,有限会社マサケン
〒131-0031,東京都墨⽥区墨⽥５丁⽬４７番１７号
2025-07-23
http://www.masaken-mbm.com/
 
マ,219011,有限会社真建
〒274-0814,千葉県船橋市新⾼根１丁⽬３番６号
2024-02-02
 
マ,101922,昌富⼯業株式会社
〒446-0045,愛知県安城市横⼭町寺⽥４−１
2024-11-21
https://www.masatomi.co.jp/
 
マ,128606,株式会社正久
〒564-0062,⼤阪府吹⽥市垂⽔町３−７−１７
2025-12-27
http://www.masahisa-corp.jp
 
マ,128055,株式会社正美⼯業
〒520-3223,滋賀県湖南市夏⾒２１２４
2024-12-04
 
マ,106765,株式会社マサミチ
〒630-8454,奈良県奈良市杏町５８３−１
2025-08-31



 
マ,223908,株式会社正光
〒671-2103,兵庫県姫路市夢前町前之庄１３９０番地
2024-12-01
 
マ,231805,正光⼯業株式会社
〒277-0054,千葉県柏市南増尾七丁⽬５番１０号
2026-03-20
 
マ,128172,マサモト株式会社
〒106-8576,東京都港区南⿇布２−７−２４
2025-09-28
https://www.masamoto.co.jp
 
マ,221514,株式会社マサル
〒135-0031,東京都江東区佐賀１丁⽬９番１４号
2025-04-01
http://www.masaru-co.jp
 
マ,211127,株式会社まさるコーポレーション
〒162-0808,東京都新宿区天神町６３番地
2025-05-10
http://www.masaru-corp.co.jp
 
マ,127536,マサル⼯業株式会社
〒170-0013,東京都豊島区東池袋１−２４−１
2024-11-15
http://www.masarukk.co.jp
 
マ,216907,マサル⼯業株式会社
〒564-0063,⼤阪府吹⽥市江坂町２ー１４ー２０
2025-07-23
 
マ,213196,株式会社真和
〒202-0014,東京都⻄東京市富⼠町４ー１５ー９武蔵野ビル２Ｆ
2026-04-15
https://www.masawa-k.co.jp/
 
マ,214375,有限会社雅枠
〒702-8021,岡⼭県岡⼭市南区福⽥４４９ー１０
2025-09-13
 
マ,505388,株式会社間崎商会
〒486-0828,愛知県春⽇井市堀ノ内町北⼀丁⽬５１番地
2023-06-15
 
マ,219282,増⼦建設株式会社
〒979-1306,福島県双葉郡⼤熊町⼤字⼤川原字⻄平１４９４番地
2024-03-09
 
マ,118178,マシタマーク株式会社
〒581-0037,⼤阪府⼋尾市太⽥３−２０１
2023-07-30
http://www.mashita-mark.com
 



マ,229668,真志⽥建材株式会社
〒733-0833,広島県広島市⻄区商⼯センター４丁⽬１５ー５
2026-04-23
https://mashida.co.jp/
 
マ,216127,株式会社マシノ
〒699-5133,島根県益⽥市神⽥町ロ６１５番地
2025-03-12
http://www.mashino.co.jp/
 
マ,215321,真下建設株式会社
〒367-0022,埼⽟県本庄市⽇の出１丁⽬５番７号
2024-03-27
 
マ,213293,マシモ⼯業株式会社
〒140-0011,東京都品川区東⼤井２ー１２ー１７
2026-06-24
 
マ,224656,マシモ電機株式会社
〒370-1203,群⾺県⾼崎市⽮中町１１１２番地４
2025-04-01
_
 
マ,106242,株式会社マシンマックス
〒015-0067,秋⽥県由利本荘市三条字蒲⽥１９−４
2024-06-21
https://machinemax.co.jp
 
マ,210105,株式会社間仕切や
〒481-0001,愛知県北名古屋市六ツ師⼭の神１３７番地
2020-12-17
 
マ,505339,Ｍａｇｉｃ Ｌｅａｐ Ｊａｐａｎ合同会社
〒106-0047,東京都港区南⿇布３丁⽬１９−２３オーク南⿇布ビル２Ｆ
2023-02-04
https://www.magicleap.com/
 
マ,223656,桝井建設⼯業株式会社
〒543-0054,⼤阪府⼤阪市天王寺区南河堀町１０番１７号４階
2024-10-01
http://www.masui-kk.co.jp/
 
マ,128073,益岡産業株式会社
〒550-0013,⼤阪市⻄区新町１−１８−１３
2025-05-17
https://www.e-masuoka.co.jp
 
マ,217574,株式会社増岡⽔道設備
〒470-0213,愛知県みよし市打越町上屋敷４０ー３６
2026-02-10
https://masuokasuidou.co.jp/
 
マ,100144,株式会社マス商事
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜３−１３−１２
2025-08-04



http://www.mass.co.jp
 
マ,217653,株式会社マスター
〒494-0004,愛知県⼀宮市北今字定納２７番１
2026-03-17
 
マ,128121,マスター⼯業株式会社
〒577-0005,⼤阪府東⼤阪市七軒家３−７
2025-12-03
https://www.master-kk.co.jp
 
マ,118970,桝⾕精⼯株式会社
〒649-6312,和歌⼭市川辺４１６−１
2024-07-24
http://www.msk-w.co.jp
 
マ,128656,増⾕ボルト株式会社
〒550-0024,⼤阪市⻄区境川２−１−５２
2026-01-04
http://www.masutani-bolt.co.jp/
 
マ,122238,株式会社マスダ
〒399-4301,⻑野県上伊那郡宮⽥村６６８９−１
2024-08-08
http://www.masuda-k.com
 
マ,222918,株式会社ＭＡＳＵＤＡ
〒682-0881,⿃取県倉吉市宮川町２丁⽬１３３番地１３
2024-04-01
https://www.kmasuda.jp
 
マ,226126,株式会社増⽥空調
〒914-0075,福井県敦賀市曙町３ー５
2025-11-01
https://www.masudakucho.co.jp/
 
マ,214497,株式会社益⽥組
〒739-0302,広島県広島市安芸区上瀬野町⼩丸⼭５７５
2025-12-06
 
マ,225749,株式会社増⽥組
〒612-8086,京都府京都市伏⾒区京町北７丁⽬２１番地１
2025-07-01
 
マ,229797,有限会社増⽥組
〒441-1206,愛知県豊川市篠⽥町弘法野９８番地
2026-06-24
 
マ,125298,増⽥⼯業株式会社
〒437-1301,静岡県掛川市横須賀１６２１
2026-03-07
 
マ,211375,有限会社増⽥⼯業
〒811-2221,福岡県糟屋郡須惠町⼤字旅⽯７７４番地の１
2025-09-30



 
マ,219053,増⽥⼯業株式会社
〒536-0008,⼤阪府⼤阪市城東区関⽬６丁⽬１２番１４号
2024-02-09
http://www.masda.co.jp/index2.html
 
マ,219423,増⽥⼯業株式会社
〒203-0012,東京都東久留⽶市浅間町３丁⽬４番１５号
2024-03-23
 
マ,226153,株式会社益⽥⼯務店
〒610-0121,京都府城陽市寺⽥今橋９番地の２５
2025-11-01
http://homepage2.nifty.com/masudakoumuten/
 
マ,221443,株式会社増⽥商会
〒380-0806,⻑野県⻑野市⼤字三輪淀ケ橋７番地
2025-04-01
 
マ,224754,増⽥商事株式会社
〒788-0013,⾼知県宿⽑市⽚島８番２３号
2025-04-01
http://www.masuda-co.jp/
 
マ,226805,株式会社増⽥重機
〒792-0033,愛媛県新居浜市横⽔町３番１２号
2026-06-01
https://mcrane.jp/
 
マ,229204,有限会社増⽥重機
〒316-0012,茨城県⽇⽴市⼤久保町３丁⽬１６番２号
2025-07-26
_
 
マ,101016,増⽥樹脂化学⼯業株式会社
〒425-0004,静岡県焼津市坂本２２１−１
2024-01-31
http://www.mjk1964.co.jp/
 
マ,127885,増⽥精⼯有限会社
〒019-0704,秋⽥県横⼿市増⽥町湯野沢字村周８０
2025-05-15
 
マ,123720,有限会社増⽥製作所
〒326-0836,栃⽊県⾜利市南⼤町４２３−１
2025-03-17
 
マ,231733,株式会社増⽥設備
〒562-0022,⼤阪府箕⾯市粟⽣間⾕東⼀丁⽬３２番１６号
2026-02-28
 
マ,128210,株式会社マスダックス
〒675-2101,兵庫県加⻄市繁昌町１２５０−２
2025-08-30
 



マ,227462,株式会社マスダ鉄⼯
〒747-0833,⼭⼝県防府市浜⽅２８３番地の７
2024-02-28
 
マ,215665,株式会社増⽥電気
〒414-0052,静岡県伊東市⼗⾜６０１ー１５３
2024-10-23
 
マ,224258,増⽥電気株式会社
〒144-0034,東京都⼤⽥区⻄糀⾕３丁⽬６番３０号
2025-03-01
 
マ,220644,有限会社増⽥電設
〒419-0315,静岡県富⼠宮市⻑貫１２９２番地の３６
2025-02-01
 
マ,222838,株式会社マスダ塗装店
〒310-0836,茨城県⽔⼾市元吉⽥町１９７４番地５４
2024-03-01
 
マ,124392,増⽥薬品株式会社
〒760-0020,⾹川県⾼松市錦町１−１３−２１
2025-07-29
https://www.masuda-yakuhin.co.jp/
 
マ,217959,有限会社マストプランニング
〒781-1102,⾼知県⼟佐市⾼岡町⼄３９番地１３
2023-07-21
 
マ,122411,マストミ電⼦株式会社
〒333-0801,埼⽟県川⼝市東川⼝６−１９−３１
2024-09-08
http://www.masutomi-d.co.jp/
 
マ,118068,株式会社マスナガ
〒860-0834,熊本県熊本市南区江越２−７−８
2025-05-15
http://msng.jp
 
マ,118196,有限会社マスナガ
〒861-4115,熊本市南区川尻６−９−７７
2026-06-14
http://st-masunaga.co.jp/
 
マ,212695,有限会社増永化⼯
〒861-4214,熊本県熊本市南区城南町舞原８３８ー２
2025-06-20
 
マ,231927,桝野興業株式会社
〒672-8087,兵庫県姫路市飾磨区英賀東町⼆丁⽬１２１番地５
2026-04-18
https://masuno-kogyo.co.jp/
 
マ,103704,マスプロ電⼯株式会社
〒470-0194,愛知県⽇進市浅⽥町上納８０



2024-03-13
http://www.maspro.co.jp
 
マ,104314,株式会社マスミ製作所
〒241-0802,横浜市旭区上川井町６５５
2025-03-02
http://www.masumi-ss.co.jp
 
マ,226237,株式会社桝本⼯務店
〒577-0843,⼤阪府東⼤阪市荒川３丁⽬２６ー１２
2022-12-01
 
マ,211389,株式会社マスヤ
〒299-1603,千葉県富津市更和７９
2025-10-07
 
マ,220514,株式会社マスヤ
〒982-0006,宮城県仙台市太⽩区東郡⼭⼆丁⽬１２番３５号
2024-12-07
https://masuya-steel.com/
 
マ,128025,株式会社増⼭製作所
〒226-0002,神奈川県横浜市緑区東本郷６−２−６
2024-11-30
http://www.msym.jp/
 
マ,219294,株式会社武⼈
〒190-0012,東京都⽴川市曙町３−７−１４
2024-03-09
 
マ,226303,有限会社間瀬ガラス店
〒471-0828,愛知県豊⽥市前⼭町２丁⽬２番地４２
2026-01-01
 
マ,224957,間瀬建設株式会社
〒201-0004,東京都狛江市岩⼾北３丁⽬１６番１５号
2025-04-01
https://maseken.securesite.jp/
 
マ,108285,株式会社⼜四郎商會
〒918-8104,福井県福井市板垣１−７０３
2024-07-18
 
マ,217255,株式会社⼜野鋼業
〒584-0073,⼤阪府富⽥林市寺池台三丁⽬２番２４号
2025-10-29
 
マ,214961,有限会社⼜吉シーリング⼯業
〒901-2131,沖縄県浦添市牧港１丁⽬５７ー３０エム２Ａー１
2023-08-29
 
マ,122417,株式会社町⽥
〒411-0917,静岡県駿東郡清⽔町徳倉字天上塚９７８−１
2024-09-08
 



マ,210984,有限会社町⽥組
〒379-1115,群⾺県渋川市⾚城町溝呂⽊７３９ー５
2025-03-18
 
マ,214510,株式会社町⽥建塗⼯業
〒320-0027,栃⽊県宇都宮市塙⽥３ー１ー１８
2025-12-20
 
マ,231849,株式会社町⽥⼯業
〒854-0046,⻑崎県諫早市原⼝町２８９番地１０
2026-04-04
 
マ,118123,株式会社町⽥製作所
〒171-0031,東京都豊島区⽬⽩５−８−１０
2026-06-17
 
マ,230656,株式会社町⽥電機商会
〒380-0805,⻑野県⻑野市柳町６２番地３
2025-08-02
 
マ,214828,株式会社町⽥トレーディング
〒167-0051,東京都杉並区荻窪５丁⽬１８番１２号
2023-07-04
 
マ,228326,町⽥板⾦⼯業株式会社
〒198-0023,東京都⻘梅市今井２丁⽬１０８４番地の１
2024-07-27
 
マ,124647,町⽥レジン⼯業株式会社
〒194-0035,東京都町⽥市忠⽣１−１３−５
2025-12-01
http://www.mrkk.co.jp/
 
マ,508082,株式会社 マッキャンエリクソン
〒107-8679,東京都港区南⻘⼭１丁⽬１番１号新⻘⼭ビルヂング
2026-06-14
https://www.mccannwg.co.jp/
 
マ,217906,マック株式会社
〒272-0832,千葉県市川市曽⾕８−１６−３
2023-07-07
http://mac-net.co.jp/
 
マ,230530,株式会社マックインターナショナル
〒262-0005,千葉県千葉市花⾒川区こてはし台⼀丁⽬１９番５号
2025-07-26
https://mac-international.jp
 
マ,118049,株式会社マックエイト
〒223-8588,神奈川県横浜市港北区網島東５−１０−２
2024-06-09
http://www.mac8.co.jp
 
マ,231687,株式会社マックシオバラ
〒125-0051,東京都葛飾区新宿三丁⽬１１番１号



2026-02-14
http://www.mac-shiobara.co.jp
 
マ,118823,株式会社マックシステムズ
〒460-0003,名古屋市中区錦１−７−２ 楠本第１５ビル
2024-07-05
http://www.macsystems.co.jp
 
マ,118721,マックス株式会社
〒103-8502,東京都中央区⽇本橋箱崎町６−６
2024-03-13
http://www.max-ltd.co.jp
 
マ,122725,有限会社マックス
〒290-0075,千葉県市原市南国分寺台３−７−１
2024-11-04
 
マ,219520,マックスエンジニアリング株式会社
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨五丁⽬３番２号
2024-03-30
http://www.max-en.com/
 
マ,211403,ＭＡＸＫＥＮＺＯ株式会社
〒230-0071,神奈川県横浜市鶴⾒区駒岡２丁⽬１７−１３
2025-10-22
http://www.yaneya.co.jp
 
マ,227377,有限会社マックス⼯建
〒071-8143,北海道旭川市春光台３条６丁⽬２番２１号
2021-02-09
 
マ,218312,株式会社マックス・ジャパン
〒160-0022,東京都新宿区新宿１−３−８ＹＫＢ新宿御苑ビル
2023-09-01
 
マ,219592,株式会社マックス設計
〒989-2203,宮城県亘理郡⼭元町浅⽣原字作⽥⼭２番地１０２
2024-04-13
http://max-ae.co.jp
 
マ,210947,株式会社マック設備計画
〒004-0064,北海道札幌市厚別区厚別⻄四条１丁⽬９番５号
2025-03-04
http://www.macsmacs.co.jp
 
マ,228672,株式会社マッセ
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥３丁⽬２１番６号
2024-11-16
http://www.masse-n.co.jp/
 
マ,216246,株式会社マッチング・ナビ
〒243-0435,神奈川県海⽼名市下今泉４丁⽬２番１４−２０８号
2025-03-26
 
マ,125682,株式会社マッツ



〒142-0041,東京都品川区⼾越３−４−１８
2023-07-25
http://www.matts.co.jp
 
マ,212769,株式会社マッティージャパン
〒510-1326,三重県三重郡菰野町⼤字杉⾕１５７２番地の１
2025-07-31
http://www.e-matty.com
 
マ,104116,株式会社マップエレクトロニクス
〒386-0005,⻑野県上⽥市古⾥１５６３−３
2024-10-22
http://www.mapele.com
 
マ,213734,株式会社マップライド
〒285-0855,千葉県佐倉市井野１５８６番地２６Ｆ棟１０２号
2024-06-16
 
マ,126790,ＭＡＰＰＲＥＮＤ．株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川１−２−８ 第５⼭京ビル３階
2024-04-03
http://www.mapprend.co.jp
 
マ,229624,松井⾦網⼯業株式会社
〒663-8154,兵庫県⻄宮市浜甲⼦園３丁⽬５番３号
2026-03-31
http://www.matsuikk.co.jp
 
マ,118019,マツイ機器⼯業株式会社
〒526-0802,滋賀県⻑浜市東上坂町２４２−５
2024-05-28
 
マ,222661,株式会社松居組
〒980-0803,宮城県仙台市⻘葉区国分町２ー９ー２７
2024-02-01
http://www.matsui-gumi.co.jp
 
マ,214604,松井建拓株式会社
〒441-1371,愛知県新城市城北⼀丁⽬１番地５
2026-02-28
https://www.m-kentaku.co.jp
 
マ,213284,株式会社マツイコーポレーション
〒594-0072,⼤阪府和泉市井ノ⼝町２番２０号
2026-06-24
https://www.matsui-corpo.com
 
マ,214686,有限会社マツイコーポレーション
〒984-0013,宮城県仙台市若林区六丁の⽬南町１番１号メゾンドエトワールⅠ ３０７号
2026-04-18
 
マ,213523,有限会社松井興業
〒196-0034,東京都昭島市⽟川町１丁⽬１番８号
2023-12-09
 



マ,218923,松井興業株式会社
〒275-0026,千葉県習志野市⾕津６丁⽬８番１２号
2024-01-19
 
マ,219125,株式会社松井⼯業
〒170-0013,東京都豊島区東池袋４丁⽬４１番２９号
2024-02-22
 
マ,224880,松井⼯業株式会社
〒811-2101,福岡県糟屋郡宇美町⼤字宇美字猫⽯２４４７−１６
2025-04-01
http://matsui-kougyou.co.jp/
 
マ,211730,松井鋼材株式会社
〒550-0021,⼤阪府⼤阪市⻄区川⼝４丁⽬１０番１１号
2023-06-29
http://www.matsuikozai.com/
 
マ,211259,株式会社松井春峰堂
〒584-0032,⼤阪府富⽥林市常盤町８番３４号
2025-07-01
http://www.matsuishunpoudou.co.jp/
 
マ,108473,株式会社松井製作所
〒536-0022,⼤阪市城東区永⽥４−１−２３
2025-03-02
http://matsui-ss.com/
 
マ,118334,株式会社松井製作所
〒144-0055,東京都⼤⽥区仲六郷３−１０−１
2023-11-04
 
マ,101596,有限会社松⼀商事
〒273-0003,千葉県船橋市宮本９−１−２５−１１１０
2024-08-16
 
マ,214263,松井電機株式会社
〒760-0068,⾹川県⾼松市松島町３丁⽬１８ー１３
2025-06-28
http://matsui-denki.com/index.shtml
 
マ,128345,松井電器産業株式会社
〒322-0011,栃⽊県⿅沼市⽩桑⽥５２０
2025-10-16
http://www.matsuidenki.co.jp/
 
マ,504650,株式会社松井ピ・テ・オ・印刷
〒321-0904,栃⽊県宇都宮市陽東五丁⽬９番２１号
2026-04-13
http://www.pto.co.jp/pto/
 
マ,505054,マツイマシン株式会社
〒550-0021,⼤阪府⼤阪市⻄区川⼝４丁⽬１０番１１号
2024-03-22
https://www.matsuimachine.co.jp/



 
マ,118167,松浦株式会社
〒541-0056,⼤阪市中央区久太郎町１−９−２８
2026-02-01
http://ns.matsuura-c.com/
 
マ,118927,株式会社松浦
〒485-0821,愛知県⼩牧市本庄１２９６
2024-08-14
http://www.kk-matsuura.co.jp/
 
マ,220134,株式会社ＭＡＴＵＵＬＡ
〒314-0012,茨城県⿅嶋市⼤字平井１３６０−１１２
2024-08-03
 
マ,227339,松浦企業株式会社
〒230-0034,神奈川県横浜市鶴⾒区寛政町１番６号
2024-02-01
http://www.matuura.com
 
マ,211200,松浦建設株式会社
〒923-1104,⽯川県能美市湯⾕町⼆４８番地１
2025-06-11
 
マ,223681,松浦建設株式会社
〒554-0051,⼤阪府⼤阪市此花区⾣島３丁⽬２２番３号
2024-10-01
 
マ,229448,株式会社松浦建設
〒675-0046,兵庫県加古川市⻄神吉町辻２４１
2026-01-17
 
マ,230010,株式会社松浦⼯営
〒859-4501,⻑崎県松浦市志佐町浦免１３５８番地
2025-04-12
 
マ,214133,株式会社松浦重機
〒847-0831,佐賀県唐津市千々賀６２６ー１
2025-04-12
http://www.matsuura-j.com/
 
マ,215763,株式会社松浦重機東北
〒983-0013,宮城県仙台市宮城野区中野五丁⽬６番地の１０
2024-11-20
 
マ,101097,株式会社マツウラセイキ
〒959-3132,新潟県村上市坂町２８３４
2024-02-27
http://www.k-msk.jp
 
マ,128041,株式会社松浦製作所
〒957-0045,新潟県新発⽥市荒川２４６５
2025-03-29
http://www.matsuura-ss.jp
 



マ,224986,松浦通運株式会社
〒847-0053,佐賀県唐津市紺屋町１６９１番地６
2025-04-01
https://mecnet.co.jp/
 
マ,230597,有限会社松浦電気⼯事
〒470-0206,愛知県みよし市莇⽣町⿃居前５５
2025-08-02
https://matsuuradenki.co.jp
 
マ,104571,株式会社松浦電弘社
〒921-8809,⽯川県野々市市⼆⽇市１−７６
2025-10-13
https://m-denkosha.co.jp/
 
マ,220321,株式会社松江電機
〒120-0001,東京都⾜⽴区⼤⾕⽥２−２５−４
2024-10-05
 
マ,231730,松江⼟建株式会社
〒690-8513,島根県松江市学園南⼆丁⽬３番５号
2026-02-28
https://www.matsue-doken.co.jp/
 
マ,118332,株式会社マツオ
〒824-0076,福岡県⾏橋市下崎１２４７
2023-09-13
http://www.m2o.co.jp
 
マ,104546,松岡株式会社
〒999-6827,⼭形県酒⽥市字仲町２０
2025-09-16
http://www.matuoka.jp/
 
マ,211671,株式会社ＭＡＴＳＵＯＫＡ
〒731-0101,広島県広島市安佐南区⼋⽊町６３番地３
2023-06-02
 
マ,229299,マツオカ建機株式会社
〒510-8111,三重県三重郡川越町⼤字当新⽥１７番地
2025-09-21
http://www.matsuokakenki.co.jp
 
マ,223262,株式会社松岡⼯務店
〒790-0062,愛媛県松⼭市南江⼾３−８−６
2024-06-01
 
マ,230981,松岡産業株式会社
〒450-0003,愛知県名古屋市中村区名駅南四丁⽬１０番１８号
2025-10-04
http://www.matsuoka-sangyo.co.jp
 
マ,118804,松岡商事株式会社
〒670-0825,兵庫県姫路市市川橋通２−４１
2024-05-30



http://www.matsuoka-net.com
 
マ,225028,株式会社松岡製作所
〒733-0833,広島県広島市⻄区商⼯センター８丁⽬９番３３号
2025-04-01
https://www.matsuoka-pro.com/
 
マ,220647,松岡電気株式会社
〒596-0041,⼤阪府岸和⽥市下野町五丁⽬１８番１２号
2025-02-01
 
マ,215431,松岡電業株式会社
〒120-0015,東京都⾜⽴区⾜⽴４丁⽬４０番３号レジデンスタワー五反野２０１
2024-06-05
 
マ,128049,松岡満運輸株式会社
〒003-0030,北海道札幌市⽩⽯区流通センター５−１−５ 北海道トラックターミナルＥ−１
2025-03-12
https://www.matsuokaman.jp
 
マ,218526,松尾⾦属株式会社
〒983-0013,宮城県仙台市宮城野区中野１丁⽬２−７
2023-10-13
http://www.matsuo-kinzoku.co.jp/
 
マ,226508,株式会社松尾組
〒807-0073,福岡県北九州市⼋幡⻄区町上津役東⼆丁⽬２番２５号
2026-04-01
http://www.m-matsuo.co.jp
 
マ,212182,株式会社松尾建設
〒432-0801,静岡県浜松市⻄区⻄⼭町２１０１
2024-05-16
 
マ,222091,松尾建設株式会社
〒840-0842,佐賀県佐賀市多布施⼀丁⽬４番２７号
2026-02-01
http://www.matsuo.gr.jp/
 
マ,210856,松尾⼯業株式会社
〒573-1161,⼤阪府枚⽅市交北１丁⽬２７番１０号
2025-01-25
_
 
マ,215242,松尾⼯業株式会社
〒840-0842,佐賀県佐賀市多布施１丁⽬４番２７号
2024-02-20
https://www.matsuo-kg.jp/
 
マ,216671,松尾興産株式会社
〒800-0208,福岡県北九州市⼩倉南区沼本町⼀丁⽬１４−１８
2025-06-18
http://www.matsuokousan.com/
 
マ,224560,株式会社松尾⼯務店



〒654-0036,兵庫県神⼾市須磨区南町１丁⽬３番２５号
2025-04-01
_
 
マ,118377,松尾産業株式会社
〒541-0053,⼤阪市中央区本町３−５−７
2023-10-28
http://www.matsuo-sangyo.co.jp
 
マ,118147,株式会社松尾製作所
〒474-0001,愛知県⼤府市北崎町井⽥２７−１
2026-01-28
http://www.kk-matsuo-ss.co.jp/
 
マ,127970,株式会社松尾製作所
〒616-8194,京都市右京区⼭越東町２６−２１
2025-07-18
http://www.matsuo-co.co.jp/
 
マ,222842,株式会社松尾鉄⼯所
〒421-0106,静岡県静岡市駿河区北丸⼦１−６−５０
2024-03-01
http://www.matsuoh.co.jp
 
マ,108210,松尾電機株式会社
〒561-8558,⼤阪府豊中市千成町３−５−３
2025-04-17
https://www.ncc-matsuo.co.jp/
 
マ,121773,株式会社松尾熔⼯所
〒581-0085,⼤阪府⼋尾市安中町８−１２−１１
2024-06-02
http://www7b.biglobe.ne.jp/~matsuo-you/
 
マ,226369,マツカワ⼯業株式会社
〒514-0823,三重県津市半⽥２８１８番地
2026-02-01
https://matsukawa2020.com
 
マ,227647,松川造船株式会社
〒976-0022,福島県相⾺市尾浜字追川４４
2024-03-15
 
マ,221479,株式会社松川物産
〒862-0950,熊本県熊本市中央区⽔前寺４丁⽬５４番１２号
2025-04-01
 
マ,224079,株式会社松考建設
〒779-4402,徳島県美⾺郡つるぎ町半⽥字⽥井８０番地の１
2025-01-01
 
マ,128134,松垣薬品⼯業株式会社
〒530-0043,⼤阪市北区天満３−３−１０
2025-11-06
http://www.mgy.co.jp/



 
マ,213319,有限会社松基⼯務店
〒901-2133,沖縄県浦添市城間４丁⽬３４番７号
2026-07-08
 
マ,102915,有限会社松⽊製作所
〒144-0034,東京都⼤⽥区⻄糀⾕１−４−１０
2025-12-10
 
マ,100958,松⾦化学⼯業株式会社
〒328-0043,栃⽊県栃⽊市境町２８−５
2023-12-19
 
マ,129441,松⾦⼯業株式会社
〒521-1112,滋賀県彦根市⾦沢町１−１
2024-05-12
http://www.matsukin.jp/
 
マ,100959,松⾦産業株式会社
〒329-4401,栃⽊県栃⽊市⼤平町⽜久６４０
2023-12-19
 
マ,217938,マツク株式会社
〒550-0014,⼤阪府⼤阪市⻄区北堀江４丁⽬１６番４号
2023-07-14
 
マ,212165,株式会社マツケン
〒352-0012,埼⽟県新座市畑中１丁⽬１７番５３号
2024-05-09
 
マ,216157,有限会社松建
〒683-0035,⿃取県⽶⼦市⽬久美町５４番地１
2025-03-19
 
マ,219091,株式会社マツケン
〒563-0043,⼤阪府池⽥市神⽥３丁⽬２０番２１号
2024-02-16
 
マ,222524,松阪興産株式会社
〒515-0005,三重県松阪市鎌⽥町２５３番地５
2023-12-01
https://www.matsusaka-kosan.co.jp/
 
マ,118894,松阪段ボール⼯業株式会社
〒515-0812,三重県松阪市船江町７５３
2024-06-07
http://www.matsudan.co.jp
 
マ,225424,松坂屋建材株式会社
〒360-0833,埼⽟県熊⾕市広瀬１６５番地
2025-06-01
https://www.matsuzakaya-kenzai.co.jp/
 
マ,122935,株式会社マツザキ
〒813-0062,福岡県福岡市東区松島３−２４−２２



2024-12-25
http://www.matsuzaki-l.co.jp
 
マ,220466,松﨑建興有限会社
〒210-0806,神奈川県川崎市川崎区中島２ー２ー２
2024-11-22
 
マ,226832,有限会社松崎建設
〒125-0031,東京都葛飾区⻄⽔元６丁⽬１０番１１号
2023-07-01
 
マ,213504,株式会社松崎建設⼯業
〒322-0003,栃⽊県⿅沼市仁神堂町４１１
2023-11-18
 
マ,216999,有限会社松崎⼯業所
〒319-1116,茨城県那珂郡東海村⾈⽯川駅⻄⼆丁⽬１２番１５号
2025-08-27
 
マ,128065,株式会社松崎製作所
〒694-0054,島根県⼤⽥市⿃井町⿃井１１７５−６３
2024-12-04
http://www.matsuzaki-s.com/
 
マ,217269,有限会社松﨑鉄⼯所
〒921-8066,⽯川県⾦沢市⽮⽊２ー２０２ー１０
2025-11-05
 
マ,118336,松崎電⼦株式会社
〒220-0024,横浜市⻄区⻄平沼町８−７
2024-01-11
 
マ,221823,株式会社松崎⽊⼯場
〒322-0003,栃⽊県⿅沼市仁神堂町４１１番地
2025-07-01
 
マ,216144,有限会社松沢ガラスアルミサッシ販売
〒399-8601,⻑野県北安曇郡池⽥町⼤字池⽥１３１２番地
2025-03-19
https://www.matsuzawaglass.com/
 
マ,226436,株式会社松澤建設
〒942-0043,新潟県上越市三ツ橋１４８５番地
2026-03-01
http://www8.ocn.ne.jp/~kk.matu/index.htm
 
マ,222409,松澤⼯業株式会社
〒381-0038,⻑野県⻑野市東和⽥５０８
2023-11-01
 
マ,212864,有限会社松沢左官⼯業
〒357-0021,埼⽟県飯能市⼤字双柳１２１９番地７
2025-10-17
 
マ,229775,松重⼯業株式会社



〒606-8395,京都府京都市左京区丸太町通川端東⼊東丸太町２９番地
2026-06-13
 
マ,118967,株式会社マツシタ
〒636-0104,奈良県⽣駒郡斑鳩町⾼安１−５−１５
2024-08-21
 
マ,213583,株式会社マツシタ
〒123-0873,東京都⾜⽴区扇１ー５３ー１７
2024-02-03
 
マ,229109,株式会社マツシタ
〒636-0021,奈良県北葛城郡王寺町畠⽥７丁⽬９番５号
2025-06-14
http://www.heart-reform.co.jp
 
マ,231224,株式会社マツシタ
〒532-0003,⼤阪府⼤阪市淀川区宮原五丁⽬４番１８−１０８号
2025-11-01
https://matsushita.ltd
 
マ,220289,株式会社松下環境産業
〒113-0033,東京都⽂京区本郷１−３４−４
2024-09-28
 
マ,221284,松下管⼯業株式会社
〒921-8015,⽯川県⾦沢市東⼒２丁⽬９９番地
2025-03-01
http://www.m-kan.co.jp/
 
マ,216709,有限会社松下組
〒192-0045,東京都⼋王⼦市⼤和⽥町４丁⽬４番１７号
2025-06-25
 
マ,106391,松下⼯業株式会社
〒543-0001,⼤阪府⼤阪市天王寺区上本町７−１−２４
2024-11-04
https://www.tecmic.co.jp
 
マ,215299,松下⼯業株式会社
〒260-0807,千葉県千葉市中央区松ケ丘町２０ー４
2024-03-13
 
マ,219129,マツシタ⼯業株式会社
〒920-0209,⽯川県⾦沢市東蚊⽖町１丁⽬２９番地２
2024-02-22
http://matsushita-industry.jp
 
マ,216170,松下鉱産株式会社
〒460-0008,愛知県名古屋市中区栄１ー２９ー１９
2025-03-19
 
マ,221183,株式会社松下産業
〒113-8447,東京都⽂京区本郷１丁⽬３４番４号
2025-03-01



http://www.mats.co.jp/
 
マ,225593,松下産業株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿７丁⽬２ー１２
2025-06-01
http://www.mts-kk.co.jp
 
マ,128056,株式会社松下製作所
〒405-0077,⼭梨県笛吹市⼀宮町坪井１９８５−１
2025-04-12
http://www.matsushitass.com
 
マ,128193,株式会社松下製作所
〒357-0021,埼⽟県飯能市双柳２６３−１
2026-03-01
https://www.matsushitaworks.co.jp/
 
マ,128011,株式会社松下テクノ
〒572-0824,⼤阪府寝屋川市萱島東３−６−８
2025-03-27
 
マ,120244,松芝エンジニアリング株式会社
〒701-3204,岡⼭県備前市⽇⽣町⽇⽣８８６−１０
2023-08-07
http://www.matsushiba.co.jp
 
マ,129059,株式会社松島
〒470-0162,愛知県愛知郡東郷町春⽊字千⼦５４５−３５
2023-08-11
http://www.matsushima.ne.jp/
 
マ,217889,有限会社マツシマ
〒453-0037,愛知県名古屋市中村区⾼道町四丁⽬２番１２号
2023-07-07
 
マ,118380,株式会社マツシマ メジャテック
〒807-0837,北九州市⼋幡⻄区則松東１−８−１８
2023-08-16
http://www.matsushima-m-tech.com
 
マ,212366,松島運輸株式会社
〒166-0011,東京都杉並区梅⾥２ー２５ー１３
2024-11-07
 
マ,215132,松島⼯業株式会社
〒939-1104,富⼭県⾼岡市⼾出町三丁⽬１番７２号
2023-12-12
http://www.matsushima.jp/
 
マ,124696,株式会社松島精型
〒939-0612,富⼭県下新川郡⼊善町藤原３１６−１
2025-12-10
 
マ,219772,松島設備⼯業株式会社
〒121-0813,東京都⾜⽴区⽵の塚２丁⽬１５番１３号



2024-05-25
https://www.matsushima-setsubi.co.jp
 
マ,217514,松島電気⼯事株式会社
〒390-0846,⻑野県松本市南原１丁⽬２番５号
2026-01-21
https://matsushima-electo.co.jp/
 
マ,218127,有限会社松商
〒238-0101,神奈川県三浦市南下浦町上宮⽥１１９６−１
2023-08-04
 
マ,128186,松代⼯業株式会社
〒381-1221,⻑野市松代町東条３５４
2026-02-01
http://www.mt-mkg.co.jp
 
マ,225493,株式会社松伸
〒340-0822,埼⽟県⼋潮市⼤字⼤瀬２３６番地１
2025-06-01
https://www.matsushin.co.jp/
 
マ,218033,有限会社松眞⼯業
〒400-0115,⼭梨県甲斐市篠原１３３９−６
2023-07-28
 
マ,103812,松勢鋼材株式会社
〒581-0811,⼤阪府⼋尾市新家町２−７５
2024-04-24
http://www.matsuse.co.jp
 
マ,215791,株式会社松装
〒542-0081,⼤阪府⼤阪市中央区南船場１ー８ー２−４
2024-11-27
 
マ,211139,株式会社松⾼⼯務店
〒571-0072,⼤阪府⾨真市城垣町７番１７号
2025-05-20
 
マ,225726,株式会社松⾼⼯務店
〒125-0052,東京都葛飾区柴⼜４丁⽬３６番５号
2025-07-01
http://matsutaka-koumuten.com/
 
マ,128263,マツタメ株式会社
〒417-0034,静岡県富⼠市津⽥１６５−１
2026-06-21
http://www.matsutame.co.jp
 
マ,121886,株式会社マツダ
〒937-0867,富⼭県⿂津市真成寺町３−２
2024-07-01
 
マ,129162,株式会社マツダ
〒416-0946,静岡県富⼠市五貫島字地神１１４８−１



2023-11-14
https://www.k-matuda.co.jp
 
マ,214244,株式会社マツダ
〒503-0103,岐⾩県⼤垣市墨俣町上宿７２２番地１
2025-06-21
http://www.matsuda-ts.com
 
マ,128386,株式会社松平精⼯
〒538-0037,⼤阪市鶴⾒区焼野３−２−１３３
2025-11-19
 
マ,210890,株式会社松⽥組
〒490-1436,愛知県海部郡⾶島村⽵之郷⼋丁⽬１６番地−１
2025-02-04
 
マ,215954,株式会社松⽥組
〒731-0113,広島県広島市安佐南区⻄原７丁⽬８番２９号
2025-01-29
https://matsuda-gc.com/
 
マ,231762,株式会社松⽥組
〒940-0094,新潟県⻑岡市中島四丁⽬１５番１３号
2026-03-07
 
マ,118144,松⽥⼯業株式会社
〒516-0054,三重県伊勢市粟野町６３５
2026-02-22
 
マ,214640,松⽥鋼業株式会社
〒177-0053,東京都練⾺区関町南３ー３０ー２７
2026-03-21
http://www.mkk.jp/
 
マ,217207,有限会社松⽥⼯業
〒561-0859,⼤阪府豊中市服部豊町２丁⽬１１ー１３
2025-10-15
 
マ,229776,有限会社マツダ⼯業
〒518-0026,三重県伊賀市岩倉３０５番地
2026-06-13
 
マ,108283,株式会社松⽥⼯業所
〒190-1222,東京都⻄多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原１１−２
2024-09-18
http://www.matsuda-grp.com
 
マ,211824,株式会社松⽥⼯務店
〒250-0862,神奈川県⼩⽥原市成⽥４８０番地の２
2023-09-01
 
マ,118023,松⽥産業株式会社
〒163-0558,東京都新宿区⻄新宿１−２６−２
2025-02-18
http://www.matsuda-sangyo.co.jp



 
マ,118027,松⽥産業株式会社
〒639-0226,奈良県⾹芝市五位堂６−２２３
2024-01-30
 
マ,220467,マツダスタール株式会社
〒485-0053,愛知県⼩牧市多気南町９３番地１
2024-11-22
http://www.st-matsuda.com/
 
マ,124432,マツダスチール株式会社
〒731-4321,広島県安芸郡坂町植⽥１−５−２７
2025-08-23
http://www.mazdastl.co.jp
 
マ,211852,有限会社松⽥建具製作所
〒929-1817,⽯川県⿅島郡中能登町徳前らの５
2020-09-22
http://www.matsudatategu.co.jp/
 
マ,230988,松⽥鉄⼯株式会社
〒399-0038,⻑野県松本市⼩屋南⼀丁⽬１６番１号
2025-10-04
 
マ,217246,松⽥電気⼯業株式会社
〒635-0064,奈良県⼤和⾼⽥市栄町４番３３号
2025-10-21
http://www.matuda-dnk.co.jp/
 
マ,224580,松⽥都市開発株式会社
〒812-0007,福岡県福岡市博多区東⽐恵２ー１８ー１２
2025-04-01
http://www.matsudatoshikaihatsu.co.jp
 
マ,231898,株式会社マツダファーム
〒553-0001,⼤阪府⼤阪市福島区海⽼江七丁⽬１４番１６号
2026-04-11
 
マ,100786,株式会社松⽥安鐵⼯
〒689-1121,⿃取県⿃取市南栄町１４
2023-06-24
http://matsudayasu.jp
 
マ,220356,株式会社マツデン
〒510-0864,三重県四⽇市市中⾥町２２番地の３
2024-10-12
 
マ,230435,松電株式会社
〒444-0942,愛知県岡崎市中園町字三天２１番地
2025-07-12
http://denki.co/
 
マ,213518,松⼾⼯業株式会社
〒985-0835,宮城県多賀城市下⾺３丁⽬１０ー３２
2023-12-09



http://www.matsuto-kogyo.com/
 
マ,127479,株式会社マツトモ
〒223-0057,神奈川県横浜市港北区新⽻町８１１−１
2024-10-26
http://www.matsutomo.com/
 
マ,211358,株式会社マツナガ
〒344-0013,埼⽟県春⽇部市銚⼦⼝１３５５−１
2025-09-17
http://www.matsunaga-cm.jp/
 
マ,221524,株式会社マツナガ
〒466-0851,愛知県名古屋市昭和区元宮町４丁⽬８６番地の１
2025-04-01
http://www.matunaga.co.jp/
 
マ,217253,松永産業株式会社
〒575-0036,⼤阪府四條畷市雁屋南町１９ー２６
2025-10-29
 
マ,103256,株式会社松永製作所
〒567-0033,⼤阪府茨⽊市松ヶ本町９−１４
2026-06-30
http://www.matsunaga-works.co.jp
 
マ,219425,松永測機株式会社
〒812-0020,福岡県福岡市博多区対⾺⼩路１２−２３
2024-03-23
https://www.matsunaga-sokki.co.jp/
 
マ,118105,株式会社松永鋳造所
〒857-1164,⻑崎県佐世保市⽩岳町５０−４
2025-06-17
 
マ,221006,松永鉄筋⼯業株式会社
〒983-0034,宮城県仙台市宮城野区扇町３丁⽬４番１９
2025-01-01
 
マ,108873,株式会社松永⽂商店
〒605-0028,京都市東⼭区三条通古川町東⼊分⽊町７５−５
2026-02-26
 
マ,121455,松浪硝⼦⼯業株式会社
〒596-0049,⼤阪府岸和⽥市⼋阪町２−１−１０
2024-04-22
http://www.matsunami-glass.co.jp/
 
マ,210879,有限会社マツナミサッシ
〒640-8301,和歌⼭県和歌⼭市岩橋１６５０番地の６
2025-02-04
 
マ,128161,株式会社松縄⽂五郎商店
〒959-1145,新潟県三条市福島新⽥丙２３５０−１
2025-12-21



http://www.matsunawa.co.jp
 
マ,219123,株式会社松野建設
〒798-2101,愛媛県北宇和郡松野町⼤字松丸３９９
2024-02-16
 
マ,217895,松野コンクリート⼯業株式会社
〒501-0223,岐⾩県瑞穂市穂積１３８０番地
2023-07-07
 
マ,216865,株式会社松野電⼯
〒400-0115,⼭梨県甲斐市篠原４９５番地１６
2025-07-16
 
マ,215525,松橋建設株式会社
〒010-0042,秋⽥県秋⽥市桜⼆丁⽬３５ー１２
2024-08-14
 
マ,214177,株式会社松橋塗装⼯業
〒018-4241,秋⽥県北秋⽥市道城字屋布岱３１
2025-05-10
_
 
マ,231145,株式会社マツハシ冷熱
〒380-0928,⻑野県⻑野市若⾥⼀丁⽬５番１号
2025-10-25
http://www.mr-line.co.jp/
 
マ,230141,株式会社ＭＡＴＳＵＢＡ
〒300-3261,茨城県つくば市花畑三丁⽬３番地２２−２Ｆ
2025-05-31
 
マ,213223,有限会社松葉⼯業
〒210-0851,神奈川県川崎市川崎区浜町２丁⽬３番１０号
2026-05-13
http://www.matsuba-k.co.jp/
 
マ,212579,株式会社松葉⼯務店
〒300-3261,茨城県つくば市花畑３ー３ー２２
2025-04-10
http://www.matsuba-construction.jp/
 
マ,230826,株式会社松橋組
〒774-0013,徳島県阿南市⽇開野町筒路１８番地１
2025-09-13
 
マ,210713,株式会社マツバヤシ
〒843-0304,佐賀県嬉野市嬉野町⼤字岩屋川内甲４１０ー１
2024-11-25
 
マ,217019,松林⼯業薬品株式会社
〒422-8063,静岡県静岡市駿河区⾺渕⼀丁⽬１０番１９号
2025-08-27
http://www.matsubayashi-net.co.jp/
 



マ,227443,松林電機⼯事株式会社
〒975-0037,福島県南相⾺市原町区北原字細⾕地２２８番地の２
2024-02-22
 
マ,118942,株式会社マツバラ
〒504-0034,岐⾩県各務原市那加浜⾒町２−２２
2024-08-04
http://www.k-matsubara.co.jp/
 
マ,227780,株式会社松原⾦属
〒790-0053,愛媛県松⼭市⽵原３丁⽬５番３２号
2024-03-28
 
マ,216382,株式会社松原組
〒150-0011,東京都渋⾕区東２丁⽬６番１７号
2025-05-14
http://www.matsubaragumi.jp/
 
マ,221386,株式会社松原組
〒721-0942,広島県福⼭市引野町５２１８番地
2025-04-01
https://matsubara-gumi.co.jp/
 
マ,223587,株式会社松原組
〒158-0093,東京都世⽥⾕区上野⽑３ー２５ー１０
2024-09-01
http://www.matsubara-gumi.com
 
マ,505208,株式会社松原組
〒150-0011,東京都渋⾕区東２丁⽬６番１７号
2025-04-17
http://www.matsubaragumi.jp/
 
マ,218042,松原建設株式会社
〒930-0892,富⼭県富⼭市⽯坂２４４９−２
2025-03-01
https://matsubara-kensetsu.com/
 
マ,100839,松原⼯業株式会社
〒215-0034,神奈川県川崎市⿇⽣区南黒川１１−２
2023-08-15
http://www.mtbrk.com
 
マ,120396,松原⼯業株式会社
〒331-0054,埼⽟県さいたま市⻄区島根２３６
2023-09-12
http://www.matsubara-sp.co.jp/
 
マ,210263,松原⼯業株式会社
〒734-0036,広島県広島市南区旭３丁⽬１０番１９号
2024-04-09
 
マ,501976,株式会社松原製作所
〒458-0847,愛知県名古屋市緑区浦⾥２−１１１
2025-12-14



https://www.matsubara-mfg.jp
 
マ,219547,松原綜合サービス株式会社
〒144-0033,東京都⼤⽥区東糀⾕１−１４−８
2024-04-06
 
マ,106486,有限会社松原電⼯
〒699-0505,島根県出雲市斐川町上庄原１６４５−１３
2025-01-11
https://matsubaradenko.com
 
マ,220409,株式会社マツバラ電⼯
〒781-1161,⾼知県⼟佐市宇佐町宇佐２７５９−３１
2024-11-01
https://www.matsubaradenkou.com
 
マ,222390,株式会社松原光⼯業
〒920-0204,⽯川県⾦沢市千⽥町ハ．３４ー１
2023-11-01
 
マ,220804,株式会社マツヒロ
〒108-0074,東京都港区⾼輪⼀丁⽬５番８号
2025-03-15
https://matsuhiro.tokyo/
 
マ,220662,有限会社松廣建設
〒902-0068,沖縄県那覇市真嘉⽐三丁⽬２０番２２号
2025-02-01
 
マ,213803,株式会社松廣⼟建
〒755-0151,⼭⼝県宇部市⼤字⻄岐波字道徳５１３９ー１
2024-08-11
 
マ,103964,松菱鋼機株式会社
〒600-8812,京都府京都市下京区中堂寺北町１−１６
2024-09-16
http://www.matsubishi-kouki.com
 
マ,129474,松伏電気⼯業株式会社
〒116-0014,東京都荒川区東⽇暮⾥６−４１−１１
2024-06-08
http://matsubushi.co.jp/
 
マ,218401,松鳳建設株式会社
〒812-0004,福岡県福岡市博多区榎⽥１丁⽬９−１
2023-09-15
 
マ,126266,株式会社マツボー
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨３−８−２１ 虎ノ⾨３３森ビル
2023-11-22
http://www.matsubo.co.jp
 
マ,219124,松実興業株式会社
〒731-0113,広島県広島市安佐南区⻄原九丁⽬１６番３８号
2024-02-16



 
マ,103420,マツミ産業有限会社
〒370-0535,群⾺県⾢楽郡⼤泉町寄⽊⼾９４８
2023-09-24
 
マ,118321,株式会社松三製作所
〒559-0006,⼤阪市住之江区浜⼝⻄２−３−１９
2023-12-02
http://www.matumi.co.jp
 
マ,221097,株式会社松村硝⼦店
〒870-0018,⼤分県⼤分市豊海５丁⽬４番１６号
2025-02-01
http://matsumuraglass.com
 
マ,222464,株式会社松村組
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥２ー４ー２
2023-12-01
 
マ,230000,株式会社松村組
〒530-8588,⼤阪府⼤阪市北区天満⼀丁⽬３番２１号
2025-04-12
https://www.matsumura-gumi.co.jp/
 
マ,211019,松村建⼯株式会社
〒939-8271,富⼭県富⼭市太郎丸⻄町１丁⽬１７ー６
2025-03-29
 
マ,212278,松村重機建設株式会社
〒779-3133,徳島県徳島市⼊⽥町安都真２９番地
2024-07-25
http://www.mazmura.co.jp
 
マ,210920,株式会社松村製作所
〒273-0131,千葉県鎌ケ⾕市軽井沢字遠⼭２０８２番地１
2025-02-23
 
マ,118986,松村⽯油株式会社
〒530-0047,⼤阪市北区⻄天満２−８−５
2024-10-02
http://www.matsumura-oil.co.jp
 
マ,129437,有限会社松村鉄⼯
〒018-0402,秋⽥県にかほ市平沢字深⾕地１２９−１
2024-05-07
http://matsumura-tekko.com/
 
マ,230505,株式会社松村電気
〒865-0045,熊本県⽟名市伊倉南⽅１３５８番地８
2025-07-19
https://www.matsumuradenki-kumamoto.com
 
マ,228395,株式会社松村電機製作所
〒113-0031,東京都⽂京区根津２ー１２ー１
2024-08-23



http://www.matsumuradenki.co.jp
 
マ,221733,松村物産株式会社
〒920-8538,⽯川県⾦沢市広岡２丁⽬１番２７号
2025-06-01
https://www.matsumura.co.jp
 
マ,105345,株式会社マツモト
〒613-0024,京都府久世郡久御⼭町森村東２５０−１
2024-11-06
http://www.k-matsumoto.co.jp
 
マ,106161,株式会社マツモト
〒339-0024,埼⽟県さいたま市岩槻区釣上４５−２
2024-02-26
https://www.matsumotodck.com/
 
マ,226719,株式会社松本アルミ
〒335-0021,埼⽟県⼾⽥市新曽芦原２２１８番地５
2026-05-01
http://www.matsumoto-al.co.jp
 
マ,128146,松本ＥＳテック株式会社
〒262-0032,千葉県千葉市花⾒川区幕張町２−７７１４
2026-01-21
https://www.m-est.co.jp
 
マ,212304,株式会社松本運送
〒266-0002,千葉県千葉市緑区平⼭町１４５１ー１
2024-08-08
http://www.matsumoto-exp.co.jp/
 
マ,214326,株式会社松本栄建
〒732-0068,広島県広島市東区⽜⽥新町２ー４ー４４
2025-08-16
 
マ,105497,松本エンジニアリング株式会社
〒170-0002,東京都豊島区巣鴨２−４−１３ ⽇東ビル３階
2025-03-22
http://www.matsumoto-eng.co.jp/
 
マ,103859,松本加⼯所
〒480-1207,愛知県瀬⼾市品野町７−１１９
2024-05-28
 
マ,101095,マツモト機械株式会社
〒581-0092,⼤阪府⼋尾市⽼原４−１５３
2024-02-27
http://www.mac-wels.co.jp/
 
マ,216026,松本機⼯株式会社
〒230-0024,神奈川県横浜市鶴⾒区市場下町３番１５号
2025-02-12
http://www.matsumoto-kikou.jp
 



マ,122693,松本⾦属株式会社
〒662-0934,兵庫県⻄宮市⻄宮浜４−６−８
2024-10-24
http://www.matukin.co.jp/
 
マ,126809,株式会社松本技研
〒404-0023,⼭梨県甲州市塩⼭中萩原１３１３
2024-04-12
http://matsumotogiken.jp
 
マ,224995,有限会社松本業務店
〒010-0044,秋⽥県秋⽥市横森１丁⽬１７番４４号
2025-04-01
http://www.gyoumu10.com/
 
マ,213521,株式会社松元組
〒252-0237,神奈川県相模原市中央区千代⽥７ー１ー３
2023-12-09
 
マ,211406,松本建設株式会社
〒939-1305,富⼭県砺波市千保２９７番地
2025-10-22
http://www.matuken-web.com/
 
マ,217336,有限会社松本建設
〒731-0139,広島県広島市安佐南区⼭本新町５丁⽬４ー４３
2025-11-26
 
マ,228751,松本建設有限会社
〒780-0951,⾼知県⾼知市⻄塚ノ原７０ー９
2024-12-06
 
マ,216746,株式会社松本⼯営所
〒535-0002,⼤阪府⼤阪市旭区⼤宮１丁⽬１２番１８号
2025-06-25
 
マ,218138,松本興機株式会社
〒179-0076,東京都練⾺区⼟⽀⽥１丁⽬１３番１号
2023-08-04
 
マ,223930,松本鋼機株式会社
〒652-0812,兵庫県神⼾市兵庫区湊町１ー８８ー１
2024-12-01
http://www.matsu-ko.co.jp
 
マ,231072,松本⼯業株式会社
〒116-0013,東京都荒川区⻄⽇暮⾥六丁⽬４３番９号
2025-10-18
 
マ,502608,松本⼯業株式会社
〒230-0031,神奈川県横浜市鶴⾒区平安町⼆丁⽬１６番地８
2024-03-20
http://www.mmksi.co.jp
 
マ,210192,株式会社マツモト⼯業所



〒335-0022,埼⽟県⼾⽥市上⼾⽥４ー１０ー１
2024-02-24
http://www.matsumotoind.co.jp
 
マ,120091,松本興産株式会社
〒368-0101,埼⽟県秩⽗郡⼩⿅野町下⼩⿅野２４７−１
2023-07-18
http://www.mkknc.co.jp
 
マ,211474,株式会社松本⼯務店
〒482-0002,愛知県岩倉市⼤市場町順喜２７番地の１
2025-12-13
https://松本⼯務店.com/
 
マ,215319,株式会社松本⼯務店
〒961-0835,福島県⽩河市⽩坂愛宕⼭７３番地２
2021-03-20
 
マ,223635,株式会社松本⼯務店
〒532-0011,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島７丁⽬１番３号
2024-10-01
 
マ,125256,マツモト産業株式会社
〒550-0004,⼤阪市⻄区靱本町１−１２−６ マツモト産業ビル
2026-02-25
http://www.mac-exe.co.jp
 
マ,129565,松本産業株式会社
〒132-0021,東京都江⼾川区中央１−１０−１５
2024-10-02
http://www.matsumoto-ind.co.jp/
 
マ,217291,松本産業株式会社
〒470-1205,愛知県豊⽥市永覚町下⾼根１−２
2025-11-12
http://m-sangyo.com/company/
 
マ,502705,松本産業有限会社
〒514-1254,三重県津市森町５０００−８
2024-08-04
 
マ,101371,松本商事株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座４−１４−１７
2024-05-28
http://www5.ocn.ne.jp/~matusyou/
 
マ,225542,株式会社松本商事
〒556-0011,⼤阪府⼤阪市浪速区難波中３丁⽬９−３−６０５
2025-06-01
http://www.matsumoto-sj.co.jp/
 
マ,101186,株式会社松本商店
〒456-0016,名古屋市熱⽥区五本松町１０−１７
2024-03-15
 



マ,218085,株式会社松本商店
〒136-0082,東京都江東区新⽊場１ー９ー１０
2026-04-01
 
マ,127778,有限会社松本製作所
〒245-0023,横浜市泉区和泉中央南１−２０−２
2025-03-05
 
マ,217861,株式会社松本設備
〒462-0809,愛知県名古屋市北区上飯⽥⻄町３ー１０ー５
2023-06-30
 
マ,229480,株式会社松本設備
〒390-0851,⻑野県松本市⼤字島内１８９４番地
2026-02-05
 
マ,228899,株式会社松本総建
〒311-4152,茨城県⽔⼾市河和⽥２丁⽬９番地の５
2025-02-23
 
マ,213271,株式会社松本測量
〒270-1337,千葉県印⻄市草深２４７８ー３２
2026-06-17
https://www.matu-soku.com/
 
マ,210286,有限会社松本鉄⼯所
〒914-0072,福井県敦賀市⾦ヶ崎町１９番地の１
2024-04-22
 
マ,216638,松本電機株式会社
〒108-0071,東京都港区⽩⾦台４丁⽬１８番４号
2025-06-18
 
マ,231391,松本電気 松本祐⼆（その他）
〒780-8040,⾼知県⾼知市神⽥１１３８−３１
2025-12-06
 
マ,118134,株式会社松本電⼦⼯業
〒807-0048,福岡県遠賀郡⽔巻町吉⽥南３−３−１３
2026-02-22
http://www.matsumotoelec.co.jp
 
マ,212248,松本電設株式会社
〒180-0021,東京都武蔵野市桜堤３丁⽬２３番１号
2024-07-04
 
マ,230513,松本電設 松本勝⼰（その他）
〒615-0004,京都府京都市右京区⻄院下花⽥町２５番地２
2025-07-26
 
マ,126224,松本ナット⼯業株式会社
〒580-0006,⼤阪府松原市⼤堀１−８−１
2023-11-15
http://www.matsumoto-nut.co.jp
 



マ,101387,松本パッキン株式会社
〒400-0805,⼭梨県甲府市酒折２−２−２７
2024-06-01
 
マ,128179,マツモトプレシジョン株式会社
〒969-3532,福島県喜多⽅市塩川町⼩府根字近江６８
2025-11-21
http://www.matsumoto-pre.co.jp
 
マ,212622,株式会社松屋
〒537-0013,⼤阪府⼤阪市東成区⼤今⾥南１丁⽬９番１４号
2025-05-15
 
マ,100907,株式会社マツヤマ
〒661-0002,兵庫県尼崎市塚⼝町１−３１−１３
2023-10-21
http://matsuyama-g.co.jp/
 
マ,124363,松⼭⼯業株式会社
〒158-0096,東京都世⽥⾕区⽟川台２−２９−１６
2025-07-13
http://www.j-matsuyama.co.jp
 
マ,216204,松⼭⼯業株式会社
〒649-0101,和歌⼭県海南市下津町下津８１０−７
2025-03-26
 
マ,231193,株式会社松⼭⼯業
〒640-8463,和歌⼭県和歌⼭市楠⾒中３０７番地１
2025-10-25
http://www.matsuyama-kougyo.jp/
 
マ,213637,松⼭産業株式会社
〒528-0211,滋賀県甲賀市⼟⼭町北⼟⼭１７００番地
2024-03-17
http://www.matsuyamasangyo.co.jp
 
マ,505276,株式会社松⼭⼈材センター
〒790-0011,愛媛県松⼭市千⾈町五丁⽬７番地６
2025-08-29
https://www.m-jinzai.co.jp/
 
マ,126798,マツヤマ電機株式会社
〒566-0045,⼤阪府摂津市南別府町１５−８
2024-04-06
http://www.mtym.jp/
 
マ,215037,松⼭電機株式会社
〒386-0404,⻑野県上⽥市上丸⼦１７１７ー５
2023-10-10
 
マ,224784,松⼭電設⼯業株式会社
〒790-0913,愛媛県松⼭市畑寺４丁⽬１２番２０号
2025-04-01
https://www.emdk.co.jp/



 
マ,128132,松⼭宮地弘商事株式会社
〒722-0014,広島県尾道市新浜１−７−１６
2025-09-12
http://www.matuyama-miyachi.com
 
マ,225754,株式会社まつよし
〒675-0044,兵庫県加古川市⻄神吉町⼤国６６５ー１
2025-07-01
http://mtys.co.jp/
 
マ,125253,マツ六株式会社
〒543-0051,⼤阪府⼤阪市天王寺区四天王寺１−５−４７
2026-02-25
http://www.mazroc.co.jp
 
マ,122356,マテック株式会社
〒462-0844,愛知県名古屋市北区清⽔１−９−１５
2024-08-22
http://matec.co.jp/
 
マ,128934,株式会社マテック
〒856-0026,⻑崎県⼤村市池⽥１−２３３−６
2026-04-25
 
マ,211392,株式会社マテック
〒201-0012,東京都狛江市中和泉５ー４１ー１２
2025-10-07
 
マ,102831,株式会社マテックス
〒191-0065,東京都⽇野市旭が丘５−１９−７
2025-10-15
https://matex.tokyo/
 
マ,118314,マテックス株式会社
〒581-0856,⼤阪府⼋尾市⽔越１−１２５
2023-11-01
https://www.matex-japan.com
 
マ,158060,株式会社マテックス
〒111-0036,東京都台東区松が⾕１−１０−２
2023-11-25
 
マ,104619,株式会社マテハンソフト
〒321-0911,栃⽊県宇都宮市問屋町３１７２−７８
2025-12-20
https://www.matehan.co.jp/
 
マ,210813,有限会社マテリアルリサーチ
〒258-0001,神奈川県⾜柄上郡松⽥町寄１６７９−１０
2025-01-06
 
マ,127220,マテリオン ジャパン株式会社
〒101-0051,東京都千代⽥区神⽥神保町３−９
2022-12-11



https://materion.jp/
 
マ,503322,マテリオン ジャパン株式会社
〒101-0051,東京都千代⽥区神⽥神保町３−９ 幸保ビル
2024-12-14
https://materion.com/
 
マ,214169,株式会社纏建設
〒273-0026,千葉県船橋市⼭野町１３６ー１
2025-05-10
 
マ,125977,株式会社的場電機製作所
〒350-1101,埼⽟県川越市的場２６２７−５
2023-11-02
http://www.matoba.co.jp
 
マ,127739,マトラスターテクノクラシー株式会社
〒365-0073,埼⽟県鴻巣市⼋幡⽥４６０−１
2025-02-15
http://www.mtc-gr.co.jp
 
マ,503235,マドカシステム株式会社
〒463-0808,愛知県名古屋市守⼭区花咲台２−１０５
2024-08-07
http://www.madoka-system.com
 
マ,229883,株式会社マドワテック
〒666-0015,兵庫県川⻄市⼩花２ー２５ー３
2023-08-06
 
マ,504192,マナスクリーン株式会社
〒862-0947,熊本県熊本市東区画図町重富５６７−６
2025-01-22
http://www.mana.co.jp
 
マ,126333,マナック株式会社
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋３−８−４ ⽇本橋さくら通りビル６階
2023-12-05
http://www.manac-inc.co.jp/
 
マ,212222,マナック株式会社
〒452-0005,愛知県清須市⻄枇杷島町恵⽐須１７番地
2024-06-20
http://www.manac-net.com/
 
マ,227116,株式会社マナテック
〒381-8539,⻑野県⻑野市⼤字南⻑池字古新⽥３６９番地５
2023-10-01
 
マ,106509,真鍋株式会社
〒578-0965,⼤阪府東⼤阪市本庄⻄２−６−４６
2025-01-14
https://www.manabecp.co.jp
 
マ,118025,株式会社マナベ製作所



〒576-0053,⼤阪府交野市郡津２−４４−６
2023-09-03
 
マ,118073,株式会社真鍋製鋲所
〒537-0011,⼤阪市東成区東今⾥３−５−９
2025-03-16
http://www.manabe-seibyosho.co.jp/
 
マ,221892,真鍋設備⼯業株式会社
〒737-0052,広島県呉市東中央４丁⽬４ー３４
2025-08-01
 
マ,231960,株式会社マニックス
〒653-0843,兵庫県神⼾市⻑⽥区御屋敷通五丁⽬１番１６号
2026-04-25
https://www.manix.co.jp/
 
マ,118121,株式会社マネージ・ソフト
〒409-3865,⼭梨県中巨摩郡昭和町⻄条新⽥６５２−１
2026-04-13
http://www.managesoft.co.jp/
 
マ,118042,株式会社マネージビジネス
〒143-0023,東京都⼤⽥区⼭王２−５−９ ⼭⼿ビル７階
2023-11-26
http://www.manage-b.co.jp/
 
マ,223430,まねきや硝⼦株式会社
〒578-0904,⼤阪府東⼤阪市吉原２丁⽬１ー１３
2024-08-01
http://www.manekiya.jp/
 
マ,103724,株式会社マネッジアンドプロダクツ
〒154-0004,東京都世⽥⾕区太⼦堂３−２８−４ ヒルサイド太⼦堂１０３
2024-03-24
http://www.m-and-p.com
 
マ,212820,真野建材株式会社
〒943-0144,新潟県上越市桜町２１番地
2025-09-11
http://www.manokenzai.com/
 
マ,214328,マハロ株式会社
〒245-0052,神奈川県横浜市⼾塚区秋葉町３３４番地１６
2025-08-16
http://www.mahalo-obt.com/
 
マ,104881,株式会社マブチ
〒231-0005,神奈川県横浜市中区本町２−１５ 横浜⼤同⽣命ビル９階
2023-08-03
http://www.k-mabuchi.co.jp/
 
マ,118876,株式会社マブチ・エスアンドティー
〒399-0497,⻑野県上伊那郡⾠野町樋⼝１３６５
2024-06-30



http://www.mabuchist.co.jp
 
マ,211624,株式会社⾺渕組
〒501-0236,岐⾩県瑞穂市本⽥１３７
2026-04-27
 
マ,224571,株式会社マブチ⼯業
〒433-8105,静岡県浜松市北区三⽅原町６２２ー８
2025-04-01
 
マ,118071,マブチモーター株式会社
〒270-2280,千葉県松⼾市松⾶台４３０
2024-10-06
https://www.mabuchi-motor.co.jp
 
マ,215539,株式会社ママダ⼯業
〒348-0022,埼⽟県⽻⽣市⼤字下⼿⼦林２３７ー２
2024-08-28
 
マ,100394,マミヤ精密株式会社
〒331-0052,埼⽟県さいたま市⻄区三橋５−１３５９−３
2025-10-15
 
マ,503303,株式会社マリオ産業
〒183-0032,東京都府中市本宿町三丁⽬２２番地の１４
2024-11-26
 
マ,219174,株式会社マリカワ⼯業
〒511-0808,三重県桑名市⼤字下深⾕部８７２番地３
2024-03-02
http://marikawakougyou.jp/
 
マ,105955,有限会社マリンテクノ
〒744-0021,⼭⼝県下松市⼤字平⽥１０３
2023-06-29
http://www.marinetecno.com
 
マ,118016,株式会社マルアイ
〒409-3692,⼭梨県⻄⼋代郡市川三郷町市川⼤⾨２６０３
2025-01-06
http://www.maruai.co.jp
 
マ,225992,株式会社マルイ
〒793-0003,愛媛県⻄条市ひうち字⻄ひうち３ー３９
2025-09-01
https://marui-tile.com/
 
マ,218029,株式会社マルイ建設
〒411-0816,静岡県三島市梅名３２５−４
2023-07-28
 
マ,108945,マルイ⼯業株式会社
〒959-2703,新潟県胎内市⾼畑字新割５３−２
2025-10-27
http://www.marui-ind.co.jp/



 
マ,124486,丸井⼯業株式会社
〒230-0003,横浜市鶴⾒区尻⼿１−５−１５
2025-09-15
http://www.marui-k.co.jp
 
マ,230631,丸井⼯業株式会社
〒571-0021,⼤阪府⾨真市⾈⽥町９番１７号
2025-08-02
 
マ,225663,株式会社丸伊⼩林建設
〒041-0806,北海道函館市美原５丁⽬４４番２５号
2025-07-01
 
マ,128105,マル井産業株式会社
〒806-0022,北九州市⼋幡⻄区藤⽥１−１−１３
2025-07-27
http://www.marui-sa.co.jp
 
マ,218088,丸井産業株式会社
〒733-8616,広島県広島市⻄区商⼯センター１−１−４６
2023-08-04
https://www.marui-sangyo.jp/
 
マ,231146,株式会社丸⽯
〒564-0043,⼤阪府吹⽥市南吹⽥⼀丁⽬１１番１号
2025-10-25
http://kabushikigaisha-maruishi.com/
 
マ,118304,丸⽯化学品株式会社
〒550-0002,⼤阪市⻄区江⼾堀２−１−１
2023-10-29
http://www.maruishi-chem.co.jp
 
マ,217459,株式会社丸⽯⼯業
〒133-0054,東京都江⼾川区上篠崎２丁⽬１２番７号
2026-01-14
https://kk-maru.jp/
 
マ,210584,有限会社マルイシ⼯務店
〒410-0046,静岡県沼津市⽶⼭町８ー７
2024-10-06
 
マ,122349,丸⽯産業株式会社
〒140-0004,東京都品川区南品川１−８−９
2024-08-20
http://www.maruishi-ind.co.jp/
 
マ,102789,丸⽯テクノ株式会社
〒464-0082,名古屋市千種区上野３−９−１１
2025-09-24
http://www.maruishi.co.jp
 
マ,227179,丸井重機建設株式会社
〒034-0001,⻘森県⼗和⽥市⼤字三本⽊字千歳森３５７番地１



2023-12-01
http://www.marui-jk.co.jp
 
マ,220830,丸伊⽯材⼯業株式会社
〒986-0102,宮城県⽯巻市成⽥字転⽯⼭１番地１
2025-03-15
http://marui-s.co.jp
 
マ,218140,丸磯建設株式会社
〒140-8680,東京都品川区北品川３丁⽬６番７号
2026-04-01
https://www.maruiso.com
 
マ,100612,株式会社マルイチ
〒489-0003,愛知県瀬⼾市⽳⽥町９７５
2026-02-07
http://www.kk-maruichi.co.jp
 
マ,118998,丸⼀株式会社
〒540-0031,⼤阪市中央区北浜東２−１０
2024-10-19
http://www.marutrap-maruichi.co.jp
 
マ,217310,マルイチ株式会社
〒671-2222,兵庫県姫路市⻘⼭三丁⽬１０番７号
2025-11-19
http://www.maruichi-yg.com/
 
マ,230143,株式会社丸⼀
〒028-1371,岩⼿県下閉伊郡⼭⽥町船越第９地割２１５番地１
2025-05-31
 
マ,219138,マルイチエンジニアリング株式会社
〒524-0013,滋賀県守⼭市下之郷２丁⽬５番１８号
2024-02-22
 
マ,210695,株式会社丸⼀建材
〒519-0103,三重県⻲⼭市川合町６７ー１
2024-11-12
 
マ,150036,丸⼀鋼管株式会社
〒550-0014,⼤阪府⼤阪市⻄区北堀江３−９−１０
2024-03-27
 
マ,118371,丸⼀⼯業株式会社
〒170-0013,東京都豊島区東池袋４−２４−１０
2023-12-15
http://www.maruichi-kogyo.co.jp
 
マ,214716,丸⼀⼯業株式会社
〒130-0004,東京都墨⽥区本所４ー２６ー１４
2023-05-16
 
マ,129632,丸⼀ゴム⼯業株式会社
〒102-0074,東京都千代⽥区九段南２−２−３ 九段プラザビル６Ｆ



2024-11-27
http://www.maruichi-rubber.co.jp/
 
マ,125637,丸⼀⽯油株式会社
〒920-8204,⽯川県⾦沢市⼾⽔２−２７
2023-07-07
http://maruichisekiyu.com/
 
マ,219532,丸⼀倉庫運輸株式会社
〒733-0832,広島県広島市⻄区草津港⼆丁⽬３番７号
2024-04-06
https://www.maruichi-hiroshima.jp/
 
マ,220201,株式会社丸⼀タイル商会
〒963-8032,福島県郡⼭市字下⻲⽥１５−１０
2024-08-31
 
マ,127601,株式会社マルイチマシン
〒399-8301,⻑野県安曇野市穂⾼有明２１５５−５
2024-12-04
http://maruichi-machine.co.jp/
 
マ,220485,株式会社丸井電設
〒213-0023,神奈川県川崎市⾼津区⼦⺟⼝９８７
2024-11-30
http://www.maruidensetsu.co.jp/
 
マ,221417,株式会社丸井増井⼯務店
〒007-0834,北海道札幌市東区北３４条東６丁⽬１番６号
2025-04-01
 
マ,104455,マルイ鍍⾦⼯業株式会社
〒672-8023,兵庫県姫路市⽩浜町甲４０２
2025-07-13
http://www.e-marui.jp/
 
マ,230205,丸岩産業株式会社
〒349-0111,埼⽟県蓮⽥市東三丁⽬１０番１３号
2025-06-14
https://maruiwasangyo.co.jp/materials/
 
マ,216891,マルエー産業株式会社
〒130-0013,東京都墨⽥区錦⽷４丁⽬５番６号
2025-07-23
 
マ,120942,株式会社マルヱイ
〒420-0068,静岡市葵区⽥町７−５−１
2024-03-04
http://www.maruei-corp.jp
 
マ,212146,丸栄コンクリート⼯業株式会社
〒501-6293,岐⾩県⽻島市福寿町間島１５１８
2024-04-19
https://www.maruei-con.co.jp
 



マ,215776,丸栄産業株式会社
〒803-0185,福岡県北九州市⼩倉南区⼤字⽯原町１３０ー１２
2024-11-20
https://marueisangyou.jp/
 
マ,128028,丸栄樹脂株式会社
〒937-0018,富⼭県⿂津市⻄尾崎１５６５
2025-06-01
 
マ,230130,株式会社マルエスクラフト
〒177-0035,東京都練⾺区南⽥中四丁⽬７番７号ラ・フォーレ⼩⾒野２、１０１号室
2025-05-31
https://www.maruesu-craft.com/
 
マ,225358,マルエス⼯業株式会社
〒020-0846,岩⼿県盛岡市流通センター北⼀丁⽬１０番１１号
2025-06-01
https://www.maruesu.info/
 
マ,101148,株式会社マルエム
〒577-0062,⼤阪府東⼤阪市森河内東１−１−６
2024-03-12
http://www.maruemu-japan.co.jp/
 
マ,118111,マルエム⼯業株式会社
〒192-0152,東京都⼋王⼦市美⼭町２１６１−７
2026-04-12
http://www.maru-m.com/
 
マ,118352,株式会社マルエム商会
〒491-0858,愛知県⼀宮市栄４−７−１７
2023-09-17
http://www.maruem.jp
 
マ,121885,株式会社丸岡
〒534-0015,⼤阪府⼤阪市都島区善源寺町１−１３−７
2024-07-01
http://www.kk-maruoka.com/
 
マ,219805,株式会社丸岡興業
〒299-4217,千葉県⻑⽣郡⽩⼦町北⾼根３７６５
2024-06-01
http://www.maruoka.info/
 
マ,214849,マルオカ⼯商株式会社
〒452-0807,愛知県名古屋市⻄区歌⾥町２９８番地
2023-07-04
http://www.maruokakoushou.jp/
 
マ,217886,有限会社まるおか⼯務店
〒455-0832,愛知県名古屋市港区宝神４−５０５
2023-07-07
 
マ,118837,有限会社丸岡製作所
〒230-0001,横浜市鶴⾒区⽮向５−２−３



2024-05-23
 
マ,106039,丸尾カルシウム株式会社
〒674-0084,兵庫県明⽯市⿂住町⻄岡１４４５
2023-09-25
https://www.maruo-cal.co.jp
 
マ,128253,丸尾興商株式会社
〒427-8691,静岡県島⽥市御仮屋町８７５３
2026-06-07
http://www.maruo.ne.jp
 
マ,128047,丸尾紙器株式会社
〒762-0012,⾹川県坂出市林⽥町４２８５−１５０
2025-01-29
 
マ,123764,株式会社丸加
〒700-0866,岡⼭県岡⼭市北区岡南町２−２−３６
2025-03-30
http://www.kk-maruka.co.jp
 
マ,215404,丸回企業株式会社
〒796-0087,愛媛県⼋幡浜市沖新⽥１５８１ー２２
2024-05-22
http://www.marukai-web.jp/
 
マ,225384,丸加海陸運輸株式会社
〒721-0956,広島県福⼭市箕沖町２２番地の１
2025-06-01
https://maruka-trans.co.jp/
 
マ,225324,株式会社マルカ⼯業
〒038-0023,⻘森県⻘森市⼤字細越字栄⼭２１６番地１
2025-06-01
_
 
マ,213586,株式会社丸勝
〒270-1444,千葉県柏市若⽩⽑１２９８ー３
2021-02-09
http://www.marukatueco.jp
 
マ,210350,株式会社丸勝⼩野商事
〒038-1111,⻘森県南津軽郡⽥舎館村⼤字⾼樋字川原⽥３５
2024-06-05
 
マ,128170,株式会社マルカメイト
〒132-0025,東京都江⼾川区松江５−２７−１８
2025-07-16
http://www.marukamate.com
 
マ,221215,株式会社丸⻲⻑⾕川組
〒062-0933,北海道札幌市豊平区平岸三条１３丁⽬８番８号
2025-03-01
https://marukamehasegawagumi.com/
 



マ,214541,丸河商事株式会社
〒509-7204,岐⾩県恵那市⻑島町永⽥３０７番地６８
2026-01-24
http://www.marukawasyouji.com
 
マ,231379,丸河電気⼯事店 川内淳男（その他）
〒784-0051,⾼知県安芸市井ノ⼝甲６９０ー１番地
2025-12-06
 
マ,215331,マルカン⼯業有限会社
〒984-0838,宮城県仙台市若林区上飯⽥２−１−４４
2024-03-27
 
マ,113971,丸⻲菱電テクニカ株式会社
〒763-0062,⾹川県丸⻲市蓬莱町５３−６
2024-09-29
 
マ,111209,丸⻲菱電テクニカ株式会社 遮断器事業部
〒769-1504,⾹川県三豊市豊中町上⾼野２３
2026-06-15
 
マ,220665,株式会社丸喜
〒233-0006,神奈川県横浜市港南区芹が⾕⼀丁⽬１番１５号
2025-02-01
 
マ,229362,株式会社丸喜
〒462-0845,愛知県名古屋市北区柳原１−５−９
2025-10-31
https://maruki1949.co.jp/
 
マ,220012,丸⽊医科器械株式会社
〒981-1105,宮城県仙台市太⽩区⻄中⽥３−２０−７
2024-07-13
http://maruki-ms.co.jp/
 
マ,212326,丸喜運輸株式会社
〒007-0881,北海道札幌市東区北丘珠１条４丁⽬２ー１
2024-09-12
http://www.mrk-trans.co.jp
 
マ,224929,マルキ建材株式会社
〒918-8034,福井県福井市南居町第８１号１番地１０
2025-04-01
https://www.maruki-kenzai.co.jp/
 
マ,128050,マルキ⼯業株式会社
〒455-0831,名古屋市港区⼗⼀屋１−５９
2024-11-20
 
マ,217242,株式会社丸喜⼯務店
〒028-6411,岩⼿県九⼾郡軽⽶町⼤字⼩軽⽶第２地割７番地
2025-10-21
https://www.maruki-koumuten.jp
 
マ,216122,丸北三建⼯業株式会社



〒064-0808,北海道札幌市中央区南８条⻄２２丁⽬４ー８
2025-03-12
https://www.marukitasanken.co.jp/
 
マ,129196,株式会社ＭＡＲＵＫＩ ＨＡＲＤＷＡＲＥ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
〒542-0081,⼤阪府⼤阪市中央区南船場１−１１−２４
2023-12-15
http://www.maruki-mk.co.jp
 
マ,222422,丸喜舗道株式会社
〒151-0072,東京都渋⾕区幡ヶ⾕２丁⽬１９番２号⻑⾕川ビル２Ｆ
2023-12-01
 
マ,214854,株式会社マルキヤ宣広社
〒910-0854,福井県福井市御幸４丁⽬１５番１号
2023-07-11
http://www.marukiya-sign.com
 
マ,224246,株式会社丸久組
〒434-0024,静岡県浜松市浜北区⻯南２４５
2025-03-01
https://marukyugumi.co.jp/
 
マ,216340,丸久建設株式会社
〒890-0023,⿅児島県⿅児島市永吉１丁⽬３４ー２０
2025-04-23
https://www.marukyu-hanacoco.com/
 
マ,231766,丸久⼯業株式会社
〒979-1101,福島県双葉郡富岡町⼤字⼩良ケ浜字市の沢１６１番地の４
2026-03-14
 
マ,216149,株式会社丸協
〒930-0071,富⼭県富⼭市平吹町４番２１号
2025-03-19
http://www.marukyoo.jp/
 
マ,213866,丸協建設株式会社
〒029-4207,岩⼿県奥州市前沢字三⽇町新裏１１０番地
2024-10-06
http://marukyou-k.com
 
マ,229960,丸協産業株式会社
〒661-0044,兵庫県尼崎市武庫町２丁⽬２０ー１３
2023-09-24
http://www.marukyou-sangyou.co.jp
 
マ,219487,有限会社丸協設備
〒981-3103,宮城県仙台市泉区⼭の寺２丁⽬２１番１６号
2024-03-23
 
マ,217995,有限会社マルキヨ産業
〒981-3417,宮城県黒川郡⼤和町鶴巣北⽬⼤崎字千刈⽥１４−１
2023-07-21
 



マ,220062,有限会社丸喜リース
〒462-0845,愛知県名古屋市北区柳原１丁⽬５番９号
2025-02-01
 
マ,228765,有限会社マルキン
〒799-0405,愛媛県四国中央市三島中央１丁⽬１番１号
2024-12-14
 
マ,503328,株式会社 丸⾦
〒577-0815,⼤阪府東⼤阪市⾦物町５−１３
2024-12-18
http://www.osaka-marukin.co.jp
 
マ,217285,株式会社マルキン内装
〒799-0405,愛媛県四国中央市三島中央１丁⽬１番１号
2025-11-05
 
マ,102188,株式会社丸計
〒370-0535,群⾺県⾢楽郡⼤泉町寄⽊⼾字東原９４０
2025-01-22
 
マ,122962,株式会社丸啓鉄⼯所
〒416-0909,静岡県富⼠市松岡３３６
2025-01-09
http://www.marukei-t.co.jp/
 
マ,128045,有限会社マルケン商会
〒763-0073,⾹川県丸⻲市柞原町３９３−１
2024-12-01
 
マ,219988,丸建道路株式会社
〒920-0811,⽯川県⾦沢市⼩坂町⻄７５
2024-07-06
 
マ,213383,株式会社丸建ナカヤマ
〒408-0024,⼭梨県北杜市⻑坂町富岡１６３
2023-08-12
 
マ,213391,株式会社マルゲン鐵⼯業
〒475-0808,愛知県半⽥市川⽥町１３９
2023-08-19
 
マ,222426,マルコー株式会社
〒136-0082,東京都江東区新⽊場１ー９ー６
2023-12-01
http://www.floor-maluko.co.jp
 
マ,226700,株式会社ＭＡＲＵＫＯ
〒441-8068,愛知県豊橋市神ノ輪町２０ー２
2026-05-01
https://maruko18.co.jp/
 
マ,218865,有限会社マルコー電気⼯業
〒332-0016,埼⽟県川⼝市幸町３丁⽬９番１６−７０７号
2024-01-05



 
マ,127440,丸幸株式会社
〒156-0053,東京都世⽥⾕区桜２−１１−２７
2024-10-03
http://www.e-maruko.co.jp/
 
マ,212013,丸晃⾦属株式会社
〒120-0036,東京都⾜⽴区千住仲町５ー１０
2024-02-02
 
マ,222565,丸公建設株式会社
〒657-0036,兵庫県神⼾市灘区桜⼝町２ー３ー２１
2024-01-01
 
マ,228973,丸弘佐々⽊電設株式会社
〒003-0805,北海道札幌市⽩⽯区菊⽔５条２丁⽬４番４号
2025-04-11
 
マ,213668,株式会社マルコ建設
〒865-0055,熊本県⽟名市⼤浜町２１６３ー４
2024-04-07
http://www.marukogroup.jp
 
マ,217508,丸⼦⼩諸電気株式会社
〒386-0406,⻑野県上⽥市下丸⼦６１１
2026-01-21
https://mkd-kk.com/
 
マ,226135,マルコマ株式会社
〒550-0015,⼤阪府⼤阪市⻄区南堀江２丁⽬２番６号
2025-11-01
http://www.marukoma.com
 
マ,102531,マルコム株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋５−７−１３−４０１
2025-04-16
http://www.mulcom.co.jp/
 
マ,100935,株式会社丸吾
〒171-0051,東京都豊島区⻑崎３−１６−３
2023-11-22
http://www.malugo.co.jp/
 
マ,118738,株式会社丸互
〒942-0061,新潟県上越市春⽇新⽥４−１−１
2024-03-31
http://www.marugo.com
 
マ,128159,株式会社丸吾
〒371-0845,群⾺県前橋市⿃⽻町１４８−６
2025-11-20
 
マ,103886,株式会社マルゴ・レーベル
〒399-0005,⻑野県松本市野溝⽊⼯２−６−１８
2024-06-23



http://www.malugolabel.co.jp
 
マ,221418,丸五基礎⼯業株式会社
〒541-0053,⼤阪府⼤阪市中央区本町１丁⽬８番１２号
2025-04-01
https://www.marugokiso.co.jp/
 
マ,106365,丸作運輸倉庫株式会社
〒537-0001,⼤阪府⼤阪市東成区深江北３−９−３
2024-10-07
http://www.marusaku.co.jp
 
マ,226591,マルサ重興業有限会社
〒986-0861,宮城県⽯巻市蛇⽥字菰継２１番地の２
2026-04-01
 
マ,118364,株式会社丸定
〒992-0119,⼭形県⽶沢市アルカディア１−８０８−１５
2023-11-10
http://www.mrsd.co.jp/
 
マ,103031,株式会社マルサワ
〒441-3211,愛知県豊橋市伊古部町字東荒⼦４１
2023-02-17
http://www.marusawa-kk.co.jp/
 
マ,108320,丸澤機⼯株式会社
〒146-0091,東京都⼤⽥区鵜の⽊２−４０−５
2026-05-21
http://www.marusawa.co.jp
 
マ,227468,株式会社マルサン
〒950-3102,新潟県新潟市北区島⾒町３３９９番地２２
2024-02-28
 
マ,128077,丸三機械建設株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥２−１５−４ 司ビル
2025-02-05
 
マ,224302,株式会社丸産技研
〒226-0027,神奈川県横浜市緑区⻑津⽥２丁⽬４番１６号
2025-03-01
https://www.marusangiken.com/
 
マ,123510,丸三⼯業株式会社
〒182-0017,東京都調布市深⼤寺元町４−３６−５
2025-02-13
http://www.marusan-kogyo.co.jp
 
マ,218462,丸三⼯業株式会社
〒812-0894,福岡県福岡市博多区諸岡５丁⽬２７番７号
2023-10-06
 
マ,227498,マルサン⼯業株式会社
〒380-0913,⻑野県⻑野市⼤字川合新⽥２１５８−１



2021-02-28
 
マ,225309,丸三商事株式会社
〒984-0015,宮城県仙台市若林区卸町三丁⽬２番地の３
2025-06-01
http://www.marusan-s.jp/
 
マ,220576,丸三商事⼯業株式会社
〒300-2716,茨城県常総市⼤房４５番地
2024-12-21
https://www.marusankogyo.jp/
 
マ,228373,マルサン重機建設株式会社
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町２ー６ー１柴川ビル４Ｆ
2024-08-10
http://www.marusan-jyuuki.cojp
 
マ,129530,株式会社マルサン精密
〒929-1704,⽯川県⿅島郡中能登町末坂タ部１６０
2024-08-07
http://maru3.eek.jp/
 
マ,118059,株式会社丸三電機
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥３−９−２
2024-06-19
http://www.lex.co.jp
 
マ,118811,株式会社マルサン・ネーム
〒230-0071,横浜市鶴⾒区駒岡５−１５−１８
2024-06-15
http://www.marusan-name.co.jp
 
マ,213355,丸⿅セラミックス株式会社
〒447-0864,愛知県碧南市道場⼭町１丁⽬３０番地
2023-07-29
 
マ,214205,株式会社丸繁建設
〒950-2251,新潟県新潟市⻄区中権寺２８００番地
2025-05-24
 
マ,220785,株式会社丸柴
〒470-0344,愛知県豊⽥市保⾒町井ノ向５７番地１２
2025-03-08
_
 
マ,120013,株式会社丸芝製作所
〒198-0051,東京都⻘梅市友⽥町２−７４６
2023-07-02
http://www.marushiba-ss.com
 
マ,224650,株式会社マルショー鉄筋⼯業
〒800-0205,福岡県北九州市⼩倉南区沼南町３ー１１ー１６
2025-04-01
http://www.marusho-t.com.
 



マ,118053,丸正株式会社
〒530-0043,⼤阪市北区天満３−１１−１２
2025-03-05
http://www.marusho-kk.co.jp
 
マ,214239,株式会社丸正
〒105-0004,東京都港区新橋２ー８ー１４第四⼭⽥ビル
2025-06-14
 
マ,219614,有限会社丸正
〒980-0014,宮城県仙台市⻘葉区本町１−１３−３２オーロラビル９１２号
2024-04-20
 
マ,231206,株式会社丸正
〒470-0342,愛知県豊⽥市⼤清⽔町⼤清⽔３７番地９
2025-11-01
https://marusho-1.com/
 
マ,226045,株式会社丸正⾦属⼯業
〒273-0034,千葉県船橋市⼆⼦町６２２番地１⻄船橋リリエンハイム１０１号
2025-10-01
_
 
マ,229592,丸翔建設株式会社
〒551-0031,⼤阪府⼤阪市⼤正区泉尾１ー２６ー５
2026-03-19
http://marusho-kensetu.co.jp/
 
マ,128156,丸勝産業株式会社
〒403-0014,⼭梨県富⼠吉⽥市⻯ヶ丘３−１−３
2026-01-28
http://www.e-marusyo.co.jp
 
マ,220512,株式会社丸正精建
〒989-1051,宮城県柴⽥郡川崎町⼤字前川字槻⽊５６番地１
2024-12-07
 
マ,215684,有限会社丸昭塗装
〒641-0001,和歌⼭県和歌⼭市杭ノ瀬２２９ー１１
2024-10-23
 
マ,128490,株式会社丸正早川⽔栓
〒501-2312,岐⾩県⼭県市佐野３９３−３
2025-12-18
 
マ,118197,株式会社丸信
〒839-0813,福岡県久留⽶市⼭川市ノ上町７−２０
2026-02-15
https://www.maru-sin.co.jp/
 
マ,118313,株式会社丸進
〒105-0014,東京都港区芝３−１５−１３ ＹＯＤＡビル９階
2024-01-31
http://www.marushin-web.co.jp/
 



マ,210203,株式会社マルシン
〒537-0013,⼤阪府⼤阪市東成区⼤今⾥南２ー３ー９
2024-03-06
 
マ,215676,株式会社マルシン
〒028-3308,岩⼿県紫波郡紫波町平沢字幅６３番地９
2024-10-23
 
マ,220970,株式会社マルシン
〒152-0004,東京都⽬黒区鷹番⼆丁⽬２０番１１号３Ｆ・４Ｆ
2025-04-05
https://marushinn.jp
 
マ,231882,株式会社丸進
〒737-0134,広島県呉市広多賀⾕三丁⽬６番１８号
2026-04-11
 
マ,118843,丸信化⼯株式会社
〒111-0053,東京都台東区浅草橋４−１５−４
2024-07-06
http://www.marushin-kako.com
 
マ,217226,丸伸企業株式会社
〒731-0213,広島県広島市安佐北区三⼊南１丁⽬１３ー１４
2025-10-15
http://marushinkk.com
 
マ,214104,丸伸建設株式会社
〒995-0005,⼭形県村⼭市⼤字櫤⼭１１７０番地
2025-03-29
 
マ,215938,株式会社丸晋建設
〒223-0061,神奈川県横浜市港北区⽇吉６丁⽬８番３１号
2025-01-22
_
 
マ,210842,有限会社丸真⼯機
〒061-1272,北海道北広島市⼤曲末広３丁⽬８番地１４
2025-01-20
 
マ,118139,丸⼼産業株式会社
〒310-0036,茨城県ひたちなか市津⽥東３−１−１７
2026-03-30
http://www.marushin-sangyo.co.jp/
 
マ,231694,丸信信和設備⼯業株式会社
〒065-0030,北海道札幌市東区北三⼗条東九丁⽬３番２４号
2026-02-14
 
マ,104815,丸晋実業株式会社
〒802-0003,福岡県北九州市⼩倉北区⽶町１−３−１
2026-06-14
 
マ,120308,株式会社丸眞製作所
〒394-0091,⻑野県岡⾕市１００１６−４７１



2023-08-23
http://www.marushinss.co.jp
 
マ,129683,株式会社丸眞熱処理⼯業
〒400-0116,⼭梨県甲斐市⽟川１５７８
2024-12-08
http://www.marushin-heat.co.jp/
 
マ,211615,株式会社丸真藤⽥⼯務店
〒007-0839,北海道札幌市東区北三⼗九条東２１丁⽬３番地
2026-04-21
 
マ,118858,株式会社丸新プロテック
〒190-0033,東京都⽴川市⼀番町４−２８−７
2024-07-17
http://www.marupro.co.jp
 
マ,215774,株式会社マルシンヤマダ
〒135-0016,東京都江東区東陽５−２５−１１
2021-11-20
 
マ,231173,株式会社丸治コンクリート⼯業所
〒507-0022,岐⾩県多治⾒市上⼭町⼀丁⽬８２番地
2025-10-25
https://www.maruji.com/
 
マ,215384,株式会社丸⼗
〒458-0005,愛知県名古屋市緑区鳴丘⼆丁⽬２６０４番地
2024-05-08
 
マ,215668,有限会社丸⼗⾃動⾞⼯業
〒961-0993,福島県⽩河市中⼭南５番地の１９５
2024-10-23
https://maruju.info/
 
マ,128079,ＭＡＲＵＪＯＵ株式会社
〒451-0042,愛知県名古屋市⻄区那古野１−１−８
2025-03-19
http://www.marujo.co.jp
 
マ,231597,有限会社マルジン・コーポレーション
〒111-0023,東京都台東区橋場⼀丁⽬２８番２号
2026-01-24
 
マ,223809,株式会社丸杉
〒500-8748,岐⾩県岐⾩市⾦町８丁⽬１番地フロンティア丸杉ビル
2024-11-01
http://www.marusugi.com
 
マ,504372,有限会社 マルセ
〒520-2513,滋賀県蒲⽣郡⻯王町島１番地
2023-08-12
http://www.sokukodo.co.jp/
 
マ,101812,有限会社マルセイ



〒583-0008,⼤阪府藤井寺市⼤井２−６−２６
2024-10-22
 
マ,128233,マルセイ鋼業株式会社
〒454-0935,名古屋市中川区東起町４−８９
2026-06-03
 
マ,218049,マルセン株式会社
〒250-0045,神奈川県⼩⽥原市城⼭１−３−２０
2023-07-28
 
マ,218477,株式会社マルゼン
〒121-0011,東京都⾜⽴区中央本町３−９−１５
2023-10-06
 
マ,228126,株式会社マルゼン
〒110-0003,東京都台東区根岸⼆丁⽬１９番１８号
2024-05-31
http://www.maruzen-kitchen.co.jp
 
マ,227895,有限会社丸善⼩野板⾦⼯業
〒088-2143,北海道釧路郡釧路町河畔８丁⽬９番地
2021-04-13
 
マ,217505,株式会社丸善建⼯
〒485-0815,愛知県⼩牧市篠岡⼀丁⽬１５番地６
2026-01-21
 
マ,221251,有限会社丸善建設
〒070-0864,北海道旭川市住吉四条１丁⽬２番８号
2025-03-01
 
マ,219791,丸善⼯業株式会社
〒566-0046,⼤阪府摂津市別府３−４−２
2024-05-25
 
マ,212301,株式会社丸善重機
〒950-0843,新潟県新潟市東区粟⼭４９１ー１
2024-08-08
 
マ,128925,丸善電機⼯業株式会社
〒316-0001,茨城県⽇⽴市諏訪町１−９−１２
2026-04-17
 
マ,128030,丸善薬品産業株式会社
〒541-0045,⼤阪市中央区道修町２−４−７
2024-11-20
 
マ,211786,丸善雄松堂株式会社
〒103-8245,東京都中央区⽇本橋２ー３ー１０
2023-08-03
http://www.yushodo.maruzen.co.jp
 
マ,105104,有限会社マルソー
〒998-0046,⼭形県酒⽥市⼀番町１３−１０



2024-04-23
 
マ,221005,株式会社丸惣佐藤組
〒060-0015,北海道札幌市中央区北⼗五条⻄１５丁⽬５番５号
2025-01-01
http://marusoh.biz/
 
マ,213701,株式会社丸惣創建
〒060-0002,北海道札幌市中央区北２条⻄１３丁⽬１番地１
2024-05-12
 
マ,218067,有限会社丸相相⾺建設興業
〒194-0003,東京都町⽥市⼩川７丁⽬３番１−３２２
2023-08-04
 
マ,229792,丸惣測量株式会社
〒615-0083,京都府京都市右京区⼭ノ内瀬⼾畑町１８ー１
2026-06-19
http://www.marusou.co.jp/
 
マ,218100,丸泰⼟⽊株式会社
〒134-8631,東京都江⼾川区北葛⻄３ー５ー１７
2026-04-01
https://marutaidoboku.co.jp/
 
マ,229293,丸太運輸株式会社
〒467-0856,愛知県名古屋市瑞穂区新開町２２番２０号
2025-09-20
https://www.maruta.co.jp/
 
マ,222821,丸⾼株式会社
〒450-0001,愛知県名古屋市中村区那古野１ー４７ー１
2024-03-01
 
マ,210178,丸髙建設株式会社
〒945-0112,新潟県柏崎市⼤字畔屋９９１番地３
2024-02-18
 
マ,229407,有限会社マルタカ建装
〒513-0041,三重県鈴⿅市⻑太新町３丁⽬１８ー５
2025-11-28
 
マ,212388,丸髙⼯業株式会社
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町２丁⽬１３番５号
2024-11-21
http://www.marutaka-kk.co.jp
 
マ,227358,株式会社丸髙⼯業
〒140-0014,東京都品川区⼤井１丁⽬４７番１号
2024-02-09
http://www.marutaka-kogyo.co.jp
 
マ,216155,株式会社丸孝産業
〒239-0804,神奈川県横須賀市吉井２丁⽬７番１号
2025-03-19



 
マ,104871,株式会社マルタキ
〒497-0001,愛知県あま市七宝町沖之島九之坪４１
2023-07-25
 
マ,118892,マルタク株式会社
〒988-0053,宮城県気仙沼市⽥中前２−１−７
2024-05-15
http://www.marutaku.co.jp/
 
マ,222670,株式会社マルタケ
〒479-0863,愛知県常滑市⻄之⼝７丁⽬３６番地
2024-02-01
 
マ,223845,マルタ⼯業株式会社
〒222-0001,神奈川県横浜市港北区樽町４ー１４ー３４
2024-12-01
http://marutak.co.jp/
 
マ,212918,株式会社丸⾠道路⼯業
〒224-0043,神奈川県横浜市都筑区折本町３３８番地
2025-11-20
https://www.marutatsuroad.co.jp/
 
マ,126903,株式会社マルタニ
〒990-0022,⼭形市東⼭形１−７−６
2024-06-05
 
マ,231686,有限会社丸⾕⼯務店
〒733-0002,広島県広島市⻄区楠⽊町三丁⽬６番８号
2026-02-14
 
マ,124460,丸⽟⽊材株式会社
〒092-0232,北海道網⾛郡津別町字新町７
2025-09-06
http://www.marutama-ind.com/
 
マ,229740,株式会社マルダイ
〒581-0027,⼤阪府⼋尾市⼋尾⽊６丁⽬１２６番地
2026-05-27
http://www.k-marudai.co.jp
 
マ,129518,丸⼤機⼯株式会社
〒018-0311,秋⽥県にかほ市⾦浦字笹森１２５−１
2024-07-27
http://www.marudaikiko.co.jp
 
マ,215393,株式会社マルダイ建機
〒205-0012,東京都⽻村市⽻４１６０
2024-05-15
 
マ,222792,株式会社マルチビルダー
〒103-0014,東京都台東区上野５丁⽬３番１３号
2024-03-01
 



マ,121946,株式会社マルチプライ
〒547-0002,⼤阪府⼤阪市平野区加美東４−３−４７
2024-07-17
http://www.multiply.co.jp/
 
マ,212835,株式会社丸宙産業
〒350-0242,埼⽟県坂⼾市⼤字厚川９５番地
2025-09-25
 
マ,219560,株式会社丸忠産業
〒339-0031,埼⽟県さいたま市岩槻区⼤字飯塚１０００
2024-04-13
 
マ,217812,株式会社丸忠本間組
〒080-0833,北海道帯広市稲⽥町基線７番地１８
2026-06-23
 
マ,217778,株式会社丸⻑⼯務店
〒273-0018,千葉県船橋市栄町１−４−１０
2023-06-09
 
マ,105040,マルツエレック株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥５−２−２ セイキ第１ビル７Ｆ
2024-02-19
https://www.marutsu.co.jp
 
マ,231795,有限会社丸辻クレーン
〒527-0034,滋賀県東近江市沖野⼆丁⽬１番５号
2026-03-20
 
マ,105196,株式会社マルティーポンプコンサルタント
〒459-8009,名古屋市緑区清⽔⼭２−１６０６
2024-07-26
http://www.marut.co.jp
 
マ,104628,マルティスープ株式会社
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町３−１１ 精興⽵橋共同ビル３Ｆ
2026-01-17
https://www.multisoup.co.jp/
 
マ,216252,丸電⼯業株式会社
〒104-0045,東京都中央区築地１丁⽬３番７号
2025-04-02
http://www.maruden-k.co.jp/
 
マ,505484,株式会社丸ト
〒317-0073,茨城県⽇⽴市幸町２丁⽬６番１３号
2023-11-13
http://www.010maruto.co.jp/
 
マ,501975,株式会社マルトアステム
〒510-0822,三重県四⽇市市芝⽥⼀丁⽬１番２号
2025-12-09
http://marutoastem.co.jp
 



マ,214912,株式会社丸東
〒979-1131,福島県双葉郡富岡町⼤字上郡⼭字関名古１４４−６
2023-08-01
http://marutou010.com/
 
マ,212111,株式会社丸徳基業
〒983-0035,宮城県仙台市宮城野区⽇の出町２丁⽬５番３８号
2024-04-04
http://www.marutokukigyou.co.jp
 
マ,215610,有限会社丸徳⼯業
〒232-0063,神奈川県横浜市南区中⾥１−７−５
2024-10-02
 
マ,222101,丸徳興業株式会社
〒263-0021,千葉県千葉市稲⽑区轟町５−３−１１
2026-03-01
 
マ,505254,丸徳産業株式会社
〒492-8512,愛知県稲沢市正明寺２丁⽬２７番２２号
2025-07-11
https://www.marutokusangyo.co.jp
 
マ,212992,丸⼗⼯業株式会社
〒442-0875,愛知県豊川市佐奈川町１５番地
2026-01-15
http://www.maruto-ind.co.jp
 
マ,228320,丸⽃⼯業株式会社
〒276-0047,千葉県⼋千代市吉橋１０８０ー６
2024-07-27
 
マ,212114,株式会社マルトシ
〒283-0823,千葉県東⾦市⼭⽥１３１５ー１
2024-04-04
http://www.kk-marutoshi.co.jp/
 
マ,223418,丸敏菊地⼯業株式会社
〒001-0030,北海道札幌市北区北三⼗条⻄５丁⽬２番２８号
2024-08-01
 
マ,210674,株式会社丸敏建設
〒271-0087,千葉県松⼾市三⽮⼩台４丁⽬７ー５
2024-11-05
 
マ,231395,丸登電業株式会社
〒394-0035,⻑野県岡⾕市天⻯町三丁⽬９番１号
2025-12-06
http://www.maruto.co.jp/
 
マ,229665,有限会社丸富佐々⽊板⾦⼯業所
〒004-0834,北海道札幌市清⽥区真栄４条３丁⽬４番１号
2020-04-18
 
マ,118363,株式会社マルトモ



〒455-0831,名古屋市港区⼗⼀屋１−１１
2024-02-14
 
マ,103164,丸友産業株式会社
〒143-0006,東京都⼤⽥区平和島１−２−３０ センコー平和島ＰＤセンター
2026-04-24
 
マ,230584,丸智電気建設株式会社
〒371-0104,群⾺県前橋市富⼠⾒町時沢３９７番地３
2025-08-02
 
マ,120428,株式会社丸豊鋳材製作所
〒713-8123,岡⼭県倉敷市⽟島柏島２７２０−１
2023-09-20
http://www.marutoyo.jp
 
マ,210552,株式会社マルナカ
〒359-0011,埼⽟県所沢市⼤字南永井４０３ー１
2024-09-11
 
マ,127737,株式会社マルニ
〒400-0043,⼭梨県甲府市国⺟２−１２−１０
2025-02-14
 
マ,125920,丸⼆印刷株式会社
〒130-0021,東京都墨⽥区緑４−２３−３
2023-10-21
http://maruniprint.com
 
マ,214136,丸⼆⼯業株式会社
〒370-0035,群⾺県⾼崎市柴崎町１１６９
2025-04-12
 
マ,226211,丸⼆サッシ⼯業株式会社
〒088-0616,北海道釧路郡釧路町曙１丁⽬１番１２号
2025-11-01
http://www.marunisash.jp/
 
マ,118309,マルニシ株式会社
〒430-0801,静岡県浜松市東区神⽴町１３６−１
2023-11-15
http://www.marunishi-net.co.jp
 
マ,222921,株式会社丸⻄
〒984-0015,宮城県仙台市若林区卸町２−６−２
2024-04-01
http://www.marunishi-024.co.jp
 
マ,221484,マルニシテグラ株式会社
〒103-0014,東京都中央区⽇本橋蛎殻町１丁⽬３番２号
2025-04-01
https://www.m-tegula.co.jp/
 
マ,222268,丸⽇産業株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋５丁⽬２３番１０号⽚⼭ビル４階



2023-10-01
 
マ,118938,株式会社マルニックス
〒343-0011,埼⽟県越⾕市増林３４４３−１
2024-10-16
http://www.marunix.co.jp/
 
マ,230468,丸⼆電機⼯業株式会社
〒550-0025,⼤阪府⼤阪市⻄区九条南⼆丁⽬１０番１号
2025-07-19
 
マ,211562,株式会社丸の内⼯務店
〒462-0033,愛知県名古屋市北区⾦⽥町６ー２３ー４
2026-03-03
 
マ,220315,株式会社丸⼋テント商会
〒460-0008,愛知県名古屋市中区栄五丁⽬七番⼗号
2024-10-05
https://www.08tent.co.jp/
 
マ,210770,丸⼋⽊材株式会社
〒168-0073,東京都杉並区下⾼井⼾四丁⽬４１番１２号
2024-12-16
https://www.maru8-mokuzai.com/
 
マ,118043,マルハ電機株式会社
〒460-0014,愛知県名古屋市中区富⼠⾒町１２−３３
2025-03-04
http://www.maruha-denki.co.jp
 
マ,128126,株式会社丸彦
〒930-0801,富⼭市中島３−１−１
2026-01-10
 
マ,216242,株式会社丸彦
〒980-0004,宮城県仙台市⻘葉区⼀番町１丁⽬１７ー２３ー１０２
2025-03-26
_
 
マ,218000,株式会社マルヒサ
〒243-0406,神奈川県海⽼名市国分北４−５−２３
2024-04-01
 
マ,211569,有限会社マルヒサ⼯業
〒001-0907,北海道札幌市北区新琴似七条９丁⽬４番８号
2026-03-03
 
マ,103154,株式会社マルヒデ
〒377-0702,群⾺県吾妻郡⾼⼭村⼤字中⼭５４０−４
2023-04-22
 
マ,220580,株式会社丸浩重機⼯業
〒901-1207,沖縄県南城市⼤⾥字古堅７５２番地１
2024-12-27
http://www.maruhiro-jyuki.co.jp



 
マ,129194,丸菱スプリング⼯業株式会社
〒538-0041,⼤阪市鶴⾒区今津北３−４−３
2023-12-15
http://www.m-sp.co.jp/
 
マ,105834,株式会社丸菱製作所
〒486-0807,愛知県春⽇井市⼤⼿町字川内１０４５
2026-02-05
http://www.marubishi-co-ltd.com
 
マ,118065,株式会社丸菱製作所
〒577-0824,⼤阪府東⼤阪市⼤蓮東５−１０−８
2023-10-07
 
マ,230001,丸菱テクノ株式会社
〒851-2127,⻑崎県⻄彼杵郡⻑与町⾼⽥郷３０６５番地５
2025-04-12
 
マ,221991,有限会社丸美真光堂
〒040-0043,北海道函館市宝来町３２番７号
2025-10-01
http://www.clever.co.jp/shinkodo/
 
マ,212569,株式会社丸福クレーン⼯業
〒314-0255,茨城県神栖市砂⼭２７７４ー１６
2025-04-03
http://www.marufuku-crane.co.jp
 
マ,222517,丸福建材⼯業株式会社
〒730-0821,広島県広島市中区吉島町１２−１８
2023-12-01
 
マ,224648,株式会社丸福建設
〒849-0201,佐賀県佐賀市久保⽥町⼤字徳万１６４７番地
2025-04-01
 
マ,105401,丸福産業株式会社
〒601-8026,京都市南区東九条中札辻町３８
2024-12-25
 
マ,231092,マルフク電気株式会社
〒372-0814,群⾺県伊勢崎市⽥中町１７８番地２
2025-10-18
http://marufuku-denki/jp
 
マ,219634,株式会社マルフジ
〒053-0052,北海道苫⼩牧市新開町２−２−９
2024-04-20
 
マ,225995,株式会社丸藤
〒538-0041,⼤阪府⼤阪市鶴⾒区今津北４ー１４ー１０
2025-09-01
 
マ,120071,マルフジ建材株式会社



〒347-0117,埼⽟県加須市⻄ノ⾕８０３−２
2026-07-15
http://www.marufujik.co.jp
 
マ,224121,有限会社丸藤⼯業所
〒176-0001,東京都練⾺区練⾺４ー２４ー１
2025-02-01
 
マ,218070,丸藤シートパイル株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町１−６−５
2024-04-01
http://www.mrfj.co.jp
 
マ,118033,株式会社マルフジ製作所
〒116-0001,東京都荒川区町屋１−２７−１
2025-02-23
http://www.marufuji-ss.co.jp
 
マ,108360,丸⽂株式会社
〒103-8577,東京都中央区⽇本橋⼤伝⾺町８−１
2026-06-18
http://www.marubun.co.jp
 
マ,104351,丸⽂ウエスト株式会社
〒650-0024,神⼾市中央区海岸通２−２−３ 東和ビル内
2025-03-31
https://www.marubun-west.co.jp/
 
マ,218607,丸⽂⼯業株式会社
〒517-0501,三重県志摩市阿児町鵜⽅１１７３番地１
2023-11-10
 
マ,100117,丸⽂通商株式会社
〒920-0385,⽯川県⾦沢市松島１−４０
2025-07-30
 
マ,118145,丸⽂通商株式会社
〒920-0385,⽯川県⾦沢市松島１−４０
2025-06-29
http://www.marubun-tsusyo.co.jp
 
マ,102768,有限会社丸⽂ベアリング商会
〒990-0072,⼭形県⼭形市浜崎９５−１
2025-09-06
 
マ,105096,丸紅エネルギー株式会社
〒101-8322,東京都千代⽥区神⽥駿河台２−２ 御茶ノ⽔杏雲ビル９Ｆ
2024-04-18
http://www.marubeni-energy.co.jp
 
マ,102225,丸紅エレネクスト株式会社
〒530-0003,⼤阪府⼤阪市北区堂島１−６−２０ 堂島アバンザ４Ｆ
2025-11-13
https://www.m-elenext.co.jp/company/
 



マ,100279,丸紅紙パルプ販売株式会社
〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨１−９−９ 野村不動産⼤⾨ビル
2022-09-07
http://www.marubeni-pps.co.jp
 
マ,221944,丸紅建材リース株式会社
〒105-0011,東京都港区芝公園２丁⽬４番１号
2025-08-01
https://www.mcml-maruken.com/
 
マ,118007,丸紅情報システムズ株式会社
〒169-0072,東京都新宿区⼤久保３−８−２
2024-01-27
http://www.marubeni-sys.com
 
マ,104760,丸紅テクノシステム株式会社
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町３−４−４ ＯＶＯＬ⽇本橋ビル５Ｆ
2026-05-01
https://www.marubeni-techno.com/
 
マ,508050,丸紅プラックス株式会社
〒112-0004,東京都⽂京区後楽１丁⽬４番１４号後楽森ビル９階
2026-03-08
http://www.plax.co.jp/
 
マ,158000,丸紅メタル株式会社
〒102-8250,東京都千代⽥区九段北４−１−７
2026-03-29
 
マ,215891,マルホ建設株式会社
〒324-0215,栃⽊県⼤⽥原市南⽅５３０番地
2024-12-25
https://mujyaki.or.jp/demo/
 
マ,108975,マルホ発條⼯業株式会社
〒600-8813,京都府京都市下京区中堂寺南町１３４ 京都リサーチパーク１号館４階
2025-12-11
https://www.maruho-htj.co.jp/
 
マ,222297,有限会社マルホ向⼯業
〒003-0849,北海道札幌市⽩⽯区北郷２３８０番地１５
2023-11-01
 
マ,126933,丸本器械株式会社
〒998-0823,⼭形県酒⽥市卸町３−１３
2024-06-14
http://www.maruhon-k.com/
 
マ,118127,丸本鈑⼯株式会社
〒960-0747,福島県伊達市梁川町町裏７８
2026-01-22
http://maruhon-bk.jp/
 
マ,217785,株式会社マルボウ
〒273-0005,千葉県船橋市本町６−３−１４



2026-06-09
 
マ,223083,丸星⼯業株式会社
〒554-0012,⼤阪府⼤阪市此花区⻄九条２丁⽬１３番３０号
2024-05-01
http://www.maruboshi-k.co.jp
 
マ,128855,株式会社マルマエ
〒899-0216,⿅児島県出⽔市⼤野原町２１４１
2026-03-10
http://www.marumae.com/
 
マ,220469,株式会社マルマサ渡邊
〒994-0075,⼭形県天童市⼤字蔵増字⽴埋９３７番地１
2024-11-22
https://www.e-kigyo.jp/marumasa/index.html
 
マ,213239,株式会社丸正渡邊⼯務所
〒400-0828,⼭梨県甲府市⻘葉町１０番１３号
2026-05-20
https://marumasa-w.com/
 
マ,225859,マルマストリグ株式会社
〒794-0028,愛媛県今治市北宝来町４丁⽬２番地５
2025-08-01
http://www.marumasstrig.co.jp
 
マ,123479,株式会社丸萬
〒590-0936,⼤阪府堺市堺区宿屋町東２−２−９
2025-02-09
http://www.million-oc.co.jp
 
マ,104086,マルマン精密株式会社
〒036-1321,⻘森県弘前市⼤字熊嶋字⻲⽥１８５−１
2024-10-19
http://maruman-seimitsu.com
 
マ,225478,マルミ建設株式会社
〒421-0113,静岡県静岡市駿河区下川原３−３２−３４
2025-06-01
http://www.ccat.co.jp/marumi/
 
マ,125815,マルミ光機株式会社
〒114-0014,東京都北区⽥端１−２１−８ ＮＳＫビル６Ｆ
2023-09-20
http://www.marumi-filter.co.jp/
 
マ,218287,株式会社丸⼰⼯業所
〒566-0047,⼤阪府摂津市浜町９番２０号
2023-09-01
 
マ,118298,マルミ産業株式会社
〒721-0957,広島県福⼭市箕島町６２８０−２５
2023-08-12
http://marumi-sangyo.com/profile.html



 
マ,231293,株式会社マルミスト
〒168-0074,東京都杉並区上⾼井⼾⼀丁⽬２３番２号ハイウェイビル５階
2025-11-15
http://www.marmisto.co.jp/
 
マ,222062,株式会社丸⽔⽔澤⾦物店
〒088-0626,北海道釧路郡釧路町桂４丁⽬９番地２
2025-12-01
 
マ,229682,丸実建具⼯業株式会社
〒063-0002,北海道札幌市⻄区⼭の⼿２条４丁⽬４ー１４
2020-04-28
 
マ,231668,株式会社マルモ
〒394-0028,⻑野県岡⾕市本町三丁⽬１３番１５号
2026-02-14
 
マ,212696,株式会社マルモク
〒811-1253,福岡県那珂川市仲３丁⽬１３番６号
2025-06-20
http://www.marumoku.co.jp
 
マ,215535,丸茂建設株式会社
〒496-0013,愛知県津島市神尾町字野中１番地
2024-08-21
 
マ,213859,丸茂電機株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町１−２４
2024-09-29
http://www.marumo.co.jp/
 
マ,118911,株式会社丸本
〒851-0134,⻑崎市⽥中町５９３−１
2024-09-14
http://www.marumoto-pack.co.jp/
 
マ,217989,株式会社丸本建設
〒988-0811,宮城県気仙沼市東⼋幡前２７６
2023-07-21
 
マ,226702,丸⾨建設株式会社
〒501-0232,岐⾩県瑞穂市野⽥新⽥４１３１
2026-05-01
http://www.marumon.com
 
マ,126300,マルヤ産業株式会社
〒802-0001,福岡県北九州市⼩倉北区浅野２−１４−１ ＫＭＭビル４階
2023-11-29
http://maruya-corp.co.jp
 
マ,102658,株式会社マルヤス
〒451-0031,愛知県名古屋市⻄区城⻄２−２０−１５
2025-07-08
 



マ,222163,株式会社丸泰
〒500-8241,岐⾩県岐⾩市領下６丁⽬４６番地
2026-05-01
https://www.maruyasu-gr.co.jp/
 
マ,108410,丸安産業株式会社
〒541-0045,⼤阪市中央区道修町１−７−１ 北浜コニシビル１１階
2025-01-13
http://www.maruyasu-kk.co.jp/
 
マ,103428,株式会社マルヤマ
〒370-0504,群⾺県⾢楽郡千代⽥町舞⽊２７９５
2023-09-29
 
マ,210888,丸⼭アンカー⼯業株式会社
〒950-1112,新潟県新潟市⻄区⾦巻２００４ー１
2025-02-04
 
マ,212661,丸⼭硝⼦株式会社
〒399-8101,⻑野県安曇野市三郷明盛８５５番地７
2025-06-05
http://maruyama-gr.jp
 
マ,231978,株式会社丸⼭⾦属
〒113-0033,東京都⽂京区本郷四丁⽬１７番８号プレジール本郷２０１号
2026-05-09
 
マ,230331,有限会社丸⼭建設
〒829-0122,福岡県築上郡築上町⼤字伝法寺１４８９番地
2025-07-05
https://maruyama-kensetsu.co.jp
 
マ,211471,株式会社丸⼭⼯務店
〒275-0024,千葉県習志野市茜浜１丁⽬１３番６号
2025-12-13
https://www.mkjp.biz
 
マ,227344,株式会社丸⼭⼯務店
〒166-0002,東京都杉並区⾼円寺北２丁⽬１３番４号
2024-02-01
 
マ,213361,丸⼭産業株式会社
〒121-0011,東京都⾜⽴区中央本町５ー１４ー１２
2026-07-29
 
マ,500030,丸⼭産業株式会社
〒124-0006,東京都葛飾区堀切３−１４−１４
2023-07-24
http://www.maruyama-r.co.jp
 
マ,105645,株式会社丸⼭製作所
〒613-0024,京都府久世郡久御⼭町森川端８９−１
2025-07-31
 
マ,108940,有限会社丸⼭製作所



〒349-0135,埼⽟県蓮⽥市井沼６２０−２１
2024-03-18
http://www.hasuda-maruyamass.co.jp/
 
マ,211833,株式会社丸⼭製作所
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾五丁⽬３８番３１号
2023-09-08
http://www.k-maru.co.jp
 
マ,100461,丸⼭製作所株式会社
〒193-0812,東京都⼋王⼦市諏訪町２６３−１
2025-12-09
http://www.maruyama-ss.co.jp
 
マ,118394,マルユー包装株式会社
〒679-0105,兵庫県加⻄市朝妻町１１０１−５
2023-11-15
http://www.maruyu-hoso.co.jp
 
マ,118763,株式会社丸祐
〒510-8034,三重県四⽇市市⼤⽮知町２０７６−１２
2024-03-28
 
マ,224184,丸友開発株式会社
〒432-8052,静岡県浜松市南区東若林町５６８番地の２
2025-02-01
 
マ,213009,丸洋建設株式会社
〒445-0892,愛知県⻄尾市法光寺町⻄⽥２３
2026-01-22
http://maruyoukensetu.jp/
 
マ,229719,株式会社丸佳
〒230-0001,神奈川県横浜市鶴⾒区⽮向４ー７ー２１
2026-05-16
 
マ,229914,株式会社丸芳
〒418-0047,静岡県富⼠宮市⻘⽊１１８６ー１
2023-08-25
 
マ,214212,丸義建設株式会社
〒188-0011,東京都⻄東京市⽥無町１丁⽬１番１７号丸義ビル
2025-05-31
http://www.maruyoshi-co.net/
 
マ,118312,丸嘉⼯業株式会社
〒504-0957,岐⾩県各務原市⾦属団地６８
2023-09-09
http://www.maru-y.co.jp
 
マ,220475,丸吉産業株式会社
〒153-0051,東京都⽬黒区上⽬黒３−４４−１６
2024-11-22
http://www.maruyoshi-san,co.jp
 



マ,217493,丸吉商⼯株式会社
〒130-0013,東京都墨⽥区錦⽷２−１３−１
2026-01-21
 
マ,221305,株式会社丸吉商店
〒390-0802,⻑野県松本市旭２ー５ー１１
2025-04-01
 
マ,223244,丸芳陶業株式会社
〒112-0011,東京都⽂京区千⽯４ー２６ー１５斎藤第⼀ビル１Ｆ
2024-06-01
 
マ,224053,丸与タイル株式会社
〒651-0095,兵庫県神⼾市中央区旭通３丁⽬４番１０号
2025-01-01
 
マ,118148,株式会社ＭＡＲＵＷＡ
〒488-0044,愛知県尾張旭市南本地ヶ原町３−８３
2023-07-28
http://www.maruwa-g.com
 
マ,214389,株式会社丸和
〒151-0053,東京都渋⾕区代々⽊２ー１１ー５
2025-10-04
 
マ,224281,有限会社丸和
〒963-8061,福島県郡⼭市冨久⼭町福原字⻄原９３
2025-03-01
 
マ,218439,有限会社マルワガラス
〒321-0982,栃⽊県宇都宮市御幸ヶ原町１５５−２
2023-09-29
 
マ,223087,丸和⼯業株式会社
〒364-0002,埼⽟県北本市宮内５ー３５１
2024-05-01
 
マ,125452,株式会社丸和商会
〒321-0921,栃⽊県宇都宮市瑞穂３−５−１４
2026-05-20
http://www.maruwashokai.co.jp
 
マ,105801,丸和商事株式会社
〒230-0071,神奈川県横浜市鶴⾒区駒岡２−１２−２６
2025-12-16
http://www.maruwa-shoji.co.jp
 
マ,105885,株式会社丸和製作所
〒196-0001,東京都昭島市美堀町４−８−２
2026-03-25
 
マ,118012,株式会社丸和製作所
〒989-6313,宮城県⼤崎市三本⽊⾳無字岩井８−１
2023-10-30
http://www.maruwa-ss.co.jp



 
マ,118278,株式会社丸和製作所
〒547-0033,⼤阪府⼤阪市平野区平野⻄４−１−１１
2023-08-09
http://www.tch-maruwa.co.jp
 
マ,231295,丸和電業株式会社
〒920-0364,⽯川県⾦沢市松島⼀丁⽬３６番地
2025-11-15
http://www.maruwadengyo.co.jp/
 
マ,215726,有限会社丸和橋本興業
〒424-0009,静岡県静岡市清⽔区柏尾１６６ー１
2024-11-06
http://www.m-hashimotokougyou.co.jp
 
マ,128044,丸和物産株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋４−２１−３ 新橋東急ビル
2025-02-20
http://www.maruwabussan.co.jp
 
マ,123903,マレー株式会社
〒543-0024,⼤阪府⼤阪市天王寺区⾈橋町２−２４
2025-05-28
 
マ,221992,株式会社マロケン
〒041-0837,北海道函館市陣川１丁⽬２番５号
2025-10-01
http://www.maroken.co.jp
 
マ,126982,マンエナジーソリューションズジャパン株式会社
〒220-0012,神奈川県横浜市⻄区みなとみらい４−４−２ 横浜ブルーアベニュー１３階
2024-06-30
https://japan.man-es.com
 
マ,118918,株式会社万雲製作所
〒661-0964,兵庫県尼崎市神崎町２２−１５
2024-10-12
 
マ,220006,株式会社マンケン
〒523-0051,滋賀県近江⼋幡市⼋⽊町字井ノ上４１ー１１
2024-07-13
 
マ,121404,萬座塗料株式会社
〒177-0033,東京都練⾺区⾼野台４−７−１４
2024-04-07
http://www.manza-paint.co.jp/
 
マ,212524,萬昌ワークス株式会社
〒733-0815,広島県広島市⻄区⼰斐上３丁⽬１０番５３−５号
2025-03-13
https://www.manshoworks0233.org/
 
マ,118072,萬寿企業株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥７−２４−５



2023-12-12
http://www.manjyu.co.jp/
 
マ,108625,萬世興業株式会社
〒162-0811,東京都新宿区⽔道町１−５
2025-03-23
http://www.vansei.co.jp
 
マ,118002,萬世電機株式会社
〒553-0003,⼤阪市福島区福島７−１５−５
2023-10-23
http://www.mansei.co.jp
 
マ,129105,株式会社萬代
〒651-2124,兵庫県神⼾市⻄区伊川⾕町潤和１０７２−１
2023-10-01
https://www.mandai-inc.co.jp
 
マ,218055,株式会社満点商会
〒545-0022,⼤阪府⼤阪市阿倍野区播磨町３ー５ー１３
2025-04-01
http://www.mantenshokai.co.jp
 
マ,228174,株式会社萬道総業
〒314-0031,茨城県⿅嶋市宮中１丁⽬８番６号
2024-06-14
http://mandou.co.jp
 
マ,503478,マンパワーグループ株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦３丁⽬１番１号 ⽥町ステーションタワーＮ ３０階
2025-08-18
http://www.manpowergroup.jp/
 
マ,120227,株式会社萬平製作所
〒182-0002,東京都調布市仙川町３−５−１４−１０５
2023-08-05
http://www.mampay.com
 
マ,120085,株式会社マン・マシンインターフェース
〒192-0081,東京都⼋王⼦市横⼭町６−９ 丸多屋ビル３Ｆ
2026-07-17
https://www.mmi-sc.co.jp/
 
マ,212219,有限会社万葉美装
〒634-0842,奈良県橿原市豊⽥町１２６ー１０８
2024-06-13
http://www.manyo-biso.com/
 
ミ,228448,三池建設⼯業株式会社
〒228-0005,神奈川県座間市さがみ野２丁⽬１番４４号
2024-09-04
 
ミ,214091,三池産業株式会社
〒177-0034,東京都練⾺区富⼠⾒台２丁⽬３１番６号
2025-03-22



_
 
ミ,216313,株式会社御池鐵⼯所
〒720-2124,広島県福⼭市神辺町⼤字川南字三ノ丁３９６番地の２
2025-04-16
https://www.miike.co.jp/
 
ミ,127963,株式会社ミウラ
〒730-0054,広島県広島市中区南千⽥東町３−９
2025-07-12
http://www.kkmiura.com/
 
ミ,210632,株式会社ミウラ
〒657-0854,兵庫県神⼾市灘区摩耶埠頭１番地
2024-10-16
 
ミ,231486,株式会社みうら
〒746-0022,⼭⼝県周南市野村三丁⽬２４番１号
2025-12-19
http://miura-wood.com/
 
ミ,129507,ミウラ化学装置株式会社
〒587-0042,⼤阪府堺市美原区⽊材通２−２−１
2024-07-15
http://www.miura-eco.co.jp/
 
ミ,128078,三浦化成⼯業株式会社
〒401-0512,⼭梨県南都留郡忍野村内野５８２
2025-06-18
http://www.miuraka.co.jp
 
ミ,215201,株式会社三浦⾦属巧業
〒340-0052,埼⽟県草加市⾦明町５０２−３ベルフィオーレ１０１号
2024-02-06
 
ミ,224748,株式会社三浦組
〒183-0005,東京都府中市若松町１丁⽬１０番地の３
2025-04-01
https://www.miura-gumi.co.jp/
 
ミ,231840,有限会社三浦組
〒343-0805,埼⽟県越⾕市神明町三丁⽬２８１番地２
2026-03-28
 
ミ,215564,三浦建設株式会社
〒299-2712,千葉県南房総市和⽥町海発１５１８ー３
2024-09-11
 
ミ,221585,株式会社三浦建設
〒462-0051,愛知県名古屋市北区中切町６丁⽬６番地
2025-04-01
 
ミ,224261,三浦建設⼯業株式会社
〒031-0841,⻘森県⼋⼾市⼤字鮫町字⾼森３０番地８
2025-03-01



http://www.miurakk.com/
 
ミ,127940,三浦⼯業株式会社
〒799-2696,愛媛県松⼭市堀江町７
2025-06-25
http://www.miuraz.co.jp/
 
ミ,126282,三浦紙器⼯業株式会社
〒315-0022,茨城県⽯岡市⾏⾥川２３−４
2023-11-25
 
ミ,216036,三浦装業株式会社
〒950-1202,新潟県新潟市南区⼤通南１丁⽬１６４番地
2025-02-12
http://www.miura-sg.com/
 
ミ,223559,三浦総業株式会社
〒108-0014,東京都港区芝４丁⽬５番１０号
2024-09-01
http://www.miurasogyo.co.jp
 
ミ,103288,三浦電機株式会社
〒950-0062,新潟県新潟市東区錦町１−１８
2026-07-10
http://www.miura-denki.co.jp
 
ミ,216168,三浦電機株式会社
〒097-0022,北海道稚内市中央１丁⽬５番４４号
2025-03-19
 
ミ,218670,三浦電気株式会社
〒446-8505,愛知県安城市⼩堤町９ー６
2023-12-01
http://www.miuraeit.com/
 
ミ,220425,三浦電気⼯事株式会社
〒970-1153,福島県いわき市好間町上好間字上野原１８８
2024-11-09
 
ミ,227704,有限会社ミウラ電技
〒030-1737,⻘森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩東町５６番地
2024-03-23
 
ミ,218502,有限会社みうら塗装⼯業
〒959-2707,新潟県胎内市下⾼⽥１０９５−１
2023-10-13
 
ミ,214200,株式会社三浦板⾦製作所
〒990-0821,⼭形県⼭形市北町１丁⽬７番１５号
2025-05-24
_
 
ミ,211693,有限会社ミウラ美装
〒850-0033,⻑崎県⻑崎市万才町３番４⻑崎ビル８階Ａ室
2023-06-15



http://www.miurabisou.co.jp
 
ミ,215670,株式会社ミウラ・ルーフサービス
〒990-0821,⼭形県⼭形市北町⼀丁⽬７番１５号
2024-10-23
 
ミ,122933,協業組合 三重印刷センター
〒515-0053,三重県松阪市広陽町６
2024-12-24
http://www.mie-insatsu.com/
 
ミ,218848,⼀般社団法⼈三重県建設資材試験センター（その他）
〒514-0303,三重県津市雲出⻑常町中浜垣内１０９５
2023-12-22
 
ミ,220073,三重建材株式会社
〒174-0043,東京都板橋区坂下３ー２８ー２４
2025-02-01
https://www.miekenzai.co.jp/
 
ミ,101013,株式会社三重⼯業
〒319-3535,茨城県久慈郡⼤⼦町上⾦沢１６９０−３
2024-01-31
 
ミ,216418,三重⼯業株式会社
〒571-0063,⼤阪府⾨真市常称寺町１７番５号
2025-05-14
 
ミ,222866,株式会社三重⼯業
〒547-0001,⼤阪府⼤阪市平野区加美北７ー６ー２９
2024-03-01
http://www.miekogyo.biz-web.jp/
 
ミ,124654,三重合成商事株式会社
〒514-0816,三重県津市⾼茶屋⼩森上野町２７９３−９
2025-12-03
 
ミ,105122,ミエ産業株式会社
〒578-0984,⼤阪府東⼤阪市菱江２−１０−２７
2024-05-10
http://www.mie-sun.com
 
ミ,118116,三重ダイキャスト⼯業株式会社
〒511-0202,三重県いなべ市員弁町楚原７５０−１
2026-05-17
http://mie-dc.biz/index.html
 
ミ,229777,株式会社三枝左官⼯業所
〒673-0400,兵庫県三⽊市府内町１２−２４
2023-06-19
 
ミ,210953,三重電業株式会社
〒514-0131,三重県津市あのつ台４丁⽬７番地７
2025-03-04
http://www.mieden.com



 
ミ,118316,株式会社三重⽇⽴
〒510-0886,三重県四⽇市市⽇永東２−２−６
2023-12-21
https://www.hitachi-hansya.jp/mie-hitachi/
 
ミ,118056,三重ブラザー精機株式会社
〒515-0321,三重県多気郡明和町斎宮字東野１４８０
2025-01-26
http://www.brother.co.jp
 
ミ,118074,株式会社三笠
〒550-0022,⼤阪市⻄区本⽥２−６−１９
2024-04-28
http://www.mikasa-osaka.com
 
ミ,118179,ミカサ株式会社
〒105-0011,東京都港区芝公園２−８−１
2026-04-05
http://www.mikasa-inc.jp
 
ミ,118194,株式会社ミカサ
〒390-0836,⻑野県松本市⾼宮北４−２
2026-03-05
http://www.mikasa-nagano.co.jp
 
ミ,118908,三笠株式会社
〒534-0011,⼤阪市都島区⾼倉町１−１１−２３
2024-10-12
http://www.mikasacorp.com/
 
ミ,128149,三笠株式会社
〒534-0011,⼤阪市都島区⾼倉町１−１１−２３
2025-11-19
http://www.mikasacorp.com/
 
ミ,102786,ミカサ⾦属⼯業株式会社
〒599-8241,⼤阪府堺市中区福⽥６５１
2025-09-24
http://www.mikasa-kinzoku.jp/
 
ミ,230962,ミカサ⼯業株式会社
〒530-0001,⼤阪府⼤阪市北区梅⽥⼀丁⽬１番３−８００号
2025-10-04
 
ミ,104776,三笠紙⼯業株式会社
〒581-0039,⼤阪府⼋尾市太⽥新町４−１６４
2026-05-19
http://micasa.co.jp/
 
ミ,108490,ミカサ商事株式会社
〒540-0034,⼤阪市中央区島町２−４−１２
2023-07-30
http://www.mikasa.co.jp
 



ミ,103730,三笠照明株式会社
〒111-0041,東京都台東区元浅草３−２１−１
2024-03-25
 
ミ,118119,三笠電機株式会社
〒176-0014,東京都練⾺区豊⽟南１−１４−１
2026-03-09
http://mikasadenki.com
 
ミ,227298,三笠電機株式会社
〒779-3602,徳島県美⾺市脇町⼤字猪尻字建神社下南１５５番地１
2024-01-13
http://www.meei.jp/
 
ミ,106587,ミカサペイント株式会社
〒272-0023,千葉県市川市南⼋幡５−１７−１０
2025-03-02
http://www.mikasa-p.co.jp/
 
ミ,227255,三⽇⽉建設株式会社
〒662-0922,兵庫県⻄宮市東町１丁⽬１０番２７号
2020-12-15
http://e-mikaduki.com
 
ミ,106215,株式会社ミカド
〒101-0064,東京都千代⽥区神⽥猿楽町２−７−７
2024-04-26
https://mkd.jp
 
ミ,103911,株式会社ミカド・ユニ
〒210-0826,神奈川県川崎市川崎区塩浜１−１５−１３
2024-07-16
http://www.mikado-group.co.jp/
 
ミ,118142,株式会社ミカド科学産業
〒862-0924,熊本市中央区帯⼭１−４４−５３
2023-10-28
https://mikadokagaku.co.jp/
 
ミ,118339,株式会社みかど製作所
〒545-0004,⼤阪市阿倍野区⽂の⾥２−１１−２５ メディカルプラザ阿倍野
2023-11-22
http://www.mikado-seisakusho.com
 
ミ,104598,株式会社ミカミ
〒225-0014,神奈川県横浜市⻘葉区荏⽥⻄１−５−２３
2025-11-15
http://www.kk-mikami.co.jp/
 
ミ,108303,三上化学製鎖株式会社
〒612-0846,京都市伏⾒区深草⼤⻲⾕万帖敷町８３−１
2024-10-02
https://mikamikagakuseisa.com/
 
ミ,129017,株式会社三上⼯業所



〒152-0033,東京都⽬黒区⼤岡⼭１−３７−８
2023-07-04
http://www.mikami-k.co.jp
 
ミ,230718,有限会社三上ダクト⼯業所
〒036-8061,⻘森県弘前市⼤字神⽥五丁⽬３番地１３
2025-08-16
 
ミ,100387,株式会社ミカミ電業
〒745-0641,⼭⼝県周南市⼤字⼩松原２５１２−２
2025-10-12
 
ミ,216413,株式会社三上⼟建⼯業
〒061-1270,北海道北広島市⼤曲４６２番地
2025-05-14
http://www.mikamidoken.co.jp/
 
ミ,225267,有限会社三河⼯業
〒132-0024,東京都江⼾川区⼀之江６丁⽬１番１８号
2025-06-01
 
ミ,210053,三河造園株式会社
〒440-0071,愛知県豊橋市北島町字北島５０番地の１
2023-11-17
 
ミ,106774,株式会社三喜
〒130-0012,東京都墨⽥区太平３ー１ー２ ＫＯＷＡ第５ビル４階
2025-09-28
https://www.miki-fiberoptics.co.jp
 
ミ,219587,株式会社未輝エンタープライズ
〒971-8125,福島県いわき市⼩名浜島字⾼⽥町１７
2024-04-13
 
ミ,228774,三⽊組 三⽊孝夫（その他）
〒490-1113,愛知県あま市中萱津⾜川５３スペリア甚⽬寺Ⅰ７０３
2024-12-20
 
ミ,227957,三⽊建材株式会社
〒761-0104,⾹川県⾼松市⾼松町２１７０番地
2024-04-20
 
ミ,224991,株式会社幹建設
〒466-0064,愛知県名古屋市昭和区鶴舞３−２０ー１１
2025-04-01
 
ミ,105055,有限会社三喜コーポレーション
〒311-0105,茨城県那珂市菅⾕９５−４
2024-03-12
 
ミ,123179,三喜⼯業株式会社
〒103-0024,東京都中央区⽇本橋⼩⾈町８−６
2025-05-21
http://www.mikikk.co.jp
 



ミ,213933,美樹⼯業株式会社
〒670-0947,兵庫県姫路市北条９５１番地１
2024-12-15
https://www.mikikogyo.co.jp/
 
ミ,214360,幹⼯業株式会社
〒131-0041,東京都墨⽥区⼋広２ー４４ー８
2025-09-06
http://www.mikikogyo.net/
 
ミ,215066,実紀コスミオン株式会社
〒534-0023,⼤阪府⼤阪市都島区都島南通２−６−１８
2023-10-24
 
ミ,219986,株式会社ミキサーセンター
〒802-0001,福岡県北九州市⼩倉北区浅野２−１１−３０
2024-07-06
 
ミ,118005,三⽊産業株式会社
〒771-0212,徳島県板野郡松茂町中喜来字中須２０
2023-08-27
http://www.mikisangyo.co.jp
 
ミ,125935,三喜産業株式会社
〒101-0044,東京都千代⽥区鍛冶町２−２−２ 神⽥パークプラザ９Ｆ
2023-10-24
http://www.mikisangyou.co.jp/
 
ミ,228831,三⽊産業株式会社
〒792-0892,愛媛県新居浜市黒島１丁⽬１番２３号
2025-01-18
 
ミ,504971,ミキシステム株式会社
〒171-0022,東京都豊島区南池袋⼆丁⽬２９番１２号 ＨＦ池袋ビルディング３階
2023-10-03
htt://www.mikisys.co.jp
 
ミ,106647,美喜製作株式会社
〒661-0951,兵庫県尼崎市⽥能６−９−２８
2025-05-10
http://www.mikiseisaku.com
 
ミ,129260,株式会社三⽊製作所
〒577-0013,⼤阪府東⼤阪市⻑⽥中５−１−３
2024-02-12
http://www.miki-mfg.com
 
ミ,212118,株式会社三⽊製作所
〒587-0061,⼤阪府堺市美原区今井１３７番地
2024-04-04
 
ミ,118315,有限会社幹製作所
〒146-0092,東京都⼤⽥区下丸⼦２−２１−１４
2023-08-26
 



ミ,118381,三喜電機株式会社
〒193-0942,東京都⼋王⼦市椚⽥町１２１５
2023-12-15
http://www.mikielectric.co.jp/
 
ミ,218770,有限会社ミキ電設
〒507-0073,岐⾩県多治⾒市⼩泉町２ー２３
2023-12-15
 
ミ,223043,株式会社三⽊塗装店
〒558-0011,⼤阪府⼤阪市住吉区苅⽥２ー９ー３５
2024-04-01
http://www.miki-t.co.jp
 
ミ,501657,株式会社 幹ハウジング
〒370-0074,群⾺県⾼崎市下⼩⿃町７４−２
2025-03-15
 
ミ,118976,三⽊プーリ株式会社
〒252-8585,神奈川県座間市⼩松原１−３９−７
2024-10-02
 
ミ,508019,株式会社 美貴本
〒565-0803,⼤阪府吹⽥市新芦屋下２１番２２号
2024-12-15
http://www.mikimoto-japan.co.jp
 
ミ,220224,株式会社右⽥⼯業
〒721-0926,広島県福⼭市⼤⾨町６−１−３４
2024-09-07
 
ミ,129193,ミクナスファインエンジニアリング株式会社
〒394-8520,⻑野県岡⾕市⽥中町２−８−１３
2023-12-15
http://www.mixnus.jp
 
ミ,108313,株式会社ミクニ
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥６−１３−１１
2024-10-23
http://www.mikuni.co.jp
 
ミ,224395,株式会社三國
〒010-0038,秋⽥県秋⽥市楢⼭城南新町２３番１７号
2025-04-01
http://mikuni01.web.fc2.com/
 
ミ,106702,ミクニキカイ株式会社
〒532-0033,⼤阪市淀川区新⾼３−７−９
2025-06-27
http://mikunikikai.com
 
ミ,504145,三國機械⼯業株式会社
〒130-0026,東京都墨⽥区両国３−１９−１１
2024-11-20
http://www.mikunikikai.jp/



 
ミ,128020,ミクニ機⼯株式会社
〒470-0224,愛知県みよし市三好町⼋和⽥⼭５−１３８
2024-11-16
https://www.mikunikiko.jp
 
ミ,214609,三国建設株式会社
〒111-0055,東京都台東区三筋２丁⽬２４番９号
2026-02-28
 
ミ,129243,三邦⼯業株式会社
〒701-0112,岡⼭県倉敷市下庄１１０４−１
2024-01-29
http://www.mikuni-kogyou.jp/
 
ミ,231459,有限会社三国興業
〒270-0144,千葉県流⼭市前ケ崎２２３番地の１
2025-12-19
 
ミ,128243,株式会社三国⼯業所
〒806-0011,北九州市⼋幡⻄区紅梅１−１１−２７
2023-06-03
 
ミ,226774,三国産業株式会社
〒590-0024,⼤阪府堺市堺区向陵中町４丁３番２０号
2026-06-01
http://www.mikunisangyo.co.jp
 
ミ,106142,御国⾊素株式会社
〒671-0234,兵庫県姫路市御国野町国分寺６７
2024-01-27
http://www.mikuni-color.co.jp/
 
ミ,223755,株式会社三國商會
〒812-0051,福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６丁⽬７番１号
2024-11-01
 
ミ,118185,三国商事株式会社
〒105-0013,東京都港区浜松町１−１０−７
2025-08-07
http://www.mikunishoji.co.jp
 
ミ,108053,ミクニ電機株式会社
〒453-0014,愛知県名古屋市中村区則武２−１０−１６
2023-08-30
http://www.w-mikuni.co.jp
 
ミ,124659,ミクニ電気有限会社
〒192-0373,東京都⼋王⼦市上柚⽊３−５−１−５０５
2025-12-03
 
ミ,100742,株式会社三国東洋
〒240-0041,神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区東川島町７０−３−４４
2023-05-13
http://mikunitoyo.com



 
ミ,226884,三国屋建設株式会社
〒314-0112,茨城県神栖市知⼿中央⼆丁⽬１番２号
2026-07-01
https://www.mikuniya-web.jp
 
ミ,126916,三隈⼯業株式会社
〒877-0061,⼤分県⽇⽥市⽯井町２−５８１−１
2024-06-08
http://www.mikumakougyou.jp/
 
ミ,100605,株式会社三蔵
〒370-0524,群⾺県⾢楽郡⼤泉町古海２１３３
2026-02-04
http://www.mikura-net.com/
 
ミ,128840,三倉エンジニアリング株式会社
〒460-0012,名古屋市中区千代⽥５−８−１６
2026-03-04
 
ミ,124625,三倉物産株式会社
〒880-0813,宮崎県宮崎市丸島町１−２４
2025-11-22
http://www.t-mkr.co.jp/
 
ミ,505772,ミクロエース株式会社
〒880-0036,宮崎県宮崎市花ヶ島町京出１４１１−１
2026-01-10
 
ミ,128141,ミクロ技研株式会社
〒103-0026,東京都中央区⽇本橋兜町１５−１２
2025-12-11
https://www.micro-eng.co.jp
 
ミ,128176,株式会社ミクロ技術研究所
〒151-0063,東京都渋⾕区富ヶ⾕１−３３−１４
2026-02-01
http://www.microtc.com/
 
ミ,128196,ミクロ⼯業株式会社
〒161-0031,東京都新宿区⻄落合１−３０−１５
2026-02-05
http://www.micro-ind.co.jp
 
ミ,105816,株式会社ミクロ札幌
〒061-3244,北海道⽯狩市新港南３−７０５−２
2026-01-09
https://www.micro-sapporo.jp
 
ミ,118198,株式会社ミクロ発條
〒392-0023,⻑野県諏訪市⼩和⽥南２２−６
2023-07-30
http://www.mikuro-spring.com/
 
ミ,104403,株式会社ミクロン精⼯



〒391-0213,⻑野県茅野市豊平５６０５−１
2025-06-06
http://www.micron-seiko.co.jp
 
ミ,108200,ミクロン電気株式会社
〒222-0037,神奈川県横浜市港北区⼤倉⼭３−６１−１
2025-04-03
http://www.micron-e.co.jp/
 
ミ,122491,ミクロンメタル株式会社
〒992-0116,⼭形県⽶沢市⼤字⽵井２５８８−４５８
2024-10-02
http://www.micron-metal.com/
 
ミ,226552,株式会社⾒越建設
〒702-8044,岡⼭県岡⼭市南区福島４丁⽬７番３４号
2026-04-01
 
ミ,219600,株式会社ミサカ設備
〒731-5102,広島県広島市佐伯区五⽇市町⽯内字⽯原２０１４
2024-04-20
 
ミ,124769,三坂ライト⼯業株式会社
〒512-1203,三重県四⽇市市下海⽼町３０９−１１
2025-12-24
http://www.misaka-lite.co.jp/
 
ミ,210867,株式会社ミサキ
〒920-0363,⽯川県⾦沢市古府町南８８７
2025-01-29
https://misaki.at/
 
ミ,217650,株式会社ミサキ
〒601-8338,京都府京都市南区吉祥院⻄ノ内町４９ー１
2026-03-17
 
ミ,106653,ミサキ化学⼯業株式会社
〒018-0301,秋⽥県にかほ市⾶字餅⽥１３−１
2025-05-16
http://www.misaki-kk.co.jp
 
ミ,214981,有限会社三崎⼯業
〒903-0802,沖縄県那覇市⾸⾥⼤名町１−１６１−１エンゼルハイム⾸⾥⼤名１０６
2023-09-05
 
ミ,129214,ミサキ電機株式会社
〒656-1313,兵庫県洲本市五⾊町鮎原⻄１１０
2024-01-06
http://www.misakidenki.co.jp/
 
ミ,104554,株式会社ミサトコーポレーション
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥５−２１−１４ グレンパーク池⽥⼭１Ｆ
2025-09-26
 
ミ,106092,有限会社三郷⼯業



〒969-2661,福島県耶⿇郡猪苗代町三郷字下舘１
2023-11-18
http://www.misato-f.jp/
 
ミ,225860,株式会社美⾥⼯業
〒460-0004,愛知県名古屋市中区新栄町２丁⽬４番地
2025-08-01
http://www.misatokogyo.co.jp/
 
ミ,220461,ＭＩＳＡＷＯＲＫＳ 三澤隆⽂（その他）
〒703-8266,岡⼭県岡⼭市中区湊８８０ー１９６
2024-11-22
 
ミ,231720,ミサワ環境技術株式会社
〒729-6202,広島県三次市向江⽥町４２５２番地２
2026-02-28
https://www.ecomisawa.com/
 
ミ,230770,有限会社三澤建設⼯業
〒965-0804,福島県会津若松市花春町９番２４号
2025-08-30
 
ミ,217289,ミサワ⼯業株式会社
〒589-0013,⼤阪府⼤阪狭⼭市茱萸⽊２丁⽬１７９３番地の２
2025-11-12
 
ミ,128080,三沢興産株式会社
〒530-0012,⼤阪市北区芝⽥１−４−８ 北阪急ビル７階
2024-11-22
http://www.misawa-kosan.jp/
 
ミ,213043,株式会社三沢⼯務店
〒003-0828,北海道札幌市⽩⽯区菊⽔元町⼋条１丁⽬１３ー２５
2026-02-05
http://www.misawa-koumuten.co.jp/
 
ミ,129858,株式会社⾒澤製作所
〒310-0005,茨城県⽔⼾市⽔府町１５０６
2025-03-25
 
ミ,127835,株式会社三沢電線
〒352-0023,埼⽟県新座市堀ノ内１−６−１２
2025-03-26
http://www.misawadensen.co.jp
 
ミ,118138,株式会社三島
〒651-2271,神⼾市⻄区⾼塚台３−１−５２
2023-07-21
http://www.misima.co.jp
 
ミ,122859,株式会社三島印刷
〒411-0835,静岡県三島市⽟川２１１−７
2024-12-03
http://www.mishima-print.co.jp
 



ミ,128013,三島⾦型株式会社
〒566-0046,⼤阪府摂津市別府１−１４−１７
2025-05-11
http://www.mishimakanagata.co.jp/
 
ミ,216614,三嶋クレーン有限会社
〒683-0851,⿃取県⽶⼦市夜⾒町４１０番地１
2025-06-11
_
 
ミ,215809,有限会社三島組
〒802-0802,福岡県北九州市⼩倉南区城野４ー４ー３２
2024-12-04
 
ミ,211501,三島興業株式会社
〒914-0141,福井県敦賀市莇⽣野１１２号３３番地の３
2026-01-12
 
ミ,125804,三島光産株式会社
〒805-8503,福岡県北九州市⼋幡東区枝光２−１−１５
2023-09-16
http://www.mishimakosan.com
 
ミ,221769,三島産業株式会社
〒720-1131,広島県福⼭市駅家町万能倉１２９５番１
2025-07-01
http://www.mishima-sg.com/
 
ミ,103959,株式会社三嶋製作所
〒610-0118,京都府城陽市⽔主塚の⽊４−２
2024-09-14
http://www.mishima-ss.com/
 
ミ,221428,三嶋塗装株式会社
〒151-0073,東京都渋⾕区笹塚１丁⽬５番地６号
2025-04-01
_
 
ミ,226125,株式会社三島⼟⽊
〒570-0032,⼤阪府守⼝市菊⽔通４ー１０ー１３
2025-11-01
 
ミ,118374,株式会社三鈴
〒529-1663,滋賀県蒲⽣郡⽇野町北脇１−１０１
2023-11-10
http://www.misuzu-wire.co.jp
 
ミ,217869,株式会社ミスズ
〒454-0856,愛知県名古屋市中川区⼩碓通１−３６
2023-06-30
http://www.kk-misuzu.com
 
ミ,224611,株式会社ミスズ
〒124-0021,東京都葛飾区細⽥１丁⽬１番１号
2025-04-01



 
ミ,226345,三鈴産業株式会社
〒510-0098,三重県四⽇市市北条町５番１３号
2023-01-01
http://www.misuzusangyo.co.jp/
 
ミ,108963,美鈴紙業株式会社
〒566-0022,⼤阪府摂津市三島３−２−１
2026-06-02
http://www.misuzu-shigyo.co.jp/
 
ミ,124689,みすず精⼯株式会社
〒555-0012,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区御幣島３−６−２９
2025-12-10
http://www.misuzu-seiko.co.jp
 
ミ,128174,株式会社みすず精⼯
〒382-0062,⻑野県須坂市⼩島１４７６−１６２
2025-11-12
http://www.misuzu-seiko.com
 
ミ,216929,三鈴マシナリー株式会社
〒650-0023,兵庫県神⼾市中央区栄町通５丁⽬２番２２号
2025-07-23
http://www.misuzu-mac.co.jp
 
ミ,231531,みすまる商事株式会社
〒567-0054,⼤阪府茨⽊市藤の⾥⼆丁⽬１５番３号
2025-12-27
 
ミ,108403,株式会社ミスミ
〒112-8583,東京都⽂京区後楽２−５−１ 飯⽥橋ファーストビル
2025-01-10
 
ミ,102637,有限会社ミズカミ⼯作所
〒824-0102,福岡県京都郡みやこ町呰⾒９５４
2025-06-28
 
ミ,121789,株式会社⽔上三洋商会
〒333-0834,埼⽟県川⼝市安⾏領根岸１３０７
2024-06-03
http://www.m-sanyo.co.jp/
 
ミ,118108,株式会社⽔上製作所
〒161-0031,東京都新宿区⻄落合３−３−１４
2026-07-15
 
ミ,118118,有限会社⽔上製作所
〒816-0912,福岡県⼤野城市御笠川１−１６−１８
2023-07-16
 
ミ,210078,有限会社ミズカミメンディングケアー
〒465-0007,愛知県名古屋市名東区⾹坂１５２１番地
2023-12-02
 



ミ,215171,有限会社⽔⾙⼯業
〒273-0103,千葉県鎌ヶ⾕市丸⼭１ー９ー８ー７
2024-01-16
 
ミ,118975,株式会社ミズキ
〒252-1121,神奈川県綾瀬市⼩園７１７−１４
2024-07-28
https://www.mizuki-corp.co.jp/
 
ミ,128016,株式会社瑞⽊製作所
〒488-0826,愛知県尾張旭市⼤塚町２−１−３
2025-04-06
http://www.mizuki-ss.co.jp
 
ミ,231689,⽔⾦⼯事株式会社
〒467-0017,愛知県名古屋市瑞穂区東栄町三丁⽬１７番地
2026-02-14
 
ミ,214630,株式会社⽔倉組
〒953-0041,新潟県新潟市⻄蒲区巻甲５４８０番地
2026-03-14
https://www.mizukura.co.jp/
 
ミ,100037,有限会社⽔⼝機械⼯業
〒018-0403,秋⽥県にかほ市三森字三嶽森５２−１
2025-07-02
 
ミ,231915,株式会社⽔⼝総業
〒251-0032,神奈川県藤沢市⽚瀬⼀丁⽬５番３−１３号
2026-04-18
https://mizuguchisogyo.com/
 
ミ,224448,株式会社⽔建
〒948-0004,新潟県⼗⽇町市下川原町２５ー２
2025-04-01
 
ミ,127322,⽔澤化学⼯業株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町１−５−９ ＫＤＸ⽇本橋本町ビル
2024-08-14
http://www.mizusawa-chem.co.jp
 
ミ,127936,株式会社⽔沢軽合⾦鋳造所
〒023-0827,岩⼿県奥州市⽔沢区太⽇通り１−８−１５
2025-06-21
 
ミ,129584,⽔沢⼯業株式会社
〒023-0872,岩⼿県奥州市⽔沢区字桜屋敷⻄９３−４
2024-11-02
http://www.micin.co.jp/
 
ミ,503316,株式会社ミズサワセミコンダクタ
〒023-0002,岩⼿県奥州市⽔沢⼯業団地２−３７
2024-12-07
http://www.msccom.jp/
 



ミ,125462,株式会社⽔沢鋳⼯所
〒023-0827,岩⼿県奥州市⽔沢太⽇通り１−８−１５
2026-05-25
 
ミ,214988,株式会社⽔島測量設計コンサルタント
〒712-8052,岡⼭県倉敷市松江⼆丁⽬５番１号
2023-09-12
 
ミ,508094,株式会社⽔島鉄⼯所
〒370-0071,群⾺県⾼崎市⼩⼋⽊町３１４
2024-12-15
http://kkmizushima.com
 
ミ,118086,ミズショー株式会社
〒466-0058,名古屋市昭和区⽩⾦１−４−２０
2025-02-03
http://www.mizusho.co.jp
 
ミ,230418,株式会社⽔処理管理センター
〒530-0054,⼤阪府⼤阪市北区南森町⼀丁⽬４番１０号
2025-07-12
http://www.mizushori-kanri.co.jp
 
ミ,101178,株式会社⽔⽣活製作所
〒501-2104,岐⾩県⼭県市東深瀬９４−２
2024-03-14
http://www.mizsei.co.jp
 
ミ,224538,株式会社⽔⽥
〒132-0022,東京都江⼾川区⼤杉４丁⽬４番１号
2025-04-01
https://www.mizuta-door.co.jp/
 
ミ,108785,株式会社⽔⽥製作所
〒673-0023,兵庫県明⽯市⻄新町３−１４−１
2025-08-24
http://www.mizuta-inc.com
 
ミ,211054,株式会社⽔⾕
〒106-0044,東京都港区東⿇布１丁⽬２３番８号
2025-04-15
https://mizutani-net.co.jp/
 
ミ,213608,株式会社ミズタニ
〒130-0025,東京都墨⽥区千歳３−１５−１
2024-02-24
 
ミ,118347,ミズタニ機販株式会社
〒460-0022,名古屋市中区⾦⼭５−５−３０
2023-10-20
http://www.mizutanikihan.jp/
 
ミ,224878,⽔⾕建設株式会社
〒511-0861,三重県桑名市⼤字蛎塚新⽥３２８番地
2025-04-01



https://www.mizuken.ne.jp/
 
ミ,211333,⽔⾕（秀）電気保安管理事務所 ⽔⾕秀⼀（その他）
〒468-0052,愛知県名古屋市天⽩区井⼝２ー７１３
2025-08-12
 
ミ,105805,株式会社⽔⾕製作所
〒577-0033,⼤阪府東⼤阪市御厨東１−５−４３
2022-12-18
http://www.mizutani-s.co.jp/
 
ミ,128725,株式会社⽔⾕精密
〒511-0811,桑名市⼤字東⽅掛越２８４７
2023-01-24
 
ミ,108580,⽔⾕電機⼯業株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥２−５−１５ 外神⽥Ｋビル３Ｆ
2023-11-13
http://www.mizuden.co.jp/
 
ミ,120787,株式会社⽔⾕電機製作所
〒503-0653,岐⾩県海津市海津町⾼須町１１３
2024-01-22
 
ミ,212291,⽔⾕ペイント株式会社
〒532-0006,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄三国４ー３ー９０
2024-08-01
http://www.polyma.co.jp
 
ミ,214634,⽔電リース株式会社
〒712-8006,岡⼭県倉敷市連島町鶴新⽥３０７７−１
2026-03-21
https://www.mizden.co.jp/
 
ミ,118390,瑞浪精機株式会社
〒509-6121,岐⾩県瑞浪市寺河⼾町１０４０
2023-08-18
http://www.mizunami-seiki.co.jp
 
ミ,229504,美津濃株式会社
〒541-0041,⼤阪府⼤阪市中央区北浜四丁⽬１番２３号
2026-02-15
https://corp.mizuno.com/jp/
 
ミ,103498,ミズノ テクニクス株式会社
〒503-1314,岐⾩県養⽼郡養⽼町⾼⽥３０７−５
2023-11-04
 
ミ,102071,有限会社⽔野エレクトロニクス
〒437-1621,静岡県御前崎市御前崎６０−２６
2024-12-25
 
ミ,228005,株式会社ミズノ硝⼦建材
〒090-0069,北海道北⾒市美⼭町東２丁⽬６９ー１１
2021-05-08



 
ミ,118706,⽔野⾦属商事株式会社
〒461-0001,名古屋市東区泉３−４−６
2024-03-17
http://www.mizunokinzoku.com/
 
ミ,104850,株式会社⽔野⼯業所
〒664-0842,兵庫県伊丹市森本８−６９
2026-07-05
https://www.mizunokogyo.com
 
ミ,224678,株式会社⽔野商店
〒085-0015,北海道釧路市北⼤通１２ー１ー２
2025-04-01
 
ミ,103804,有限会社⽔野製作所
〒389-0602,⻑野県埴科郡坂城町中之条２１５４
2024-04-21
 
ミ,217684,⽔野設備株式会社
〒251-0875,神奈川県藤沢市本藤沢６ー１２ー３９ー６０５
2026-03-31
 
ミ,232030,⽔野設備株式会社
〒151-0073,東京都渋⾕区笹塚⼀丁⽬３８番２号
2026-05-23
 
ミ,219289,有限会社ミズノダクト
〒731-3362,広島県広島市安佐北区安佐町⼤字久地８１４２番１
2024-03-09
http://www.mizunoduct.com/company
 
ミ,104754,株式会社ミズノマシナリー
〒939-8195,富⼭県富⼭市上野８４４
2026-04-27
http://www.mizuno-machinery.co.jp
 
ミ,223252,株式会社ミズノワークス
〒657-0033,兵庫県神⼾市灘区徳井町３ー４ー１
2024-06-01
 
ミ,118135,株式会社瑞穂
〒113-0021,東京都⽂京区本駒込２−２８−８ ⽂京グリーンコートセンターオフィス１１Ｆ
2025-06-22
https://www.mizuho-ki.co.jp/
 
ミ,128457,有限会社みずほ
〒763-0071,⾹川県丸⻲市⽥村町１５７３−６
2025-12-13
 
ミ,219873,株式会社瑞穂
〒202-0021,東京都⻄東京市東伏⾒２丁⽬１番１９号
2024-06-22
 
ミ,230749,ミズホエレシス株式会社



〒484-0081,愛知県⽝⼭市⼤字⽝⼭字南⼭１６番地
2025-08-23
https://www.mizuhoes.com/
 
ミ,123889,株式会社瑞穂化成
〒464-0075,名古屋市千種区内⼭１−１４−４
2025-05-24
https://www.mizuho-kasei.co.jp/
 
ミ,101889,株式会社ミズホコーポレーション
〒158-0083,東京都世⽥⾕区奥沢３−４−１４
2024-11-09
http://mizuhocorp.co.jp
 
ミ,121453,瑞穂⼯業株式会社
〒581-0066,⼤阪府⼋尾市北⻲井町２−５−２
2024-04-22
http://www.mizuho-i.co.jp/
 
ミ,215324,株式会社瑞穂興業
〒350-0832,埼⽟県川越市⼤字菅間８５ー１
2024-03-27
 
ミ,118064,株式会社瑞穂⼯作所
〒586-0038,⼤阪府河内⻑野市上原⻄町６−１
2024-04-11
 
ミ,118013,株式会社瑞穂スプリング製作所
〒458-0847,名古屋市緑区浦⾥５−８０
2025-02-09
http://www.mizuho-spring.co.jp
 
ミ,128000,株式会社瑞穂製作所
〒501-3924,岐⾩県関市迫間字柳洞２２４１−１４
2024-11-02
 
ミ,220848,株式会社みずほ電設
〒859-1216,⻑崎県雲仙市瑞穂町古部⼄８１９番地１
2025-03-15
http://www.mizuho-d.co.jp
 
ミ,103607,みずほ東芝リース株式会社
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨１−２−６ みずほリースビル
2024-02-03
https://www.toshiba-lease.co.jp/
 
ミ,501406,みずほリース 株式会社
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨⼀丁⽬２番６号
2024-10-15
https://www.mizuho-ls.co.jp
 
ミ,227037,株式会社⽔本組
〒720-0832,広島県福⼭市⽔呑町中新⽥２３５番地３
2023-09-01
 



ミ,228959,株式会社⽔⾕⽔道設備
〒377-1613,群⾺県吾妻郡嬬恋村⼤字⼤笹１６５３ー９
2025-04-11
 
ミ,216089,御園興業株式会社
〒121-0051,東京都⾜⽴区神明１丁⽬４番８号
2025-02-26
_
 
ミ,211892,株式会社ミゾエ
〒062-0054,北海道札幌市豊平区⽉寒東四条⼗六丁⽬１４番６号
2023-11-04
 
ミ,505197,溝江建設株式会社
〒810-0042,福岡県福岡市中央区⾚坂１丁⽬９番２０号
2025-03-25
http://www.mizoekensetsu.co.jp/
 
ミ,100133,株式会社ミゾグチ
〒394-0051,⻑野県岡⾕市⻄⼭１７２３−３９
2025-08-03
https://www.miz-k.co.jp
 
ミ,215290,溝⼝建測株式会社
〒870-0128,⼤分県⼤分市⼤字森２２６番地の１１
2024-03-13
 
ミ,211640,有限会社溝⽥畳店
〒831-0021,福岡県⼤川市⼤橋２８３
2020-05-10
 
ミ,212369,株式会社溝呂⽊⼯務店
〒114-0023,東京都北区滝野川７ー２１ー３ー１０４
2024-11-07
 
ミ,223973,株式会社三⽥
〒813-0034,福岡県福岡市東区多の津４丁⽬２番３６号
2024-12-01
 
ミ,217570,株式会社美鷹
〒121-0072,東京都⾜⽴区保塚町３番３０号
2026-02-10
http://mitaka-cor.jp/
 
ミ,118137,株式会社三鷹⾦属化⼯所
〒181-0013,東京都三鷹市下連雀７−１６−８
2026-01-26
http://www.mitakakinzoku.com/
 
ミ,120321,三鷹⾦属⼯業株式会社
〒490-1226,愛知県あま市中橋宮前６３
2023-08-26
http://www.mitakakk.co.jp
 
ミ,101276,株式会社三鷹⼯業所



〒485-0822,愛知県⼩牧市上末字雁⼾嶋１８５７−１
2024-04-11
http://www.mitaka-ind.co.jp
 
ミ,124794,美⾼産業株式会社
〒252-0815,神奈川県藤沢市⽯川６−１０−１２
2026-01-04
 
ミ,230230,株式会社三⾼産業
〒580-0032,⼤阪府松原市天美東⼆丁⽬８４番地の６
2025-06-21
http://www.mitakasangyo.co.jp
 
ミ,118157,三鷹精⼯株式会社
〒611-0041,京都府宇治市槙島町⼗壱９６−３１
2026-02-01
http://www.mitakaseiko.co.jp
 
ミ,100252,株式会社三鷹倉庫
〒544-0012,⼤阪市⽣野区巽⻄１−９−２６
2025-09-02
http://www.mitaka-soko.co.jp/
 
ミ,118993,ミタカ通信株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町２−５−１１ 岩本町Ｔ・Ｉビル８Ｆ
2024-10-11
https://www.mitaka-com.co.jp/
 
ミ,118732,ミタカ電機株式会社
〒456-0033,名古屋市熱⽥区花表町１６−１６
2024-02-28
http://www.mtkd.co.jp/
 
ミ,229168,有限会社ミタケ
〒020-0122,岩⼿県盛岡市みたけ６丁⽬１３−１２
2022-07-04
 
ミ,217715,御嵩クレーン株式会社
〒509-0207,岐⾩県可児市今渡１１８３番地５
2026-04-20
http://mitakecrane.jp/
 
ミ,210532,株式会社三⽥建築測量
〒124-0021,東京都葛飾区細⽥３ー１３ー９
2024-09-11
 
ミ,210837,三⽥⼯業株式会社
〒513-0818,三重県鈴⿅市安塚町字源平塚１３５０番地の１５
2025-01-13
http://mita-co.jp
 
ミ,221384,三⽥⼯業株式会社
〒747-0013,⼭⼝県防府市沖今宿２丁⽬３番２４号
2025-04-01
http://www.mitaq.com



 
ミ,224278,⾒⽥興業株式会社
〒496-0922,愛知県愛⻄市⼤野町未１７６番地３
2025-03-01
 
ミ,225242,有限会社ミタ⼯業
〒601-1395,京都府宇治市炭⼭堂ノ元２８番地
2025-05-01
 
ミ,217537,三⽥産機株式会社
〒930-0158,富⼭県富⼭市池多１６０２−９
2023-01-28
 
ミ,118017,株式会社三⽥商会
〒930-0834,富⼭市問屋町２−５−５
2024-01-30
http://www.mitas.co.jp/
 
ミ,223653,株式会社三⽥商店
〒020-0021,岩⼿県盛岡市中央通１丁⽬１番２３号
2024-10-01
http://www.mita-gnet.cojp
 
ミ,215876,みたぞの電設株式会社
〒590-0834,⼤阪府堺市出島町堺区４丁⽬５番２７号
2024-12-25
http://www.mitazono-densetu.co.jp
 
ミ,125193,三⽴応⽤化⼯株式会社
〒376-0011,群⾺県桐⽣市相⽣町５−４８４
2026-02-04
http://www.mitachi-eng.co.jp/
 
ミ,108535,ミタチ産業株式会社
〒460-0026,名古屋市中区伊勢⼭２−１１−２８
2025-01-13
https://www.mitachi.co.jp
 
ミ,118955,ミタチパッケージ株式会社
〒670-0056,兵庫県姫路市東今宿１−３−３
2024-07-27
http://www.mitachipackage.com/
 
ミ,128043,株式会社ミタックス
〒208-0023,東京都武蔵村⼭市伊奈平６−２−５
2025-05-11
http://www.ss-k.co.jp/mitax/
 
ミ,500066,三⽥電気⼯業株式会社
〒143-0011,東京都⼤⽥区⼤森本町⼆丁⽬２０番７号
2023-08-06
http://www.mdknet.co.jp
 
ミ,120562,三⽥電業株式会社
〒114-0034,東京都北区上⼗条４−１−６



2023-10-28
http://www.mitadengyo.co.jp
 
ミ,222099,三⾕エンジニアリング株式会社
〒910-0006,福井県福井市中央３丁⽬１番５号
2026-02-01
http://www.mitani-eng.jp/
 
ミ,215656,ミタニ建設⼯業株式会社
〒780-8086,⾼知県⾼知市針⽊東町２７番２８号
2024-10-16
https://www.mitaken.co.jp/
 
ミ,101506,三⾕興業株式会社
〒460-0003,愛知県名古屋市中区錦１−８−８
2024-07-20
http://www.mitani-kogyo.co.jp/
 
ミ,127272,株式会社三⾕合⾦製作所
〒611-0041,京都府宇治市槇島町吹前１０７−１
2024-07-24
http://www.mitanigoukin.co.jp/
 
ミ,106042,株式会社三⾕サービスエンジン
〒921-8801,⽯川県野々市市御経塚３−４７
2023-09-28
 
ミ,108965,三⾕産業株式会社
〒920-8685,⽯川県⾦沢市⽟川町１−５
2025-11-24
http://www.mitani.co.jp
 
ミ,225930,三⾕産業株式会社
〒720-0311,広島県福⼭市沼隈町草深２７８５番地２４９
2025-09-01
http://mitani-industry.co.jp/
 
ミ,121896,三⾕産業イー・シー株式会社
〒921-8801,⽯川県野々市市御経塚３−４７
2024-07-03
http://www.mitani-ec.co.jp
 
ミ,228689,三⾕産業コンストラクションズ株式会社
〒921-8801,⽯川県野々市市御経塚３丁⽬４７番地
2024-11-22
https://www.mitani-cs.co.jp/
 
ミ,108190,三⾕商事株式会社
〒612-8386,京都市伏⾒区下⿃⽻澱⼥町１４６
2024-06-05
http://www.mitanishoji.co.jp
 
ミ,508077,三⾕商事株式会社
〒910-8510,福井県福井市豊島１丁⽬３番１号三⾕ビル
2024-03-17



https://www.mitani-corp.co.jp/
 
ミ,128160,三⾕伸銅株式会社
〒601-8128,京都市南区上⿃⽻⼤柳町１−１
2025-07-12
http://www.mitanishindo.co.jp
 
ミ,508085,三⾕セキサン株式会社
〒910-8571,福井県福井市豊島⼀丁⽬３番１号
2023-10-18
http://www.m-sekisan.co.jp/
 
ミ,211803,三⾕設備株式会社
〒910-0857,福井県福井市豊島１丁⽬３番１号
2023-08-11
http://mitani-setsubi.com/
 
ミ,217948,株式会社三⾕設備⼯業
〒494-0019,愛知県⼀宮市蓮池字松⼭７１番地
2023-07-14
 
ミ,229396,株式会社三⾕タイル⼯業所
〒780-0981,⾼知県⾼知市⼀ツ橋町２丁⽬６７番地
2025-11-21
 
ミ,508074,株式会社三⾕バルブ
〒103-0001,東京都中央区⽇本橋⼩伝⾺町４番２号
2024-12-06
https://www.mitanivalve.com
 
ミ,118041,ミタニマイクロニクス株式会社
〒206-8525,東京都多摩市永⼭６−２４−１
2024-09-04
http://www.mitani-micro.co.jp/
 
ミ,503962,ミタニマイクロニクス九州株式会社
〒846-0003,佐賀県多久市北多久町多久原３０６−１４
2024-04-25
http://www.k-mitani.co.jp/
 
ミ,126653,株式会社三⽥屋製作所
〒350-0833,埼⽟県川越市芳野台２−８−１２
2024-02-27
http://www.mitaya.co.jp/
 
ミ,231182,三智⼯業株式会社
〒574-0064,⼤阪府⼤東市御領⼆丁⽬１番４７号
2025-10-25
http://michikougyo.com
 
ミ,229943,道商事株式会社
〒113-0031,東京都⽂京区根津１ー１６ー１０
2023-09-11
http://www.michishouji.com/
 



ミ,212523,有限会社道⽥建設
〒684-0066,⿃取県境港市芝町５４５ー５
2025-03-13
 
ミ,503964,株式会社ミチナス
〒802-0001,福岡県北九州市⼩倉北区浅野３−８−１ＡＩＭビル６階
2024-05-02
http://www.michinas.co.jp
 
ミ,220075,みちのく興業株式会社
〒039-1103,⻘森県⼋⼾市⼤字⻑苗代字化⽯２６番地３
2025-02-01
http://www.michinok.co.jp/
 
ミ,126649,株式会社みちのくサウンド
〒037-0512,⻘森県北津軽郡中泊町⼤字⼩泊字朝間１８−４
2024-02-27
http://www.michinoku-sound.co.jp/
 
ミ,106504,有限会社みちのく電⼯
〒038-0031,⻘森県⻘森市⼤字三内字丸⼭３８１−１７４
2025-01-13
 
ミ,225503,株式会社道端組
〒910-0844,福井県福井市⻑本町２０９番地
2025-06-01
http://michibatagumi.jp/
 
ミ,224717,株式会社ミック
〒231-0801,神奈川県横浜市中区新⼭下３丁⽬３番１７号
2025-04-01
https://www.mic1992.co.jp/
 
ミ,226697,株式会社ミック
〒457-8551,愛知県名古屋市南区元塩町３丁⽬１８
2026-05-01
https://www.micjp.com/
 
ミ,210008,株式会社ミック九州
〒808-0109,福岡県北九州市若松区南⼆島２丁⽬５番５号
2023-10-22
 
ミ,129221,ミック⼯業株式会社
〒599-8266,⼤阪府堺市中区⽑⽳町１０２
2024-01-15
 
ミ,104645,ミックス有限会社
〒569-1112,⼤阪府⾼槻市別所本町５０−１−９１０
2026-02-09
http://www.kaesu.jp
 
ミ,228398,株式会社ミック・スリー
〒980-0011,宮城県仙台市⻘葉区上杉⼀丁⽬４番３０ー２０３号
2024-08-23
http://www.mic-3.com/



 
ミ,118228,ミック電⼦⼯業株式会社
〒142-0041,東京都品川区⼾越１−７−１ 東急⼾越ビル
2023-07-30
https://mik-e.co.jp/
 
ミ,215814,ミック四⽇市株式会社
〒510-0014,三重県四⽇市市⾦場町４番３号
2024-12-04
 
ミ,100013,株式会社ミッジシステム
〒183-0023,東京都府中市宮町２−１５−１３ 第１５三ツ⽊ビル６Ｆ
2025-06-18
http://www.midge.co.jp
 
ミ,214225,株式会社ミッドアルファ
〒530-0001,⼤阪府⼤阪市北区梅⽥１丁⽬１１番４号
2025-06-07
https://www.mid-a.co.jp/
 
ミ,225336,株式会社三井
〒770-8540,徳島県徳島市北佐古⼀番町４番２７号
2025-06-01
 
ミ,229141,株式会社三亥
〒985-0016,宮城県塩竈市港町⼆丁⽬１２番３号
2025-06-27
http://www.mitsui1923.co.jp/
 
ミ,128097,三井・ダウ ポリケミカル株式会社
〒104-0028,東京都中央区⼋重洲２−２−１ 東京ミッドタウン⼋重洲１９階
2025-02-13
https://www.mdp.jp
 
ミ,500971,三井化学株式会社
〒105-7122,東京都港区東新橋１−５−２ 汐留シティセンター
2024-08-15
 
ミ,229881,三井化学アグロ株式会社
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋１丁⽬１９番１号
2023-08-06
http://www.sankyo-agro.com
 
ミ,504765,三井共同建設コンサルタント株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１−１１−１ゲートシティ⼤崎ウエストタワー１５階
2023-07-26
https://www.mccnet.co.jp/
 
ミ,219222,三井⾦属エンジニアリング株式会社
〒130-8531,東京都墨⽥区錦⽷３−２−１
2024-03-02
https://www.mesco.co.jp/
 
ミ,118926,三井⾦属計測機⼯株式会社
〒485-0059,愛知県⼩牧市⼩⽊東２−８８



2024-09-25
https://www.mitsui-kinzoku.co.jp/group/mkit/
 
ミ,121018,三井⾦属計測機⼯株式会社
〒485-0059,愛知県⼩牧市⼩⽊東２−８８
2025-02-15
http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/group/mkk
 
ミ,128098,三井⾦属商事株式会社
〒130-0013,東京都墨⽥区錦⽷３−２−１ アルカイースト９階
2025-06-29
http://www.mitsuikinzoku-t.co.jp
 
ミ,108750,三井⾦属ダイカスト株式会社
〒407-8555,⼭梨県韮崎市⼤草町下條⻄割１２００
2024-02-20
https://www.mitsui-kinzoku.co.jp/project/diecast/
 
ミ,128054,株式会社三井光機製作所
〒166-0012,東京都杉並区和⽥２−３−３
2025-02-23
http://www.mitsui-om.co.jp
 
ミ,503731,三井⼯業株式会社
〒190-0021,東京都⽴川市⽻⾐町１−４−２
2025-12-06
https://ss-mitui.co.jp/
 
ミ,210172,株式会社三⽯設備コンサルタント
〒275-0012,千葉県習志野市本⼤久保４ー１４ー１０ー２０２
2024-02-18
 
ミ,223214,株式会社満⽯建具
〒599-8125,⼤阪府堺市東区⻄野３８４
2024-06-01
 
ミ,122521,株式会社三⽯ハイセラム
〒542-0086,⼤阪府⼤阪市中央区⻄⼼斎橋２−１５−１
2024-10-07
http://www.mhc354.co.jp/
 
ミ,103344,株式会社三井新
〒544-0004,⼤阪府⼤阪市⽣野区巽北４−１２−１７
2023-08-11
http://homepage3.nifty.com/mitsuisin/
 
ミ,104863,三井情報株式会社
〒105-6215,東京都港区愛宕２−５−１ 愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー１５Ｆ
2023-08-27
https://www.mki.co.jp
 
ミ,117193,三井情報株式会社
〒105-6215,東京都港区愛宕２−５−１ 愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー１５Ｆ
2022-10-26
https://www.mki.co.jp



 
ミ,127466,三井情報株式会社
〒105-6215,東京都港区愛宕２−５−１ 愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー
2024-10-17
https://www.mki.co.jp/
 
ミ,213874,三井住建道路株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿六丁⽬２４番１号
2024-10-20
https://www.smrc.co.jp/
 
ミ,228170,三井住友建設株式会社
〒104-0051,東京都中央区佃⼆丁⽬１番６号
2024-06-14
http://www.smcon.co.jp
 
ミ,106167,三井住友ファイナンス＆リース株式会社
〒100-8287,東京都千代⽥区丸の内１−３−２
2024-03-04
https://www.smfl.co.jp
 
ミ,120392,株式会社三井製作所
〒504-0927,岐⾩県各務原市上⼾町７−１−１３
2023-09-11
 
ミ,600015,三井倉庫ロジスティクス株式会社
〒103-0015,東京都中央区⽇本橋箱崎町１９番２１号
2026-04-17
https://www.mitsui-soko.com/company/group/msl
 
ミ,218199,三井造船特機エンジニアリング株式会社
〒706-8651,岡⼭県⽟野市⽟３丁⽬１番１号
2023-08-11
 
ミ,103819,有限会社光井鉄⼯所
〒743-0001,⼭⼝県光市⼤字室積村１１１３
2024-05-01
 
ミ,213400,三井デザインテック株式会社
〒105-0014,東京都港区芝３ー２ー１８
2023-08-26
http://www.mitsui-designtec.co.jp/
 
ミ,231139,有限会社三井電気
〒250-0851,神奈川県⼩⽥原市曽⽐１３４１番地
2025-10-25
 
ミ,231371,満井電気計測株式会社
〒807-1142,福岡県北九州市⼋幡⻄区楠橋東⼀丁⽬２番１８号
2025-11-29
https://www.mitsuidenki.co.jp/
 
ミ,118909,三井電⼦株式会社
〒161-0034,東京都新宿区上落合２−２２−２３
2024-09-04



https://www.mitsuidenshi.co.jp
 
ミ,230105,株式会社三稲ガーデン
〒130-0024,東京都墨⽥区菊川⼀丁⽬１７番７号
2025-05-24
https://www.mitsuine.jp/
 
ミ,108450,株式会社三井ハイテック
〒807-8588,福岡県北九州市⼋幡⻄区⼩嶺２−１０−１
2025-04-04
https://www.mitsui-high-tec.com
 
ミ,211091,三井埠頭株式会社
〒210-0867,神奈川県川崎市川崎区扇町９番１号
2025-04-27
http://www.mitsui-wharf.co.jp
 
ミ,218994,三井不動産ビルマネジメント株式会社
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町⼆丁⽬１番１号
2024-01-26
https://www.mfbm.co.jp/
 
ミ,508030,三井物産株式会社
〒100-8631,東京都千代⽥区⼤⼿町⼀丁⽬２番１号
2023-12-18
https://www.mitsui.com/jp/ja/index.html
 
ミ,508099,三井物産エアロスペース株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内⼀丁⽬８番２号 鉄鋼ビルディング２２階
2025-04-06
http://aerospace.mitsui.co.jp/index.html
 
ミ,502492,三井物産ケミカル株式会社
〒100-6811,東京都千代⽥区⼤⼿町⼀丁⽬３−１ ＪＡビル１１Ｆ
2023-11-18
https://www.mb-chemicals.co.jp/
 
ミ,105743,三井物産スチール株式会社
〒107-6335,東京都港区⾚坂５−３−１ ⾚坂Ｂｉｚタワー３５Ｆ
2024-12-07
 
ミ,116210,三井物産プラスチック株式会社
〒100-6808,東京都千代⽥区⼤⼿町１−３−１
2023-09-28
http://www.mitsui-plastics.com/
 
ミ,128641,三井物産プラントシステム株式会社
〒105-0021,東京都港区東新橋１−９−２ 汐留住友ビル２６階
2025-12-27
https://plantsystems.mitsui.co.jp/
 
ミ,100058,三井物産マシンテック株式会社
〒105-7134,東京都港区東新橋１−５−２ 汐留シティセンター３４Ｆ
2025-07-20
http://www.mmknet.com



 
ミ,106725,三井物産メタルズ株式会社
〒103-0028,東京都中央区⼋重洲１−３−７ ファーストフィナンシャルビル２０Ｆ
2025-07-11
https://www.mitsui-metals.com/index.html
 
ミ,212227,三井ホームコンポーネント株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿⼆丁⽬１番１号
2024-06-20
http://www.mhc.co.jp/
 
ミ,508037,三井ミーハナイト・メタル株式会社
〒444-0005,愛知県岡崎市岡町字上野川１１１番地
2024-03-03
https://www.m-meehanite.co.jp/
 
ミ,108355,ミツイワ株式会社
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕３−１５−６
2024-09-30
https://www.mitsuiwa.co.jp/
 
ミ,100704,三扇⼯業株式会社
〒803-0802,北九州市⼩倉北区東港１−５−５
2026-04-18
http://www.mitsuohgi.co.jp/
 
ミ,105090,ミツカワ電機株式会社
〒214-0001,神奈川県川崎市多摩区菅６−１１−１１
2024-04-16
 
ミ,123586,ミツキ産業株式会社
〒671-1242,兵庫県姫路市網⼲区浜⽥１０００
2025-02-16
 
ミ,101182,株式会社三築緑屋システム
〒114-0001,東京都北区東⼗条３−４−３
2024-03-14
http://www.mitsuki-midoriya.co.jp/
 
ミ,230844,株式会社ミツキヤ
〒316-0002,茨城県⽇⽴市桜川町三丁⽬２番１５号
2025-09-20
https://www.mitsukiya.co.jp/
 
ミ,220327,三⾦塗装株式会社
〒171-0043,東京都豊島区要町１丁⽬３番７号
2024-10-12
 
ミ,118035,三邦産業株式会社
〒223-0057,横浜市港北区新⽻町２０９２
2023-09-05
http://www.mitukuni.co.jp
 
ミ,219248,光蔵⼯業株式会社
〒901-2131,沖縄県浦添市牧港５丁⽬１３番１号



2024-03-09
 
ミ,505660,株式会社密⼝精⼯
〒520-1501,滋賀県⾼島市新旭町旭１３３６−３
2025-01-17
 
ミ,218230,有限会社⾒付⼯務店
〒121-0052,東京都⾜⽴区六⽊４−５−２８
2023-08-18
 
ミ,213474,株式会社三越伊勢丹
〒160-0022,東京都新宿区新宿３丁⽬１４番１号
2023-10-21
 
ミ,213450,株式会社三越伊勢丹プロパティ・デザイン
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿三丁⽬２番５号
2023-09-30
http://www.impd.co.jp/
 
ミ,228964,株式会社三越伊勢丹プロパティ・デザイン
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿３丁⽬２番５号
2025-04-11
http://www.impd.co.jp/
 
ミ,224357,三ッ澤建装株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜１丁⽬１３番地１２
2025-03-01
_
 
ミ,218480,株式会社満嶋商会
〒800-0211,福岡県北九州市⼩倉南区新曽根１６番４６号
2023-10-06
http://ms-co.jp/
 
ミ,122496,御津電⼦株式会社
〒700-0002,岡⼭市北区宿本町８−１５
2024-10-06
https://mitsudenshi.co.jp
 
ミ,227678,有限会社三ツ友興業
〒221-0834,神奈川県横浜市神奈川区台町１１番地２１号１０２
2024-03-23
 
ミ,129104,株式会社ミツトヨ
〒213-8533,神奈川県川崎市⾼津区坂⼾１−２０−１
2023-09-25
 
ミ,118061,三豊⼯業株式会社
〒431-1112,静岡県浜松市⻄区⼤⼈⾒町３１７８
2024-09-22
http://www.m-toyo.co.jp
 
ミ,505267,三豊通商株式会社
〒192-0081,東京都⼋王⼦市横⼭町２０−１３
2025-08-07



http://www.mitutoyo-inc.co.jp
 
ミ,230168,株式会社光永⼯務店
〒811-1355,福岡県福岡市南区桧原六丁⽬４４番１号
2025-06-07
 
ミ,108660,株式会社三ツ波
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥２−３０−１１
2023-12-19
http://www.mitsunami.co.jp
 
ミ,230400,光延電気⼯事株式会社
〒713-8115,岡⼭県倉敷市⽟島道⼝２０６５番地１
2025-07-12
 
ミ,100188,株式会社三橋製作所
〒212-0055,神奈川県川崎市幸区南加瀬５−２２−５
2025-08-16
 
ミ,100775,有限会社三ツ原⼯芸社
〒198-0023,東京都⻘梅市今井３−５−２４
2026-06-10
http://www.mitsuhara.co.jp
 
ミ,100949,株式会社ミツバ
〒376-8555,群⾺県桐⽣市広沢町１−２６８１
2023-12-09
http://www.mitsuba.co.jp
 
ミ,128038,株式会社ミツバ
〒101-0024,東京都千代⽥区神⽥和泉町１−１１
2025-06-04
http://www.mitsubanet.com/
 
ミ,502796,株式会社ミツバ化成
〒333-0844,埼⽟県川⼝市上⻘⽊２−２４−１６
2025-02-06
http://mitsuba.server-shared.com
 
ミ,230529,株式会社三葉⼯事
〒238-0022,神奈川県横須賀市公郷町⼀丁⽬５４番６号
2025-07-26
 
ミ,230317,三葉電機⼯業株式会社
〒812-0892,福岡県福岡市博多区東那珂⼀丁⽬１５番７１号
2025-06-28
https://www.mitsuba-net.co.jp/
 
ミ,128138,三林精⼯株式会社
〒511-0244,三重県員弁郡東員町⼤⽊１９６１
2026-03-18
 
ミ,212259,株式会社ミツヒデ
〒959-1755,新潟県五泉市⻘橋甲５４８
2024-07-11



http://mituhide.co.jp/wordpress/
 
ミ,213791,株式会社みつひら産業
〒859-3241,⻑崎県佐世保市有福町３６８−２
2024-08-04
 
ミ,129485,三菱アルミニウム株式会社
〒105-8546,東京都港区芝２−３−３ 芝⼆丁⽬⼤⾨ビルディング
2024-06-16
http://www.malco.co.jp/ja/index.html
 
ミ,104537,三菱ＨＣキャピタル株式会社
〒100-6525,東京都千代⽥区丸の内１−５−１ 新丸の内ビルディング
2025-09-13
 
ミ,508005,三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社
〒105-0021,東京都港区東新橋１−９−２ 汐留住友ビル２５Ｆ
2024-08-24
https://www.m-ep.co.jp
 
ミ,118716,三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社
〒105-0021,東京都港区東新橋１−９−２ 汐留住友ビル２５Ｆ
2024-03-17
http://www.m-ep.co.jp
 
ミ,508069,三菱鉛筆株式会社
〒140-8537,東京都品川区東⼤井５丁⽬２３番３７号
2025-02-05
https://www.mpuni.co.jp/
 
ミ,118113,三菱王⼦紙販売株式会社
〒130-0026,東京都墨⽥区両国２−１０−１４ 両国シティコア
2023-06-17
https://mo-ps.co.jp/
 
ミ,129981,三菱⽡斯化学株式会社
〒100-8324,東京都千代⽥区丸の内２−５−２ 三菱ビル
2025-05-24
https://www.mgc.co.jp/
 
ミ,504812,三菱ガス化学トレーディング株式会社
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町⼆丁⽬２番地１ ＫＡＮＤＡ ＳＱＵＡＲＥ１５階
2025-12-07
https://www.mgctrading.co.jp/
 
ミ,505462,三菱ガス化学トレーディング株式会社
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町２−２−１ ＫＡＮＤＡ ＳＱＵＡＲＥ１５Ｆ
2023-09-11
 
ミ,108990,三菱ケミカル株式会社
〒100-8251,東京都千代⽥区丸の内１−１−１ パレスビル
2024-04-26
https://www.m-chemical.co.jp
 
ミ,118891,三菱ケミカル株式会社



〒100-8251,東京都千代⽥区丸の内１−１−１ パレスビル
2024-06-22
https://www.m-chemical.co.jp
 
ミ,120515,三菱ケミカル株式会社
〒100-8251,東京都千代⽥区丸の内１−１−１
2023-10-16
https://www.m-chemical.co.jp/
 
ミ,502918,三菱ケミカル株式会社
〒100-8251,東京都千代⽥区丸の内１−１−１ パレスビル
2026-02-04
https://www.m-chemical.co.jp/
 
ミ,508000,三菱ケミカル株式会社
〒100-8251,東京都千代⽥区丸の内１丁⽬１−１
2023-06-09
http://www.m-chemical.co.jp
 
ミ,102679,三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１−１１−２
2023-07-12
http://www.mcas.co.jp
 
ミ,108105,三菱商事株式会社
〒100-8086,東京都千代⽥区丸の内２−３−１
2024-02-21
http://www.mitsubishicorp.com/
 
ミ,508040,三菱商事株式会社
〒100-8086,東京都千代⽥区丸の内⼆丁⽬３番１号
2023-12-25
http://www.mitsubishicorp.com/
 
ミ,112481,三菱商事ＲｔＭジャパン株式会社
〒100-7027,東京都千代⽥区丸の内２−７−２ ＪＰタワー２７階
2024-08-07
http://www.mitsubishicorprtm.com
 
ミ,221663,三菱商事建材株式会社
〒170-6012,東京都豊島区東池袋三丁⽬１番１号
2025-05-01
http://www.mckenzai.co.jp
 
ミ,118723,三菱商事テクノス株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦３−１−２１
2024-03-24
http://www.mmts.co.jp
 
ミ,127334,三菱商事プラスチック株式会社
〒100-8350,東京都千代⽥区丸の内１−８−３ 丸の内トラストタワー本館１１Ｆ
2024-08-18
http://www.mcplas.co.jp/
 
ミ,220128,三菱重⼯エンジン＆ターボチャージャ株式会社



〒252-5293,神奈川県相模原市中央区⽥名３０００番地
2024-08-03
 
ミ,213297,三菱重⼯機械システム株式会社
〒652-8585,兵庫県神⼾市兵庫区和⽥崎町⼀丁⽬１番１号
2026-07-01
https://www.mhi.com/jp/group/mhims/
 
ミ,218075,三菱重⼯業株式会社
〒100-8332,東京都千代⽥区丸の内三丁⽬２番３号
2026-04-01
https://www.mhi.com/jp/
 
ミ,105948,三菱重⼯サーマルシステムズ株式会社
〒100-8332,東京都千代⽥区丸の内３−２−３
2026-06-22
http://www.mhi-mth.co.jp/index.html
 
ミ,102486,三菱重⼯冷熱株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦２−１１−５
2025-03-22
http://www.mhiair.co.jp/index.html
 
ミ,508064,三菱スペース・ソフトウエア株式会社
〒105-5129,東京都港区浜松町⼆丁⽬４番１号 世界貿易センタービル南館２９階
2024-11-22
http://www.mss.co.jp
 
ミ,150030,三菱製鋼株式会社
〒104-8550,東京都中央区⽉島４−１６−１３ Ｄａｉｗａ⽉島ビル
2026-01-19
 
ミ,103536,三菱製紙株式会社
〒130-0026,東京都墨⽥区両国２−１０−１４ 両国シティコア
2023-12-09
https://www.mpm.co.jp
 
ミ,118054,三菱倉庫株式会社
〒103-8630,東京都中央区⽇本橋１−１９−１
2024-04-08
https://www.mitsubishi-logistics.co.jp/
 
ミ,128014,株式会社三菱総合研究所
〒100-8141,東京都千代⽥区永⽥町２−１０−３
2025-02-16
https://www.mri.co.jp
 
ミ,108420,三菱電機株式会社
〒100-8310,東京都千代⽥区丸の内２−７−３
2024-09-20
http://www.mitsubishielectric.co.jp
 
ミ,113949,三菱電機インダストリアルソリューションズ株式会社
〒231-8601,神奈川県横浜市中区富⼠⾒町３−２
2024-09-22



https://www.misolutions.co.jp
 
ミ,114444,三菱電機インダストリアルソリューションズ株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内３−３−１ 新東京ビル３Ｆ
2024-03-15
 
ミ,118088,三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦４−１３−２３ ＭＳ芝浦ビル
2025-05-22
http://www.mdis.co.jp
 
ミ,108047,三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦４−６−８
2026-03-01
https://www.mind.co.jp/
 
ミ,108400,三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦４−６−８
2025-12-13
https://www.mind.co.jp
 
ミ,114527,三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦４−６−８
2024-07-26
https://www.mind.co.jp/
 
ミ,118361,三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦４−６−８ ⽥町ファーストビル
2023-12-06
http://www.mind.co.jp
 
ミ,126658,三菱電機ＦＡ産業機器株式会社
〒819-0192,福岡県福岡市⻄区今宿東１−１−１
2024-02-27
http://www.melfaip.co.jp/
 
ミ,108037,三菱電機エンジニアリング株式会社
〒102-0073,東京都千代⽥区九段北１−１３−５ ヒューリック九段ビル
2026-02-08
http://www.mee.co.jp
 
ミ,100540,三菱電機コントロールパネル株式会社
〒651-2271,兵庫県神⼾市⻄区⾼塚台１−５−８
2026-01-11
https://www.melcp.co.jp
 
ミ,123774,三菱電機コントロールパネル株式会社
〒652-8555,兵庫県神⼾市兵庫区和⽥崎町１−１−２
2025-04-05
https://www.melcp.co.jp/
 
ミ,128085,三菱電機システムサービス株式会社
〒154-8520,東京都世⽥⾕区太⼦堂４−１−１ キャロットタワー２０階
2024-12-07
 



ミ,114838,三菱電機社会インフラ機器株式会社
〒669-3601,兵庫県丹波市氷上町成松１５１
2024-07-17
https://www.mpue.co.jp/
 
ミ,118713,三菱電機照明株式会社
〒247-0056,神奈川県鎌倉市⼤船２−１４−４０
2024-03-23
http://www.mitsubishielectric.co.jp
 
ミ,220278,三菱電機住環境システムズ株式会社
〒110-0014,東京都台東区北上野２−８−７
2024-09-21
 
ミ,118055,三菱電機ソフトウエア株式会社
〒105-5129,東京都港区浜松町２−４−１ 世界貿易センタービル南館２９階
2023-10-07
https://www.mesw.co.jp
 
ミ,118232,三菱電機ソフトウエア株式会社
〒105-5129,東京都港区浜松町２−４−１
2024-03-27
https://www.mesw.co.jp/
 
ミ,118777,三菱電機ソフトウエア株式会社
〒105-5129,東京都港区浜松町２−４−１ 世界貿易センタービル南館２９階
2024-03-03
https://www.mesw.co.jp
 
ミ,128158,三菱電機ソフトウエア株式会社
〒105-5129,東京都港区浜松町２−４−１ 世界貿易センタービル南館２９階
2026-04-02
https://www.mesw.co.jp/index.html
 
ミ,118077,三菱電機特機システム株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１−１５−９ 光村ビル７Ｆ
2024-03-07
http://www.melos.co.jp
 
ミ,108805,三菱電機トレーディング株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内２−１−１ 明治⽣命館４階
2025-09-04
https://www.melco-trading.net/index.html
 
ミ,128103,三菱電機ビルソリューションズ株式会社
〒100-0006,東京都千代⽥区有楽町１−７−１
2026-02-05
 
ミ,118175,三菱電機プラントエンジニアリング株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野５−２４−８ 住友不動産上野ビル６号館
2025-08-03
https://www.mpec.co.jp/
 
ミ,108455,三菱電機ホーム機器株式会社
〒369-1295,埼⽟県深⾕市⼩前⽥１７２８−１



2024-11-17
https://www.mitsubishielectric.co.jp
 
ミ,103398,三菱電機メカトロニクスエンジニアリング株式会社
〒461-0047,愛知県名古屋市東区⼤幸南１−１−９ ⼤幸ビル
2023-09-08
http://www.mmeg.co.jp
 
ミ,219475,三菱電機冷熱機器販売株式会社
〒101-0062,東京都千代⽥区神⽥駿河台２−３−１１
2024-03-23
https://www.mitsubishielectric.co.jp/group/reihan/
 
ミ,126520,三菱電機冷熱プラント株式会社
〒140-0013,東京都品川区南⼤井３−１４−９
2024-01-27
http://www.mitsubishielectric.co.jp/group/plant/
 
ミ,108017,三菱電機ロジスティクス株式会社
〒151-0073,東京都渋⾕区笹塚２−１−６
2026-01-19
http://www.mdlogis.co.jp
 
ミ,108233,三菱電線⼯業株式会社
〒100-8303,東京都千代⽥区丸の内３−４−１ 新国際ビル６Ｆ
2024-08-13
https://www.mitsubishi-cable.co.jp
 
ミ,118504,三菱電線⼯業販売株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内３−４−１
2025-11-18
https://www.mcis.jp/
 
ミ,125813,三菱⻑崎機⼯株式会社
〒851-0301,⻑崎市深堀町１−２−１
2023-09-20
 
ミ,103500,三菱パワーインダストリー株式会社
〒231-0012,神奈川県横浜市中区相⽣町３−５６−１ ＫＤＸ横浜関内ビル
2023-11-06
https://ids.power.mhi.com
 
ミ,104981,三菱⽇⽴ホームエレベーター株式会社
〒501-3772,岐⾩県美濃市楓台３８ 美濃テクノパーク内
2023-11-17
http://www.mh-he.co.jp
 
ミ,118004,三菱プレシジョン株式会社
〒108-0075,東京都港区港南１−６−４１ 芝浦クリスタル品川８階
2024-03-10
https://www.mpcnet.co.jp
 
ミ,103825,三菱マテリアル株式会社
〒100-0005,東京都千代⽥区丸の内３−４−１
2022-07-10



https://www.mmc.co.jp
 
ミ,108500,三菱マテリアル株式会社
〒100-8117,東京都千代⽥区丸の内３−２−３ 丸の内⼆重橋ビル２２Ｆ
2025-03-30
http://www.mmc.co.jp
 
ミ,215687,三菱マテリアルテクノ株式会社
〒110-0016,東京都台東区台東１ー３０ー７
2024-10-23
 
ミ,118545,三菱マテリアルトレーディング株式会社
〒103-0007,東京都中央区⽇本橋浜町３−２１−１ ⽇本橋浜町Ｆタワー１７階
2024-05-28
 
ミ,505317,三穂電機株式会社
〒164-0011,東京都中野区中央⼀丁⽬２６番９号ＹＵ−ＣＯＵＲＴ中野坂上２０４号
2025-12-12
http://www.mitsuho.co.jp
 
ミ,118034,株式会社三星
〒919-0412,福井県坂井市春江町江留中３９−４−１
2024-04-07
 
ミ,126524,株式会社三ツ星
〒510-0082,三重県四⽇市市中部１−２０
2024-01-30
http://www.mitsubosi.co.jp
 
ミ,128092,株式会社三ツ星
〒541-0053,⼤阪府⼤阪市中央区本町１−４−８ エスリードビル本町５Ｆ
2025-01-19
https://www.kk-mitsuboshi.co.jp
 
ミ,210690,株式会社ミツボシ
〒510-8114,三重県三重郡川越町⼤字⻲崎新⽥５２−５２
2024-11-12
http://www.mitsuboshi-co.com
 
ミ,219306,株式会社ミツボシ
〒703-8256,岡⼭県岡⼭市中区浜１丁⽬９番２５号
2024-03-16
http://www.1946mitsuboshi.co.jp
 
ミ,104466,三星化学⼯業株式会社
〒175-0082,東京都板橋区⾼島平１−４９−４
2025-07-15
http://www.mitsuboshi-chem.co.jp/
 
ミ,150126,三星⾦属⼯業株式会社
〒959-1286,新潟県燕市⼩関７３６番地
2024-02-20
 
ミ,118719,三星⼯業株式会社
〒949-3211,新潟県上越市柿崎区法⾳寺３４５



2024-03-09
https://www.mitsuboshi-k.co.jp
 
ミ,220757,株式会社三ツ星⼯業
〒413-0018,静岡県熱海市上宿町９番１５号
2025-03-01
http://www.mitsuboshikougyo.co.jp
 
ミ,229298,三星⼯業株式会社
〒504-0957,岐⾩県各務原市⾦属団地１０５番地
2025-09-20
http://www.mitsuboshi-kk.co.jp
 
ミ,218012,三星産業株式会社
〒120-0047,東京都⾜⽴区宮城１ー２０ー１５
2025-02-01
http://www.mitubosisangyo.co.jp/
 
ミ,122772,三星産業貿易株式会社
〒577-0054,⼤阪府東⼤阪市⾼井⽥元町２−１５−１２
2024-11-14
http://www.mitsu-boshi.co.jp/
 
ミ,118305,三ツ星製作株式会社
〒679-4232,兵庫県姫路市林⽥町上伊勢３００
2023-08-20
http://www.mitsuboshi-ss.com
 
ミ,503300,株式会社三星製作所
〒590-0005,⼤阪府堺市堺区南清⽔町１丁３番１８号
2024-11-24
http://www.mstonbo.co.jp
 
ミ,217001,三星電機株式会社
〒415-0021,静岡県下⽥市１丁⽬１２番９号
2025-08-27
_
 
ミ,128081,三ツ星ベルト株式会社
〒653-0024,神⼾市⻑⽥区浜添通４−１−２１
2025-04-04
http://www.mitsuboshi.co.jp
 
ミ,100229,三ツ星ベルト販賣株式会社
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋２−３−４
2025-08-26
 
ミ,500263,ミツマ商事株式会社
〒600-8457,京都府京都市下京区油⼩路通万寿寺下る上⾦仏町２６７番地
2024-04-10
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.mitsuma-s.co.jp
 
ミ,128832,株式会社ミツミ
〒577-0044,東⼤阪市⻄堤学園町２−４−２７
2023-03-03



http://www.mitsumi323.co.jp/
 
ミ,108333,ミツミ電機株式会社
〒206-8567,東京都多摩市鶴牧２−１１−２
2025-08-23
http://www.mitsumi.co.jp
 
ミ,216471,三峯産業株式会社
〒224-0007,神奈川県横浜市都筑区荏⽥南５−１８−６９
2022-05-21
http://www.mitsumine-sangyo.co.jp
 
ミ,108135,三峰電気株式会社
〒108-0014,東京都港区芝５−１０−１４
2024-03-14
http://www.mitsuminedenki.co.jp
 
ミ,126525,株式会社ミツミネ電⼦
〒212-0032,神奈川県川崎市幸区新川崎２−３
2024-01-30
http://www.mitsumine-denshi.co.jp/
 
ミ,231568,株式会社光宗架設
〒191-0024,東京都⽇野市万願寺六丁⽬３５−２
2026-01-17
 
ミ,118171,光村印刷株式会社
〒141-8567,東京都品川区⼤崎１−１５−９
2026-05-06
http://www.mitsumura.co.jp
 
ミ,221205,株式会社光本⼯務店
〒963-0102,福島県郡⼭市安積町笹川字北向８４番地の２
2025-03-01
http://www.mitsumoto-koumuten.co.jp
 
ミ,124320,ミツモト商事株式会社
〒186-0003,東京都国⽴市富⼠⾒台４−３７−１８
2025-07-02
http://www.mitumoto.co.jp
 
ミ,215114,三守測量株式会社
〒370-0862,群⾺県⾼崎市⽚岡町三丁⽬１３番１０号
2023-12-05
 
ミ,118094,株式会社三ツ⽮
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥３−８−１１
2024-05-15
https://www.mitsuyanet.co.jp
 
ミ,122372,株式会社三ツ⽮
〒332-0021,埼⽟県川⼝市⻄川⼝６−７−３１
2024-08-29
http://www.mitsuya-gr.co.jp/
 



ミ,221815,株式会社ミツヤ
〒003-0832,北海道札幌市⽩⽯区北郷２条４丁⽬６番２７号
2025-07-01
 
ミ,231244,三⽮⼯業株式会社
〒384-2305,⻑野県北佐久郡⽴科町⼤字芦⽥２０００番地１
2025-11-08
https://mitsuyakogyo.co.jp/
 
ミ,102106,ミツヤ産業株式会社
〒135-0034,東京都江東区永代１−１２−７
2025-01-10
 
ミ,214763,光安建設株式会社
〒830-1127,福岡県久留⽶市北野町⾚司１８５８
2023-06-06
 
ミ,216678,ミツヤ送⾵機株式会社
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨１丁⽬２番３号
2025-06-18
https://www.mitsuyaj.co.jp
 
ミ,217217,有限会社ミツヤマ
〒574-0064,⼤阪府⼤東市御領２−１−２４
2025-10-15
 
ミ,212708,株式会社ミツヤマグリーンプロジェクト
〒969-0304,福島県⽩河市⼤信下新城字北⼭６１ー１
2025-06-26
 
ミ,217361,株式会社三吉
〒577-0835,⼤阪府東⼤阪市柏⽥⻄⼆丁⽬８番７号
2025-12-03
http://www.e-mitsuyoshi.co.jp/
 
ミ,104496,ミツヨシ電⼯株式会社
〒151-0073,東京都渋⾕区笹塚１−４２−４
2022-08-02
 
ミ,125922,株式会社ミツル光学研究所
〒216-0005,神奈川県川崎市宮前区⼟橋２−１−６
2023-10-21
http://www.mitsuru-op.co.jp/
 
ミ,213498,株式会社三鶴⼯業所
〒498-0004,愛知県弥富市⼜⼋⼆丁⽬１１９番地
2023-11-11
https://www.mitsuru-kougyou.co.jp/
 
ミ,225248,株式会社ミツルヤ製作所
〒399-0005,⻑野県松本市野溝⽊⼯１丁⽬７番１４号
2025-05-01
 
ミ,103711,ミツワ株式会社
〒111-8560,東京都台東区花川⼾２−７−１



2024-03-18
http://www.mitsuwa-kk.co.jp
 
ミ,210175,株式会社ミツワ
〒676-0803,兵庫県⾼砂市百合丘１番６２の１号
2024-02-18
 
ミ,211968,株式会社美津和
〒942-0082,新潟県上越市国府１−２２−１１
2024-01-10
 
ミ,214734,株式会社ミツワ
〒332-0011,埼⽟県川⼝市元郷６ー１０ー７
2023-05-23
 
ミ,120688,株式会社美津和科学製作所
〒143-0016,東京都⼤⽥区⼤森北１−２４−１１
2023-12-02
 
ミ,101509,株式会社三ツ輪機械製作所
〒456-0005,愛知県名古屋市熱⽥区池内町２−６
2024-07-20
 
ミ,108013,株式会社ミツワケミカル
〒254-0026,神奈川県平塚市中堂１８−８
2026-07-09
http://www.mitsuwa-chemical.com/
 
ミ,216256,株式会社ミツワコーポレーション
〒390-0317,⻑野県松本市⼤字洞２４４番地１
2025-04-02
 
ミ,210140,株式会社ミツワ⼯業
〒284-0033,千葉県四街道市鷹の台３丁⽬１４番４号
2024-01-16
 
ミ,212859,ミツワ興業株式会社
〒940-1146,新潟県⻑岡市下条町字清⽔⽥１１８８番地
2025-10-17
http://mitsuwa-nagaoka.co.jp/
 
ミ,221172,株式会社ミツワ⼯業
〒183-0031,東京都府中市⻄府町４−２０−１
2025-03-01
https://mitsuwa.lline-group.co.jp/
 
ミ,224497,ミツワ興業株式会社
〒940-1146,新潟県⻑岡市下条町字清⽔⽥１１８８番地
2025-04-01
http://mitsuwa-nagaoka.co.jp/
 
ミ,226675,株式会社みつわ巧芸
〒123-0873,東京都⾜⽴区扇２ー２２ー９
2026-05-01
http://www.mituwakougei.com



 
ミ,211289,株式会社三ツ輪商会
〒050-0081,北海道室蘭市⽇の出町２丁⽬１８番１５号
2022-07-21
 
ミ,224403,株式会社三ッ輪商会
〒084-0905,北海道釧路市⿃取南５ー１２ー５
2025-04-01
http://www.syoukai.mitsuwa-ltd.co.jp/
 
ミ,104614,株式会社ミツワ精機製作所
〒402-0045,⼭梨県都留市⼤幡１１８５
2025-12-12
http://www.mitsuwaseiki.co.jp/
 
ミ,214581,株式会社三和製作
〒489-0003,愛知県瀬⼾市⽳⽥町８８６番地１４
2026-02-21
http://www.mitsuwa-seisaku.com
 
ミ,125657,ミツワ通信機株式会社
〒142-0063,東京都品川区荏原５−１１−１７
2026-07-15
 
ミ,231699,株式会社ミツワ鐵⼯
〒999-4552,⼭形県尾花沢市荻袋１３１８番地１
2026-02-21
https://www.mituwa-tekko.com/
 
ミ,118091,三和電気株式会社
〒140-0004,東京都品川区南品川６−７−９
2024-12-15
http://www.mitsuwa-elec.co.jp
 
ミ,216002,ミツワ電機株式会社
〒103-0004,東京都中央区東⽇本橋２丁⽬２６番３号
2025-02-05
http://www.mitsuwadenki.co.jp/
 
ミ,118367,ミツワ電機⼯業株式会社
〒583-8550,⼤阪府⽻曳野市誉⽥７−７２０
2023-10-22
http://www.mitsuwa-ec.co.jp/
 
ミ,220587,株式会社ミツワトラスト
〒131-0033,東京都墨⽥区向島⼆丁⽬５番９号
2024-12-27
 
ミ,102969,株式会社ミツワ堂
〒275-0011,千葉県習志野市⼤久保２−４−５
2026-01-22
http://www.mitsuwado.co.jp/
 
ミ,120361,株式会社ミツワパーツ
〒325-0001,栃⽊県那須郡那須町⾼久甲４６９０−１５３



2023-09-02
http://www.mituwa-p.co.jp
 
ミ,118093,株式会社三ツワフロンテック
〒530-0041,⼤阪市北区天神橋３−６−２４
2025-04-22
http://www.mitsuwa.co.jp
 
ミ,230742,ミツワヤンマー株式会社
〒380-0928,⻑野県⻑野市若⾥四丁⽬１８番２８号
2025-08-23
https://mitsuwa-yanmar.jp
 
ミ,118083,株式会社みづほ合成⼯業所
〒454-0813,名古屋市中川区乗越町２−４１
2025-03-20
http://www.mizuho-go.co.jp/
 
ミ,128192,株式会社ミヅホ製作所
〒470-1147,愛知県豊明市阿野町坂部２６
2025-10-02
 
ミ,221039,株式会社ミディック
〒468-0047,愛知県名古屋市天⽩区井の森町１５８番地
2025-01-01
http://www.midic.co.jp/
 
ミ,213236,株式会社ミディック造作
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀３ー７ー４
2023-05-13
 
ミ,212155,美東建設株式会社
〒177-0032,東京都練⾺区⾕原５ー２８ー２７
2024-04-25
 
ミ,217935,有限会社⽔⼾兄弟鉄筋⼯業所
〒981-1526,宮城県⾓⽥市神次郎字鍛冶屋澤３７−１
2023-07-14
 
ミ,226815,株式会社⽔⼾京成百貨店
〒310-0026,茨城県⽔⼾市泉町１丁⽬６番１号
2023-06-01
http://www.mitokeisei.co.jp
 
ミ,128125,⽔⼾⼯業株式会社
〒101-0036,東京都千代⽥区神⽥北乗物町６
2025-07-30
http://www.mitokogyo.co.jp
 
ミ,216250,三登商事株式会社
〒533-0022,⼤阪府⼤阪市東淀川区菅原４丁⽬５番２５号
2025-04-02
http://eiwa.co-site.jp/group/index.html
 
ミ,129838,⽔⼾精⼯株式会社



〒311-1251,茨城県ひたちなか市⼭崎７１ ⼭崎⼯業団地内
2025-03-18
http://www.mitoseiko.co.jp/
 
ミ,230648,株式会社⽔⼾設備⼯業
〒321-0982,栃⽊県宇都宮市御幸ケ原町１４３番地４７
2025-08-02
https://www.mitosetsubi.com
 
ミ,101995,⽔⼾ソフトエンジニアリング株式会社
〒312-0062,茨城県ひたちなか市⾼場４−１８−３０
2024-12-03
http://www.mito-soft.com/
 
ミ,216906,⽔⼾通信⼯業株式会社
〒310-0036,茨城県⽔⼾市新荘２ー７ー３３
2025-07-23
http://www.mitotuu.co.jp/
 
ミ,220692,⽔⼾部株式会社
〒110-0016,東京都台東区台東⼆丁⽬８番４号
2025-02-07
http://www.mitobe.com/
 
ミ,216888,⽔⼾ホーチキ株式会社
〒310-0852,茨城県⽔⼾市笠原町１７１１−１９
2025-07-16
http://www.mito-hochiki.co.jp
 
ミ,227869,ミトミ⼯業株式会社
〒085-0847,北海道釧路市⼤町８丁⽬１番１２号
2021-04-10
 
ミ,118114,三友株式会社
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥１−２−３３ ⽩雉⼦ビル９Ｆ
2026-02-18
http://www.mitomo.co.jp
 
ミ,227769,株式会社ミトモ製作所
〒770-0942,徳島県徳島市昭和町⼋丁⽬２７番地７
2024-03-28
http://www.mitomo-ss.co.jp/
 
ミ,505060,有限会社三友電⼯
〒142-0043,東京都品川区⼆葉１−３−２５
2024-04-03
 
ミ,216564,有限会社三友電設⼯業
〒790-0062,愛媛県松⼭市南江⼾２丁⽬８号２７番
2025-06-04
 
ミ,118353,株式会社ミトヨ
〒104-0033,東京都中央区新川１−１６−１０
2024-02-09
http://www.mitoyo-net.co.jp



 
ミ,100329,株式会社⽔⼾洋紙店
〒310-0852,茨城県⽔⼾市笠原町１７１１−１５
2025-09-22
http://www.mitoyoushiten.jp/
 
ミ,128296,三豊精⼯株式会社
〒192-0045,東京都⼋王⼦市⼤和⽥町２−２１−８
2026-05-17
http://www.mitoyo-corp.co.jp
 
ミ,121829,三豊林材⼯業株式会社
〒769-1101,⾹川県三豊市詫間町詫間２１１２
2024-06-12
http://www.mitoyorinzai.co.jp/
 
ミ,128052,株式会社ミトリカ
〒310-0851,茨城県⽔⼾市千波町北葉⼭１７８５
2024-12-25
http://www.milas.co.jp/
 
ミ,118319,ミドリ安全株式会社
〒150-8455,東京都渋⾕区広尾５−４−３
2023-11-16
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,120596,ミドリ安全⻘森株式会社
〒030-0946,⻘森市古館１−１０−７
2023-11-11
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,129444,ミドリ安全秋⽥株式会社
〒010-0802,秋⽥県秋⽥市外旭川字三後⽥２０４
2024-05-18
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,121976,ミドリ安全⽯川株式会社
〒920-0362,⽯川県⾦沢市古府１−１１８
2024-07-24
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,118379,ミドリ安全茨城株式会社
〒316-0003,茨城県⽇⽴市多賀町５−１６−３
2023-11-26
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,123772,ミドリ安全岩⼿株式会社
〒020-0864,岩⼿県盛岡市⻄仙北１−１８−２４
2025-04-05
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,104729,ミドリ安全宇都宮株式会社
〒321-0934,栃⽊県宇都宮市簗瀬４−１２−３２
2026-04-13
 



ミ,128046,ミドリ安全宇都宮株式会社
〒321-0934,栃⽊県宇都宮市簗瀬４−１２−３２
2025-04-09
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,218841,ミドリ安全エア・クオリティ株式会社
〒340-0003,埼⽟県草加市稲荷五丁⽬２７番１号
2023-12-22
https://www.midori-maq.com/
 
ミ,128071,ミドリ安全⿅児島株式会社
〒890-0034,⿅児島市⽥上７−４−１７ 
2025-04-03
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,124001,ミドリ安全北九州株式会社
〒805-0058,福岡県北九州市⼋幡東区前⽥１５２０−１６
2025-06-23
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,124426,ミドリ安全君津株式会社
〒299-1147,千葉県君津市⼈⾒１０１３−５
2025-08-20
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,128117,ミドリ安全岐⾩株式会社
〒500-8269,岐⾩県岐⾩市茜部中島２−６４−２
2025-10-05
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,504601,ミドリ安全熊本株式会社
〒862-0951,熊本県熊本市中央区上⽔前寺２丁⽬５番７号
2022-09-23
 
ミ,128096,ミドリ安全⼩倉株式会社
〒800-0207,北九州市⼩倉南区沼緑町１−１１−２３
2025-04-20
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,128033,ミドリ安全⼩牧株式会社
〒481-0021,愛知県北名古屋市久地野牧野４５
2025-05-11
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,118768,ミドリ安全⼭陰株式会社
〒690-0049,島根県松江市袖師町９−３２
2024-04-04
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,120274,ミドリ安全滋賀株式会社
〒520-3026,滋賀県栗東市下鈎３５１
2023-08-12
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,128142,ミドリ安全知多株式会社



〒478-0036,愛知県知多市新舞⼦字北⻄⽥３２−１
2025-09-13
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,118758,ミドリ安全筑波株式会社
〒305-0042,茨城県つくば市下広岡１０５５−５４３
2024-04-04
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,100364,ミドリ安全徳⼭株式会社
〒745-0816,⼭⼝県周南市遠⽯１−９−３６
2025-09-30
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,128101,ミドリ安全富⼭株式会社
〒930-0803,富⼭県富⼭市下新本町４−１５
2025-11-29
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,123848,ミドリ安全⻑崎株式会社
〒852-8116,⻑崎県⻑崎市平和町４−１
2025-05-07
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,118386,ミドリ安全⻑野株式会社
〒381-0034,⻑野市⾼⽥字五分⼀沖６４１−１
2024-01-26
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,129106,ミドリ安全成⽥株式会社
〒286-0048,千葉県成⽥市公津の杜３−３７−４ フォンテーヌ・マキ１０２号室
2023-10-01
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,125247,ミドリ安全浜松株式会社
〒432-8047,静岡県浜松市中区神⽥町４０４−３
2026-02-25
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,104804,ミドリ安全東横浜株式会社
〒233-0002,神奈川県横浜市港南区上⼤岡⻄３−２−１３
2026-06-08
 
ミ,118917,ミドリ安全姫路株式会社
〒672-8074,兵庫県姫路市飾磨区加茂太の前２２８
2024-08-10
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,102672,ミドリ安全福井株式会社
〒910-0003,福井県福井市松本２−５−８
2025-07-12
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,122787,ミドリ安全北海道株式会社
〒003-0011,北海道札幌市⽩⽯区中央１条７−７−２３



2024-11-18
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,121306,ミドリ安全丸⻲株式会社
〒763-0033,⾹川県丸⻲市中府町１−２−２２
2024-03-26
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,128003,ミドリ安全三重株式会社
〒510-0824,三重県四⽇市市城東町１−１
2025-05-08
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,123771,ミドリ安全宮城株式会社
〒984-0823,宮城県仙台市若林区遠⾒塚３−８−１７
2025-04-05
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,120497,ミドリ安全⼭梨株式会社
〒400-0015,⼭梨県甲府市⼤⼿１−２−２１
2023-10-10
http://www.midori-anzen.co.jp
 
ミ,104671,有限会社ミドリ化成⼯業所
〒448-0007,愛知県刈⾕市東境町松本７−１
2026-03-09
 
ミ,220431,ミドリ環境⼟⽊株式会社
〒308-0857,茨城県筑⻄市⼩川１４８１−６
2024-11-09
 
ミ,211780,株式会社ミドリ企業
〒458-0801,愛知県名古屋市緑区鳴海町字中汐⽥１４６番地
2026-07-27
https://www.midori-kigyou.com/
 
ミ,213076,碧建設株式会社
〒941-0067,新潟県⽷⿂川市横町２−１０−２３
2026-02-26
 
ミ,227090,翠興産株式会社
〒848-0121,佐賀県伊万⾥市黒川町塩屋５番地３３
2023-10-01
 
ミ,215341,緑産業株式会社
〒362-0806,埼⽟県北⾜⽴郡伊奈町⼩室字志久４４０８
2024-03-27
http://www.nozakikougyou.co.jp/midori/index.html
 
ミ,118143,株式会社緑マーク
〒111-0043,東京都台東区駒形２−１−５
2023-06-18
http://midorimark.co.jp
 
ミ,220682,有限会社みどりや



〒213-0026,神奈川県川崎市⾼津区久末２１５８番地４ー２階
2025-02-07
http://www.midoriya0412.com/
 
ミ,223180,株式会社ミドリヤ
〒105-0004,東京都港区新橋６ー１９ー２１
2024-06-01
 
ミ,128153,緑屋テクノ株式会社
〒103-8301,東京都中央区⽇本橋室町１−２−６
2026-02-18
http://www.midoriya-techno.co.jp
 
ミ,108690,緑屋電気株式会社
〒103-8301,東京都中央区⽇本橋室町１−２−６
2024-01-30
http://www.midoriya.co.jp
 
ミ,219165,株式会社ミナカミ
〒193-0834,東京都⼋王⼦市東浅川町２８番地３０
2024-02-22
https://www.minakami.co.jp/
 
ミ,106166,株式会社皆川電業社
〒317-0072,茨城県⽇⽴市弁天町１−７−１４
2024-03-04
 
ミ,222329,美奈川建設株式会社
〒164-0003,東京都中野区東中野１−１０−４
2023-11-01
 
ミ,100785,ＭＩＮＡＴＯ株式会社
〒321-0921,栃⽊県宇都宮市瑞穂３−１２−１５
2026-06-20
http://www.m-n-t.jp
 
ミ,128194,ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社
〒224-0026,神奈川県横浜市都筑区南⼭⽥町４１０５
2025-11-15
https://www.minatoat.co.jp/
 
ミ,214602,株式会社港圧送
〒651-2254,兵庫県神⼾市⻄区平野町芝崎４１０番地の２７
2026-02-28
 
ミ,126738,株式会社港化成⼯業
〒231-0860,神奈川県横浜市中区本牧町１−４９
2024-03-15
http://www.minatokasei.co.jp/
 
ミ,213161,株式会社湊組
〒640-8404,和歌⼭県和歌⼭市湊⼆丁⽬１２番２４号
2026-03-25
https://www.minatogumi.co.jp/
 



ミ,231147,有限会社ミナト計装
〒791-0213,愛媛県東温市⽜渕１５０７番地５
2025-10-25
 
ミ,215285,みなと建設株式会社
〒245-0063,神奈川県横浜市⼾塚区原宿２丁⽬４３番６号
2024-03-13
 
ミ,228852,湊建設⼯業株式会社
〒653-0031,兵庫県神⼾市⻑⽥区⻄尻池町２丁⽬３番３０号
2025-01-23
 
ミ,105217,ミナト光学⼯業株式会社
〒399-2563,⻑野県飯⽥市時⼜２９２−１
2024-08-22
https://minato-optical.co.jp
 
ミ,214839,港⼯業有限会社
〒640-8453,和歌⼭県和歌⼭市⽊ノ本２８４ー３０
2023-07-04
 
ミ,230133,港興業株式会社
〒221-0022,神奈川県横浜市神奈川区守屋町⼀丁⽬２番地
2025-05-31
_
 
ミ,108365,株式会社ミナト⼯業所
〒653-0021,神⼾市⻑⽥区梅ヶ⾹町２−３−２
2024-10-19
 
ミ,219620,港⽯油株式会社
〒552-0021,⼤阪府⼤阪市港区築港３−１−９
2024-04-20
http://www.minato-oil.co.jp
 
ミ,218032,ミナト電気⼯事株式会社
〒650-0017,兵庫県神⼾市中央区楠町６−１−１２
2022-03-01
http://www.3710minato.com
 
ミ,118814,湊ハマ株式会社
〒670-0903,兵庫県姫路市⽴町２１
2024-05-31
http://www.minatohama.co.jp
 
ミ,212177,株式会社みなとや
〒370-3342,群⾺県⾼崎市下室⽥町１１２３
2024-05-16
http://minato-8.sakura.ne.jp
 
ミ,211621,有限会社南川斫り商会
〒942-0143,新潟県上越市頚城区下三分⼀１０８ー１
2026-04-27
 
ミ,210089,株式会社南九州エービーシー商会



〒890-0065,⿅児島県⿅児島市郡元三丁⽬１６番６号
2023-12-05
 
ミ,226121,南九州尾園建設株式会社
〒880-0044,宮崎県宮崎市⼤字⽠⽣野字牟⽥４２３０番地１
2025-11-01
https://www.mk-ozono.co.jp/
 
ミ,231359,南九州電機産業株式会社
〒890-0056,⿅児島県⿅児島市下荒⽥⼆丁⽬５２番１号
2025-11-29
https://www.mdk-h.co.jp/
 
ミ,215292,株式会社南クレーン
〒963-0725,福島県郡⼭市⽥村町⾦⾕字下タ川原１６０番地３
2024-03-13
 
ミ,213687,三並建設株式会社
〒031-0072,⻘森県⼋⼾市城下⼆丁⽬４番８号
2024-04-21
 
ミ,214524,南建設株式会社
〒028-6221,岩⼿県九⼾郡軽⽶町⼤字晴⼭２７−１２−２
2025-12-27
http://www.minami-kensetsu.jp
 
ミ,219073,南建設株式会社
〒289-1603,千葉県⼭武郡芝⼭町⼤⾥２２２１番地２
2024-02-09
 
ミ,129677,南⼯業株式会社
〒140-0011,東京都品川区東⼤井２−１−６ 南ビル
2024-12-07
http://www.minami-web.co.jp/
 
ミ,214097,株式会社ミナミ⼯業
〒612-0029,京都府京都市伏⾒区深草⻄浦町７丁⽬４９番地
2025-03-29
_
 
ミ,223833,ミナミ⼯業株式会社
〒739-0151,広島県東広島市⼋本松町原１０８８３ー４０
2024-11-01
http://www.minami-kogyo.jp/sub1.html
 
ミ,218244,有限会社南⼯作所
〒349-0104,埼⽟県蓮⽥市緑町２−１４−１
2023-08-18
 
ミ,231300,南四国ナショナル特機販売株式会社
〒783-0049,⾼知県南国市岡豊町中島３３１番地１
2025-11-15
http://msnational.jp/
 
ミ,120349,有限会社南スパイラル製作所



〒233-0016,神奈川県横浜市港南区下永⾕３−２９−２３
2023-08-30
 
ミ,210487,みなみ設備⼯業株式会社
〒921-8163,⽯川県⾦沢市横川３丁⽬１７７番地
2024-08-12
http://www.minamisetsubi.co.jp/
 
ミ,120910,株式会社ミナミダ
〒577-0054,⼤阪府東⼤阪市⾼井⽥元町２−１６−１５
2024-02-25
http://www.minamida.co.jp
 
ミ,213922,株式会社南テック
〒101-0025,東京都千代⽥区神⽥佐久間町３−３７−２３
2024-12-08
http://www.minamitec.co.jp
 
ミ,216310,株式会社南鐵建
〒441-3401,愛知県⽥原市緑が浜４号１番地６６
2025-04-16
 
ミ,126537,南デザイン株式会社
〒198-0025,東京都⻘梅市末広町１−７−１０
2024-02-02
http://www.minamidesign.co.jp
 
ミ,505492,南電気⼯事株式会社
〒033-0024,⻘森県三沢市東岡三沢⼀丁⽬８３−２５８
2023-12-08
 
ミ,118376,皆⾒電⼦⼯業株式会社
〒572-0025,⼤阪府寝屋川市⽯津元町１０−３２
2024-01-26
https://www.mdk-j.com
 
ミ,220366,南⽇本ホールディングス株式会社
〒891-0115,⿅児島県⿅児島市東開町１３−３０
2024-10-19
http://www.mn-kaguya.com/
 
ミ,215680,南⽇本化成株式会社
〒891-0144,⿅児島県⿅児島市下福元町８５９０ー７
2024-10-23
 
ミ,220296,南⽇本ビルド株式会社
〒880-2114,宮崎県宮崎市富吉３０９−１
2024-09-28
 
ミ,508087,株式会社南⽇本放送
〒890-0051,⿅児島県⿅児島市⾼麗町５番２５号
2024-03-30
https://www.mbc.co.jp/
 
ミ,231672,有限会社南原⾦属



〒854-1123,⻑崎県諫早市飯盛町⾥２４９６番地５
2026-02-14
 
ミ,223136,株式会社ミナミ冷設
〒861-4106,熊本県熊本市南区南⾼江３丁⽬１番６６号
2024-06-01
http://www.m-reisetsu.co.jp
 
ミ,219882,株式会社ミナモト
〒064-0912,北海道札幌市中央区南⼗⼆条⻄１２丁⽬２番２５号
2024-06-22
https://minamoto1988.com
 
ミ,226163,源株式会社
〒511-0838,三重県桑名市和泉２４９番地
2025-11-01
http://www.minamoto-co.jp
 
ミ,230019,株式会社源架設
〒066-0071,北海道千歳市桜⽊⼆丁⽬１０番１０号
2025-04-12
http://minamoto-kasetsu.jp/
 
ミ,210326,株式会社源商会
〒467-0811,愛知県名古屋市瑞穂区北原町２丁⽬２９ー１
2024-05-21
 
ミ,103824,株式会社源製作所
〒405-0031,⼭梨県⼭梨市万⼒１１７５
2024-05-08
 
ミ,105648,ミナリスメディカル株式会社
〒104-6004,東京都中央区晴海１−８−１０ 晴海トリトンスクエアＸ棟
2025-08-01
https://www.minaris-medical.co.jp/
 
ミ,105642,ミニサーキットヨコハマ株式会社
〒158-0083,東京都世⽥⾕区奥沢５−２７−５ ⿂菜ビル５０５
2025-07-29
https://mcl-yokohama.co.jp
 
ミ,128137,株式会社ミニモ
〒205-0023,東京都⽻村市神明台４−４−３
2025-10-23
http://www.minimo-group.com/
 
ミ,218776,峯尾機⼯株式会社
〒167-0034,東京都杉並区桃井１丁⽬１番２０号
2023-12-15
http://mineokikou.co.jp
 
ミ,221188,峰岸株式会社
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋３ー１５ー３
2025-03-01
 



ミ,228169,株式会社嶺コーポレーション
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥１ー２４ー４
2024-06-14
 
ミ,128010,嶺光⾳電機株式会社
〒230-0071,横浜市鶴⾒区駒岡２−１６−１０
2024-11-07
http://www.minekoon.co.jp
 
ミ,227899,ミネ⼯業株式会社
〒232-0064,神奈川県横浜市南区別所四丁⽬１１番１７号
2021-04-13
 
ミ,118808,株式会社ＭＩＮＥＺＡＷＡ
〒444-8588,愛知県岡崎市井⽥南町４−５
2024-07-13
http://www.minezawa.co.jp/
 
ミ,128184,ミネ電⼦株式会社
〒564-0051,⼤阪府吹⽥市豊津町１５−１１ 江坂⽯周ビル３階
2025-11-14
http://www.minedenshi.co.jp
 
ミ,217519,株式会社峰電舎
〒381-2217,⻑野県⻑野市稲⾥町中央⼀丁⽬１８番１１号
2026-01-28
https://www.minedensya.com/
 
ミ,123032,ミネベアコネクト株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−３−１９ プライム新横浜ビル４Ｆ
2024-11-24
 
ミ,113721,ミネベアプレシジョン株式会社
〒205-0023,東京都⽻村市神明台４−４−１６
2024-04-17
http://minebeaprecision.com
 
ミ,102390,ミネベアミツミ株式会社
〒389-0293,⻑野県北佐久郡御代⽥町⼤字御代⽥４１０６−７３
2023-09-28
https://www.minebeamitsumi.com
 
ミ,222744,株式会社峰村⾦属⼯事
〒135-0031,東京都江東区佐賀１ー１ー２
2024-03-01
http://www.minemura-kinzok.co.jp
 
ミ,106905,株式会社ミネルバ・スピード・コミュニケーション
〒105-0013,東京都港区浜松町２−７−１３ 浜松町パークビル８階
2026-03-02
https://msc2.co.jp/
 
ミ,118181,株式会社ミネロン
〒581-0039,⼤阪府⼋尾市太⽥新町６−１５４
2026-05-06



https://www.minellon.co.jp/
 
ミ,128223,美濃化学⼯業株式会社
〒511-0217,三重県いなべ市員弁町⼤泉新⽥２７８
2026-06-03
http://www.mino-chemical-ind.co.jp/
 
ミ,222943,有限会社三野組
〒768-0014,⾹川県観⾳寺市流岡町７０３
2024-04-01
 
ミ,101801,株式会社ミノグループ
〒501-4101,岐⾩県郡上市美並町上⽥８−２
2024-10-17
http://www.mino.co.jp
 
ミ,118039,美濃⼯業株式会社
〒508-0001,岐⾩県中津川市中津川９６４−１０３
2024-06-09
http://www.mino-in.co.jp
 
ミ,117406,美濃⼯業栃⽊株式会社
〒323-0811,栃⽊県⼩⼭市⼤字⽝塚１２９−２
2024-05-23
 
ミ,223575,ミノシマ株式会社
〒151-0073,東京都渋⾕区笹塚１丁⽬５７番７号
2024-09-01
http://www.myisland.co.jp
 
ミ,104172,美濃商事株式会社
〒600-0062,京都市中京区⻄洞院通⼆条上ル薬師町６４８
2024-11-18
http://www.minoshoji.co.jp
 
ミ,216943,株式会社美濃電設
〒273-0863,千葉県船橋市東町７４３番地
2025-07-23
 
ミ,222957,みのや⾦属⼯業株式会社
〒500-8258,岐⾩県岐⾩市⻄川⼿５丁⽬１４２番地
2024-04-01
 
ミ,210403,みのり運輸株式会社
〒134-0088,東京都江⼾川区⻄葛⻄２丁⽬１番２号
2024-07-03
http://minori-unyu.jp/
 
ミ,129756,有限会社みのり機⼯
〒678-0205,兵庫県⾚穂市⼤町１０−３０
2025-01-18
http://minorikiko.jp/
 
ミ,217914,みのりサービス株式会社
〒134-0088,東京都江⼾川区⻄葛⻄２丁⽬１番２３



2023-07-07
 
ミ,120922,株式会社Ｍｉｎｏｒｉ ソリューションズ
〒163-0817,東京都新宿区⻄新宿２−４−１ 新宿ＮＳビル１７Ｆ
2024-02-27
http://www.minori-sol.jp
 
ミ,105405,株式会社ミノル
〒611-0041,京都府宇治市槙島町⽬川１２５−３
2024-12-26
 
ミ,128100,みのる化成株式会社
〒709-0892,岡⼭県⾚磐市下市３８８−１
2022-06-29
http://www.minorukasei.co.jp/
 
ミ,215142,有限会社ミノル巧芸
〒536-0014,⼤阪府⼤阪市城東区鴫野⻄三丁⽬４番２−２１２号
2020-12-19
 
ミ,118802,みのる産業株式会社
〒709-0892,岡⼭県⾚磐市下市４４７
2024-05-01
http://www.minoru-sangyo.co.jp
 
ミ,230068,有限会社ミノル電気⼯業
〒154-0015,東京都世⽥⾕区桜新町⼀丁⽬１番６号
2025-04-26
https://www.minoru-denki.com/
 
ミ,229476,株式会社みはし⼯芸
〒175-0082,東京都板橋区⾼島平六丁⽬２番５号
2026-02-05
http://www.mihasi.co.jp
 
ミ,216124,箕箸鉄構株式会社
〒133-0065,東京都江⼾川区南篠崎町４ー２５ー１３
2025-03-12
 
ミ,118132,美浜株式会社
〒105-8437,東京都港区虎ノ⾨１−２−８ 虎ノ⾨琴平タワー１８階
2025-10-26
https://www.mihama.com
 
ミ,125136,ミハラ⾦属⼯業株式会社
〒807-0813,福岡県北九州市⼋幡⻄区⼣原町３−３
2023-01-24
http://www.miharakk.co.jp/
 
ミ,225552,株式会社三原⼯業
〒531-0074,⼤阪府⼤阪市北区本庄東１丁⽬２２番３号
2025-06-01
_
 
ミ,120290,美原精⼯株式会社



〒587-0042,⼤阪府堺市美原区⽊材通２−２−８２
2023-08-21
http://www.mihara-seiko.co.jp
 
ミ,104409,ミハラ電⼦株式会社
〒807-0813,福岡県北九州市⼋幡⻄区⼣原町３−３
2025-06-08
 
ミ,231207,株式会社美はる社
〒733-0003,広島県広島市⻄区三篠町⼀丁⽬１４番３号
2025-11-01
 
ミ,217481,ミハル通信株式会社
〒247-8538,神奈川県鎌倉市岩瀬字平島１２８５番地
2026-01-21
https://www.miharu.co.jp/
 
ミ,223325,三裕建設⼯業株式会社
〒286-0221,千葉県富⾥市七栄４８９ー４９
2024-07-01
 
ミ,230816,有限会社ミヒロ興業
〒245-0051,神奈川県横浜市⼾塚区名瀬町１８０８番地
2025-09-06
https://www.mihiro-kogyo.com
 
ミ,118329,株式会社壬⽣電機製作所
〒601-8354,京都市南区吉祥院仁⽊ノ森町５０
2023-11-18
https://www.mibudenki.co.jp
 
ミ,213088,有限会社三歩⼯業
〒253-0113,神奈川県⾼座郡寒川町⼤曲４丁⽬５番７号
2026-03-05
 
ミ,229379,有限会社三星
〒861-3101,熊本県上益城郡嘉島町⼤字鯰１６７２
2025-11-16
 
ミ,225939,美保鉄筋株式会社
〒691-0031,島根県出雲市東福町３００ー５
2025-09-01
 
ミ,100007,株式会社ミマキエンジニアリング
〒389-0512,⻑野県東御市滋野⼄２１８２−３
2022-06-14
https://japan.mimaki.com/
 
ミ,103084,ミマキ電⼦部品株式会社
〒389-0512,⻑野県東御市滋野⼄１３８２−１
2026-03-12
http://www.mimaki-ep.co.jp
 
ミ,100176,株式会社ミマキプレシジョン
〒389-0512,⻑野県東御市滋野⼄２１８２−３



2025-08-09
http://www.mimaki.co.jp
 
ミ,213562,株式会社美⾺建設
〒243-0213,神奈川県厚⽊市飯⼭南２丁⽬３４番１８号
2024-01-20
 
ミ,224007,株式会社美⾺⼯務店
〒779-3128,徳島県徳島市国府町延命４９３番地
2025-01-01
 
ミ,228444,株式会社美作
〒570-0006,⼤阪府守⼝市⼋雲⻄町４丁⽬９番６号
2024-08-30
 
ミ,123573,三雅産業株式会社
〒569-0853,⼤阪府⾼槻市柳川町１−２−２
2025-02-16
http://www.mimasa.co.jp
 
ミ,231523,美⾺産業株式会社
〒770-0022,徳島県徳島市佐古⼆番町１番１４号
2025-12-27
 
ミ,118812,株式会社ミマス
〒162-0808,東京都新宿区天神町４１
2024-05-02
http://www.mimasu-inc.com
 
ミ,211628,株式会社三増グループ
〒179-0071,東京都練⾺区旭町１ー８ー３ー５０５
2026-04-27
http://www.mimasugroup.jp/
 
ミ,100129,三益⼯業株式会社
〒143-0014,東京都⼤⽥区⼤森中１−１７−２３
2025-08-03
http://www.mmsk.co.jp
 
ミ,128839,美倍紙業株式会社
〒544-0025,⼤阪市⽣野区⽣野東３−１３−７
2026-03-04
http://www.mimasushigyo.co.jp
 
ミ,216470,株式会社ミマステクノシステム
〒811-1356,福岡県福岡市南区花畑２丁⽬６番８号
2025-05-21
http://www.mimasu-ts.co.jp/
 
ミ,118067,三益半導体⼯業株式会社
〒370-3533,群⾺県⾼崎市保渡⽥町２１７４−１
2024-03-03
http://www.mimasu.co.jp
 
ミ,127706,株式会社ミマツ



〒252-0331,神奈川県相模原市⼤野台３−２５−２３
2025-01-29
 
ミ,213028,美松⼯業株式会社
〒475-0021,愛知県半⽥市州の崎町２番地１１１
2026-02-05
http://www.mimatsukogyo.co.jp
 
ミ,212185,美松装⼯株式会社
〒799-2662,愛媛県松⼭市太⼭寺町７１４ー１
2024-05-23
 
ミ,228151,三村⼯業株式会社
〒370-0862,群⾺県⾼崎市⽚岡町⼆丁⽬１４番１号
2021-06-07
 
ミ,214126,株式会社三森屋
〒812-0063,福岡県福岡市東区原⽥１丁⽬４５番１４号
2025-04-05
https://mimoriya.com/
 
ミ,213189,ミャンマーチーク販売株式会社
〒206-0033,東京都多摩市落合３ー８ー９⻘⽊葉通りビル１Ｆ
2026-04-08
https://www.myanmar.co.jp
 
ミ,126764,株式会社宮井製作所
〒581-0844,⼤阪府⼋尾市福栄町３−２６
2024-03-22
 
ミ,211457,株式会社宮⼊鉄⼯所
〒381-1225,⻑野県⻑野市松代町東寺尾２６２８
2025-12-02
http://www.miyairi-iw.co.jp
 
ミ,122334,株式会社宮⼊バルブ製作所
〒104-0061,東京都中央区銀座⻄１−２
2024-08-13
http://www.miyairi-valve.co.jp
 
ミ,108183,株式会社宮内
〒690-0047,松江市嫁島町２−４
2024-07-10
http://www.k-miya.co.jp/
 
ミ,125423,有限会社宮内製作所
〒410-0835,静岡県沼津市⻄島町３−１
2026-04-27
http://miyauchiseisaku.co.jp/
 
ミ,106329,株式会社宮浦製作所
〒555-0012,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区御幣島３−８−３４
2024-08-19
http://www.miyaura-mfg.co.jp
 



ミ,118151,宮岡⾦属株式会社
〒351-0101,埼⽟県和光市⽩⼦１−１１−１
2026-04-16
http://www.miyaoka.co.jp
 
ミ,226517,株式会社宮岡⼯務店
〒567-0887,⼤阪府茨⽊市⻄中条町１５番１０号
2026-04-01
 
ミ,118165,株式会社ミヤオカンパニーリミテド
〒510-0002,三重県四⽇市市⽻津中３−１−１７
2025-07-21
http://www.miyawo.co.jp
 
ミ,505409,株式会社 宮尾製作所
〒381-3205,⻑野県⻑野市中条住良⽊６８８７
2026-06-17
http://www.miyao-ss.jp
 
ミ,213804,株式会社ミヤカネ
〒825-0001,福岡県⽥川市伊加利１００３番地
2024-08-11
 
ミ,230722,宮川ダイヤ・コアー 宮川晴造（その他）
〒921-8148,⽯川県⾦沢市額新保１丁⽬３８５番地
2025-08-16
 
ミ,216749,宮川電気通信⼯業株式会社
〒260-0018,千葉県千葉市中央区院内１−２−１
2025-06-25
http://www.miyakawadentsukou.co.jp
 
ミ,100164,宮川ローラー株式会社
〒981-0134,宮城県宮城郡利府町しらかし台６−１１−４
2022-08-09
http://www.miyakawa-r.co.jp/
 
ミ,212638,宮環建設株式会社
〒981-0917,宮城県仙台市⻘葉区葉⼭町１番ー２５ー２０１号
2025-05-29
_
 
ミ,229355,株式会社ミヤガワ
〒336-0017,埼⽟県さいたま市南区南浦和２丁⽬１６ー２１
2025-10-31
http://www.miyagawa38.com
 
ミ,108150,宮川化成⼯業株式会社
〒533-0004,⼤阪市東淀川区⼩松１−１６−２５
2024-05-27
http://www.miyagawa.co.jp/
 
ミ,210047,株式会社宮川⼯務店
〒736-0086,広島県広島市安芸区⽮野南５丁⽬２ー２２
2023-11-11



 
ミ,218296,株式会社宮川⼯務店
〒463-0087,愛知県名古屋市守⼭区⼤永寺町１２９番地
2023-09-01
 
ミ,218804,有限会社宮川電気
〒409-3823,⼭梨県中央市上三條５８０ー３４
2023-12-22
 
ミ,214014,株式会社宮川電設⼯業
〒621-0841,京都府⻲岡市⻄つつじケ丘五⽉台１丁⽬１３ー１
2025-02-16
 
ミ,126485,宮川バネ⼯業株式会社
〒527-0154,滋賀県東近江市園町３１−１
2024-01-18
http://www.m-b-k.co.jp
 
ミ,105006,株式会社ミヤキ
〒431-1104,静岡県浜松市⻄区桜台１−１２−１５
2024-01-15
 
ミ,221527,株式会社宮⽊商会
〒453-0828,愛知県名古屋市中村区中村本町３丁⽬８６番２
2025-04-01
http://miyakisyokai.jp
 
ミ,224232,宮吉硝⼦株式会社
〒466-0059,愛知県名古屋市昭和区福江３丁⽬７番２号
2025-03-01
https://www.miyakichi.co.jp/
 
ミ,118161,株式会社ミヤギ
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町２−４−３
2026-04-21
http://www.miyagi-net.co.jp/
 
ミ,228079,宮城原⼦⼒サービス株式会社
〒986-0028,宮城県⽯巻市松並１丁⽬１４番地１
2024-05-25
 
ミ,212617,株式会社宮城公害処理
〒984-0841,宮城県仙台市若林区三本塚字荒⾕８５番地
2025-05-15
http://www12.plala.or.jp/miyakoh/
 
ミ,118047,宮岸株式会社
〒920-0026,⾦沢市⻄念２−３７−１８
2024-02-19
http://www.miyagishi.co.jp/
 
ミ,219207,宮城精器株式会社
〒986-0028,宮城県⽯巻市松並⼆丁⽬１−１
2024-03-02
 



ミ,104807,宮城精密⼯業株式会社
〒986-0401,宮城県登⽶市津⼭町柳津字堂前５３
2026-06-12
 
ミ,212292,宮城相扶株式会社
〒980-0822,宮城県仙台市⻘葉区⽴町２７ー２１
2024-08-01
http://www.miyaso.co.jp
 
ミ,501828,株式会社宮城テレビ放送
〒983-8611,宮城県仙台市宮城野区⽇の出町⼀丁⽬５番３３号
2025-06-07
http://www.mmt-tv.co.jp/
 
ミ,216832,有限会社宮城電設
〒259-0151,神奈川県⾜柄上郡中井町井ノ⼝３２６９ー９
2025-07-09
http://miyagi-densetsu.com
 
ミ,113426,株式会社宮城ニコンプレシジョン
〒989-0701,宮城県刈⽥郡蔵王町宮字新⼤除２０
2023-08-25
http://www.nikon.co.jp
 
ミ,212844,有限会社宮城野通信
〒981-1102,宮城県仙台市太⽩区袋原６丁⽬２０−５５
2022-10-02
 
ミ,126335,宮⼝機電株式会社
〒146-0083,東京都⼤⽥区千⿃２−９−７
2023-12-05
 
ミ,211026,株式会社宮⼝商事
〒411-0934,静岡県駿東郡⻑泉町下⻑窪９３５ー２２
2025-04-06
http://www.miyaguchi-s.jp/
 
ミ,118342,ミヤケインダストリー株式会社
〒160-0005,東京都新宿区愛住町６
2023-09-17
http://www.miyake-ind.co.jp
 
ミ,230679,三宅建設株式会社
〒710-0834,岡⼭県倉敷市笹沖３７４番地の１
2025-08-09
http://www.miyake-kk.co.jp
 
ミ,230924,三宅システム株式会社
〒246-0022,神奈川県横浜市瀬⾕区三ツ境１１１番地２
2025-09-27
 
ミ,106298,株式会社三宅精機
〒457-0833,愛知県名古屋市南区東⼜兵ヱ町１−５７−１
2024-08-02
http://miyakeseiki.com



 
ミ,217022,三宅設備⼯業株式会社
〒763-0003,⾹川県丸⻲市葭町４８番地
2022-09-03
 
ミ,230806,三宅電設株式会社
〒455-0075,愛知県名古屋市港区正徳町五丁⽬９６番地
2025-08-30
 
ミ,230321,株式会社ミヤケ電池サービス
〒250-0874,神奈川県⼩⽥原市鴨宮２００番地
2025-07-05
http://miyake-denchi.co.jp
 
ミ,230181,三宅塗装店 三宅春夫（その他）
〒630-8001,奈良県奈良市法華寺町３５４
2025-06-07
 
ミ,218106,株式会社ミヤケン
〒986-2135,宮城県⽯巻市渡波字新千刈１４０番地
2023-08-04
 
ミ,220827,株式会社ミヤケン
〒734-0004,広島県広島市南区宇品神⽥三丁⽬４番４号
2025-03-15
http://miyaken1041.jp
 
ミ,215278,有限会社宮建⼯業
〒979-1141,福島県双葉郡富岡町⼤字上⼿岡字下千⾥７４３
2024-03-06
 
ミ,218990,宮建⼯業株式会社
〒989-3203,宮城県仙台市⻘葉区中⼭吉成１−１１−１
2024-01-26
 
ミ,231659,宮建⼯業株式会社
〒615-8051,京都府京都市⻄京区⽜ケ瀬⻄柿町５６番地
2026-02-07
https://miyaken-kogyo.co.jp/
 
ミ,118781,ミヤコ化学株式会社
〒102-0074,東京都千代⽥区九段南１−６−１７
2024-03-15
http://www.miyakokagaku.co.jp
 
ミ,214112,株式会社みやこ企画
〒213-0034,神奈川県川崎市⾼津区上作延３丁⽬１３番１５号多慶ビル１Ｆ
2025-04-05
http://www.miyako-kikaku.co.jp
 
ミ,218171,都建設株式会社
〒377-1304,群⾺県吾妻郡⻑野原町⼤字⻑野原１３６９−１
2023-08-11
 
ミ,215802,都建設⼯業株式会社



〒847-0124,佐賀県唐津市浦５４７９番地１
2024-12-04
 
ミ,106305,都⼯業株式会社
〒339-0025,埼⽟県さいたま市岩槻区釣上新⽥字下１０００−１
2024-08-04
http://www.miyako-kk.co.jp
 
ミ,216659,都興業有限会社
〒010-1651,秋⽥県秋⽥市豊岩⽯⽥坂字九⼗⽥１１７番地３６
2025-06-18
_
 
ミ,127707,都興産株式会社
〒104-0041,東京都中央区新富１−５−１
2025-01-29
https://www.miyakokohsan.co.jp
 
ミ,210793,ミヤコ産業株式会社
〒514-0304,三重県津市雲出本郷町字⻑⽥２９６番地の１
2024-12-22
http://www.miyakosangyo.com
 
ミ,502662,ミヤコ⾃動⾞⼯業株式会社
〒105-0003,東京都港区⻄新橋２−１３−６
2024-06-23
http://www.miyaco-brake.co.jp/
 
ミ,118957,株式会社都精機
〒181-0004,東京都三鷹市新川４−７−１１
2024-08-21
http://www1.ocn.ne.jp/~miyakos/
 
ミ,228454,有限会社三⼋五ペイント⼯業
〒901-1101,沖縄県島尻郡南⾵原町字⼤名３４０番地の４
2024-09-04
 
ミ,128385,株式会社宮古マランツ
〒027-0203,岩⼿県宮古市津軽⽯第１９地割１８
2025-11-19
http://www.miyako-marantz.jp/
 
ミ,220104,株式会社都や
〒604-8474,京都府京都市中京区⻄ノ京塚本町４ー１
2024-07-27
 
ミ,128273,宮後⼯業株式会社
〒389-0602,⻑野県埴科郡坂城町中之条１０２５
2023-06-21
http://www.miyago-gp.co.jp/
 
ミ,118337,宮坂ゴム株式会社
〒391-0295,⻑野県茅野市豊平５３５０
2023-10-13
http://www.miyasaka.co.jp



 
ミ,118846,株式会社宮坂ダイカスト
〒394-0051,⻑野県岡⾕市字⻄⼭１７２３−１８
2024-06-30
http://www.miyasaka-dc.co.jp/
 
ミ,225888,株式会社宮⾥鐵⼯建設
〒885-0114,宮崎県都城市庄内町１３０９９ー４
2025-08-01
 
ミ,124327,株式会社ミヤザキ
〒350-1227,埼⽟県⽇⾼市⼥影１２８８
2025-07-05
http://miyazaki-net.com/
 
ミ,101606,宮崎⾦網店
〒015-0801,秋⽥県由利本荘市美倉町１０−２
2024-08-20
 
ミ,221482,宮崎硝⼦株式会社
〒751-0818,⼭⼝県下関市卸新町１２番地の１
2025-04-01
https://miyazakiglass.com/
 
ミ,222677,宮﨑基礎建設株式会社
〒779-0222,徳島県鳴⾨市⼤⿇町三俣字津久⽥６１ー１
2024-02-01
http://mkc3839.co.jp
 
ミ,118307,宮崎キヤノン株式会社
〒884-8611,宮崎県児湯郡⾼鍋町⼤字南⾼鍋１１７００−１
2023-09-29
https://miyazaki.canon
 
ミ,225755,有限会社宮﨑⾦属
〒791-8067,愛媛県松⼭市古三津１丁⽬５番１１号
2025-07-01
 
ミ,215595,株式会社宮崎ケミカル
〒889-1608,宮崎県宮崎市清武町池⽥台北２９−１３
2024-09-25
 
ミ,225714,宮﨑建設株式会社
〒636-0123,奈良県⽣駒郡斑鳩町興留２丁⽬３番２１号
2025-07-01
 
ミ,102657,株式会社宮崎光学
〒211-0042,神奈川県川崎市中原区下新城１−１２−３３
2025-07-08
 
ミ,222280,株式会社宮崎⼯業
〒512-0913,三重県四⽇市市⻄坂部町３７９２ー１
2023-10-01
 
ミ,229172,株式会社宮崎⼯業



〒297-0234,千葉県⻑⽣郡⻑柄町⻑柄⼭１１６３ー１３
2025-07-04
http://www.katawaku.jp/
 
ミ,503216,有限会社宮﨑⼯業所
〒850-0077,⻑崎県⻑崎市⼩瀬⼾町８０９−９
2024-06-26
 
ミ,128197,株式会社宮崎⼯作所
〒211-0042,神奈川県川崎市中原区下新城１−１２−３３
2025-11-02
 
ミ,118726,宮崎精鋼株式会社
〒454-8521,名古屋市中川区丸⽶町１−１
2024-03-21
http://www.miyazaki-seiko.co.jp
 
ミ,222359,有限会社宮崎設計企画
〒377-1612,群⾺県吾妻郡嬬恋村⼤字⼤前４２６
2023-11-01
 
ミ,219923,宮崎中央ダクト有限会社
〒880-1223,宮崎県東諸県郡国富町⼤字⼋代南俣字上ノ原３６８２−１７３
2024-06-22
 
ミ,230793,宮崎電気⼯業株式会社
〒665-0021,兵庫県宝塚市中州⼆丁⽬１番１５号
2025-08-30
 
ミ,211151,有限会社宮崎斫⼯業所
〒929-1425,⽯川県⽻咋郡宝達志⽔町⼦浦い８番地３
2025-05-20
 
ミ,508031,株式会社 宮崎放送
〒880-8639,宮崎県宮崎市橘通⻄４丁⽬６−７
2025-07-06
https://mrt.jp/
 
ミ,118880,宮崎⽊材⼯業株式会社
〒604-0804,京都市中京区夷川通堺町⻄⼊る絹屋町１２９
2024-04-18
http://www.miyazaki-mokuzai.com/
 
ミ,212765,株式会社ミヤザワ
〒060-0004,北海道札幌市中央区北四条⻄６丁⽬１番地１
2025-07-24
http://www.miyazawa-corp.com/
 
ミ,108620,宮沢機器⼯業株式会社
〒143-0011,東京都⼤⽥区⼤森本町１−９−３
2023-11-29
http://m-mic.co.jp/
 
ミ,218778,宮沢建設株式会社
〒329-2748,栃⽊県那須塩原市上⾚⽥２３８番地



2023-12-15
http://miyazawa-co.jp/
 
ミ,225523,株式会社宮澤⼯務店
〒371-0018,群⾺県前橋市三俣町２丁⽬２８番地１
2025-06-01
http://www.style-web.sakura.ne.jp/miyabun/
 
ミ,230695,株式会社宮澤⼯務店
〒314-0112,茨城県神栖市知⼿中央四丁⽬１３番８号
2025-08-09
 
ミ,230947,宮澤電池産業株式会社
〒420-0804,静岡県静岡市葵区⻯南三丁⽬１２番２４号
2025-10-04
https://www.miyazawadenchi.co.jp
 
ミ,123982,株式会社ミヤシゲ
〒933-0014,富⼭県⾼岡市野村４２０
2025-06-18
http://www.miyasige.co.jp
 
ミ,230996,株式会社ミヤシス
〒179-0073,東京都練⾺区⽥柄四丁⽬１番９号
2025-10-04
 
ミ,218444,株式会社ミヤシタ技研
〒733-0854,広島県広島市⻄区⼭⽥町６２８番地の１
2023-09-29
 
ミ,216115,株式会社宮下組
〒386-0017,⻑野県上⽥市踏⼊２丁⽬１番１７号
2025-03-05
http://www.miyashitagumi.co.jp/
 
ミ,210264,宮下⼯業株式会社
〒251-0046,神奈川県藤沢市辻堂⻄海岸１丁⽬８番１号
2024-04-09
http://www.miyashita-eng.co.jp
 
ミ,211143,有限会社宮下⼯業所
〒133-0065,東京都江⼾川区南篠崎町１丁⽬２８番５号
2025-05-20
_
 
ミ,101491,株式会社宮下商会
〒436-0043,静岡県掛川市⼤池３１４−１
2024-07-18
http://www.miyashitasyokai.com
 
ミ,210332,有限会社宮下商事
〒862-0911,熊本県熊本市東区健軍３丁⽬４５ー５
2024-05-21
 
ミ,126385,株式会社宮下製作所



〒252-0132,神奈川県相模原市緑区橋本台２−１４−３７
2023-12-19
http://www.miyashita-tec.co.jp/
 
ミ,217592,有限会社宮下⽯材
〒206-0811,東京都稲城市押⽴１７０３−２
2026-02-18
 
ミ,219937,株式会社宮下電設
〒940-2127,新潟県⻑岡市新産３丁⽬６番地１４
2024-06-29
http://www.miyashita-densetsu.co.jp/
 
ミ,218209,株式会社宮下⽊材
〒673-1324,兵庫県加東市新定３１５番地
2023-08-11
 
ミ,214064,ミヤシタ⽊材興業株式会社
〒135-0045,東京都江東区古⽯場２−１２−１３
2022-03-15
 
ミ,231254,宮地電機株式会社
〒780-0870,⾼知県⾼知市本町三丁⽬３番１号
2025-11-08
https://www4.miyajidenki.com/
 
ミ,230052,株式会社ミヤジマ
〒930-0088,富⼭県富⼭市諏訪川原⼆丁⽬２番３号
2025-04-26
http://www.miyajima-lental.com
 
ミ,223702,株式会社宮嶋組
〒793-0027,愛媛県⻄条市朔⽇市８９２
2024-11-01
http://miyajimagumi.com/
 
ミ,125779,有限会社宮嶋⼯芸
〒378-0065,群⾺県沼⽥市堀廻町３２９
2023-09-08
 
ミ,229553,ミヤジマ電気⼯事株式会社
〒451-0045,愛知県名古屋市⻄区名駅⼆丁⽬９番８号
2026-03-05
http://miyajima-el.co.jp
 
ミ,224827,ミヤジマ内装株式会社
〒950-0852,新潟県新潟市東区⽯⼭１丁⽬３番６号
2025-04-01
https://www.miyajimanaisou.jp/
 
ミ,212653,宮⼗造園⼟⽊株式会社
〒980-0871,宮城県仙台市⻘葉区⼋幡３丁⽬２−７
2025-06-05
_
 



ミ,210303,宮條建具⼯芸株式会社
〒462-0011,愛知県名古屋市北区五反⽥町２３８−２
2024-05-08
 
ミ,220462,有限会社ミヤセツ
〒130-0012,東京都墨⽥区太平１丁⽬２番１２号シガビル２階
2024-11-22
 
ミ,214850,株式会社宮創
〒141-0001,東京都品川区北品川５ー５ー２５
2023-07-11
 
ミ,118182,宮園電⼦株式会社
〒356-0051,埼⽟県ふじみ野市⻲久保１７２０−４
2025-12-15
http://www.mdenshi.co.jp/
 
ミ,101107,株式会社ミヤタ
〒969-0101,福島県⻄⽩河郡泉崎村⼤字泉崎字⼭神⼭８−１
2024-03-05
http://miyatafc.co.jp
 
ミ,120419,株式会社ミヤタ
〒143-0024,東京都⼤⽥区中央３−２１−１１
2023-09-19
http://www.mi-ya-ta.co.jp/
 
ミ,230364,株式会社宮⽥
〒649-0306,和歌⼭県有⽥市初島町浜１７６９番地の１
2025-07-12
 
ミ,505437,株式会社ミヤタ
〒399-4301,⻑野県上伊那郡宮⽥村６１１１−１１
2023-07-06
http://www.miyata-np.co.jp
 
ミ,219217,宮⽥空調株式会社
〒306-0313,茨城県猿島郡五霞町⼤字元栗橋７４１１番地
2024-03-02
http://www.miyata-ac.co.jp/
 
ミ,124318,宮⽥クリーニング店
〒671-1553,兵庫県揖保郡太⼦町⽼原５８０−１９
2022-07-01
http://www.cl-miyata.com/
 
ミ,118881,株式会社ミヤタコーポレーション
〒451-8577,名古屋市⻄区那古野２−１８−４
2024-06-22
http://www.miyata-corp.co.jp
 
ミ,118075,株式会社宮⽥光器製作所
〒142-0043,東京都品川区⼆葉１−５−１２
2023-10-17
 



ミ,228795,有限会社宮⽥⼯業
〒292-0043,千葉県⽊更津市東太⽥４ー１８ー１３
2024-12-26
 
ミ,229617,株式会社宮⽥⼯務店
〒270-1101,千葉県我孫⼦市布佐２０９１ー１
2026-03-31
 
ミ,216401,宮⽥設備⼯業株式会社
〒515-0045,三重県松阪市駅部⽥町１０４２番地の１
2025-05-14
 
ミ,220347,有限会社宮⽥電機商会
〒307-0001,茨城県結城市⼤字結城１３６０番地
2024-10-12
https://miyatadenki.jp/
 
ミ,128226,宮地弘商事株式会社
〒722-0014,広島県尾道市新浜１−７−１６
2026-04-15
http://www.mec-miyachi.co.jp
 
ミ,210186,宮地エンジニアリング株式会社
〒103-0006,東京都中央区⽇本橋富沢町９ー１９
2024-02-24
http://www.miyaji-eng.co.jp
 
ミ,220377,株式会社ミヤックス
〒577-0056,⼤阪府東⼤阪市⻑堂２丁⽬１４番１１号
2024-10-19
 
ミ,225387,株式会社ミヤックス
〒981-3204,宮城県仙台市泉区寺岡⼀丁⽬１番地の３
2025-06-01
https://www.miyax.jp/
 
ミ,118146,ミヤ通信⼯業株式会社
〒409-0112,⼭梨県上野原市上野原８１５４−３６
2026-05-26
http://www.miyatsu.com
 
ミ,504523,ミヤテック株式会社
〒239-0833,神奈川県横須賀市ハイランド５−１５−１７
2025-03-02
https://miya-tec.co.jp
 
ミ,218716,株式会社ミヤテツ
〒980-0803,宮城県仙台市⻘葉区国分町３丁⽬４−１０ヒルトップ晩翠
2023-12-08
 
ミ,226095,株式会社ミヤデラ断熱
〒140-0004,東京都品川区南品川５丁⽬３番１０号
2025-10-01
https://www.miyadera.co.jp/
 



ミ,218966,株式会社ミヤデン
〒577-0824,⼤阪府東⼤阪市⼤蓮東４丁⽬１３番７号
2024-01-26
 
ミ,227431,株式会社宮都機⼯
〒985-0804,宮城県宮城郡七ケ浜町東宮浜字笠岩１６ー４６
2024-02-22
 
ミ,211181,有限会社宮塗装
〒901-0152,沖縄県那覇市⼩禄２−８−１２
2025-05-31
 
ミ,220519,有限会社ミヤナガ建装
〒899-2201,⿅児島県⽇置市東市来町湯⽥６２１６番地２
2024-12-07
 
ミ,230564,ミヤナガ産業株式会社
〒675-0303,兵庫県加古川市志⽅町細⼯所１１０番地の１
2025-07-26
 
ミ,104797,宮永電設株式会社
〒463-0812,愛知県名古屋市守⼭区笹ヶ根１−１６０７
2026-06-02
http://www.miyanagadensetsu.com/
 
ミ,106948,株式会社宮成製作所
〒112-0011,東京都⽂京区千⽯２−３０−３−２０２
2026-04-19
https://www.miyanari.co.jp/
 
ミ,129573,株式会社ミヤノ
〒519-0132,三重県⻲⼭市菅内町字東野１０６２−１
2024-10-27
http://www.miyano-bankin.co.jp/
 
ミ,230404,宮野計装有限会社
〒314-0144,茨城県神栖市⼤野原⼋丁⽬７番５８号
2025-07-12
 
ミ,118903,宮野商⼯株式会社
〒192-0063,東京都⼋王⼦市元横⼭町２−６−２１
2024-10-03
 
ミ,105952,株式会社ミヤハラ
〒745-0825,⼭⼝県周南市⼤字栗屋５０−４７
2023-06-26
 
ミ,223077,宮原建⼯株式会社
〒273-0004,千葉県船橋市南本町１ー１２
2024-05-01
http://www.miyahara-kk.co.jp
 
ミ,129910,株式会社宮原製作所
〒306-0233,茨城県古河市⻄⽜⾕３１８
2025-04-09



http://www.miyahara-s.com/
 
ミ,228331,株式会社宮原設計測量
〒331-0825,埼⽟県さいたま市北区櫛引町２ー２７１ー１
2024-08-02
http://www.miya-as.co.jp
 
ミ,108185,宮原酸素株式会社
〒389-0518,⻑野県東御市本海野１７０８
2024-05-23
http://www.miyabara-sanso.jp/
 
ミ,125403,株式会社ミヤビ
〒671-2542,兵庫県宍粟市⼭崎町船元２２５−１
2026-04-14
http://www.ime-group.co.jp
 
ミ,215409,株式会社みやび
〒325-0033,栃⽊県那須塩原市埼⽟３−９７
2024-05-29
 
ミ,224529,株式会社雅
〒596-0001,⼤阪府岸和⽥市磯上町３丁⽬２２番８号
2025-04-01
http://www.miyabi-ma.com
 
ミ,231522,株式会社雅
〒192-0352,東京都⼋王⼦市⼤塚２８９番地１０８
2025-12-27
 
ミ,231080,有限会社雅クラフト
〒216-0011,神奈川県川崎市宮前区⽝蔵⼀丁⽬３７番３０号
2025-10-18
 
ミ,220463,株式会社雅設備⼯業
〒350-1153,埼⽟県川越市⼤字下松原４９１ー５
2024-11-22
 
ミ,104846,株式会社雅デザイン
〒169-0075,東京都新宿区⾼⽥⾺場３−８−５ 安永ビル１Ｆ
2023-07-04
 
ミ,219332,雅電機株式会社
〒601-8447,京都府京都市南区⻄九条唐⼾町１７ー２
2024-03-16
 
ミ,230314,雅電設合同会社（その他）
〒744-0065,⼭⼝県下松市星が丘三丁⽬４番２１号
2025-06-28
 
ミ,230723,株式会社宮富⼠⼯業
〒986-0855,宮城県⽯巻市⼤街道東⼆丁⽬１４番１５号
2025-08-16
http://www.miyafuji.jp/
 



ミ,231809,ミヤ防⽔株式会社
〒814-0155,福岡県福岡市城南区東油⼭六丁⽬１３番２４号
2026-03-20
 
ミ,101062,株式会社ミヤマ
〒329-4421,栃⽊県栃⽊市⼤平町⻄野⽥６４５
2024-02-15
 
ミ,106234,株式会社ミヤマ
〒143-0024,東京都⼤⽥区中央８−２２−１８
2024-06-07
 
ミ,127385,株式会社みやま
〒391-0001,⻑野県茅野市ちの１７６−５
2024-09-11
http://www.miyama-group.com/
 
ミ,129538,ミヤマ株式会社
〒381-2283,⻑野県⻑野市稲⾥１−５−３
2024-08-21
http://www.miyama.net/
 
ミ,118384,株式会社ミヤマエ
〒577-0023,⼤阪府東⼤阪市荒本１−２−３２
2023-11-11
http://www.miyamae.co.jp
 
ミ,229349,株式会社宮前建設
〒920-0271,⽯川県河北郡内灘町鶴ケ丘１ー３９５ー４
2025-10-25
 
ミ,214574,株式会社宮前⼀⼯業
〒640-8301,和歌⼭県和歌⼭市岩橋９４６ー１２
2026-02-14
 
ミ,118107,株式会社美⼭化⼯
〒379-2215,群⾺県伊勢崎市⾚堀今井町１−６２２−１
2026-01-20
 
ミ,212822,有限会社美⼭組
〒910-0851,福井県福井市⽶松１ー１３ー８
2025-09-11
 
ミ,230162,株式会社ミヤマグロビス
〒271-0097,千葉県松⼾市栗⼭３１２番地
2025-05-31
_
 
ミ,216972,美⼭建設株式会社
〒192-0045,東京都⼋王⼦市⼤和⽥町１−８−２３
2025-08-06
 
ミ,210847,三⼭鋼機株式会社
〒370-0072,群⾺県⾼崎市⼤⼋⽊町９５１番地の２
2025-01-25



https://miyamakouki.com/
 
ミ,104424,三⼭産業株式会社
〒110-0012,東京都台東区⻯泉１−２５−５
2025-06-20
 
ミ,122476,ミヤマ産業株式会社
〒164-0013,東京都中野区弥⽣町１−３０−１２
2024-09-26
http://www.miyamasangyou.co.jp
 
ミ,118392,ミヤマ精⼯株式会社
〒387-0001,⻑野県千曲市⾬宮２３５８−１
2023-09-24
http://www.miyamask.co.jp/
 
ミ,126609,株式会社三⼭精⼯
〒181-0014,東京都三鷹市野崎１−１８−１
2024-02-16
http://www.miyama-seiko.co.jp/
 
ミ,231195,株式会社三⼭製作所
〒372-0801,群⾺県伊勢崎市宮⼦町１７００番地
2025-10-25
https://miyama-factory.co.jp/
 
ミ,118875,ミヤマ電器株式会社
〒145-0064,東京都⼤⽥区上池台４−７−１
2024-04-27
http://www.miyama.co.jp
 
ミ,102358,株式会社ミヤムラ
〒861-2234,熊本県上益城郡益城町古閑１５３−１１
2025-02-25
http://www.kk-miyamura.co.jp
 
ミ,215011,株式会社ミヤムラ
〒510-0303,三重県津市河芸町東千⾥１０１９−２
2023-09-26
http://www.kk-miyamura.jp
 
ミ,223977,株式会社宮村鉄筋⼯業
〒837-0917,福岡県⼤牟⽥市⼤字草⽊４３番地１７
2025-01-01
https://www.k-and-e.co.jp/
 
ミ,223303,株式会社宮本⾦物本店
〒733-0024,広島県広島市⻄区福島町１ー１７ー１３
2024-07-01
http://www.kanamonoten.com/miyamoto
 
ミ,225982,株式会社宮本組
〒672-8080,兵庫県姫路市飾磨区英賀宮町⼀丁⽬１７番地
2025-09-01
https://miyamotogumi.co.jp/



 
ミ,226067,株式会社宮本組
〒739-0605,広島県⼤⽵市⽴⼾３丁⽬４番２号
2025-10-01
 
ミ,219020,株式会社宮本建装
〒143-0021,東京都⼤⽥区北⾺込１−６−１３
2024-02-02
 
ミ,223271,宮本⼯業株式会社
〒757-0216,⼭⼝県宇部市⼤字船⽊１４ー８
2024-06-01
 
ミ,118155,株式会社宮本⼯業所
〒390-0821,⻑野県松本市筑摩１−１−５
2025-07-01
http://www.miyamotokougyousho.co.jp/
 
ミ,218830,株式会社宮本⼯業所
〒108-0073,東京都港区三⽥３丁⽬４番２号
2023-12-22
http://www.miya-spkr.co.jp
 
ミ,222629,株式会社宮本⼯業所
〒930-8512,富⼭県富⼭市奥⽥新町１２番３号
2021-01-01
 
ミ,212734,有限会社ミヤモト⼯建
〒531-0061,⼤阪府⼤阪市北区⻑柄⻄１ー８ー２
2025-07-10
http://www.ookubo.zaqrs.jp/twc9/twc1/indexa.html
 
ミ,220828,宮本産業株式会社
〒985-0016,宮城県塩竈市港町⼆丁⽬１４番２１号
2025-03-15
 
ミ,118792,株式会社宮本商会
〒550-8691,⼤阪市⻄区⽴売堀３−３−３
2024-03-03
http://www.nihon-orbis.co.jp/
 
ミ,504248,株式会社 宮本商店
〒317-0071,茨城県⽇⽴市⿅島町１−１７−１
2025-05-16
http://www.miyamoto.syoten.com/
 
ミ,106459,ミヤモト樹脂株式会社
〒791-8043,愛媛県松⼭市東垣⽣町２１７−３
2024-12-20
http://www.miyamotoresin.co.jp
 
ミ,121847,宮本樹脂⼯業株式会社
〒600-8882,京都府京都市下京区⻄七条⽐輪⽥町２５
2024-06-18
https://miya-pla.com/



 
ミ,124321,有限会社宮本製作所
〒376-0006,群⾺県桐⽣市新宿３−５−２３
2025-07-02
http://www.sunfield.ne.jp/~mitech-1
 
ミ,128075,株式会社宮本製作所
〒929-1414,⽯川県⽻咋郡宝達志⽔町敷波リ２０１
2024-12-07
 
ミ,223337,株式会社宮本製畳店
〒311-1517,茨城県鉾⽥市鉾⽥１５２０
2024-07-01
 
ミ,210885,株式会社宮本造園
〒732-0031,広島県広島市東区⾺⽊４丁⽬９６５ー１８
2025-02-04
 
ミ,214711,有限会社宮本造園
〒915-0026,福井県越前市五分市町１１号３０番地
2020-05-09
 
ミ,223652,宮本電気⼯事株式会社
〒615-0864,京都府京都市右京区⻄京極新明町７６
2024-10-01
https://www.miyamoto-dk.co.jp/
 
ミ,222945,宮本塗装⼯業株式会社
〒733-0803,広島県広島市⻄区⻯王町５番１５号
2024-04-01
http://www.miyapen.co.jp
 
ミ,124818,宮脇機械プラント株式会社
〒673-0021,兵庫県明⽯市北王⼦町２−２６
2026-01-11
http://www.mkp-fa.co.jp
 
ミ,215915,ミューテクノ群⾺株式会社
〒370-0007,群⾺県⾼崎市問屋町⻄⼀丁⽬２番地１６
2025-01-22
 
ミ,214316,株式会社ミュウ・ヴィーヴル
〒562-0015,⼤阪府箕⾯市稲５丁⽬１３−７
2025-08-02
 
ミ,105267,株式会社美幸輝
〒410-1327,静岡県駿東郡⼩⼭町棚頭１２３８−５
2024-10-12
http://www.miyuki-h.co.jp/
 
ミ,118188,株式会社ミユキ印刷
〒193-0834,東京都⼋王⼦市東浅川町５５４−２３
2023-07-30
http://www.mimj.jp
 



ミ,501874,ミユキ化成株式会社
〒939-0351,富⼭県射⽔市⼾破５３番地の１４
2025-09-01
http://www.miyuki-kasei.co.jp/
 
ミ,105906,ミユキ鋼材株式会社
〒210-0854,神奈川県川崎市川崎区浅野町５−１
2026-04-20
https://www.miyuki-kozai.co.jp/
 
ミ,101459,有限会社幸製作所
〒018-0402,秋⽥県にかほ市平沢字坪⾙１０−５
2024-07-09
 
ミ,104974,株式会社御幸鉄⼯所
〒720-0002,広島県福⼭市御幸町下岩成５５１−１
2023-11-14
 
ミ,228944,株式会社明円ソフト開発
〒073-0025,北海道滝川市流通団地２丁⽬４番３７号
2025-03-26
http://www.myoen.co.jp
 
ミ,230069,明星電気株式会社
〒836-0054,福岡県⼤牟⽥市天領町三丁⽬２番地の１１
2025-04-26
 
ミ,121833,株式会社明星電気商会
〒101-0044,東京都千代⽥区鍛冶町１−２−６
2024-06-13
http://www.myojyodenki.co.jp/
 
ミ,129822,明道メタル株式会社
〒959-1288,新潟県燕市燕５０２５
2025-03-16
http://www.myodo-metal.co.jp
 
ミ,220982,株式会社三養基
〒808-0109,福岡県北九州市若松区南⼆島⼀丁⽬８番１６号
2025-04-05
http://www.miyoki-rental.co.jp
 
ミ,118177,株式会社ミヨシ
〒370-0414,群⾺県太⽥市堀⼝町１６４
2026-02-05
http://www7.plala.or.jp/miyoshi1960
 
ミ,211754,株式会社ミヨシ
〒709-4331,岡⼭県勝⽥郡勝央町植⽉北１５１０番地
2020-07-14
http://www.k-miyoshi.co.jp
 
ミ,503883,株式会社 ミヨシ
〒111-0053,東京都台東区浅草橋１−１０−１０ ⼀誠ビル３Ｆ
2024-01-18



http://www.mco.co.jp
 
ミ,128021,三好化成株式会社
〒102-0073,東京都千代⽥区九段北４−３−１４ 市ヶ⾕グラスゲート５Ｆ
2025-03-29
https://www.miyoshikaseigroup.com/
 
ミ,127487,株式会社美吉⾦属
〒636-0013,奈良県北葛城郡王寺町元町２−２０−３８
2024-11-06
 
ミ,221915,有限会社三好組
〒792-0801,愛媛県新居浜市菊本町⼆丁⽬３−１１
2025-08-01
 
ミ,229614,三由建設株式会社
〒939-8073,富⼭県富⼭市⼤町１９番地１０
2026-03-31
http://www.miyoshi-kensetsu.co.jp/
 
ミ,217491,三由⼯業株式会社
〒222-0022,神奈川県横浜市港北区篠原東⼆丁⽬１５番地
2026-01-21
https://miyoshi-kk.co.jp/
 
ミ,230228,株式会社美好⼯業
〒352-0014,埼⽟県新座市栄⼀丁⽬９番９号
2025-06-14
http://miyoshikogyo.net
 
ミ,505556,株式会社三好⼯業所有権研究所
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨１−２−８ 虎ノ⾨琴平タワー２３階
2024-03-11
 
ミ,100707,三芳合⾦⼯業株式会社
〒354-0045,埼⽟県⼊間郡三芳町⼤字上富５０８
2023-04-20
 
ミ,129409,三善産業株式会社
〒183-0042,東京都府中市武蔵台１−８−７
2024-04-08
http://www.miyoshisangyou.co.jp
 
ミ,223141,株式会社三好商会
〒220-0004,神奈川県横浜市⻄区北幸２ー８ー４
2024-06-01
http://www.mys.co.jp
 
ミ,120325,株式会社三好製作所
〒050-0065,北海道室蘭市本輪⻄町１−１１
2023-08-27
http://www.miyoshi-ss.com
 
ミ,231083,株式会社三好鉄⼯所
〒792-0003,愛媛県新居浜市新⽥町三丁⽬３番５号



2025-10-18
http://www.miyoshi.gr.jp
 
ミ,129220,有限会社三吉電器⼯業所
〒319-1301,茨城県⽇⽴市⼗王町伊師２０−７
2024-01-15
http://www.miyoshidenki.co.jp/
 
ミ,128019,ミヨシ電⼦株式会社
〒666-0024,兵庫県川⻄市久代３−１３−２１
2025-03-05
https://www.miyoshi.elec.co.jp
 
ミ,505554,三好内外国特許事務所
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨１−２−８ 虎ノ⾨琴平タワー２３階
2024-03-11
https://www.miyoshipat.co.jp
 
ミ,230973,有限会社三代鉄筋⼯業
〒319-1105,茨城県那珂郡東海村豊岡１４２６番地の２
2025-10-04
https://miyotekkin.com/
 
ミ,224736,株式会社ミヨマル
〒731-3165,広島県広島市安佐南区伴中央４丁⽬８ー２３
2025-04-01
https://www.340.co.jp
 
ミ,105523,株式会社ＭＩＲＡＩ
〒612-8388,京都府京都市伏⾒区北寝⼩屋町４７
2025-04-11
http://mirai2003.com/
 
ミ,212636,株式会社未来
〒206-0011,東京都多摩市関⼾２丁⽬３２番地１ー９０１
2025-05-22
http://mirai-9.com
 
ミ,217941,株式会社美来
〒802-0016,福岡県北九州市⼩倉北区宇佐町２−８−９
2023-07-14
 
ミ,122428,ミライアル株式会社
〒170-0013,東京都豊島区東池袋１−２４−１
2024-09-11
http://www.miraial.co.jp
 
ミ,102255,株式会社ミライ化成
〒387-0001,⻑野県千曲市⾬宮２４７３
2025-11-20
https://www.miraikasei.com/
 
ミ,231428,株式会社ミライ⾦属
〒454-0835,愛知県名古屋市中川区⼋家町三丁⽬５５番地
2025-12-13



 
ミ,214843,未来建設⼯業株式会社
〒643-0004,和歌⼭県有⽥郡湯浅町⼤字湯浅１７２５ー１１
2023-07-04
 
ミ,217862,株式会社ミライズ
〒326-0843,栃⽊県⾜利市五⼗部町５６７ー１
2026-06-30
https://grouprise.co.jp/
 
ミ,217492,株式会社ミライズＰｒｏ
〒984-0075,宮城県仙台市若林区清⽔⼩路８番地の２
2026-01-21
https://www.merisepro.com/
 
ミ,214891,みらい測量株式会社
〒292-0812,千葉県⽊更津市⽮那３６９０−１５
2023-07-25
 
ミ,220039,未来電通株式会社
〒970-8032,福島県いわき市平下荒川字剃町３２番地の３９
2024-07-20
 
ミ,129789,株式会社ミライト・エックス
〒135-0016,東京都江東区東陽３−２３−２１ プレミア東陽町ビル４階
2025-02-03
http://www.mirait-x.co.jp
 
ミ,216114,株式会社ミライト・ソリューションズ
〒162-0841,東京都新宿区払⽅町１９番１号
2025-03-05
https://www.mirait-solutions.co.jp/
 
ミ,502016,株式会社ミライト・テクノロジーズ
〒550-0002,⼤阪府⼤阪市⻄区江⼾堀三丁⽬３番１５号
2024-04-03
https://www.miratec.co.jp/
 
ミ,504031,株式会社ミライト・ワン
〒135-8112,東京都江東区豊洲５−６−３６
2024-06-21
https://www.mrt.mirait.co.jp/
 
ミ,504898,株式会社ミライト・ワン
〒135-8112,東京都江東区豊洲五丁⽬６番３６号
2024-06-19
https://www.mirait-one.com/
 
ミ,505735,株式会社ミライト・ワン・システムズ
〒105-0021,東京都港区東新橋２−３−３
2025-08-05
https://www.mirait-one-systems.co.jp/
 
ミ,505095,株式会社ＭＩＲＡＩｔ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｄｅｓｉｇｎ
〒101-0021,東京都千代⽥区神⽥練塀町３番地



2024-07-02
www.msdcorp.co.jp
 
ミ,501451,株式会社ミライト・モバイル・イースト
〒007-0865,北海道札幌市東区伏古５条５丁⽬４番１５号
2024-12-11
 
ミ,128136,株式会社ミラプロ
〒408-0111,⼭梨県北杜市須⽟町⽳平１１００
2026-01-21
http://www.mirapro.co.jp
 
ミ,217933,株式会社ミリオン建設
〒509-0222,岐⾩県可児市⽻崎４７７番地の１
2023-07-14
 
ミ,123635,株式会社ミリオン製作所
〒577-0837,⼤阪府東⼤阪市寿町２−１２−４
2025-02-24
http://www.million-ss.co.jp/
 
ミ,100564,ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社
〒111-0053,東京都台東区浅草橋４−１９−８ 浅草橋ビル
2026-01-20
http://www.canberra.com
 
ミ,229731,株式会社ミリオンテック
〒838-0112,福岡県⼩郡市⼲潟字城⼭１４８９番５
2026-05-22
https://www.milliontec.jp/
 
ミ,230204,ミリオン電⼯株式会社
〒508-0015,岐⾩県中津川市⼿賀野６４７番地の６
2025-06-14
https://million-denko.co.jp/
 
ミ,230654,有限会社三⼒電設
〒321-3232,栃⽊県宇都宮市氷室町１８５３番地８
2025-08-02
 
ミ,124726,株式会社ミルス・システムズ
〒349-0111,埼⽟県蓮⽥市東５−９−８ いづみやビル５Ｆ
2025-12-15
http://www.mils-sys.co.jp
 
ミ,218030,株式会社ミルックス
〒104-0031,東京都中央区京橋２−１８−３
2024-04-01
 
ミ,118062,株式会社ミロク
〒146-0081,東京都⼤⽥区仲池上２−２９−２
2023-12-02
http://www.miroku-tokyo.co.jp
 
ミ,129812,ミロクエンジニアリング株式会社



〒312-0047,茨城県ひたちなか市表町１２−１
2025-03-08
http://www.miroku-e.co.jp/
 
ミ,126222,ミロク機械株式会社
〒783-0054,⾼知県南国市⽐江８３６
2023-11-15
https://www.miroku-gd.co.jp/
 
ミ,106829,株式会社ミロクメディカルラボラトリー
〒384-2201,⻑野県佐久市印内６５９−２
2025-12-21
https://miroku-lab.co.jp
 
ミ,503638,ミワ株式会社
〒376-0002,群⾺県桐⽣市境野町１丁⽬１１３２
2025-09-02
http://www.miwa-g.co.jp
 
ミ,226388,三輪運輸⼯業株式会社
〒651-0072,兵庫県神⼾市中央区脇浜町２丁⽬１番１６号
2026-02-01
http://www.miwa-gr.co.jp/
 
ミ,221570,美和産業株式会社
〒531-0076,⼤阪府⼤阪市北区⼤淀中３丁⽬６番２５号
2025-04-01
_
 
ミ,103759,三輪商事株式会社
〒882-0842,延岡市三ツ瀬町２−３−１０
2024-04-01
http://www.miwa-syouji.co.jp/
 
ミ,129847,有限会社実和製作所
〒311-4303,茨城県東茨城郡城⾥町⽯塚２２５８−１
2025-03-25
 
ミ,218297,三輪設備⼯業（その他）
〒640-8343,和歌⼭県和歌⼭市吉⽥３８６和歌⼭プラザビル２０１
2023-09-01
 
ミ,129073,株式会社三輪鋳造
〒511-0504,三重県いなべ市藤原町川合７２３
2023-08-29
 
ミ,118333,株式会社美和テック
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋３−１１−１
2024-02-04
http://www.mgb.gr.jp
 
ミ,118029,美和電気株式会社
〒211-0064,川崎市中原区今井南町３４−３０
2024-06-05
http://www.miwa-denki.co.jp



 
ミ,500170,美和電気⼯業株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿１−８−５新宿御苑ビル６階
2023-12-10
https://www.miwadenki.co.jp/
 
ミ,218803,三輪電気⼯事株式会社
〒544-0032,⼤阪府⼤阪市⽣野区中川⻄２ー１９ー２２
2023-12-22
 
ミ,219243,株式会社三輪塗装⼯業所
〒532-0024,⼤阪府⼤阪市淀川区⼗三本町１丁⽬１２番２０号
2024-03-09
 
ミ,128130,美和ロック株式会社
〒105-8510,東京都港区芝３−１−１２
2025-07-02
https://www.miwa-lock.co.jp/
 
ミ,505028,株式会社ミントウェーブ
〒162-0823,東京都新宿区神楽河岸１−１セントラプラザ６Ｆ
2024-01-24
http://www.mintwave.co.jp
 
ム,505662,株式会社ＭＯＶＥＲ＆ＣＯＭＰＡＮＹ
〒101-0061,東京都千代⽥区神⽥三崎町３−７−１２ 清話会ビル３階
2025-01-26
 
ム,105968,株式会社ムービス
〒160-0006,東京都新宿区⾈町７ ロクサンビル５階
2026-07-10
http://www.movis.co.jp/
 
ム,103036,株式会社ムーブ
〒986-0853,宮城県⽯巻市⾨脇字⼀番⾕地６４−２８
2026-02-17
http://www.moveworld.co.jp/
 
ム,310001,ムーンバット株式会社
〒600-8491,京都市下京区室町通四条南⼊鶏鉾町４９３番地
2023-11-14
https://www.moonbat.co.jp
 
ム,105432,株式会社ムーヴテック
〒522-0201,滋賀県彦根市⾼宮町１２２８−５
2025-01-30
https://www.move-tech.com/
 
ム,500020,株式会社ムカイ
〒013-0359,秋⽥県横⼿市⼤雄字柏⽊１４６−１
2023-07-17
http:/www.kk-mukai.co.jp
 
ム,220067,向井建設株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町２ー８ー１



2025-02-01
http://mux-hp.jp
 
ム,215778,向井⼯業株式会社
〒411-0801,静岡県三島市⾕⽥２２７３番地の５６
2024-11-27
 
ム,222898,株式会社向井⼯務所
〒422-8076,静岡県静岡市駿河区⼋幡１丁⽬４番２０号
2024-03-01
 
ム,220741,向井⽊材株式会社
〒470-0206,愛知県みよし市莇⽣町⽔洗８番地２
2025-03-01
https://mukai-mokuzai.co.jp/
 
ム,218358,有限会社夢⽊建築⼯房
〒400-0117,⼭梨県甲斐市⻄⼋幡６５４−９
2023-09-08
 
ム,504690,株式会社ムゲン・エンタープライズ
〒157-0067,東京都世⽥⾕区喜多⾒６−１２−７
2023-06-16
http://www.mugen-ep.com/
 
ム,150127,株式会社向⼭⼯場
〒332-0016,埼⽟県川⼝市幸町３−９−１ Ｍビル
2024-10-23
 
ム,128255,株式会社ムサシ
〒360-0202,埼⽟県熊⾕市妻沼東５−７８
2025-02-06
http://www.musashi-co.co.jp
 
ム,106423,武蔵エンジニアリング株式会社
〒105-0003,東京都港区⻄新橋３−１１−７
2024-11-25
http://www.tellac.co.jp/
 
ム,128266,武蔵エンジニアリング株式会社
〒181-0013,東京都三鷹市下連雀８−７−４
2023-05-01
http://www.musashi-engineering.co.jp/
 
ム,505430,武蔵オイルシール⼯業株式会社
〒106-0032,東京都港区六本⽊５−１１−２９
2023-06-26
http://www.musashi-os.co.jp/
 
ム,225395,ムサシ建設⼯業株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野⼀丁⽬２４番２号
2025-06-01
https://www.musasi-k.co.jp/
 
ム,103828,武蔵⼯業株式会社



〒104-0033,東京都中央区新川１−２５−２ 新川ＳＴビル３階
2024-05-12
http://musashi634.co.jp/company.html
 
ム,502999,ムサシ⼯業株式会社
〒873-0402,⼤分県国東市武蔵町内⽥８００番地
2023-12-09
http://www.o-musashi.co.jp
 
ム,214108,武蔵興産株式会社
〒167-0022,東京都杉並区下井草４丁⽬１３番１３号
2025-03-29
http://www.musashikousan.co.jp/
 
ム,125850,武蔵産業株式会社
〒192-0024,東京都⼋王⼦市宇津⽊町７４８−２
2023-09-29
http://www.msk634.co.jp
 
ム,120951,ムサシ精密鋳造株式会社
〒152-0002,東京都⽬黒区⽬黒本町３−１６−２
2024-03-06
 
ム,118897,武蔵ダイカスト⼯業株式会社
〒350-1201,埼⽟県⽇⾼市⽥波⽬６５８−５
2024-05-26
http://www.musashi-dc.co.jp
 
ム,227414,武蔵内装有限会社
〒353-0004,埼⽟県志⽊市本町５−１７−２
2024-02-15
 
ム,224626,株式会社武蔵野
〒201-0001,東京都狛江市⻄野川２ー３８ー７
2025-04-01
http://www.musashino-gas.com
 
ム,213434,有限会社武蔵野興業
〒270-2322,千葉県印⻄市笠神３８６番地
2023-09-16
 
ム,215129,ムサシノ⼯業株式会社
〒343-0852,埼⽟県越⾕市新川町２丁⽬１７ー３
2023-12-12
 
ム,221456,武蔵野⼯業株式会社
〒102-0083,東京都千代⽥区麹町３丁⽬１ー１
2025-04-01
http://www.musasino-k.co.jp
 
ム,122819,株式会社武蔵野コンピューターコンサルタント
〒357-0033,埼⽟県飯能市⼋幡町３−１４
2024-11-26
http://www.mcc-net.jp
 



ム,221701,株式会社武蔵野種苗園
〒171-0022,東京都豊島区南池袋１丁⽬２６番１０号
2025-06-01
 
ム,118912,武蔵野スリーボンド株式会社
〒190-0022,東京都⽴川市錦町３−２−３０ 朝⽇⽣命⽴川錦町ビル１Ｆ
2024-07-31
http://www.threebond.co.jp/
 
ム,108670,武蔵野精機株式会社
〒339-0073,埼⽟県さいたま市岩槻区上野６−１２−３
2024-01-28
http://www.musashinoseiki.jp
 
ム,216894,株式会社武蔵野設備
〒180-0013,東京都武蔵野市⻄久保２丁⽬１番１０号ワイズビル３Ｆ
2025-07-23
 
ム,125211,ムソー⼯業株式会社
〒141-0033,東京都品川区⻄品川１−２０−６
2026-02-10
http://www12.ocn.ne.jp/~muso/
 
ム,218979,株式会社無相電設
〒950-0101,新潟県新潟市江南区江⼝２０７１番地３
2024-01-26
 
ム,502174,六浦⼯業株式会社
〒239-0836,神奈川県横須賀市内川１丁⽬３番２３号
2026-02-14
 
ム,122321,株式会社六浦本店
〒460-0016,愛知県名古屋市中区橘２−１−７
2024-08-12
http://www.mutsuura-honten.co.jp/
 
ム,118888,睦⽉電機株式会社
〒544-0004,⼤阪府⼤阪市⽣野区巽北４−１−２８
2024-07-18
http://www.mutsuki.co.jp
 
ム,231743,株式会社六﨑⼯業
〒274-0072,千葉県船橋市三⼭⼆丁⽬１７番９号
2026-03-07
 
ム,118227,睦特殊⾦属⼯業株式会社
〒194-0004,東京都町⽥市鶴間６−１−２０
2024-06-24
http://www.mutsumi-gi.com/
 
ム,127617,六菱ゴム株式会社
〒653-0038,神⼾市⻑⽥区若松町９−１−３０
2024-12-18
http://www.mutsubishi.co.jp
 



ム,216064,株式会社ムツミ
〒564-0051,⼤阪府吹⽥市豊津町２−３０
2025-02-19
http://www.kk-mutsumi.co.jp/
 
ム,128235,ムツミ⼯業株式会社
〒462-0866,名古屋市北区瑠璃光町５−１
2025-02-01
http://mutsumi-industry.co.jp
 
ム,217693,株式会社睦商会
〒141-0021,東京都品川区上⼤崎１ー１５ー１９
2026-04-07
 
ム,217097,株式会社睦商事
〒537-0012,⼤阪府⼤阪市東成区⼤今⾥４ー２６ー１１
2025-09-10
 
ム,128254,株式会社ムツミテクニカ
〒038-1142,⻘森県南津軽郡⽥舎館村和泉字上福岡５−１
2025-09-06
http://www.mutsumi-net.com
 
ム,229047,有限会社睦電設
〒990-0703,⼭形県⻄村⼭郡⻄川町⼤字間沢１１０番地４号
2025-05-31
_
 
ム,121183,睦特殊⾦属⼯業株式会社
〒194-0004,東京都町⽥市鶴間６−１−２０
2025-07-09
https://mutsumi-t.jp/
 
ム,128280,睦物産株式会社
〒450-0002,名古屋市中村区名駅５−２３−５
2024-12-25
http://www.mutsumi-bussan.co.jp
 
ム,100307,睦美マイクロ株式会社
〒744-0002,⼭⼝県下松市⼤字東豊井１３６４
2025-09-15
http://www.mutsumi-m.com/
 
ム,215978,株式会社むつみや
〒150-0046,東京都渋⾕区松濤１丁⽬２６番２１号
2025-01-29
https://www.mutsumiya.jp
 
ム,221720,株式会社睦屋
〒114-0023,東京都北区滝野川７丁⽬４７番３号
2025-06-01
https://www.mutsumi-ya.com/
 
ム,213758,株式会社ムトー
〒500-8269,岐⾩県岐⾩市茜部中島三丁⽬５７番地



2024-07-14
 
ム,128898,ムトーアイテックス株式会社
〒154-8560,東京都世⽥⾕区池尻３−１−３ ＭＵＴＯＨ池尻ビル
2026-03-26
http://www.mutoh-itex.jp
 
ム,226442,株式会社ムトーセーフ
〒330-0061,埼⽟県さいたま市浦和区常盤９ー２２ー１４
2026-03-01
https://www.muto-safe.co.jp
 
ム,108590,ムトー精⼯株式会社
〒509-0147,岐⾩県各務原市鵜沼川崎町１−６０−１
2023-11-20
https://www.muto.co.jp
 
ム,223746,株式会社ムトー電気産業
〒353-0003,埼⽟県志⽊市下宗岡２ー１６ー２１号
2024-11-01
http://www.muto-den.jp
 
ム,223818,株式会社ムトウ
〒814-0012,福岡県福岡市早良区昭代３丁⽬２番５号
2024-11-01
http://www.mutounet.com
 
ム,503378,株式会社 ムトウ
〒134-0013,東京都江⼾川区江⼾川４−１６
2025-03-10
http://www.muto-mold.com
 
ム,501711,武藤⼯業株式会社
〒154-8560,東京都世⽥⾕区池尻３丁⽬１番３号
2025-04-13
https://www.mutoh.co.jp/
 
ム,220556,有限会社むとう⼯芸社
〒167-0032,東京都杉並区天沼⼆丁⽬４３番２５号
2024-12-21
 
ム,218483,有限会社無藤サッシ
〒503-1305,岐⾩県養⽼郡養⽼町祖⽗江１１８６番地の１
2023-10-06
 
ム,118292,株式会社武藤商会
〒451-0042,名古屋市⻄区那古野２−２２−２１
2024-05-29
http://www.mutoushokai.co.jp/
 
ム,128746,株式会社武藤電⼦⼯業
〒010-0341,秋⽥県男⿅市船越字内⼦３４６
2026-02-04
http://www.muto-elec.co.jp/
 



ム,213735,有限会社棟⽅
〒989-3211,宮城県仙台市⻘葉区⾚坂三丁⽬２ー１２
2024-06-16
 
ム,223156,株式会社宗像⽯⼯事
〒963-0724,福島県郡⼭市⽥村町上⾏合字⻄川原６４−１
2021-06-01
 
ム,219545,有限会社宗像興業
〒214-0044,奈川県横浜市都筑区川向町１０８番地
2024-04-06
 
ム,104660,ムネカタ株式会社
〒960-8506,福島市蓬莱町１−１１−１
2024-02-05
http://www.munekata.co.jp
 
ム,218593,株式会社宗重商店
〒920-0342,⽯川県⾦沢市畝⽥⻄⼀丁⽬１１２番地
2023-11-04
 
ム,100388,株式会社ムネスエ
〒744-0029,⼭⼝県下松市楠⽊町１−１０−６
2025-10-12
 
ム,225953,有限会社撫養タイル⼯業
〒771-1220,徳島県板野郡藍住町東中富字直道傍⽰２１ー５
2025-09-01
 
ム,211951,株式会社六鎗⼯務店
〒012-1137,秋⽥県雄勝郡⽻後町⻄⾺⾳内堀回下湯ノ崎１３
2023-12-15
 
ム,213930,株式会社ムラアーカム
〒490-1443,愛知県海部郡⾶島村新政成１１丁⽬２７番地
2024-12-15
http://muracam.com/
 
ム,229336,株式会社ムライ
〒564-0036,⼤阪府吹⽥市寿町２丁⽬２３番地２３号
2022-10-22
http://murai-bousui.com
 
ム,128262,ムライ機器株式会社
〒509-6472,岐⾩県瑞浪市釜⼾町４２４０−４１
2025-03-19
http://www.muraikiki.co.jp/
 
ム,222537,株式会社村井業務店
〒108-0074,東京都港区⾼輪２丁⽬１５番２４ー３０３号
2024-01-01
 
ム,214680,株式会社村井建設
〒601-1347,京都府京都市伏⾒区醍醐合場町１０番地１
2026-04-18



http://murai-kensetsu.com/
 
ム,215737,村井建設株式会社
〒085-0045,北海道釧路市住之江町１２−１７
2021-11-06
 
ム,118213,村井⼯業株式会社
〒489-0069,愛知県瀬⼾市東松⼭町４１
2026-06-09
https://muraikogyo.jimdofree.com
 
ム,222839,村井⼯業株式会社
〒458-0834,愛知県名古屋市緑区鳴海町字前之輪２３６番地
2024-03-01
http://murai-kougyo.jimdofree.com
 
ム,229939,株式会社村井⼯務店
〒206-0802,東京都稲城市東⻑沼１０７５−２
2023-09-09
http://murai-k.co.jp
 
ム,103326,村井紙器株式会社
〒708-0843,岡⼭県津⼭市国分寺８２８
2023-08-01
http://www.muraishiki.jp/
 
ム,118299,村井電気株式会社
〒101-0025,東京都千代⽥区神⽥佐久間町１−２６
2026-01-13
http://www.muraidenki.co.jp/
 
ム,126922,株式会社村岡商会
〒427-0042,静岡県島⽥市中央町１６−５
2024-06-09
http://www.muraoka-inc.co.jp/
 
ム,103472,有限会社村岡製作所
〒376-0013,群⾺県桐⽣市広沢町１−２７７８−３
2023-10-16
 
ム,216018,村岡通信建設株式会社
〒525-0066,滋賀県草津市⽮橋町２０７５番１号
2025-02-12
http://www.muraoka-tk.com/
 
ム,222832,株式会社村尾⼯務店
〒561-0884,⼤阪府豊中市岡町北２ー２ー２４
2024-03-01
 
ム,118252,株式会社村尾プレス
〒924-0004,⽯川県⽩⼭市旭丘３−１５
2024-04-18
 
ム,228779,ムラオ・ヤノビルド株式会社
〒184-0002,東京都⼩⾦井市梶野町１ー６ー２９



2024-12-20
 
ム,118204,株式会社ムラカミ
〒130-0003,東京都墨⽥区横川５−３−１０
2024-11-13
http://www.murakami.co.jp
 
ム,220564,株式会社ムラカミ
〒761-8054,⾹川県⾼松市東ハゼ町８７７番地
2024-12-21
http://www.murakami-corp.co.jp
 
ム,228703,株式会社村上開発
〒721-0957,広島県福⼭市箕島町５５２０
2024-11-22
 
ム,217346,株式会社村上開発機⼯
〒802-0061,福岡県北九州市⼩倉北区三郎丸３丁⽬３番３号
2025-11-26
http://www.murakamikaihatsukikou.co.jp
 
ム,226129,株式会社村上開明堂
〒420-8550,静岡県静岡市葵区伝⾺町１１番地５
2025-11-01
https://www.murakami-kaimeido.co.jp/
 
ム,231897,株式会社村上⽡斯⼯業所
〒984-0001,宮城県仙台市若林区鶴代町４番８０号
2026-04-11
http://murakami-gas.co.jp/
 
ム,217529,村上建設株式会社
〒568-0095,⼤阪府茨⽊市⼤字佐保３１２番５
2026-01-28
http://www.muraken-kk.com
 
ム,231219,村上建設⼯業株式会社
〒759-0134,⼭⼝県宇部市⼤字善和字⼤⽇２０３番１８７
2025-11-01
 
ム,216530,有限会社村上興業
〒762-0002,⾹川県坂出市⼊船町１丁⽬２番２９号
2025-05-28
https://murakami.kagawa.jp/
 
ム,221187,株式会社村上⼯業
〒273-0034,千葉県船橋市⼆⼦町６３１番地２
2025-03-01
http://www.murakami-kougyou.com
 
ム,227914,村上⼯業株式会社
〒186-0005,東京都国⽴市⻄２丁⽬２０番地の６
2024-04-20
 
ム,221750,有限会社村上⼯業所



〒969-0404,福島県岩瀬郡鏡⽯町旭町２６３
2025-07-01
_
 
ム,221741,株式会社村上⼯務店
〒311-2222,茨城県⿅嶋市⼩⼭１１１４番地１２
2025-07-01
https://www.murakamikoumuten.co.jp/
 
ム,105501,村上産業株式会社
〒125-0002,東京都葛飾区⻄⻲有４−２２−１
2025-03-26
 
ム,112833,村上産業株式会社
〒790-8526,愛媛県松⼭市本町１−２−１
2024-10-27
http://murakamisangyo.co.jp
 
ム,118211,株式会社村上精機⼯作所
〒807-0811,北九州市⼋幡⻄区洞北町１−１
2026-02-23
http://www.murakami-seiki.co.jp/
 
ム,104762,株式会社村上製作所
〒285-0812,千葉県佐倉市六崎５６０
2026-05-09
https://ms-machining.co.jp
 
ム,118268,株式会社村上製作所
〒806-0012,北九州市⼋幡⻄区陣⼭３−１１−９
2023-08-09
http://www7b.biglobe.ne.jp/~murakami/
 
ム,118803,株式会社村上製作所
〒370-2451,群⾺県富岡市宇⽥２５０−１２
2024-07-04
http://www.murakami-mfg.co.jp
 
ム,128206,株式会社村上製作所
〒601-8122,京都市南区上⿃⽻北塔ノ本町１５
2026-03-29
http://www.murakami-ss.biz/
 
ム,211364,有限会社ムラカミ整備⼯業
〒077-0001,北海道留萌市⼤字三泊村字ヲムロノ沢２９６番地の３
2025-09-24
 
ム,231490,有限会社村上設備
〒983-0038,宮城県仙台市宮城野区新⽥四丁⽬２４番２３号
2025-12-27
 
ム,218210,株式会社村上タイル
〒677-0063,兵庫県⻄脇市平野町３０２ー８８
2025-04-01
 



ム,227045,村上⼤理⽯株式会社
〒910-0022,福井県福井市花⽉３ー１１ー１１
2023-09-01
http://www.murakami-dairiseki.co.jp
 
ム,221226,村上鉄筋株式会社
〒050-0074,北海道室蘭市中島町三丁⽬７番１号
2025-03-01
 
ム,220317,村川電気株式会社
〒337-0014,埼⽟県さいたま市⾒沼区⼤⾕１６６４−２−５０８
2024-10-05
 
ム,118250,株式会社ムラキ
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋３−９−１０
2026-07-20
http://www.muraki-ltd.co.jp/
 
ム,226748,村⽊建材⼯業株式会社
〒514-0816,三重県津市⾼茶屋⼩森字⼤新⽥２８３３番地
2026-05-01
https://murakikenzai.co.jp/
 
ム,210966,有限会社村越⼯業
〒781-0112,⾼知県⾼知市仁井⽥新築４５８６番３
2025-03-04
_
 
ム,219188,株式会社村越⼯業
〒123-0853,東京都⾜⽴区本⽊１丁⽬１４番２０号
2024-03-02
 
ム,220273,村越鋼業 村越学（その他）
〒251-0861,神奈川県藤沢市⼤庭５２３５−１６
2024-09-21
 
ム,121988,株式会社ムラコシ精⼯
〒184-8595,東京都⼩⾦井市緑町５−６−３５
2024-07-29
http://www.murakoshiseikou.com
 
ム,124524,株式会社ムラコシ精⼯
〒184-8522,東京都⼩⾦井市緑町５−３−３０
2025-09-28
http://www.murakoshi.com/
 
ム,231863,株式会社村坂⼯務店
〒827-0004,福岡県⽥川郡川崎町⼤字⽥原３３６番地の１３
2026-04-11
https://www.mk-and-ik.com/
 
ム,217043,村崎建設株式会社
〒108-0014,東京都港区芝５−６−１
2025-09-03
http://www.t-murasaki.jp



 
ム,213484,有限会社村⾥組
〒314-0133,茨城県神栖市息栖２８６６−１０
2023-10-28
 
ム,121824,有限会社村澤製作所
〒158-0038,東京都世⽥⾕区奥沢２−４９−１２
2024-06-12
 
ム,219000,村重建設⼯業株式会社
〒802-0022,福岡県北九州市⼩倉北区上富野５−９−１
2024-01-26
 
ム,231061,村商株式会社
〒114-0015,東京都北区中⾥⼀丁⽬３７番６号
2025-10-18
http://www.mura-sho.co.jp
 
ム,230692,株式会社ムラスギ
〒433-8108,静岡県浜松市北区根洗町８４８番地−１０２
2025-08-09
 
ム,223295,株式会社村瀬業務店
〒462-0844,愛知県名古屋市北区清⽔３ー２０ー２２
2024-07-01
 
ム,215097,有限会社村瀬商事
〒336-0017,埼⽟県さいたま市南区南浦和２−４−２
2023-11-21
 
ム,118963,邨⽥印刷紙器株式会社
〒572-0813,⼤阪府寝屋川市讃良東町２−１
2024-10-10
http://www.murataprinting.co.jp/
 
ム,108370,村⽥機械株式会社
〒612-8686,京都市伏⾒区⽵⽥向代町１３６
2026-06-21
http://www.muratec.jp/
 
ム,217179,村⽥機械株式会社
〒601-8326,京都府京都市南区吉祥院南落合町３番地
2025-10-01
https://www.muratec.jp/
 
ム,122403,村⽥鎖株式会社
〒544-0004,⼤阪市⽣野区巽北２−２−８
2024-09-05
 
ム,225367,村⽥建設株式会社
〒755-0017,⼭⼝県宇部市芝中町７番２５号
2025-06-01
 
ム,223350,株式会社村⽥建装
〒350-1313,埼⽟県狭⼭市上⾚坂６３５番地の２



2024-07-01
 
ム,104717,ムラタ⼯業株式会社
〒673-0871,兵庫県明⽯市⼤蔵⼋幡町８−３２
2026-04-10
http://www.murataindustry.com/
 
ム,211338,有限会社村⽥興業
〒377-0005,群⾺県渋川市有⾺１４０７−３
2025-08-26
 
ム,229989,株式会社村⽥⼯務店
〒622-0001,京都府南丹市園部町宮町５４番地
2023-10-09
 
ム,106755,株式会社ムラタ製作所
〒612-8445,京都府京都市伏⾒区⽵⽥浄菩提院町２２３
2025-08-17
https://www.murata-ss.co.jp
 
ム,108710,株式会社村⽥製作所
〒617-8555,京都府⻑岡京市東神⾜１−１０−１
2024-09-20
http://www.murata.co.jp/
 
ム,217236,株式会社村⽥電機製作所
〒143-0002,東京都⼤⽥区城南島２丁⽬４番１２号
2025-10-21
 
ム,218801,株式会社村⽥電設
〒062-0032,北海道札幌市豊平区⻄岡⼆条１丁⽬２番１４ー８号
2023-12-22
 
ム,505609,村⽥塗装有限会社
〒689-3543,⿃取県⽶⼦市蚊屋２７７番地１３
2024-08-02
 
ム,100801,村⽥⼟地建物株式会社
〒617-8555,京都府⻑岡京市東神⾜１−１０−１
2023-06-27
http://www.murata-mlb.co.jp/
 
ム,102166,村⽥発條株式会社
〒321-0905,栃⽊県宇都宮市平出⼯業団地２０−４
2025-01-21
http://mscspg.co.jp/
 
ム,124548,村⽥ボーリング技研株式会社
〒421-0106,静岡県静岡市駿河区北丸⼦１−３０−４５
2025-10-15
http://www.murata-brg.co.jp
 
ム,108595,株式会社村⽥洋⽩商店
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町１−６−１３
2025-02-15



http://www.murata-youhaku.co.jp/
 
ム,220799,有限会社ムラテック
〒567-0851,⼤阪府茨⽊市真砂⼀丁⽬２０番１５号
2025-03-08
https://www.muratech.jp/
 
ム,118289,ムラテックＣＣＳ株式会社
〒601-8326,京都市南区吉祥院南落合町３
2026-01-08
http://www.muratec-ccs.co.jp
 
ム,118935,ムラテックメカトロニクス株式会社
〒520-2501,滋賀県蒲⽣郡⻯王町⼸削３７
2024-07-26
http://www.muratec.jp/mmc/
 
ム,211932,株式会社村中
〒663-8242,兵庫県⻄宮市津⾨飯⽥町４番１７号
2023-12-08
 
ム,231608,有限会社村主商店
〒166-0001,東京都杉並区阿佐⾕北⼀丁⽬４番８号
2026-01-24
 
ム,128277,株式会社ムラノセイコー
〒221-0862,横浜市神奈川区三枚町４７０
2025-06-13
http://www.muranosc.jp/
 
ム,101478,株式会社ムラマツ
〒421-0502,静岡県牧之原市⽩井６２２−１９
2024-07-17
http://www.kk-muramatsu.co.jp
 
ム,213653,村松機⼯運輸株式会社
〒135-0016,東京都江東区東陽１丁⽬１８番１７号
2024-03-31
 
ム,213099,株式会社村松⼯務店
〒444-2134,愛知県岡崎市⼤樹寺１丁⽬５番地１７
2026-03-05
http://www.muramatsu-k.co.jp/
 
ム,216013,村松電機株式会社
〒419-0201,静岡県富⼠市厚原２３２番地の２
2025-02-05
https://md-denki.co.jp/
 
ム,118262,株式会社村元⼯作所
〒651-2271,兵庫県神⼾市⻄区⾼塚台３−１−５６
2024-05-12
http://www.muramoto.com
 
ム,216177,株式会社ムラヤマ



〒135-0061,東京都江東区豊洲三丁⽬２番２４号
2025-03-19
https://www.murayama.co.jp/
 
ム,223832,株式会社ムラヤマ
〒990-2351,⼭形県⼭形市鋳物町４０番地
2024-11-01
 
ム,214726,村⼭建設株式会社
〒253-0082,神奈川県茅ヶ崎市⾹川４ー２ー３５
2026-05-16
 
ム,219380,株式会社村⼭製作所
〒242-0025,神奈川県⼤和市代官３−１８−６
2024-03-16
 
ム,104439,株式会社村⼭電機製作所
〒153-0064,東京都⽬黒区下⽬黒２−１３−１０ ＲＫビル６Ｆ
2025-07-01
http://www.murayama-denki.co.jp
 
ム,227096,有限会社村吉ガス圧接⼯業
〒903-0115,沖縄県中頭郡⻄原町字池⽥７８９ー１
2023-10-01
 
ム,129298,村和商事株式会社
〒679-4105,兵庫県たつの市神岡町⻄⿃井５−２
2024-02-19
 
ム,105109,群企画株式会社
〒193-0942,東京都⼋王⼦市椚⽥町１２２２−１ ⼋王⼦はざま住宅６０８号
2024-04-25
 
ム,100350,株式会社牟礼精密
〒190-1212,東京都⻄多摩郡瑞穂町殿ヶ⾕４２９−１
2025-09-27
 
ム,232042,株式会社室井商会
〒221-0012,神奈川県横浜市神奈川区⼦安台⼀丁⽬１２番１３号
2026-05-23
 
ム,226841,室井総建株式会社
〒321-0982,栃⽊県宇都宮市御幸ケ原町１９ー２４
2026-07-01
 
ム,220835,室⾦物株式会社
〒600-8811,京都府京都市下京区中堂寺坊城町１６番２
2025-03-15
https://www.murokanamono.co.jp
 
ム,100813,株式会社ムロコーポレーション
〒321-3231,栃⽊県宇都宮市清原⼯業団地７−１
2023-07-11
http://www.muro.co.jp
 



ム,128701,株式会社室島精⼯
〒929-1171,⽯川県かほく市⽊津ハ４５−１
2026-01-15
http://www.muroshima-sk.com
 
ム,218311,株式会社室⽥装備
〒930-0885,富⼭県富⼭市鵯島８５０番地の１
2023-09-01
 
ム,500141,室電⼦⼯業株式会社
〒028-0041,岩⼿県久慈市⻑内町第３５地割１２３番２５
2023-11-06
http://www.muro-d.com/
 
ム,505383,株式会社ＭＵＲＯＮＥ
〒230-0073,神奈川県横浜市鶴⾒区獅⼦ヶ⾕２−３９−５３
2023-06-12
http://www.murone.co.jp
 
ム,221793,室野硝⼦株式会社
〒920-0997,⽯川県⾦沢市竪町２１番地
2025-07-01
 
ム,118233,室町ケミカル株式会社
〒836-0895,福岡県⼤牟⽥市新勝⽴町１−３８−５
2023-06-18
http://www.muro-chem.co.jp
 
メ,129754,株式会社メーコー
〒372-0855,群⾺県伊勢崎市⻑沼町２４１
2025-01-14
http://www.naruse-grp.co.jp
 
メ,105775,株式会社メーサイ
〒564-0043,⼤阪府吹⽥市南吹⽥３−１３−３
2025-12-04
http://www.me-sai.com/
 
メ,231610,株式会社メーシック
〒113-0034,東京都⽂京区湯島⼆丁⽬９番９号
2026-01-24
 
メ,501470,株式会社 メーファーズ
〒422-8043,静岡県静岡市駿河区中⽥本町１６番２６号
2025-01-15
 
メ,126529,株式会社メープル
〒252-0212,神奈川県相模原市中央区宮下３−３−１
2024-01-30
http://www.makple.co.jp
 
メ,229403,株式会社明栄⼯務店
〒599-8126,⼤阪府堺市東区⼤美野８６３ー１９
2025-11-28
http://www.meieikomuten.com



 
メ,106319,株式会社メイエン
〒467-0852,愛知県名古屋市瑞穂区明前町１０−９
2024-08-05
http://www.meien-pro.jp
 
メ,118874,株式会社明王化成
〒143-0026,東京都⼤⽥区⻄⾺込２−３１−２ 城南ビルディング２Ｆ・３Ｆ
2024-06-07
http://www.meioukasei.co.jp/
 
メ,215476,株式会社ＭＥＩＯ商会
〒359-1141,埼⽟県所沢市⼩⼿指町４−９−２５
2024-07-03
http://www.meio-shokai.co.jp/
 
メ,229908,株式会社明希
〒675-1202,兵庫県加古川市⼋幡町野村字蟹草６１６ー４４
2023-08-21
http://www.meiki-pct.com/
 
メ,503416,株式会社明輝
〒150-0012,東京都渋⾕区広尾５丁⽬９番１３号
2025-05-21
http://www.meiki.co.jp
 
メ,102344,株式会社メイキコウ
〒470-1111,愛知県豊明市⼤久伝町東１８０
2025-02-22
http://www.meikikou.co.jp/
 
メ,220992,株式会社明輝社
〒252-0306,神奈川県相模原市南区栄町４番２３号
2025-04-05
https://www.meikisya.jp
 
メ,503413,明京電機株式会社
〒114-0012,東京都北区⽥端新町１−１−１４ 東京フェライトビル
2025-04-28
http://www.meikyo.co.jp/
 
メ,215062,名岐エンジニアリング株式会社
〒503-1277,岐⾩県養⽼郡養⽼町有尾６００番地の１００
2023-10-24
 
メ,217888,有限会社名岐美装
〒452-0918,愛知県清須市桃栄三丁⽬３７番地
2023-07-07
 
メ,218003,株式会社名岐防⽔
〒497-0013,愛知県あま市七宝町川辺⾏⽥３３ー２
2023-07-28
 
メ,104802,株式会社メイク
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町４−７−１ 三恵⽇本橋ビル３Ｆ



2023-06-08
 
メ,215623,メイク美創株式会社
〒990-2422,⼭形県⼭形市中桜⽥３丁⽬２−８
2024-10-02
https://make-bs.jp/
 
メ,231969,メイグリーン株式会社
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町１丁⽬４番１号
2026-05-09
https://www.maygreen.jp/
 
メ,129258,株式会社明建
〒421-0516,静岡県牧之原市⼥神２１−２
2024-02-10
http://www.mayken.co.jp
 
メ,231267,明建開発株式会社
〒703-8263,岡⼭県岡⼭市中区倉益３４９番地
2025-11-08
 
メ,215678,銘建⼯業株式会社
〒717-0013,岡⼭県真庭市勝⼭１２０９番地
2024-10-23
https://www.meikenkogyo.com/
 
メ,223111,名建商⾏株式会社
〒451-0082,愛知県名古屋市⻄区⼤⾦町２ー２０
2024-05-01
 
メ,104662,株式会社メイコー
〒400-0105,⼭梨県甲斐市下今井７３２
2026-03-03
http://www.meiko-inc.co.jp
 
メ,118242,株式会社メイコー
〒252-1104,神奈川県綾瀬市⼤上５−１４−１５
2024-04-03
https://www.meiko-elec.com/
 
メ,111578,メイコーエンベデッドテクノロジー株式会社
〒992-0474,⼭形県南陽市漆⼭１３０５−１
2025-02-02
https://www.meiko-elec.com/meiko-et/
 
メ,100709,メイコーエンベデッドプロダクツ株式会社
〒992-0119,⼭形県⽶沢市アルカディア１−８０８−３３
2026-04-21
 
メ,125328,株式会社明⼯
〒538-0041,⼤阪市鶴⾒区今津北１−６−２７
2026-03-17
http://www.kk-meiko.co.jp/
 
メ,212669,有限会社明興



〒607-8185,京都府京都市⼭科区⼤宅神納町１５５
2025-06-05
 
メ,215064,株式会社明興
〒003-0823,北海道札幌市⽩⽯区菊⽔元町⼋条３丁⽬１番２７号
2023-10-24
 
メ,224887,株式会社メイコウ
〒520-2152,滋賀県⼤津市⽉輪１丁⽬１３番９号
2025-04-01
_
 
メ,108453,明光化成株式会社
〒569-1136,⼤阪府⾼槻市郡家新町２４−５
2025-02-10
http://www.meiko-k.com
 
メ,127948,明興関包スチール株式会社
〒550-0004,⼤阪市⻄区靱本町１−６−２１
2025-07-02
 
メ,118253,名光機器株式会社
〒462-0844,名古屋市北区清⽔４−１−１０
2026-06-28
https://www.meiko-kiki.co.jp/
 
メ,219182,株式会社名光空調設備
〒462-0062,愛知県名古屋市北区新沼町３１番地
2024-03-02
 
メ,231551,明幸建設株式会社
〒988-0056,宮城県気仙沼市上⽥中⼀丁⽬４番地８
2026-01-10
 
メ,118939,明光⼯業株式会社
〒462-0021,名古屋市北区成願寺１−６
2024-09-06
http://www.meiko-web.com
 
メ,505647,明興⼯業株式会社
〒550-0004,⼤阪府⼤阪市⻄区靱本町１丁⽬９−１５ 近畿富⼭会館２階
2024-11-30
https://www.meikou.jp/
 
メ,118210,明興産業株式会社
〒650-0047,兵庫県神⼾市中央区港島南町７−２−１３
2023-07-15
http://www.meikos.co.jp
 
メ,217148,明⼯産業株式会社
〒101-0051,東京都千代⽥区神⽥神保町３ー２３ー１５
2025-09-24
http://www.meiko-g.co.jp/kaishaannai/sangyo.html
 
メ,229919,明光産業株式会社



〒103-0027,東京都中央区⽇本橋３ー２ー９
2023-08-25
http://www.meikosangyo.co.jp
 
メ,216913,株式会社明巧舎
〒250-0106,神奈川県南⾜柄市怒⽥９４４
2025-07-23
 
メ,501621,株式会社明晃社
〒114-0001,東京都北区東⼗条２−９−８
2025-03-03
http://www.meikosya.jp/
 
メ,128230,明⼯商事株式会社
〒176-0021,東京都練⾺区貫井４−４６−８
2024-11-16
 
メ,505627,明宏商事株式会社
〒550-0015,⼤阪府⼤阪市⻄区南堀江１−８−２
2024-09-24
 
メ,124528,株式会社名光精機
〒496-0023,愛知県津島市⿅伏兎町⻄清⽔４７
2025-10-04
http://www.meikoseiki-ltd.co.jp/
 
メ,128204,明光精器株式会社
〒616-8315,京都市右京区嵯峨野宮ノ元町６６
2025-07-02
http://www.meiko-seiki.co.jp/
 
メ,102425,名興電機株式会社
〒702-8006,岡⼭県岡⼭市中区藤崎５４９
2025-03-06
http://www.meikohdenki.co.jp
 
メ,218796,明光電機株式会社
〒802-0065,福岡県北九州市⼩倉北区三萩野２丁⽬５番３号
2023-12-15
 
メ,224493,明光電気株式会社
〒435-0041,静岡県浜松市東区北島町２５番地
2025-04-01
http://www.meikoh-me.co.jp/
 
メ,118219,明光電⼦株式会社
〒816-8585,福岡県⼤野城市東⼤利３−９−２
2025-04-13
http://www.meicodenshi.com
 
メ,212479,明洸電設株式会社
〒320-0055,栃⽊県宇都宮市下⼾祭２丁⽬７番１５号
2025-02-20
 
メ,217504,株式会社明⼝電設



〒399-7104,⻑野県安曇野市明科七貴１０７７１
2026-01-21
 
メ,230319,有限会社明光電設
〒899-0405,⿅児島県出⽔市⾼尾野町下⽔流２８０３番地１
2025-07-05
 
メ,230932,有限会社明光電設
〒864-0004,熊本県荒尾市宮内４９４番地９
2025-09-27
 
メ,220288,株式会社名⼯⼟⽊
〒399-5301,⻑野県⽊曽郡南⽊曽町読書３６６９―１３
2024-09-28
http://www.meikoudoboku.co.jp
 
メ,215556,株式会社明光美装
〒564-0063,⼤阪府吹⽥市江坂町２丁⽬１８番１７号
2024-09-04
 
メ,108085,明興双葉株式会社
〒104-0031,東京都中央区京橋２−６−１４ ⽇⽴第六ビル４階
2024-01-31
http://www.meiko-futaba.co.jp/
 
メ,103876,名三⼯業株式会社
〒464-0075,愛知県名古屋市千種区内⼭１−２３−７
2024-06-08
http://www.mei3.jp/solution/index.html
 
メ,106219,株式会社名洲電機
〒480-0105,愛知県丹⽻郡扶桑町南⼭名名護根１０９−２
2024-05-13
 
メ,112407,明祥株式会社
〒920-0392,⽯川県⾦沢市無量寺町ハ１
2024-06-19
http://www.mshhs.com
 
メ,118898,メイショウ株式会社
〒167-0034,東京都杉並区桃井１−３−２
2024-07-18
http://www.e-meisho.co.jp
 
メ,108935,明昌機⼯株式会社
〒669-3634,兵庫県丹波市氷上町沼１４８
2025-10-09
https://www.meisyo.co.jp/
 
メ,105829,名照プラスチックス株式会社
〒480-0126,愛知県丹⽻郡⼤⼝町伝右２−６７
2026-01-28
https://meisho-p.co.jp/
 
メ,106257,名神株式会社



〒535-0001,⼤阪市旭区太⼦橋１−２７−６
2024-07-02
http://www.meisin.com
 
メ,214954,有限会社明伸
〒178-0065,東京都練⾺区⻄⼤泉６ー７ー１１
2023-08-29
 
メ,220489,株式会社明伸
〒310-0843,茨城県⽔⼾市元⽯川町８５３
2024-11-30
https://meishin-inc.com/
 
メ,106309,有限会社明伸エンジニアリング
〒373-0813,群⾺県太⽥市内ヶ島町５６１−１
2024-08-04
http://www.meishin-eng.co.jp/
 
メ,118835,明伸⼯機株式会社
〒170-0013,東京都豊島区東池袋３−１２−２ ＯＮＥＳＴ池袋イーストビル４Ｆ
2024-04-21
http://www.meishin-k.co.jp/
 
メ,127418,明伸⼯業株式会社
〒238-0023,神奈川県横須賀市森崎１−５−２４ 湘南菱油㈱本社ビル４階
2024-09-25
 
メ,125359,名伸電機株式会社
〒466-0064,名古屋市昭和区鶴舞２−５−６
2026-03-31
http://www.meishindenki.co.jp/
 
メ,218929,株式会社明伸電設
〒260-0807,千葉県千葉市中央区松ケ丘町２０３番地
2024-01-19
 
メ,219387,名新パイピング株式会社
〒457-0821,愛知県名古屋市南区弥次ヱ町３ー７７
2024-03-23
https://www.meisin-piping.co.jp/
 
メ,118251,株式会社メイジ
〒216-0013,神奈川県川崎市宮前区潮⾒台７−３０
2026-03-15
https://www.meiji-jp.com
 
メ,220618,有限会社明治⼯業
〒509-0145,岐⾩県各務原市鵜沼朝⽇町五丁⽬３４８番地の３６
2025-01-25
 
メ,224836,明治コンサルタント株式会社
〒064-0807,北海道札幌市中央区南七条⻄１丁⽬２１番地１
2025-04-01
https://www.meicon.co.jp/
 



メ,108005,明治合成株式会社
〒989-6233,宮城県古川市桜ノ⽬字新⾼⾕地１４０−５
2023-10-12
http://www.meijigs.co.jp
 
メ,108773,株式会社明治ゴム化成
〒163-0023,東京都新宿区⻄新宿７−２２−３５
2025-11-12
http://www.meiji-rubber.co.jp/
 
メ,219744,明治商⼯株式会社
〒143-0006,東京都⼤⽥区平和島六丁⽬１番１号
2024-05-18
 
メ,101108,株式会社明治製作所
〒223-0057,神奈川県横浜市港北区新⽻町１２８４
2024-03-05
 
メ,223572,株式会社明治⼤理⽯
〒540-0027,⼤阪府⼤阪市中央区鎗屋町２丁⽬３番１０号
2024-09-01
 
メ,108220,明治電機⼯業株式会社
〒453-8580,愛知県名古屋市中村区⻲島２−１３−８
2025-04-17
https://www.meijidenki.co.jp/ja/index.html
 
メ,222772,明城建設株式会社
〒134-0083,東京都江⼾川区中葛⻄７−３０−１０
2024-03-01
 
メ,128207,合資会社名上鈑⾦⼯業所
〒453-0055,名古屋市中村区⾹取町１−９４
2025-04-19
http://www.meijyo.co.jp/
 
メ,226698,明治リビング株式会社
〒135-0016,東京都江東区東陽５丁⽬２５番７
2026-05-01
http://www.meijiliving.co.jp/
 
メ,120202,株式会社メイズ
〒190-0022,東京都⽴川市錦町２−４−２
2023-08-01
https://www.maize.co.jp
 
メ,229799,株式会社名⻄
〒452-0943,愛知県清須市新清洲６ー５ー１
2023-06-24
 
メ,504560,株式会社明正
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀２丁⽬７番１号
2025-06-06
https://home-meisei.net/
 



メ,126387,明成化学⼯業株式会社
〒615-8666,京都市右京区⻄京極中沢町１
2023-12-19
http://www.meisei-chem.co.jp/
 
メ,218937,株式会社名⻄機設
〒454-0971,愛知県名古屋市中川区富⽥町⼤字千⾳寺字稲屋４２２１番地
2024-01-19
 
メ,216635,明成クリエート株式会社
〒124-0022,東京都葛飾区奥⼾⼆丁⽬２番１３号
2025-06-18
http://meisei-create.co.jp/
 
メ,219271,明星建⼯株式会社
〒536-0022,⼤阪府⼤阪市城東区永⽥⼆丁⽬１３番２２号
2024-03-09
http://www.meisei-kenko.co.jp/
 
メ,217396,明成建設株式会社
〒259-1302,神奈川県秦野市菩提１０３ー３
2025-12-17
https://www.meisei-k.net/
 
メ,222939,明誠建設株式会社
〒232-0061,神奈川県横浜市南区⼤岡４ー９ー１
2024-04-01
 
メ,231942,有限会社明成建設
〒663-8201,兵庫県⻄宮市⽥代町１番２号
2026-04-25
 
メ,223843,明清建設⼯業株式会社
〒601-8115,京都府京都市南区上⿃⽻尻切町４番地
2024-11-01
 
メ,216216,名星⼯業株式会社
〒625-0025,京都府舞鶴市字市場⼩字⻯宮７０５番地
2025-03-26
_
 
メ,229217,明星⼯業株式会社
〒550-0003,⼤阪府⼤阪市⻄区京町堀１丁⽬８番５号
2025-08-06
https://www.meisei-kogyo.co.jp/
 
メ,229547,明正興業株式会社
〒482-0016,愛知県岩倉市野寄町⾼島１３
2026-03-05
 
メ,118234,株式会社明成商会
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町４−８−１４ 東京建物第３室町ビル
2024-12-24
http://www.meisei-shokai.co.jp/
 



メ,505217,明成通信株式会社
〒182-0024,東京都調布市布⽥４−２０−２ 調布ＮＫビル３階
2025-05-07
http://www.meisei-c.co.jp/
 
メ,118263,明星電気株式会社
〒158-8525,東京都世⽥⾕区⽤賀２−３２−４
2026-06-28
http://www.meiseidenki.co.jp
 
メ,123818,名成電機株式会社
〒480-0142,愛知県丹⽻郡⼤⼝町中⼩⼝４−２８
2025-04-20
http://www.msek.co.jp/
 
メ,231009,株式会社明成電気
〒283-0038,千葉県東⾦市関下８３５番地
2025-10-11
 
メ,105878,有限会社明星電機製作
〒843-0001,佐賀県武雄市朝⽇町⽢久３４８７−３
2026-03-13
 
メ,230403,明正電気設備⼯業有限会社
〒675-0039,兵庫県加古川市加古川町粟津６１２番地
2025-07-12
 
メ,103801,有限会社明誠ネーム
〒480-0202,愛知県⻄春⽇井郡豊⼭町豊場野⽥５８−５
2024-04-20
 
メ,128247,名千研磨株式会社
〒454-0036,名古屋市中川区⼆⼥⼦町６−３７
2025-05-07
 
メ,218879,有限会社名前電気設備
〒476-0002,愛知県東海市名和町寝覚１４９ー１
2024-01-12
 
メ,104226,株式会社明通
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨３−６−２
2024-12-25
https://www.meitsu.co.jp/
 
メ,217667,メイツセレクト株式会社
〒003-0021,北海道札幌市⽩⽯区栄通１６丁⽬７番１３号
2026-03-24
 
メ,504609,株式会社メイツ中国
〒730-0021,広島県広島市中区胡町４−２１ 朝⽇⽣命広島胡町ビル
2025-11-08
https://www.mateschugoku.co.jp/
 
メ,106484,株式会社メイテック
〒150-0043,東京都渋⾕区道⽞坂２−１８−１１



2025-01-07
 
メ,129944,株式会社メイテック
〒110-0005,東京都台東区上野１−１−１０
2025-04-19
http://www.meitec.co.jp
 
メ,100162,株式会社メイテックフィルダーズ
〒110-0005,東京都台東区上野１−１−１０
2025-08-09
https://www.m-fielders.co.jp/
 
メ,106294,名鉄ＥＩエンジニア株式会社
〒456-0031,愛知県名古屋市熱⽥区神宮４−３−３６
2024-08-02
https://mei-ei.co.jp/
 
メ,508230,名鉄運輸株式会社
〒461-0004,愛知県名古屋市東区葵⼆丁⽬１２−８
2024-06-09
http://www.meitetsuunyu.co.jp
 
メ,211218,名鉄エリアパートナーズ株式会社
〒457-0058,愛知県名古屋市南区前浜通七丁⽬２８番地
2025-06-17
https://www.meitetsu-ap.co.jp
 
メ,217264,名鉄協商株式会社
〒450-8618,愛知県名古屋市中村区名駅南⼆丁⽬１４番１９号
2025-11-05
https://www.mkyosho.co.jp/
 
メ,230537,株式会社明電エンジニアリング
〒141-8607,東京都品川区⼤崎五丁⽬５番５号
2025-07-26
https://www.meidensha.co.jp/mec/
 
メ,121490,明電ケミカル株式会社
〒410-0865,沼津市東間⾨字上中溝５１５
2024-05-09
http://www.meidensha.co.jp/mcc/
 
メ,216978,株式会社明電⼯
〒306-0515,茨城県坂東市沓掛８１５ー３
2025-08-13
http://www.meiko-dk.co.jp
 
メ,215006,明電産業株式会社
〒320-0862,栃⽊県宇都宮市⻄原３丁⽬２ー５
2023-09-26
https://www.meidens.com
 
メ,508220,株式会社 明電舎
〒141-6029,東京都品川区⼤崎⼆丁⽬１番１号 ＴｈｉｎｋＰａｒｋ Ｔｏｗｅｒ
2024-01-27



https://www.meidensha.co.jp/
 
メ,118256,明電商事株式会社
〒141-8565,東京都品川区⼤崎２−８−１ 明電舎総合研究所
2026-05-13
http://www.meidenshoji.co.jp
 
メ,126819,株式会社メイト
〒709-0514,岡⼭県和気郡和気町佐伯５２６−３
2024-04-24
http://www.mate.co.jp/
 
メ,230186,株式会社ＭＡＴＥ
〒272-0144,千葉県市川市新井⼀丁⽬１５番１８号
2025-06-07
https://www.mate-pro.co.jp/
 
メ,228546,名東産業株式会社
〒486-0923,愛知県春⽇井市下条町２丁⽬９番地の１０
2024-10-04
http://meito-i.co.jp
 
メ,231489,明東電⼯有限会社
〒802-0816,福岡県北九州市⼩倉南区若園⼀丁⽬１３番２号
2025-12-19
 
メ,121006,名東電産株式会社
〒485-0075,愛知県⼩牧市⼤字三ツ渕１１９−１
2024-03-17
http://www.meito-densan.co.jp
 
メ,125049,メイトク株式会社
〒470-1168,愛知県豊明市栄町南舘１１４−２２
2026-01-25
 
メ,213938,株式会社明徳
〒384-0055,⻑野県⼩諸市⼤字柏⽊字⻄前畑４５５番地１
2024-12-15
 
メ,230762,株式会社名徳
〒305-0071,茨城県つくば市稲岡５８１番地２
2025-08-30
 
メ,118766,明徳産業株式会社
〒153-0052,東京都⽬黒区祐天寺１−１０−６
2024-03-22
 
メ,129451,株式会社明徳電気商会
〒108-0074,東京都港区⾼輪２−１４−１４
2024-05-22
 
メ,505523,メイドバイジャパン株式会社
〒150-0043,東京都渋⾕区道⽞坂２−１９−６スクエア渋⾕１３Ｆ
2024-02-05
https://mb-j.jp/



 
メ,223238,名南電機興業株式会社
〒456-0053,愛知県名古屋市熱⽥区⼀番２ー１ー２０
2024-06-01
 
メ,129250,株式会社メイネツ
〒448-0008,愛知県刈⾕市今岡町⻄吹⼾５−７
2024-02-02
http://www.meinetsu.co.jp
 
メ,118398,株式会社メイバンプラスチック茂⽊
〒321-3701,栃⽊県芳賀郡茂⽊町⼭内１１１
2024-02-28
http://www.daimei.jp/
 
メ,210789,名美興業株式会社
〒040-0015,北海道函館市梁川町１ー５
2024-12-22
 
メ,211047,名美装 ⼤⾕和富（その他）
〒488-0859,愛知県尾張旭市桜ケ丘町３−４７
2025-04-13
 
メ,213014,有限会社メイビック
〒491-0858,愛知県⼀宮市栄三丁⽬８番１７号レヴァンテビル４階４０２
2026-01-29
http://www.meibic.jp
 
メ,219886,株式会社メイビッグ
〒989-3128,宮城県仙台市⻘葉区愛⼦中央４丁⽬１４ー３
2024-06-22
https://www.maybig.info/
 
メ,120375,明⽂堂⼯業株式会社
〒578-0984,⼤阪府東⼤阪市菱江３−１４−３０
2023-09-06
http://www.meibundo.co.jp/
 
メ,504471,株式会社メイプルソフト
〒733-0002,広島県広島市⻄区楠⽊町１丁⽬１０番１７号 ＭＫフラット１Ｆ
2024-10-01
https://www.maple-soft.co.jp
 
メ,123647,株式会社メイホー
〒822-0001,福岡県直⽅市感⽥８１１−１
2025-02-26
http://www.meiho-j.co.jp
 
メ,222716,名宝⼯業株式会社
〒453-0855,愛知県名古屋市中村区⿃森町三丁⽬２６番１
2024-03-01
 
メ,215816,明豊興産株式会社
〒135-0001,東京都江東区⽑利１丁⽬５番４号
2024-12-04



 
メ,226355,株式会社名豊興産
〒461-0027,愛知県名古屋市東区芳野１丁⽬１番１号
2026-02-01
 
メ,104661,明豊商事株式会社
〒310-0852,茨城県⽔⼾市笠原町６００−９０
2026-03-02
http://www.meiho-mito.co.jp/
 
メ,118365,株式会社名豊ネームプレート
〒440-0004,愛知県豊橋市忠興３−１−１
2023-09-08
http://www.meiho-np.co.jp
 
メ,216111,名北建陶株式会社
〒462-0021,愛知県名古屋市北区成願寺２丁⽬２番３６号
2025-03-05
_
 
メ,218797,有限会社明北電気⼯業
〒399-7101,⻑野県安曇野市明科東川⼿６３６番地１
2023-12-15
 
メ,118851,盟友技研株式会社
〒910-3611,福井県福井市⽚⼭町２−１
2024-06-19
https://www.meiyu-giken.co.jp/
 
メ,220371,有限会社名佑商会
〒457-0039,愛知県名古屋市南区⻄桜町９５番地
2024-10-19
 
メ,225175,名友電気株式会社
〒458-0021,愛知県名古屋市緑区滝ノ⽔⼆丁⽬１７０２番地の４１
2022-05-01
http://www.meiyudenki.co.jp
 
メ,230590,株式会社メイヨウ
〒561-0832,⼤阪府豊中市庄内⻄町四丁⽬９番２６−６０１号
2025-08-02
 
メ,100746,明陽電機株式会社
〒424-0066,静岡県静岡市清⽔区七ツ新屋４８５
2026-05-16
http://www.meiyoelc.co.jp/
 
メ,100398,メイラ株式会社
〒453-0015,愛知県名古屋市中村区椿町１７−１５
2025-10-18
http://www.meira.co.jp
 
メ,105901,株式会社明⽴
〒999-3737,⼭形県東根市⼤字若⽊字七窪５５５５−１７
2026-04-13



 
メ,118276,名菱テクニカ株式会社
〒461-8670,名古屋市東区⽮⽥南５−１−１４
2026-05-21
http://www.mtco-web.co.jp
 
メ,128239,名菱電⼦株式会社
〒470-0124,愛知県⽇進市浅⽥町東前⽥３８−２３
2025-10-12
 
メ,100532,株式会社メイワ
〒156-0052,東京都世⽥⾕区経堂５−３７−５
2026-01-04
 
メ,226168,株式会社名和
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨１−１５−１０
2025-11-01
 
メ,227968,株式会社明和
〒151-0071,東京都渋⾕区本町１丁⽬３４番９号
2024-04-20
 
メ,229119,株式会社明和
〒153-0042,東京都⽬黒区⻘葉台１丁⽬２５番１３号グランデュオ中⽬黒
2025-06-18
https://www.meiwa-lgs.com/
 
メ,215048,株式会社明和クリーン
〒779-5301,徳島県三好市⼭城町⼤和川６９７ー１
2023-10-17
http://www.meiwa-clean.co.jp
 
メ,220528,株式会社明和建⼯
〒120-0006,東京都⾜⽴区⾕中四丁⽬１７番１０号
2024-12-14
https://meiwakenkou.jp/
 
メ,223216,明和建材株式会社
〒533-0033,⼤阪府⼤阪市東淀川区東中島１ー１９ー４
2024-06-01
http://www.meiwa-kenzai.co.jp
 
メ,222895,明和建設株式会社
〒709-0631,岡⼭県岡⼭市東区東平島１３９７番地
2024-03-01
 
メ,128269,明和⼯機株式会社
〒442-0012,愛知県豊川市新豊町１−２
2022-11-06
http://meiwakoki.jp
 
メ,120153,明和⼯業株式会社
〒920-0211,⽯川県⾦沢市湊３−８−１
2023-07-26
http://www.meiwa-ind.co.jp/



 
メ,219526,明和⼯業株式会社
〒212-0026,神奈川県川崎市幸区紺屋町４０番地４
2024-03-30
http://www.meiwa-kougyo.co.jp/
 
メ,221952,盟和⼯業株式会社
〒169-0073,東京都新宿区百⼈町２丁⽬５番４号
2025-08-01
http://www.meiwa-rib.co.jp
 
メ,225686,明和⼯業株式会社
〒860-0824,熊本県熊本市中央区⼗禅寺１丁⽬４番７５号
2025-07-01
 
メ,217129,株式会社明和⼯務店
〒232-0072,神奈川県横浜市南区永⽥東⼆丁⽬３８番１８−２０３号
2025-09-24
_
 
メ,226722,株式会社明和⼯務店
〒650-0046,兵庫県神⼾市中央区港島中町７丁⽬４番３
2026-05-01
https://www.meiwa-koumuten.co.jp/
 
メ,221718,株式会社明和産業
〒335-0021,埼⽟県⼾⽥市新曽２２３１
2025-06-01
 
メ,500007,明和産業株式会社
〒111-0041,東京都台東区元浅草３−１３−１４
2023-07-05
https://www.meiwa-sng.co.jp
 
メ,129346,有限会社明和商会
〒589-0022,⼤阪府⼤阪狭⼭市⻄⼭台１−１４−３
2024-03-02
 
メ,118308,明和商⼯株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座７−１１−１５ 東京ジェイテクトビル
2024-02-21
http://www.meiwa-shouko.co.jp
 
メ,118246,株式会社明和製作所
〒819-1106,福岡県⽷島市志登１３０−１
2026-05-12
https://www.meiwa-ss.co.jp
 
メ,217984,有限会社明和設備
〒263-0016,千葉県千葉市稲⽑区天台５丁⽬２８番２号
2026-07-21
 
メ,215894,明和タイル⼯業株式会社
〒890-0031,⿅児島県⿅児島市武岡４丁⽬４２番１９号
2025-01-08



_
 
メ,231950,明和テクノ株式会社
〒450-6428,愛知県名古屋市中村区名駅三丁⽬２８番１２号
2026-04-25
 
メ,127629,株式会社明和電機
〒408-0022,⼭梨県北杜市⻑坂町塚川５８１−８
2024-12-20
http://www.meiwadenki-ltd.co.jp
 
メ,128297,明和電気株式会社
〒318-0004,茨城県⾼萩市上⼿綱字上原３２２７−１
2025-06-19
http://www.meiwadenki.com/
 
メ,230550,明和電気防災株式会社
〒581-0816,⼤阪府⼋尾市佐堂町⼀丁⽬１番４号
2025-07-26
https://www.e-mewa.co.jp
 
メ,106916,株式会社メイワ電⼦
〒246-0037,神奈川県横浜市瀬⾕区橋⼾１−２３−５９
2026-03-10
https://www.meiwadenshi.co.jp
 
メ,216400,株式会社明和電設
〒738-0042,広島県廿⽇市市地御前３丁⽬２２ー６
2025-05-14
 
メ,217169,明和電設株式会社
〒649-7203,和歌⼭県橋本市⾼野⼝町名古曽５２番地の１
2025-10-01
 
メ,126420,有限会社メイワパッケージ
〒347-0121,埼⽟県加須市道地１４０７−３
2023-12-26
 
メ,217152,株式会社明和美装
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜⼆丁⽬３番８号ＫＤＸ新横浜ビル３階
2025-09-24
https://meiwabisou.jp/
 
メ,219322,明和保温株式会社
〒420-0803,静岡県静岡市葵区千代⽥１丁⽬５番３０号
2024-03-16
 
メ,212196,メインマーク株式会社
〒134-0088,東京都江⼾川区⻄葛⻄５ー２ー３
2024-06-06
http://www.uretek.co.jp
 
メ,105282,株式会社メカテック
〒612-8486,京都市伏⾒区久我⻄出町８−１８
2024-10-15



https://www.mechatech.co.jp
 
メ,101732,有限会社メカテックス
〒015-0013,秋⽥県由利本荘市⽯脇字⽥尻野１０−２２４
2024-10-09
http://mechatex.com
 
メ,230621,株式会社メカ・トロン
〒661-0963,兵庫県尼崎市⾼⽥町８番５号
2025-08-02
 
メ,105357,株式会社メカニカル
〒389-0505,⻑野県東御市和１８００
2024-11-22
http://www.mechanical.co.jp/
 
メ,123568,メカニカルカーボン⼯業株式会社
〒247-0061,神奈川県鎌倉市台５−３−２５
2025-02-16
http://www.mechanical-carbon.co.jp/
 
メ,503257,メガソフト株式会社
〒530-0015,⼤阪府⼤阪市北区中崎⻄２−４−１２ 梅⽥センタービル１１階
2024-10-06
http://www.megasoft.co.jp/
 
メ,219391,株式会社メガテックジャパン
〒816-0905,福岡県⼤野城市川久保１丁⽬９番２０号
2024-03-23
http://megatechjapan.com/
 
メ,223947,株式会社メガテックス
〒811-2101,福岡県糟屋郡宇美町⼤字宇美３３５１ー１１
2024-12-01
https://megatechs.co.jp/
 
メ,218917,メガ電⼯株式会社
〒351-0115,埼⽟県和光市新倉２−２２−５４
2024-01-12
 
メ,100243,メガトール株式会社
〒231-0024,神奈川県横浜市中区吉浜町２−１４
2025-09-01
http://www.megatorr.co.jp/
 
メ,500126,メガトール株式会社
〒231-0024,神奈川県横浜市中区吉浜町２−１４ 廣岡ビル４Ｆ
2023-10-21
http://www.megatorr.co.jp
 
メ,101986,有限会社メガパスカル
〒389-0512,⻑野県東御市滋野⼄４６０２−４
2024-11-29
 
メ,101521,メキシケムジャパン株式会社



〒140-0002,東京都品川区東品川２−２−２０ 天王洲オーシャンスクエア１４Ｆ
2024-07-25
http://www.mexichem.com
 
メ,126497,株式会社恵光学
〒389-1204,⻑野県上⽔内郡飯綱町倉井２１０２−２
2024-01-23
http://www.megumi-kougaku.com
 
メ,217658,恵産業株式会社
〒371-0815,群⾺県前橋市下佐⿃町１００３番地２
2026-03-17
https://megumi-s.com/
 
メ,222306,⽬黒建設株式会社
〒236-0051,神奈川県横浜市⾦沢区富岡東２ー１ー２２
2023-11-01
 
メ,231296,株式会社⽬黒電設⼯業
〒343-0837,埼⽟県越⾕市蒲⽣本町６番１３号
2025-11-15
 
メ,217840,株式会社⽬崎
〒940-1149,新潟県⻑岡市⻘⼭新町３５番地
2023-06-30
http://nn-mezaki.co.jp/
 
メ,214658,有限会社メジャーエンクロ
〒370-0015,群⾺県⾼崎市島野町６８−９７
2026-04-04
 
メ,218911,株式会社メジャーシステム
〒339-0044,埼⽟県さいたま市岩槻区真福寺２９６番地２
2024-01-12
 
メ,124671,株式会社メジャーテックツルミ
〒210-0834,神奈川県川崎市川崎区⼤島２−７−１０
2025-12-06
https://measure.co.jp
 
メ,106005,Ｍｅｓｃａｄａ合同会社
〒102-0083,東京都千代⽥区麹町１−６−９ ＤＩＫ麹町ビル２Ｄ
2023-08-19
https://www.mescada.com/
 
メ,218174,株式会社メゾンインテリア
〒890-0046,⿅児島県⿅児島市⻄⽥３−１４−８
2023-08-11
 
メ,129047,メタウォーター株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町１−２５ ＪＲ神⽥万世橋ビル
2023-08-05
http://www.metawater.co.jp/
 
メ,106297,メタウォーターサービス株式会社



〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町１−２５
2024-08-02
 
メ,229192,有限会社メタリスト
〒731-0102,広島県広島市安佐南区川内６丁⽬３８ー１１ー１
2025-07-18
 
メ,122493,メタリックス株式会社
〒331-0823,さいたま市北区⽇進町２−８１８
2024-10-02
http://www.metalix.co.jp/
 
メ,210558,有限会社メタリックス
〒290-0024,千葉県市原市根⽥３ー１０ー３
2024-09-16
 
メ,220457,株式会社メタルエース
〒890-0061,⿅児島県⿅児島市天保⼭町２０番１号
2024-11-16
https://www.metalace.jp/
 
メ,212356,株式会社メタルエンジニア
〒811-2304,福岡県糟屋郡粕屋町仲原２８０３番地１
2024-10-24
 
メ,231666,メタル機材株式会社
〒567-0854,⼤阪府茨⽊市島三丁⽬１２番３８号
2026-02-14
http://www.metal-kizai.co.jp/
 
メ,221464,株式会社メタル・システム
〒981-3133,宮城県仙台市泉区泉中央１丁⽬２７番地の１０
2025-04-01
http://www.metal-sys.com/
 
メ,223898,メタルシステム⼯業株式会社
〒983-0852,宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁⽬１３番１号サンアドバンスビル２０１号
2024-12-01
 
メ,210722,有限会社メタルスター九州
〒861-0142,熊本県熊本市北区植⽊町鐙⽥１４８９ー１
2024-11-25
 
メ,212332,株式会社メタルテクニカ
〒564-0035,⼤阪府吹⽥市中の島町４ー５
2024-09-26
 
メ,214031,株式会社メタル・テクノ
〒889-4602,宮崎県都城市⼭⽥町中霧島４１４３番地６
2025-02-23
https://metaltechno.com/
 
メ,214790,株式会社メタルテック
〒221-0801,神奈川県横浜市神奈川区神⼤寺３丁⽬３３ー５
2023-06-20



http://www.metal-tech.jp
 
メ,104894,株式会社メタルドゥ
〒556-0017,⼤阪市浪速区湊町２−２−４５ オンテックス難波ビル１１階
2023-08-21
 
メ,214137,株式会社Ｍｅｔａｌ Ｂｕｉｌｄタカギ
〒221-0865,神奈川県横浜市神奈川区⽚倉５ー１９ー１７
2025-04-12
_
 
メ,210122,メタルファンテック株式会社
〒963-0118,福島県郡⼭市安積北井⼀丁⽬４７番地
2023-12-25
 
メ,227682,株式会社メタルプランニング
〒175-0083,東京都板橋区徳丸４ー３ー３
2024-03-23
 
メ,217494,株式会社メタルマート
〒812-0863,福岡県福岡市博多区⾦の隈⼆丁⽬２ー３
2026-01-21
https://www.metal-mart.net/
 
メ,210971,有限会社メタルマジック
〒664-0842,兵庫県伊丹市森本１丁⽬１２番地１
2025-03-09
 
メ,229191,株式会社メタル・ワークス
〒020-0617,岩⼿県滝沢市湯⾈沢１９５ー１
2025-07-18
https://stainlesspro-metalworks.jimdofree.com/
 
メ,154009,株式会社メタルワン
〒100-7032,東京都千代⽥区丸の内⼆丁⽬７番２号 ＪＰタワー
2024-01-06
 
メ,154011,株式会社メタルワン・スチールサービス
〒103-0011,東京都中央区⽇本橋⼤伝⾺町５番７号  三井住友銀⾏⼈形町ビル４Ｆ
2024-01-30
 
メ,219763,株式会社メタルワン鉄鋼製品販売
〒100-7032,東京都千代⽥区丸の内２丁⽬７番２号
2024-05-25
 
メ,153003,株式会社メタルワン特殊鋼
〒530-0005,⼤阪府⼤阪市北区中之島２−２−７
2026-04-09
 
メ,158021,株式会社メタルワン菱和
〒712-8055,岡⼭県倉敷市南畝６丁⽬１２−１
2024-09-07
 
メ,102849,メック
〒515-0332,三重県多気郡明和町⾺之上２８９−２



2025-10-24
 
メ,118264,株式会社メック
〒399-0211,⻑野県諏訪郡富⼠⾒町富⼠⾒２４８−３４
2025-02-06
 
メ,118296,株式会社メック
〒508-0101,岐⾩県中津川市苗⽊４９０８−１
2026-06-01
http://www.m-e-c.co.jp/
 
メ,504210,メック株式会社
〒840-0005,佐賀県佐賀市蓮池町⼤字蓮池６６番地
2025-02-20
 
メ,504219,株式会社 メック
〒838-0137,福岡県⼩郡市福童１９６番地１
2025-02-28
http://www.mecc.co.jp
 
メ,508265,メック株式会社
〒660-0822,兵庫県尼崎市杭瀬南新町３丁⽬４番１号
2025-10-05
https://www.mec-co.com/
 
メ,216753,株式会社メックステクノ東北
〒983-0852,宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁⽬３番１０号仙台ＴＢビル
2025-06-25
http://www.meccs-tohoku.com
 
メ,118224,メッシュ株式会社
〒530-0047,⼤阪市北区⻄天満３−３−５
2024-12-15
 
メ,226128,有限会社メッツ
〒191-0024,東京都⽇野市万願寺４ー１１ー８
2025-11-01
http://www.met-s.co.jp
 
メ,108493,メッツエレクトロン株式会社
〒181-0004,東京都三鷹市新川２−１６−１４
2025-04-27
http://www.mets.co.jp/
 
メ,500103,メテック株式会社
〒601-8133,京都府京都市南区上⿃⽻藁⽥町１番地
2023-09-18
https://www.metek.co.jp/
 
メ,500171,株式会社メディアエスアイ
〒463-0072,愛知県名古屋市守⼭区⾦屋２−３３
2023-12-10
 
メ,106865,ＭＥＤＩＡＥＤＧＥ株式会社
〒651-0083,兵庫県神⼾市中央区浜辺通５−１−１４ 神⼾商⼯貿易センタービル２３Ｆ



2026-01-27
https://www.mediaedge.co.jp/
 
メ,505746,株式会社メディアクリエイトコミュニケーションズ
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋４−７−１ロックビレイビル２Ｆ
2025-09-15
https://www.mediacreate-c.com/
 
メ,124379,株式会社メディア研究所
〒251-0052,神奈川県藤沢市藤沢４９６ 藤沢森井ビル
2025-07-23
http://mediken.jp/
 
メ,218782,メディアサポート株式会社
〒520-0063,滋賀県⼤津市横⽊１丁⽬１２番５号
2023-12-15
 
メ,230849,株式会社メディア・システム
〒321-0152,栃⽊県宇都宮市⻄川⽥六丁⽬６番５号
2025-09-20
http://www.media-u.jp/
 
メ,220610,有限会社メディアス
〒597-0054,⼤阪府⾙塚市堤３６１番地の１４
2025-01-18
 
メ,106338,メディアテクノ株式会社
〒564-0052,⼤阪府吹⽥市広芝町１０−３５ 江坂南⼝第⼆ビル４Ｆ
2024-08-31
https://www.me-dia.jp
 
メ,128275,株式会社メディアテック⼀⼼
〒720-0843,広島県福⼭市⾚坂町⾚坂１２７６
2025-02-16
http://www.mediatec-isshin.co.jp/
 
メ,216556,メディアテック順正株式会社
〒661-0035,兵庫県尼崎市武庫之荘２丁⽬２５番１号
2025-06-04
 
メ,503370,株式会社メディアベース
〒150-0036,東京都渋⾕区南平台町１６番２９号グリーン南平台ビル
2025-02-25
http://www.mediabase.co.jp/
 
メ,505440,メディアランド・ウィング株式会社
〒376-0013,群⾺県桐⽣市広沢町７丁⽬５１６０番１号
2023-07-10
https://www.medialandwing.jp/
 
メ,102651,メディカテック株式会社
〒340-0816,埼⽟県⼋潮市中央１−１１−１８
2025-07-03
http://www.medicatec.co.jp/
 



メ,102577,株式会社メディカル・ソリューション・サービス
〒158-0083,東京都世⽥⾕区奥沢５−４１−１３ サウスウイング⾃由が丘４階
2025-05-27
http://www.medicalsolution.jp
 
メ,129875,株式会社メディセオ
〒104-8464,東京都中央区⼋重洲２−７−１５
2025-03-31
http://www.mediceo.co.jp
 
メ,103675,株式会社メディノス
〒541-0053,⼤阪市中央区本町２−５−７ メットライフ本町スクエア９Ｆ
2024-03-02
http://www.medinos.co.jp/
 
メ,103244,株式会社メデック
〒192-0154,東京都⼋王⼦市下恩⽅町１０９５
2026-06-26
http://www.medich.co.jp/
 
メ,129081,株式会社メデック
〒042-0958,北海道函館市鈴蘭丘町３−１３３
2023-09-03
http://www.medec-ltd.co.jp/
 
メ,212221,株式会社メトーカケフ
〒509-0249,岐⾩県可児市姫ケ丘４丁⽬１ー３
2024-06-20
http://www.kakefu.co.jp/
 
メ,216268,株式会社メトス
〒104-0045,東京都中央区築地６丁⽬１６番１号
2025-04-02
http://metos.co.jp/
 
メ,102778,メトラー・トレド株式会社
〒110-0008,東京都台東区池之端２−９−７ 池之端⽇殖ビル１Ｆ
2025-09-18
http://www.mt.com/jp
 
メ,105172,株式会社メトリック
〒060-0061,札幌市中央区南１条⻄６−１１ 札幌北⾠ビル６Ｆ
2024-07-03
http://www.metric.co.jp
 
メ,108385,メトロ電気株式会社
〒101-0063,東京都千代⽥区神⽥淡路町１−１９−４
2024-10-20
http://www.metroele.co.jp
 
メ,108325,メトロ電気⼯業株式会社
〒446-0045,愛知県安城市横⼭町寺⽥１１−１
2024-08-31
http://www.metro-co.com/
 



メ,108663,株式会社メナック
〒421-0202,静岡県焼津市下⼩杉３５４
2025-09-11
https://menac21.co.jp/
 
メ,106007,メニックス株式会社
〒523-0816,滋賀県近江⼋幡市⻄庄町１８１０
2023-08-24
https://menix-mecha.com
 
メ,231374,株式会社⽶野電設
〒879-5523,⼤分県由布市挾間町篠原７４１番地１
2025-11-29
 
メ,104999,メビウスパッケージング株式会社
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥２−１８−１
2023-12-22
 
メ,231924,株式会社メム・コーポレーション
〒121-0062,東京都⾜⽴区南花畑三丁⽬３６番１号
2026-04-18
http://www.memu-co.com
 
メ,118294,株式会社メモクラフト
〒621-0007,京都府⻲岡市河原林町河原尻上正善坊４２−１
2025-03-16
http://www.memocraft.com/
 
メ,127672,株式会社メモリーアンドノーリッジ
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町１−９−３ ＫＳビル４階
2025-01-11
 
メ,118936,メモリーテック株式会社
〒106-0041,東京都港区⿇布台２−３−５ ノアビル３Ｆ
2024-09-25
http://www.memory-tech.co.jp
 
メ,105961,株式会社メリッツ
〒186-0002,東京都国⽴市東２−２６−５
2023-07-06
https://www.memo.jp/merits/
 
メ,504254,株式会社メリテック
〒104-0033,東京都中央区新川⼆丁⽬２８番１号
2025-05-22
https://meritech.co.jp/
 
メ,102938,有限会社メルク
〒670-0806,兵庫県姫路市増位新町１−８−２ Ａ８０７
2026-01-06
 
メ,128245,メルクエレクトロニクス株式会社
〒153-8605,東京都⽬黒区下⽬黒１−８−１ アルコタワー
2025-02-02
http://www.merck.co.jp



 
メ,505534,株式会社メルコエアテック
〒508-0011,岐⾩県中津川市駒場５２６−２
2024-02-19
http://www.melcoairtec.co.jp/
 
メ,127745,メルコセミコンダクタエンジニアリング株式会社
〒819-0161,福岡市⻄区今宿東１−１−１
2025-02-19
http://www.msec-melco.co.jp/
 
メ,103587,株式会社メルコテクノ横浜
〒247-8520,神奈川県鎌倉市上町屋３２５ １１⼯場
2024-01-27
http://mt-yokohama.com/
 
メ,128234,株式会社メルコテクノレックス
〒437-1423,静岡県掛川市浜川新⽥字外ノ切開地１９２９−１
2025-08-06
http://www.mtr.co.jp
 
メ,504315,メルコパワーデバイス株式会社
〒669-5201,兵庫県丹波市氷上町桟敷２１６番地
2026-02-21
http://www.melcopowerdevice.co.jp/
 
メ,108815,メルコモビリティーソリューションズ株式会社
〒553-0003,⼤阪府⼤阪市福島区福島６−１３−１４
2025-09-07
https://www.mems.co.jp/
 
メ,218836,メルコヤマイチ株式会社
〒101-0042,東京都千代⽥区神⽥東松下町３４番地
2023-12-22
http://melco-y.co.jp/
 
メ,508270,メルダスシステムエンジニアリング株式会社
〒461-0004,愛知県名古屋市東区葵⼀丁⽬１９番３０号
2024-01-31
https://www.meldas.co.jp/
 
メ,124958,株式会社メルテック
〒270-0139,千葉県流⼭市おおたかの森南２−３８−１０
2026-01-13
http://www.e-meltec.jp/
 
メ,122876,メルテック・ビジネス株式会社
〒116-0002,東京都荒川区荒川７−１９−１ 三菱電機ビルテクノサービス㈱システムプラザ内
2024-12-08
https://www.mtb.co.jp/
 
メ,100715,メルテックス株式会社
〒103-8403,東京都中央区⽇本橋本町４−８−２ イワキビル
2026-04-22
http://www.meltex.com



 
メ,230037,メルビック電⼯株式会社
〒221-0013,神奈川県横浜市神奈川区新⼦安⼀丁⽬３４番地の３
2025-04-19
http://www.melvic.co.jp/
 
メ,106385,株式会社メルビル
〒819-0025,福岡市⻄区⽯丸２−１１−３６
2024-10-29
http://www.melbuild.com
 
メ,120923,株式会社メルフィス
〒100-8310,東京都千代⽥区丸の内２−７−３
2024-02-27
 
メ,122041,株式会社メレック
〒193-0834,東京都⼋王⼦市東浅川町５１６−１０
2024-07-30
http://www.melec-inc.com
 
メ,225286,株式会社メレック
〒700-0033,岡⼭県岡⼭市北区島⽥本町１丁⽬２番２５号
2025-06-01
https://www.melec.co.jp/
 
メ,220787,株式会社メロウリップス
〒180-0012,東京都武蔵野市緑町⼆丁⽬１番５号１Ｆ
2025-03-08
http://mellowlips.jp/
 
メ,213093,株式会社免震テクノサービス
〒245-0023,神奈川県横浜市泉区和泉中央南四丁⽬１３番２０号
2026-03-05
http://menshin-techno.co.jp
 
メ,228496,株式会社免制震ディバイス
〒102-0075,東京都千代⽥区三番町６番２６号
2024-09-13
http://www.adc21.com/
 
メ,230013,株式会社メンテック
〒810-0011,福岡県福岡市中央区⾼砂⼆丁⽬６番２号
2025-04-12
http://www.mentec.co.jp
 
メ,210816,有限会社メンテナンス⾼尾
〒921-8145,⽯川県⾦沢市額⾕３丁⽬５７番地２
2025-01-06
 
メ,106063,株式会社メンテナンスネオ
〒581-0092,⼤阪府⼋尾市⽼原９−１００−１
2023-10-21
http://www.maintenance-neo.co.jp/
 
メ,505326,株式会社メンバーズ



〒104-6037,東京都中央区晴海１丁⽬８番１０号 晴海アイランド トリトンスクエアオフィスタワーＸ ３７階（受付３５
階）
2026-01-14
 
モ,100632,株式会社モーショントラスト
〒919-0812,福井県あわら市柿原４６−１−１
2026-02-25
http://www.motion-trust.co.jp/
 
モ,123862,株式会社モーデック
〒192-0081,東京都⼋王⼦市横⼭町５−１５
2025-05-12
http://www.modech.com
 
モ,227379,株式会社モーリコーポレーション
〒150-0035,東京都渋⾕区鉢⼭町１５番１号
2024-02-09
http://www.mohly.co.jp
 
モ,127787,株式会社モールド技研⼯業
〒252-0243,神奈川県相模原市中央区上溝２２０−１
2025-03-07
 
モ,105980,モールドバンク国分株式会社
〒386-8588,⻑野県上⽥市国分１−３−３７
2025-12-24
http://mb-kokubun.jp
 
モ,505449,株式会社Ｍｏｒｅ−Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ
〒150-0011,東京都渋⾕区東⼀丁⽬２７−６ ＹＭビル５階
2023-08-11
https://more-selections.com/
 
モ,503661,株式会社モアソフト
〒222-0037,神奈川県横浜市港北区⼤倉⼭⼆丁⽬３番２５号
2025-09-06
http://www.moresoft.co.jp
 
モ,503088,株式会社モアソンジャパン
〒432-8033,静岡県浜松市中区海⽼塚⼀丁⽬１９−８
2024-02-02
https://www.morson.jp/
 
モ,221883,⽑利アークハード株式会社
〒731-0113,広島県広島市安佐南区⻄原３丁⽬１０ー２３
2025-08-01
https://mouri-ah.co.jp/
 
モ,215831,株式会社⽑利組
〒697-0062,島根県浜⽥市熱⽥町１４６１番地
2024-12-11
https://mourigumi.jp
 
モ,216703,株式会社最上建⼯
〒198-0024,東京都⻘梅市新町⼀丁⽬２４番地２５号



2025-06-25
http://mogami-k.co.jp/
 
モ,213533,株式会社最上⼯務店
〒514-0304,三重県津市雲出本郷町１１６１ー１
2023-12-22
 
モ,128265,株式会社最上世紀
〒999-4221,⼭形県尾花沢市⼤字尾花沢１３２６−１
2025-02-13
http://www.mogamiseiki.co.jp
 
モ,218617,株式会社最上テクノ
〒999-6213,⼭形県最上郡最上町⼤字法⽥６２６
2023-11-10
 
モ,504586,最上テック株式会社
〒211-0011,神奈川県川崎市中原区下沼部１９８０番地
2025-07-29
http://www.mogami-tec.com/
 
モ,104208,株式会社茂⽊商会
〒110-0015,東京都台東区東上野６−２−７
2024-12-16
http://www.msk.vc
 
モ,100121,株式会社茂⽊製作所
〒370-2107,群⾺県⾼崎市吉井町池７７９−１７
2025-08-02
http://www.mogiss.com/
 
モ,227040,株式会社⽊商
〒381-0101,⻑野県⻑野市若穂綿内７９６８−１
2023-09-01
 
モ,214438,⽊信産業株式会社
〒292-0835,千葉県⽊更津市築地１番１
2025-10-18
http://www.mokushin.ne.jp
 
モ,128346,有限会社杢兵衛製作所
〒214-0001,川崎市多摩区菅５−１２−１０
2025-10-17
 
モ,125370,株式会社モクラス
〒769-1101,⾹川県三豊市詫間町詫間６２９−１
2026-04-04
http://www.mokurasu.com
 
モ,218816,茂串電気有限会社
〒368-0072,埼⽟県秩⽗郡横瀬町⼤字横瀬１１７９ー２０
2023-12-22
 
モ,231521,株式会社モステック
〒807-0831,福岡県北九州市⼋幡⻄区則松七丁⽬２０番１２号



2025-12-27
http://mostex.co.jp
 
モ,219608,有限会社モスト
〒733-0024,広島県広島市⻄区福島町２丁⽬３３ー２３
2024-04-20
 
モ,128282,モスト技研株式会社
〒350-1109,埼⽟県川越市霞ヶ関北３−１−２０
2025-03-27
http://www.mostgiken.co.jp/
 
モ,505323,モダニティ株式会社
〒106-0044,東京都港区東⿇布１丁⽬２３番５号 ＰＭＣビル３階
2025-12-26
http://www.modernity.jp
 
モ,128224,株式会社モダン
〒113-0034,東京都⽂京区湯島３−１２−１１
2025-07-27
https://www.modern.co.jp
 
モ,128251,持⽊鋼球軸受株式会社
〒170-0012,東京都豊島区上池袋３−３５−１４
2025-12-28
http://www.mochiki.co.jp/
 
モ,120456,株式会社モチヅキ
〒154-0003,東京都世⽥⾕区野沢３−２０−３
2023-09-30
http://www.moti-gm.com
 
モ,118229,株式会社望⽉印刷
〒652-0822,神⼾市兵庫区⻄出町２−３−７
2022-06-12
http://www.mochizuki-print.com/
 
モ,122706,望⽉印刷株式会社
〒338-0007,埼⽟県さいたま市中央区円阿弥５−８−３６
2024-10-28
http://www.avenue.co.jp/
 
モ,220708,株式会社望⽉建創
〒400-0047,⼭梨県甲府市徳⾏⼆丁⽬７番２号
2025-02-15
http://mochiken.net/
 
モ,215382,有限会社望⽉システム
〒177-0051,東京都練⾺区関町北１ー１５ー１２
2024-05-08
 
モ,224796,株式会社望⽉鉄筋⼯業
〒224-0053,神奈川県横浜市都筑区池辺町１７００番地
2025-04-01
 



モ,223392,株式会社望⽉鉄⼯所
〒418-0111,静岡県富⼠宮市⼭宮３７５６ー１２７
2024-08-01
http://mczk.biz/
 
モ,224217,株式会社望⽉塗⼯
〒437-1622,静岡県御前崎市⽩⽻５７１３番地の１１
2025-02-01
 
モ,128221,望⽉螺旋株式会社
〒424-0204,静岡県静岡市清⽔区興津中町１４２８−１
2022-12-13
http://www.mrasen.com
 
モ,104624,株式会社望野板⾦製作所
〒417-0847,静岡県富⼠市⽐奈３０３１−１
2026-01-10
http://www.mochino.co.jp
 
モ,213879,株式会社Ｍｏｔｃｈ
〒243-0021,神奈川県厚⽊市岡⽥１ー５ー２０
2024-10-20
 
モ,100849,株式会社茂⽊機械製作所
〒351-0115,埼⽟県和光市新倉１−４−２７
2023-08-26
http://www.motegi-kk.co.jp
 
モ,218751,モテギ電気⼯事株式会社
〒369-1412,埼⽟県秩⽗郡皆野町⼤字皆野１７８８ー９
2023-12-15
 
モ,224989,モデン⼯業株式会社
〒260-0044,千葉県千葉市中央区松波３丁⽬１１番１９号
2025-04-01
http://www.moden.co.jp
 
モ,225540,株式会社元栄組
〒290-0057,千葉県市原市五井⾦杉１丁⽬４１番地２元栄ビル５階
2025-06-01
http://www.motoe.jp/
 
モ,227337,株式会社本岡建設⼯業
〒673-0433,兵庫県三⽊市福井２１２３の２
2024-02-01
 
モ,231643,有限会社元⽊⼯業
〒779-0315,徳島県鳴⾨市⼤⿇町市場字東畑６３番地の１
2026-02-07
 
モ,225545,株式会社本久
〒381-8588,⻑野県⻑野市桐原１丁⽬３番５号
2025-06-01
http://www.motoq.co.jp
 



モ,211542,基建設株式会社
〒520-3005,滋賀県栗東市御園３３９番地
2026-02-09
 
モ,211334,本島建設株式会社
〒374-0073,群⾺県館林市⾜次町１２２０番地の１
2025-08-12
 
モ,231844,株式会社モトスタッフ
〒183-0003,東京都府中市朝⽇町⼆丁⽬２８番４号
2026-04-04
http://moto-stuff.co.jp/
 
モ,216845,株式会社モトズ⼯業
〒288-0874,千葉県銚⼦市豊⾥台三丁⽬１１１０番地の１８８
2025-07-09
 
モ,217971,株式会社モトナリ
〒262-0013,千葉県千葉市花⾒川区犢橋町７０１−２
2023-07-21
 
モ,127788,有限会社本橋化成⼯業
〒270-2214,千葉県松⼾市松⾶台４２０−５
2025-03-08
 
モ,118272,株式会社本橋製作所
〒211-0004,川崎市中原区新丸⼦東２−９２４
2024-05-21
http://www.mot-net.co.jp/
 
モ,118295,株式会社素久製作所
〒615-8143,京都市⻄京区樫原⾥ノ垣外町３２
2024-02-04
http://www.motohisa.jp
 
モ,216172,株式会社元持
〒026-0024,岩⼿県釜⽯市⼤町１ー２ー６
2025-03-19
 
モ,218278,株式会社モトヤ商会
〒550-0015,⼤阪府⼤阪市⻄区南堀江４−２４−１１
2023-08-25
 
モ,118996,株式会社モトヤマ
〒530-0043,⼤阪市北区天満１−１５−１３
2024-10-02
http://www.motoyama.co.jp
 
モ,223548,本⼭建設⼯業株式会社
〒572-0076,⼤阪府寝屋川市仁和寺本町４丁⽬１６番２１号
2024-09-01
 
モ,128285,株式会社本⼭合⾦製作所
〒708-1104,岡⼭県津⼭市綾部字緑⼭１６４５−２０
2025-02-19



http://www.motoyama-gokin.co.jp
 
モ,505382,株式会社モトヨシ
〒385-0043,⻑野県佐久市取⼿町６８８
2023-06-12
 
モ,118496,本吉電⼦⼯業株式会社
〒470-0344,愛知県豊⽥市保⾒町上三⼾⼝３５
2025-07-31
 
モ,128299,株式会社本螺⼦製作所
〒923-1103,⽯川県能美市秋常町甲１２
2025-12-07
http://www.motorashi.co.jp/
 
モ,212129,有限会社モノウファブリック
〒507-0813,岐⾩県多治⾒市滝呂町１７ー７３ー５
2024-04-12
 
モ,504903,モノワイヤレス株式会社
〒252-0011,神奈川県座間市相武台⼀丁⽬３５番１０号 中央企業ビル５階Ａ号
2023-08-25
https:://mono-wireless.com/
 
モ,127674,株式会社モハラテクニカ
〒370-0016,群⾺県⾼崎市⽮島町３２６−１
2025-01-12
http://www.moharatechnica.co.jp/
 
モ,503497,株式会社モバイルコミュニケーションズ
〒107-0052,東京都港区⾚坂⼀丁⽬１１番２８号 ＪＭＦビル⾚坂０１ １０階
2025-08-20
http://www.mcoms.co.jp/
 
モ,103308,株式会社ＭＯＢＹ
〒272-0127,千葉県市川市塩浜１−１４
2023-07-28
http://www.moby.co.jp/
 
モ,210225,株式会社モビーリア
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿８−５−３
2024-03-19
http://www.mobiria.co.jp
 
モ,115237,株式会社モビテック
〒450-6425,名古屋市中村区名駅３−２８−１２ ⼤名古屋ビルヂング２５Ｆ
2024-05-15
http://www.mobitec.co.jp/
 
モ,217195,株式会社モリ
〒059-1365,北海道苫⼩牧市字植苗１４０ー７
2025-10-08
 
モ,212986,株式会社ＭＯＲＩＡＩ
〒236-0031,神奈川県横浜市⾦沢区六浦三丁⽬２７番７号



2026-01-08
http://www.moriai.co.jp
 
モ,219018,森明⼯業株式会社
〒232-0072,神奈川県横浜市南区永⽥東１−６−３０
2024-02-02
 
モ,228946,株式会社モリイ
〒121-0012,東京都⾜⽴区⻘井４丁⽬１４番６号
2025-03-26
http://www.morii-inc.co.jp
 
モ,108933,森井紙器⼯業株式会社
〒959-0215,新潟県燕市吉⽥下中野１５５１−２
2026-03-25
http://www.morii-group.co.jp
 
モ,222891,株式会社森インテリア商会
〒320-0856,栃⽊県宇都宮市砥上町２１２ー１
2024-03-01
 
モ,216421,株式会社森上⼯務店
〒566-0065,⼤阪府摂津市⿃飼新町２丁⽬２番５２号
2025-05-14
_
 
モ,118205,森岡産業株式会社
〒450-0002,名古屋市中村区名駅５−２３−１２
2023-08-29
http://www.morioka-ind.co.jp
 
モ,214645,株式会社モリオカ装⼯
〒574-0028,⼤阪府⼤東市幸町６ー４
2026-03-28
 
モ,223225,株式会社モリオカ⼤東
〒020-0891,岩⼿県紫波郡⽮⼱町流通センター南三丁⽬７−６
2024-06-01
 
モ,216576,盛岡ニツタン株式会社
〒020-0141,岩⼿県盛岡市中屋敷町３番２７号
2025-06-04
https://morioka-nittan.com/
 
モ,218565,盛岡舗道株式会社
〒020-0052,岩⼿県盛岡市中太⽥深持１５１−１
2023-10-27
 
モ,226568,株式会社盛岡窓枠
〒020-0066,岩⼿県盛岡市上⽥４丁⽬１３番４２号
2026-04-01
 
モ,103897,森尾電機株式会社
〒124-0012,東京都葛飾区⽴⽯４−３４−１
2024-07-02



http://www.morio.co.jp/
 
モ,118231,森尾プレス⼯業株式会社
〒812-0897,福岡市博多区半道橋１−１４−１６
2026-02-26
http://www.morio-p.co.jp
 
モ,128242,森川⾦属⼯業株式会社
〒581-0039,⼤阪府⼋尾市太⽥新町８−５−２
2025-03-14
http://morikawa-kinzoku.com
 
モ,216276,株式会社森川組
〒552-0023,⼤阪府⼤阪市港区港晴２丁⽬９番２５号
2025-04-09
https://morikawagumi.co.jp/
 
モ,216807,株式会社森川組
〒582-0017,⼤阪府柏原市太平寺２丁⽬２２６番地
2025-07-02
http://www.morikawa-gumi.com/
 
モ,226687,株式会社森川建設
〒773-0015,徳島県⼩松島市中⽥町字浜⽥１番地２
2026-05-01
 
モ,217887,有限会社森川⼯業
〒583-0874,⼤阪府⽻曳野市郡⼾６番地の３
2026-07-07
 
モ,212205,有限会社森川⼯務店
〒252-0183,神奈川県相模原市緑区吉野８５１
2024-06-06
 
モ,223365,株式会社森川⼯務店
〒657-0025,兵庫県神⼾市灘区⾼徳町４丁⽬２番１８号
2024-07-01
 
モ,230049,株式会社森川鑿泉⼯業所
〒566-0001,⼤阪府摂津市千⾥丘⼀丁⽬６番１７号
2025-04-26
http://www.morikawasakusen.co.jp
 
モ,129150,森川産業株式会社
〒387-0015,⻑野県千曲市鋳物師屋１５０
2023-11-04
http://www.morikawa-inc.com
 
モ,229321,森川産業株式会社
〒542-0081,⼤阪府⼤阪市中央区南船場⼀丁⽬１０番１７号
2025-10-17
_
 
モ,118244,株式会社森川製作所
〒299-4213,千葉県⻑⽣郡⽩⼦町⼋⽃２４８４



2025-01-05
http://www.morikawa-precision.co.jp/
 
モ,230810,森川設備⼯業有限会社
〒493-0005,愛知県⼀宮市⽊曽川町⾥⼩牧字寺東１８番地の１
2025-08-30
 
モ,120351,株式会社森川電機製作所
〒146-0083,東京都⼤⽥区千⿃２−３−１９
2023-08-30
 
モ,217719,株式会社モリカワ板⾦
〒278-0014,千葉県野⽥市下三ヶ尾４２番地
2023-04-20
 
モ,216789,株式会社森賀建設
〒792-0050,愛媛県新居浜市萩⽣１３０７ー１
2025-06-25
https://www.morigakensetsu.com/
 
モ,129965,有限会社盛⾦製作所
〒319-3102,茨城県常陸⼤宮市盛⾦１４５４
2025-05-07
http://www.morigane.net/
 
モ,222287,株式会社森硝⼦店
〒812-0016,福岡県福岡市博多区博多駅南３ー１８ー４
2023-11-01
http://www.mori-glass.co.jp/
 
モ,126533,株式会社森機⼯商会
〒533-0006,⼤阪市東淀川区上新庄２−１−４６
2024-01-31
http://www.morikikou.co.jp/
 
モ,210132,株式会社森樹産業
〒455-0804,愛知県名古屋市港区当知三丁⽬２１１１番地
2024-01-09
 
モ,230357,合同会社モリキ電設（その他）
〒895-1502,⿅児島県薩摩川内市祁答院町藺牟⽥７９２４番地
2025-07-05
 
モ,231299,株式会社森⼝健商
〒466-0844,愛知県名古屋市昭和区荒⽥町五丁⽬４番地
2025-11-15
https://moriguchi-co.jp/
 
モ,211399,守⼝造園株式会社
〒570-0016,⼤阪府守⼝市⼤⽇東町３９番４号
2022-10-14
 
モ,211311,有限会社森⼝塗装
〒890-0032,⿅児島県⿅児島市⻄陵２丁⽬４７ー２
2022-08-02



 
モ,219027,株式会社森組
〒541-0045,⼤阪府⼤阪市中央区道修町四丁⽬５番１７号
2024-02-02
https://www.morigumi.co.jp/
 
モ,212549,株式会社モリケン
〒950-0812,新潟県新潟市東区豊２丁⽬２ー３６
2025-03-25
https://www.moriken.construction/
 
モ,210356,株式会社森建業
〒989-4104,宮城県⼤崎市⿅島台広⻑字無清⽔４−５６
2024-06-12
 
モ,219700,株式会社森建⼯事
〒700-0941,岡⼭県岡⼭市南区⻘江６丁⽬６番２４号
2024-05-11
http://moriken-kouji.com/
 
モ,216107,森建設株式会社
〒158-0097,東京都世⽥⾕区⽤賀３丁⽬１８番１４号
2025-03-05
https://www.mori-kensetu.co.jp/
 
モ,219786,森建設株式会社
〒630-8296,奈良県奈良市後藤町２１番地
2024-05-25
http://morikensetu.phpapps.jp/
 
モ,211477,森建装株式会社
〒343-0846,埼⽟県越⾕市登⼾町１−１０ライフピア新越⾕Ⅱ２０４号
2022-12-24
 
モ,212135,株式会社盛建創
〒793-0042,愛媛県⻄条市喜多川７２９番地１
2024-04-18
 
モ,211568,株式会社森鋼
〒273-0011,千葉県船橋市湊町２ー１２ー２４
2026-03-03
http://www.morikoh.net/index.html
 
モ,229288,株式会社守甲
〒157-0071,東京都世⽥⾕区千歳台２−３２−１７
2022-09-20
http://www.moriko.com
 
モ,128219,森⼯業株式会社
〒136-0073,東京都江東区北砂６−２７−２４
2025-10-09
 
モ,128287,モリ⼯業株式会社
〒542-0076,⼤阪市中央区難波５−１−６０ なんばスカイオ２２Ｆ
2025-09-12



http://www.mory.co.jp
 
モ,212231,株式会社森⼯業
〒220-0005,神奈川県横浜市⻄区南幸２丁⽬９番３号アネックス横浜２１５号
2024-06-27
 
モ,215088,有限会社モリ⼯業
〒168-0063,東京都杉並区和泉３ー１５ー１１第⼆平井ビル１ーＡ
2023-11-14
 
モ,128090,株式会社モリコジャパン
〒659-0068,兵庫県芦屋市業平町２−１３−７０１
2025-08-21
 
モ,229181,株式会社森崎
〒930-0916,富⼭県富⼭市向新庄町三丁⽬７番２２号
2025-07-18
http://www.k-morisaki.com/
 
モ,215630,株式会社森崎建設⼯業
〒883-0062,宮崎県⽇向市⼤字⽇知屋５８０８番地
2024-10-09
http://morisaki-kk.co.jp/
 
モ,222515,森定興商株式会社
〒450-8523,愛知県名古屋市中村区名駅３−２２−８
2023-12-01
 
モ,108783,森紙業株式会社
〒601-8441,京都市南区⻄九条南⽥町６１
2025-11-13
http://morishigyo-gr.co.jp
 
モ,108035,株式会社モリシタ
〒572-0845,⼤阪府寝屋川市楠根北町３−１
2023-10-22
http://www.morisita-fastener.co.jp/
 
モ,128229,株式会社モリシタ
〒379-2301,群⾺県太⽥市藪塚町２９００−７
2025-10-11
 
モ,217588,株式会社森下組
〒916-0123,福井県丹⽣郡越前町天宝１−６−１
2026-02-18
 
モ,214939,株式会社森下建設
〒509-3215,岐⾩県⾼⼭市久々野町引下６２６番地
2023-08-15
 
モ,217897,有限会社森下⼯業
〒433-8122,静岡県浜松市中区上島５ー１７ー２８
2026-07-07
 
モ,218530,株式会社森下興業



〒981-3124,宮城県仙台市泉区野村字守４番地
2023-10-13
 
モ,128290,森下産業株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町１−８−１７
2025-01-09
http://morishita-gp.co.jp
 
モ,100568,森下スプリング⼯業株式会社
〒135-0004,東京都江東区森下２−１６−６
2026-01-21
 
モ,505144,森下電機⼯業株式会社
〒520-0053,滋賀県⼤津市⾳⽻台１２−２
2024-10-23
http://morishita-electric.co.jp/
 
モ,230690,有限会社森下電業
〒770-0872,徳島県徳島市北沖洲⼀丁⽬７番３１号
2025-08-09
 
モ,210708,株式会社森嶋
〒403-0004,⼭梨県富⼠吉⽥市下吉⽥４ー１０ー２２
2024-11-19
http://www.mrsm.co.jp
 
モ,225448,森甚建材株式会社
〒510-0062,三重県四⽇市市北浜⽥町９番６号
2025-06-01
https://www.morijin.com/
 
モ,118243,株式会社モリセイ
〒131-0043,東京都墨⽥区⽴花３−２３−１４
2023-06-24
http://www.morisei-jp.com/
 
モ,128212,森精⼯株式会社
〒431-0441,静岡県湖⻄市吉美３４２６
2025-03-05
http://www.moriseiko.co.jp
 
モ,223507,有限会社森製作所
〒538-0052,⼤阪府⼤阪市鶴⾒区横堤５−１１−３
2024-08-01
 
モ,106703,モリセイジャパン株式会社
〒166-0015,東京都杉並区成⽥東４−３−２−６２５
2025-06-28
 
モ,121913,守製鋲株式会社
〒132-0021,東京都江⼾川区中央２−１９−１４
2024-07-07
http://www.mori-seibyo.co.jp
 
モ,124715,株式会社モリセ精⼯



〒226-0003,横浜市緑区鴨居５−２０−４０
2025-12-13
http://www.morise.co.jp
 
モ,505467,有限会社森設計⼯業
〒744-0002,⼭⼝県下松市⼤字東豊井８９９―１３
2023-10-01
 
モ,219928,株式会社モリセツ
〒577-0809,⼤阪府東⼤阪市永和２丁⽬１４番２号
2024-06-29
 
モ,211676,株式会社森設備
〒064-0915,北海道札幌市中央区南⼗五条⻄１６丁⽬１ー４０
2023-06-02
http://www.morisetsubi.co.jp/
 
モ,213463,有限会社森総業
〒850-0962,⻑崎県⻑崎市新⼩が倉２丁⽬１−８
2023-10-07
 
モ,118884,株式会社モリタ
〒460-0013,名古屋市中区上前津１−２−２９
2024-06-07
http://www.morita-co.co.jp
 
モ,212821,株式会社森⽥
〒047-0011,北海道⼩樽市天神１丁⽬１７番１６号
2025-09-11
 
モ,216655,株式会社モリタ
〒197-0022,東京都福⽣市本町７５ー３
2025-06-18
https://www.kabu-morita.com/
 
モ,118994,森⽥化学⼯業株式会社
〒541-0056,⼤阪市中央区久太郎町４−１−３
2024-09-04
http://www.morita-kagaku.co.jp
 
モ,214329,森髙建設株式会社
〒630-8031,奈良県奈良市柏⽊町３８３番地
2025-08-16
http://www.moritaka-kensetsu.co.jp
 
モ,118212,株式会社森⾼ローラ製作所
〒601-8396,京都市南区吉祥院中河原⾥南町６
2024-03-21
http://www.moritakaroller.co.jp/
 
モ,225212,森⽥硝⼦株式会社
〒420-0025,静岡県静岡市葵区⾦座町４番地
2025-05-01
https://www.morita-g.co.jp/
 



モ,214410,株式会社森⽥組
〒552-0011,⼤阪府⼤阪市港区南市岡２ー５ー１９
2025-10-04
http://www.kaitaiya.moritagumi.co.jp
 
モ,220428,株式会社森⽥組
〒183-0006,東京都府中市緑町１−３５−４
2024-11-09
http://moritagumi.jp/
 
モ,229286,森⽥建設株式会社
〒872-0001,⼤分県宇佐市⼤字⻑洲５５４ー５
2025-09-12
http://www.moriken-gp.co.jp
 
モ,219654,株式会社森⽥建設⼯業
〒703-8236,岡⼭県岡⼭市中区国富１１１２番地
2024-04-27
 
モ,217197,株式会社森⽥⼯業
〒144-0052,東京都⼤⽥区蒲⽥５丁⽬３２番６号
2025-10-08
 
モ,212605,株式会社森⽥⼯業所
〒270-1402,千葉県⽩井市平塚２６６８番１
2025-05-01
 
モ,219747,株式会社森⽥⼯務店
〒812-0892,福岡県福岡市博多区東那珂２−１４−６
2024-05-18
http://www.moritakoumu.co.jp/
 
モ,219856,森⽥産業株式会社
〒306-0125,茨城県古河市仁連１１２３
2024-06-15
 
モ,108523,株式会社森⽥スプリング製作所
〒630-0255,奈良県⽣駒市⼭崎新町８−２５
2025-06-22
http://www1.kcn.ne.jp/~moritasp/
 
モ,121839,株式会社森⽥製作所
〒578-0914,⼤阪府東⼤阪市箕輪２−１−４３
2024-06-16
http://www.morita-mf.co.jp
 
モ,220139,株式会社森⽥設備
〒607-8126,京都府京都市⼭科区⼤塚元屋敷町６２ー３０
2024-08-10
https://www.morita-setubi.co.jp/
 
モ,128281,株式会社森⽥ダイカスト⼯業所
〒544-0024,⼤阪市⽣野区⽣野⻄１−１３−４
2026-02-08
http://www.moritadc.co.jp/



 
モ,102591,株式会社森⽥電機
〒486-0913,愛知県春⽇井市柏原町５−３０９
2025-06-07
 
モ,120023,株式会社森⽥電器⼯業所
〒522-0201,滋賀県彦根市⾼宮町１３９５
2026-07-03
http://www.moritadenki.jp/
 
モ,230292,有限会社モリタ電⼯
〒732-0007,広島県広島市東区⼾坂桜上町１０番６号
2025-06-28
https://moriden.jp/
 
モ,215452,森⽥塗装店 森⽥佳⼀（その他）
〒367-0044,埼⽟県本庄市⾒福１−８−３２
2024-06-12
 
モ,128825,守⾕鋼機株式会社
〒101-0026,東京都千代⽥区神⽥佐久間河岸６７ ＭＢＲ９９
2026-03-01
http://www.moritani-kouki.co.jp/
 
モ,118100,株式会社守⾕商会
〒103-8680,東京都中央区⼋重洲１−４−２２
2026-06-11
http://sales.moritani.co.jp
 
モ,226759,モリタニ・ダイキン株式会社
〒101-0026,東京都千代⽥区神⽥佐久間河岸６７
2026-05-01
http://www.gmdk.co.jp
 
モ,210052,森⽥板⾦⼯業株式会社
〒190-1212,東京都⻄多摩郡瑞穂町殿ヶ⾕５４０ー５
2023-11-17
 
モ,226979,株式会社モリタビルド
〒712-8055,岡⼭県倉敷市南畝⼀丁⽬１１番３号
2023-08-01
 
モ,213764,モリタ宮⽥⼯業株式会社
〒135-0063,東京都江東区有明三丁⽬５番７号
2024-07-21
https://www.moritamiyata.com/
 
モ,124758,守⽥屋塗料株式会社
〒441-8533,愛知県豊橋市問屋町２４−１
2025-12-22
http://www.moritaya-toryo.com
 
モ,125118,森⽥ライト⼯業株式会社
〒570-0083,⼤阪府守⼝市京阪本通２−１０−２８
2026-01-20



 
モ,221759,株式会社森⻑組
〒656-0595,兵庫県南あわじ市賀集８２３番地
2025-07-01
http://www.moricho.co.jp
 
モ,102077,モリックス株式会社
〒310-0851,茨城県⽔⼾市千波町２０６７−４４
2024-12-26
http://www.morix-web.com
 
モ,230604,株式会社モリテクニカル
〒556-0024,⼤阪府⼤阪市浪速区塩草⼆丁⽬３番２６号
2025-08-02
http://www.moriteku.co.jp
 
モ,221100,株式会社モリテック
〒861-1116,熊本県合志市福原３１２２ー１１
2025-02-01
 
モ,120650,株式会社モリテックス
〒351-0024,埼⽟県朝霞市泉⽔３−１３−４５
2023-11-21
http://www.moritex.co.jp/
 
モ,108173,モリテックスチール株式会社
〒542-0012,⼤阪市中央区⾕町６−１８−３１
2024-06-27
https://www.molitec.co.jp/
 
モ,128271,モリテツ電機株式会社
〒570-0005,⼤阪府守⼝市⼋雲中町１−１−２４
2026-01-25
https://www.moritetsu-jp.com
 
モ,224051,森電気⼯業株式会社
〒657-0844,兵庫県神⼾市灘区都通３丁⽬３番２６号
2025-01-01
 
モ,230489,株式会社森電機製作所
〒417-0035,静岡県富⼠市津⽥町２１１番地の１
2025-07-19
https://moridenki-ss.com/
 
モ,230546,株式会社森電⼯
〒679-2123,兵庫県姫路市豊富町豊富１７５５番地５
2025-07-26
 
モ,118259,モリ電⼦⼯業株式会社
〒532-0011,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島７−３−１１
2025-07-30
https://www.moridenshi.co.jp/
 
モ,220299,有限会社森藤塗装店
〒702-8032,岡⼭県岡⼭市南区福富中１丁⽬１５番３６号



2024-09-28
 
モ,211688,株式会社杜都エンジニアリング
〒983-0035,宮城県仙台市宮城野区⽇の出町２丁⽬４ー２０
2023-06-09
http://www.morito-e.co.jp/
 
モ,225566,有限会社モリトシプラン
〒670-0055,兵庫県姫路市神⼦岡前⼆丁⽬１番１７号
2025-06-01
 
モ,118879,モリトジャパン株式会社
〒541-0054,⼤阪市中央区南本町４−２−４
2024-06-13
http://www.morito.co.jp/
 
モ,216431,株式会社森塗装
〒500-8285,岐⾩県岐⾩市南鶉７丁⽬７６−１
2022-05-14
 
モ,101370,森寅鋼業株式会社
〒592-0001,⼤阪府⾼⽯市⾼砂３−５４
2024-05-25
http://www.moritora.co.jp/
 
モ,104161,有限会社森永技研
〒519-0416,三重県度会郡⽟城町下⽥辺６８０
2024-11-11
 
モ,226863,株式会社森永鉄筋
〒910-0151,福井県福井市栄町２の２５番地
2026-07-01
http://morinagatekkin.co.jp/
 
モ,106336,森⻑電⼦株式会社
〒920-0376,⽯川県⾦沢市福増町南１１９５
2024-08-30
http://alp-plp.co.jp/
 
モ,118925,株式会社森野
〒812-0016,福岡市博多区博多駅南５−６−３
2024-07-26
http://morino-k.jp/
 
モ,216792,有限会社森野⼯業
〒751-0885,⼭⼝県下関市形⼭みどり町１１番３６号
2025-06-25
 
モ,108585,森発條株式会社
〒131-0044,東京都墨⽥区⽂花１−１−１７
2025-02-06
 
モ,222199,株式会社森原⼯務店
〒522-0027,滋賀県彦根市東沼波町７８０番地の１
2026-06-01



 
モ,102122,有限会社森板⾦製作所
〒754-0411,⼭⼝県萩市明⽊２５５１−３
2025-01-15
http://www.moriban.co.jp
 
モ,124652,モリパックス株式会社
〒451-0053,愛知県名古屋市⻄区枇杷島５−１２−１６
2025-12-03
https://www.moripax.co.jp
 
モ,231710,株式会社森ＦＡＭＩＬＩＡ
〒351-0023,埼⽟県朝霞市溝沼三丁⽬５番３８号
2026-02-21
 
モ,125653,森藤技研⼯業株式会社
〒463-0068,名古屋市守⼭区瀬古３−１２８
2023-07-14
http://www.morifuji.co.jp
 
モ,213382,有限会社森藤鉄筋⼯業
〒803-0841,福岡県北九州市⼩倉北区清⽔４ー２ー３
2023-08-12
 
モ,225024,株式会社モリブチ
〒566-0045,⼤阪府摂津市南別府町１５番２０号
2025-04-01
http://www.moribuchi.co.jp
 
モ,228259,森平舞台機構株式会社
〒111-0033,東京都台東区花川⼾⼆丁⽬１１番２号
2024-07-10
http://www.morihei.com
 
モ,105591,モリマーエスエスピー株式会社
〒541-0053,⼤阪府⼤阪市中央区本町２−３−８ 三甲⼤阪本町ビル７Ｆ
2025-06-17
http://www.molymer.co.jp/
 
モ,126223,モリマーコンポジット株式会社
〒319-1725,茨城県北茨城市関本町富⼠ヶ丘１２７０
2023-11-15
http://www.molymer.co.jp/
 
モ,118969,モリマープレミックス株式会社
〒518-1416,三重県伊賀市下阿波２８２９
2024-09-07
http://www.molymer.co.jp
 
モ,122779,モリマシナリー株式会社
〒701-2434,岡⼭県⾚磐市仁堀東１３８３
2024-11-17
http://www.mori-machinery.co.jp/
 
モ,108460,株式会社モリマツ



〒182-0034,東京都調布市下⽯原１−２−３
2025-06-02
http://www.morimatsu-group.co.jp/
 
モ,216604,森松⼯業株式会社
〒501-0413,岐⾩県本巣市⾒延１４３０ー８
2025-06-11
https://www.morimatsu.jp/
 
モ,125176,株式会社森松⼯業所
〒230-0044,神奈川県横浜市鶴⾒区弁天町１４
2026-02-03
http://www.morimatsugroup.com
 
モ,118920,森宮電機株式会社
〒123-8503,東京都⾜⽴区⻄新井本町２−１２−１２
2024-07-19
http://www.morimiya.co.jp
 
モ,118890,森村商事株式会社
〒105-8451,東京都港区虎ノ⾨１−３−１
2024-04-18
https://www.morimura.co.jp
 
モ,105337,株式会社モリモト
〒213-0026,神奈川県川崎市⾼津区久末２０８８−１
2024-11-02
 
モ,215394,株式会社森本技研
〒561-0834,⼤阪府豊中市庄内栄町２−１１−１
2024-05-15
 
モ,219717,株式会社森本組
〒234-0051,神奈川県横浜市港南区⽇野８−２０−３
2024-05-11
 
モ,211408,森元⼯業株式会社
〒233-0016,神奈川県横浜市港南区下永⾕３ー４ー６
2025-10-22
http://www.morimotokogyo.co.jp
 
モ,219959,森本⽔道⼯業株式会社
〒576-0051,⼤阪府交野市倉治２−１−１２
2024-06-29
 
モ,101879,有限会社森本製作所
〒671-2135,兵庫県姫路市夢前町塚本３８２
2024-11-08
 
モ,503214,株式会社森本製作所
〒544-0021,⼤阪府⼤阪市⽣野区勝⼭南１−１７−４１
2024-06-22
 
モ,123110,森本精密シャフト株式会社
〒577-0016,⼤阪府東⼤阪市⻑⽥⻄５−４−１３



2025-01-26
http://www.e-mss.co.jp
 
モ,215268,森本電気興業株式会社
〒111-0055,東京都台東区三筋１ー３ー３
2024-03-06
 
モ,224021,有限会社森本鈑⾦⼯作所
〒567-0067,⼤阪府茨⽊市⻄福井１丁⽬２３番１０２号
2025-01-01
 
モ,118237,株式会社森本⼋⼗⼋商店
〒600-8814,京都市下京区中堂寺庄ノ内町１
2024-07-02
http://www.morimoto88.co.jp/
 
モ,127221,モリヤ株式会社
〒355-0028,埼⽟県東松⼭市箭⼸町１−２０−１７
2024-07-20
http://www.moriya-s1.co.jp/
 
モ,222258,守⾕建設株式会社
〒463-0037,愛知県名古屋市守⼭区天⼦⽥１丁⽬１０３番地
2023-10-01
 
モ,214856,有限会社守屋建設興業
〒134-0085,東京都江⼾川区南葛⻄１−２−２０
2023-07-11
http://www.moriya-kk.co.jp
 
モ,222686,守屋建装株式会社
〒059-0026,北海道登別市若⼭町３ー３４ー１
2024-02-01
 
モ,120681,森⾕ゴム⼯業株式会社
〒140-0013,東京都品川区南⼤井６−１３−１５
2023-11-29
http://www.moriya-gomu.com
 
モ,118366,もりや産業株式会社
〒536-0011,⼤阪府⼤阪市城東区放出⻄３−１０−７
2024-01-17
http://www.moriyas.co.jp/
 
モ,121388,有限会社守⼭技研
〒524-0044,滋賀県守⼭市古⾼町７８０−９
2024-04-04
http://moriyamagiken.com/
 
モ,217224,有限会社森⼭⼯業
〒712-8031,岡⼭県倉敷市福⽥町浦⽥２１６８ー１０
2025-10-15
 
モ,105924,森⼭産業株式会社
〒142-0053,東京都品川区中延２−５−１０ 森⼭ビル



2026-05-26
http://www.moriyama-corp.co.jp
 
モ,216774,株式会社森⼭タイル
〒891-0104,⿅児島県⿅児島市⼭⽥町６５３番地１
2025-06-25
 
モ,118241,株式会社森⼭鉄⼯
〒822-0011,福岡県直⽅市⼤字中泉字今林８７５−１３
2026-03-05
http://moriyama-gr.co.jp/
 
モ,106321,株式会社森⼭電機製作所
〒930-0021,富⼭県富⼭市今⽊町１−１
2024-08-06
http://moriyamadk.co.jp
 
モ,229757,守屋⽊材株式会社
〒983-0841,宮城県仙台市宮城野区原町６丁⽬１番１６号
2026-06-13
http://www.morimoku.co.jp/
 
モ,222446,守⾕輸送機⼯業株式会社
〒236-0004,神奈川県横浜市⾦沢区福浦１ー１４ー９
2023-12-01
http://moriya-elevator.co.jp
 
モ,118748,森六ケミカルズ株式会社
〒107-0062,東京都港区南⻘⼭１−１−１ 新⻘⼭ビル東館１８階
2024-04-03
https://chemicals.moriroku.co.jp
 
モ,100902,森六プレシジョン株式会社
〒319-1537,茨城県北茨城市華川町下相⽥字上ノ台５２１−５
2023-10-12
http://www.moriroku.co.jp
 
モ,104992,株式会社モルテン
〒733-0013,広島市⻄区横川新町１−８
2023-12-08
http://www.molten.co.jp
 
モ,505622,株式会社ＭＯＬＤＩＮＯ
〒130-0026,東京都墨⽥区両国４−３１−１１（ヒューリック両国ビル８Ｆ）
2024-09-02
http://www.moldino.com/
 
モ,128289,モルデック株式会社
〒969-1301,福島県安達郡⼤⽟村⼤⼭字東２４−１
2025-11-06
http://www.moldec.co.jp
 
モ,225537,株式会社諸泉
〒847-0831,佐賀県唐津市千々賀１２３３番地
2025-06-01



https://moroizumi.com/
 
モ,211301,諸⼾緑化産業株式会社
〒453-0047,愛知県名古屋市中村区元中村町３丁⽬４４番地
2025-07-27
http://www.moroto-ryokka.co.jp
 
モ,221431,株式会社諸橋砂利
〒940-0094,新潟県⻑岡市中島６丁⽬１番３３号
2025-04-01
 
モ,210776,株式会社諸⻨組
〒594-0013,⼤阪府和泉市鶴⼭台１ー８ー２
2024-12-16
https://www.moromugigumi.com/
 
ヤ,231976,株式会社⾕⼀
〒581-0069,⼤阪府⼋尾市⿓華町⼀丁⽬４番２ー２６０２号
2026-05-09
https://www.yaichi81.com/
 
ヤ,231436,有限会社⼋重垣建設
〒734-0015,広島県広島市南区宇品御幸三丁⽬１１番６３−７号
2025-12-13
 
ヤ,230807,株式会社⼋重⼼
〒276-0043,千葉県⼋千代市萱⽥４４１番地３
2025-08-30
http://yaeshin-ko.jp
 
ヤ,210942,株式会社ヤエスＲ＆Ｓ
〒132-0023,東京都江⼾川区⻄⼀之江４ー１４ー１２
2025-03-04
http://www.yaesu-rs.co.jp/
 
ヤ,218968,⼋重洲電気株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川⼆丁⽬１２番１５号
2024-01-26
http://www.yaesudenki.co.jp/index.html
 
ヤ,108465,⼋重洲無線株式会社
〒140-0002,東京都品川区東品川２−５−８ 天王洲パークサイドビル
2024-11-22
http://www.yaesu.com
 
ヤ,101129,⼋尾製鋲株式会社
〒585-0004,⼤阪府南河内郡河南町⼤字⼭城２４６
2024-03-08
http://www.yao-neji.com/
 
ヤ,129418,株式会社ヤカグループ
〒672-8023,兵庫県姫路市⽩浜町甲８４１−４５
2024-04-13
http://yakagroup.net
 



ヤ,215496,株式会社ヤカタ
〒166-0016,東京都杉並区成⽥⻄２−２４−２５オルム浜⽥⼭１０１
2024-07-17
 
ヤ,229814,株式会社野外システム
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１−４−１
2023-07-02
 
ヤ,102284,株式会社ヤガミ
〒460-0002,愛知県名古屋市中区丸の内３−２−２９
2025-02-15
https://www.yagami-inc.co.jp/
 
ヤ,215998,⽮上⼯業株式会社
〒299-0107,千葉県市原市姉崎海岸７３番地
2025-02-05
https://www.yagami-kogyo.co.jp/
 
ヤ,118493,⼋⽊⾦属株式会社
〒538-0043,⼤阪市鶴⾒区今津南２−２−１６
2022-11-12
http://www.yagi-kinzoku.co.jp
 
ヤ,104349,株式会社⼋⽊熊
〒910-8586,福井県福井市照⼿２−６−１６
2025-03-31
http://www.yagikuma.co.jp/
 
ヤ,231205,⽮⽊コーポレーション株式会社
〒381-2203,⻑野県⻑野市真島町川合２０３６番地
2025-11-01
https://www.yagicompany.jp
 
ヤ,220476,⼋⽊鋼材株式会社
〒454-0826,愛知県名古屋市中川区⼩本本町１−１００
2024-11-22
https://www.yagi-kozai.co.jp
 
ヤ,223405,⼋⽊惣株式会社
〒593-8322,⼤阪府堺市⻄区津久野町３丁２８ー１０
2024-08-01
 
ヤ,108007,⼋⽊段ボール株式会社
〒519-0506,三重県伊勢市⼩俣町湯⽥１０２８−１
2026-01-09
http://www.yagidan.co.jp
 
ヤ,231563,株式会社栁沼鋼業
〒963-0213,福島県郡⼭市逢瀬町多⽥野字南⼭⽥原２８番地１
2026-01-17
 
ヤ,219209,有限会社柳沼商店
〒974-8232,福島県いわき市錦町飯盛町１−１０
2024-03-02
 



ヤ,118962,柳⽣ゴム化成株式会社
〒456-0012,名古屋市熱⽥区沢上１−１−１
2024-08-09
http://www.yagyu-randp.co.jp
 
ヤ,214327,ヤクシン開発株式会社
〒807-1262,福岡県北九州市⼋幡⻄区楠橋⻄２丁⽬１３番８号
2025-08-16
http://www.yakushin-k.co.jp/
 
ヤ,215435,株式会社躍進電気
〒366-0051,埼⽟県深⾕市上柴町東４丁⽬１１番地２
2024-06-05
http://www.yakushin-d.co.jp/
 
ヤ,226008,株式会社薬秀
〒870-0018,⼤分県⼤分市豊海１−３−２
2025-09-01
 
ヤ,224076,ヤクモ株式会社
〒141-0032,東京都品川区⼤崎５丁⽬４番１８号
2025-01-01
https://www.yacmo.co.jp/
 
ヤ,108143,⼋雲インズ株式会社
〒939-8221,富⼭市⼋⽇町２４７−１３
2024-06-13
https://yakumo-ins.hp.gogo.jp
 
ヤ,220768,有限会社ヤグチ
〒996-0028,⼭形県新庄市万場町６番１１号
2025-03-01
 
ヤ,505714,株式会社 ⽮⼝
〒312-0018,茨城県ひたちなか市笹野町１丁⽬１番５号
2025-06-03
 
ヤ,216186,⾕⼝環境建材株式会社
〒437-0051,静岡県袋井市深⾒８５番地の１
2025-03-19
_
 
ヤ,230008,⽮⼝電気株式会社
〒240-0013,神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区帷⼦町⼀丁⽬３０番地
2025-04-12
http://www.ac-dc.co.jp/
 
ヤ,129103,有限会社⾕⼝⽊⼯所
〒321-4104,栃⽊県芳賀郡益⼦町⼤字⼤沢８４８
2023-09-25
 
ヤ,118513,株式会社⼋雲製作所
〒842-0015,佐賀県神埼市神埼町尾崎２００
2023-06-25
http://www.ygms.co.jp/



 
ヤ,216661,⼋蔵産業株式会社
〒808-0132,福岡県北九州市若松区⼤字⼩敷６５８番地
2025-06-18
_
 
ヤ,230638,株式会社ヤゲタコーポレーション
〒321-0139,栃⽊県宇都宮市若松原⼆丁⽬１７番３０号
2025-08-02
http://www.yageta.jp/
 
ヤ,104457,⼋光産業株式会社
〒108-0073,東京都港区三⽥２−７−２３ デリス三⽥２階
2025-07-14
http://www.yako-sangyo.co.jp
 
ヤ,220707,株式会社ヤサカ
〒591-8021,⼤阪府堺市北区新⾦岡町五丁７−４０８
2025-02-15
https://yasaka-hp.com/
 
ヤ,216065,⼋坂機⼯商会 畑泰重（その他）
〒550-0015,⼤阪府⼤阪市⻄区南堀江１−２０−１８
2025-02-19
 
ヤ,127871,ヤサカ⼯業株式会社
〒252-1125,神奈川県綾瀬市吉岡東４−３−２４
2025-04-23
http://www.yasaka-kougyo.com
 
ヤ,128403,弥栄⼯業株式会社
〒504-0814,岐⾩県各務原市蘇原興亜町２−１−５
2025-10-09
 
ヤ,504569,弥栄電線株式会社
〒587-0042,⼤阪府堺市美原区⽊材通４丁⽬１０番２号
2025-06-20
http://www.yasaka-densen.co.jp/
 
ヤ,231335,有限会社⼋坂⼟⽊⼯業
〒572-0051,⼤阪府寝屋川市⾼柳七丁⽬２６番３号
2025-11-29
 
ヤ,231398,株式会社⼋坂⽊材
〒843-0234,佐賀県武雄市東川登町⼤字袴野１２１４６番地１
2025-12-06
 
ヤ,118330,⽮崎エナジーシステム株式会社
〒108-0075,東京都港区港南１−８−１５
2023-08-05
https://www.yazaki-group.com/
 
ヤ,128461,⽮崎化⼯株式会社
〒422-8519,静岡県静岡市駿河区⼩⿅２−２４−１
2025-07-12



https://www.yazaki.co.jp/
 
ヤ,216727,⽮崎建設興業株式会社
〒400-0851,⼭梨県甲府市住吉３丁⽬４番２７号
2025-06-25
 
ヤ,108350,⽮崎総業株式会社
〒108-0075,東京都港区港南１−８−１５ Ｗビル７Ｆ
2026-05-24
https://www.yazaki-group.com/
 
ヤ,118762,⽮崎総業北海道販売株式会社
〒062-8532,札幌市豊平区福住３条２−４−５
2024-03-02
http://www.yazaki-group.com
 
ヤ,213251,株式会社⽮澤
〒150-0001,東京都渋⾕区神宮前３丁⽬３８番３号
2026-05-27
https://yazawa-c.co.jp/
 
ヤ,101744,株式会社⽮沢科学
〒113-0033,東京都⽂京区本郷２−１３−８
2024-10-11
http://www.yazawakagaku.co.jp/
 
ヤ,220520,⼋汐電気株式会社
〒321-0982,栃⽊県宇都宮市御幸ヶ原町８１番地５
2024-12-07
http://www.yashiodenki.com
 
ヤ,105809,⼋芝運送株式会社
〒230-0071,神奈川県横浜市鶴⾒区駒岡５−１０−１５
2025-12-19
https://www.yashiba.co.jp
 
ヤ,120241,株式会社⼋芝ソフトエンジニアリング
〒230-0071,横浜市鶴⾒区駒岡５−１０−１５
2023-08-07
http://www.yashiba.co.jp/
 
ヤ,118674,株式会社野芝電機製作所
〒240-0035,横浜市保⼟ヶ⾕区今井町８４４−１３
2023-09-22
 
ヤ,108753,株式会社ヤシマ
〒144-0056,東京都⼤⽥区⻄六郷４−２８−１５
2025-10-20
http://www.k-yashima.com
 
ヤ,222341,株式会社⼋洲
〒487-0004,愛知県春⽇井市⽟野町１９２
2023-11-01
 
ヤ,128484,株式会社ヤシマ化⼯



〒509-0145,岐⾩県各務原市鵜沼朝⽇町２−１９５−９
2025-04-06
http://www.yashimakakou.co.jp
 
ヤ,216185,⼋洲環境エンジニアリング株式会社
〒116-0014,東京都荒川区東⽇暮⾥三丁⽬１１番１７号
2025-03-19
https://www.yashimadenki.co.jp
 
ヤ,108335,株式会社ヤシマキザイ
〒103-0026,東京都中央区⽇本橋兜町６−５ 兜町第６平和ビル
2024-09-02
http://www.yashima-co.co.jp/
 
ヤ,213167,株式会社⼋洲機電
〒063-0812,北海道札幌市⻄区琴似⼆条２丁⽬４番１０号
2026-03-25
http://www.yashimakiden.jp
 
ヤ,219799,ヤシマ建設株式会社
〒424-0858,静岡県静岡市清⽔区⼤沢町２ー４
2024-06-01
 
ヤ,223055,株式会社ヤシマ建設
〒320-0004,栃⽊県宇都宮市⻑岡町４５５ー１
2024-04-01
https://www.yashima-kensetsu.com/
 
ヤ,122858,⼋洲ゴム⼯業株式会社
〒969-6581,福島県河沼郡会津坂下町⽚⾨字仲ノ坂５１−１
2024-12-02
http://www.yashima-gomu.co.jp/
 
ヤ,104684,⼋洲産機システム株式会社
〒105-8686,東京都港区新橋３−１−１
2026-03-21
 
ヤ,126381,⼋洲産業株式会社
〒815-8529,福岡県福岡市南区⼤楠２−９−１４
2023-12-16
http://www.yashimasangyo.co.jp
 
ヤ,128884,⼋洲商事株式会社
〒460-0008,名古屋市中区栄５−２−３
2026-03-17
http://www.yashima-co.com
 
ヤ,218857,⼋洲情報システム株式会社
〒105-0014,東京都港区芝３丁⽬１４番４号
2024-01-05
https://www.yashimadenki.co.jp
 
ヤ,230969,⼋洲制御システム株式会社
〒739-1751,広島県広島市安佐北区深川⼋丁⽬２番３７号
2025-10-04



http://www.yashima-cs.co.jp
 
ヤ,108653,⼋洲電機株式会社
〒105-8686,東京都港区新橋３−１−１
2025-08-31
http://www.yashimadenki.co.jp/
 
ヤ,229453,株式会社⼋洲電業社
〒331-0823,埼⽟県さいたま市北区⽇進町３ー３７ー１
2026-01-22
http://www.yashima-dengyosha.co.jp
 
ヤ,118462,⼋洲電装株式会社
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨３−５−１ 虎ノ⾨３７森ビル１２階
2024-05-14
http://www.yashima-denso.jp/
 
ヤ,129736,⼋洲ファシリティサービス株式会社
〒116-0014,東京都荒川区東⽇暮⾥３−１１−１７
2025-01-06
http://www.yashima-fa-s.co.jp
 
ヤ,118432,⼋洲物産株式会社
〒560-0085,⼤阪府豊中市上新⽥２−１５−１４
2024-04-14
http://www.yascom.co.jp
 
ヤ,216084,⼋洲プラント建設株式会社
〒124-0012,東京都葛飾区⽴⽯２丁⽬７番１３号
2025-02-26
http://www.sanyo-plant.co.jp
 
ヤ,105492,⼋洲薬品株式会社
〒567-0085,⼤阪府茨⽊市彩都あさぎ７−７−１８ 彩都バイオヒルズセンター
2025-03-20
http://www.yashimachem.co.jp
 
ヤ,226190,株式会社⼋代
〒001-0034,北海道札幌市北区北三⼗四条⻄７丁⽬１番１７号
2025-11-01
 
ヤ,230095,株式会社⽮城
〒734-0007,広島県広島市南区皆実町四丁⽬１７番１１号
2025-05-17
https://kk-yashiro.jp/
 
ヤ,212250,有限会社⽮代興業
〒761-0313,⾹川県⾼松市下⽥井町７番地
2024-07-04
 
ヤ,100763,ヤシロコンポジット株式会社
〒673-1465,兵庫県加東市喜⽥５０６−１
2026-06-01
 
ヤ,106528,株式会社⼋代製作所



〒528-0062,滋賀県甲賀市⽔⼝町さつきが丘１
2025-01-21
http://www.yashiro-ss.jp/
 
ヤ,126976,株式会社屋代製作所
〒300-4104,茨城県⼟浦市沢辺１４６１
2024-06-29
http://www.yashiro-ss.co.jp/
 
ヤ,122033,株式会社⽮島
〒386-0041,⻑野県上⽥市秋和問屋町２４０−９
2024-07-30
http://www.kk-yajima.jp/
 
ヤ,226994,株式会社⽮嶋
〒186-0005,東京都国⽴市⻄２ー１７ー１３ー２０３
2023-09-01
 
ヤ,228561,⽮島建商株式会社
〒272-0146,千葉県市川市広尾１丁⽬３番２号
2024-10-16
 
ヤ,214267,⽮島建設興業株式会社
〒500-8867,岐⾩県岐⾩市⽊ノ本町２丁⽬４番地５
2025-07-05
https://www.yajimac.co.jp
 
ヤ,124775,株式会社⽮嶋商会
〒254-0061,神奈川県平塚市御殿２−３−２２
2025-12-27
 
ヤ,104379,株式会社⽮島製作所
〒525-0004,滋賀県草津市上寺町２００−５
2025-05-17
http://www.yajima-works.co.jp
 
ヤ,118905,株式会社⽮島製作所
〒190-0182,東京都⻄多摩郡⽇の出町平井３０−５
2024-07-26
 
ヤ,101819,⽮島鋳⼯株式会社
〒332-0034,埼⽟県川⼝市並⽊２−９−２
2024-10-22
 
ヤ,224763,⽮島鉄筋⼯業株式会社
〒131-0043,東京都墨⽥区⽴花５丁⽬１２番５号
2025-04-01
http://t-yjm.co.jp/
 
ヤ,118464,株式会社ヤスヰ
〒466-0052,名古屋市昭和区村雲町１７−２３
2025-02-04
http://www.y-nt.co.jp/
 
ヤ,126347,安井株式会社



〒889-0697,宮崎県東⾅杵郡⾨川町⼤字加草２７２５
2023-12-08
http://www.yasui-kk.co.jp/
 
ヤ,121816,有限会社ヤスイキャステック
〒452-0822,名古屋市⻄区中⼩⽥井２−３８０−１
2024-06-09
 
ヤ,222775,株式会社安井組
〒814-0104,福岡県福岡市城南区別府７ー１２ー２６
2024-03-01
 
ヤ,222235,恭井建設株式会社
〒751-0822,⼭⼝県下関市宝町３２番１３号
2023-09-01
 
ヤ,101064,株式会社安井製作所
〒340-0156,埼⽟県幸⼿市南３−２−２２
2024-02-15
http://www.yasui-ss.co.jp/
 
ヤ,118438,安井電気株式会社
〒460-0008,名古屋市中区栄１−２９−１９
2025-12-28
 
ヤ,217898,安井電気株式会社
〒241-0817,神奈川県横浜市旭区今宿⼆丁⽬１４番３号
2026-07-07
 
ヤ,211002,安井⼟⽊株式会社
〒164-0014,東京都中野区南台３丁⽬３番２号
2025-03-24
_
 
ヤ,225883,株式会社安井杢⼯務店
〒617-0006,京都府向⽇市上植野町⾺⽴２番地４
2025-08-01
https://www.yasuimoku.co.jp
 
ヤ,101199,安枝ネジ株式会社
〒550-0022,⼤阪市⻄区本⽥３−９−２０
2024-03-19
http://www.yasueda.co.jp/
 
ヤ,211762,株式会社ヤスカワ
〒519-1402,三重県伊賀市柘植町６３８
2023-07-21
 
ヤ,118934,安川オートメーション・ドライブ株式会社
〒824-8511,福岡県⾏橋市⻄宮市２−１３−１
2024-08-28
https://www.yaskawa-ad.co.jp
 
ヤ,118437,安川コントロール株式会社
〒824-8511,福岡県⾏橋市⻄宮市２−１３−１



2024-08-04
http://www.yaskawa-control.co.jp
 
ヤ,118425,株式会社安川電機
〒806-0004,北九州市⼋幡⻄区黒崎城⽯２−１
2024-01-07
http://www.yaskawa.co.jp
 
ヤ,128441,株式会社安川電機
〒806-0004,福岡県北九州市⼋幡⻄区黒崎城⽯２−１
2025-06-26
https://www.yaskawa.co.jp
 
ヤ,103448,安川マニュファクチャリング株式会社
〒806-0004,福岡県北九州市⼋幡⻄区黒崎城⽯２−１
2023-10-06
https://www.yaskawa-manufacturing.co.jp
 
ヤ,104497,安川マニュファクチャリング株式会社
〒806-0004,福岡県北九州市⼋幡⻄区黒崎城⽯２ー１
2025-08-03
https://www.yaskawa-manufacturing.co.jp
 
ヤ,120334,安川マニュファクチャリング株式会社
〒806-0004,福岡県北九州市⼋幡⻄区黒崎城⽯２ー１
2023-08-28
https://www.yaskawa-manufacturing.co.jp
 
ヤ,120335,安川マニュファクチャリング株式会社
〒806-0004,福岡県北九州市⼋幡⻄区黒崎城⽯２ー１
2023-08-28
https://www.yaskawa-manufacturing.co.jp
 
ヤ,120336,安川マニュファクチャリング株式会社
〒806-0004,福岡県北九州市⼋幡⻄区黒崎城⽯２ー１
2023-08-28
https://www.yaskawa-manufacturing.co.jp
 
ヤ,504266,安川マニュファクチャリング株式会社
〒806-0004,福岡県北九州市⼋幡⻄区黒崎城⽯２−１
2025-07-16
http://www.yaskawa-manufacturing.co.jp
 
ヤ,118822,株式会社安川メカトレック
〒105-0022,東京都港区海岸１−１５−１ スズエベイディアム７階
2024-05-08
http://www.ym-c.co.jp/
 
ヤ,221358,株式会社⼋杉商店
〒721-0952,広島県福⼭市曙町６丁⽬１６番１０号
2025-04-01
http://www.yasugi.co.jp/
 
ヤ,220698,有限会社やすぎや建材店
〒683-0805,⿃取県⽶⼦市⻄福原四丁⽬８番５６号



2025-02-15
 
ヤ,228239,株式会社Ｙａｓｕｋｅｎ
〒498-0014,愛知県弥富市五明２丁⽬１６４番地
2024-06-29
 
ヤ,223827,安建⼯業株式会社
〒720-0821,広島県福⼭市東川⼝町３ー１０ー１５
2024-11-01
https://www.yasken.jp/
 
ヤ,215587,⼋寿⼯業株式会社
〒175-0085,東京都板橋区⼤⾨１５番２号
2024-09-18
 
ヤ,210590,株式会社野洲サルベージ
〒520-2331,滋賀県野洲市⼩篠原３８８番地
2024-10-06
http://www.yassal.co.jp/
 
ヤ,225151,安島⼯業株式会社
〒690-0011,島根県松江市東津⽥町１２５６ー１
2025-05-01
http://www.yasujimakougyou.co.jp
 
ヤ,118509,安⾼⾦属⼯業株式会社
〒864-0025,熊本県荒尾市⾼浜字北の後３１０−８
2024-03-17
http://www.yasutaka.co.jp/
 
ヤ,122835,安武科学器械株式会社
〒803-0835,福岡県北九州市⼩倉北区井堀３−８−１８
2024-11-26
http://www.yasutakekagaku.co.jp/
 
ヤ,210633,株式会社ヤスタ創建
〒960-8076,福島県福島市上野寺字東１７ー５
2024-10-21
 
ヤ,221579,株式会社ヤスダ
〒264-0031,千葉県千葉市若葉区愛⽣町１５２
2025-04-01
http://www.kkyasuda.co.jp
 
ヤ,215190,有限会社ヤスダ基礎
〒721-0942,広島県福⼭市引野町字稲荷⾕１０８２番１
2024-01-30
 
ヤ,118593,安⽥技研株式会社
〒763-0083,⾹川県丸⻲市⼟器町北２−５７
2023-07-28
http://ww82.tiki.ne.jp/~yasuda-maru/
 
ヤ,212438,株式会社安⽥組
〒154-0004,東京都世⽥⾕区太⼦堂４丁⽬５番３号



2025-01-09
 
ヤ,218385,株式会社安⽥組
〒509-0251,岐⾩県可児市塩１２８７番地
2023-09-08
 
ヤ,226818,有限会社保⽥組
〒649-6225,和歌⼭県岩出市船⼾１１８−１６
2023-06-01
http://www.yasudagumi.net/
 
ヤ,221588,株式会社安⽥建設
〒862-0924,熊本県熊本市中央区帯⼭５丁⽬３３ー３０
2025-04-01
 
ヤ,210045,株式会社安⽥⼯業所
〒719-3205,岡⼭県真庭市草加部６３０ー１
2023-11-11
 
ヤ,118736,安⽥産業株式会社
〒541-0059,⼤阪市中央区博労町１−６−２
2024-03-21
http://www.yasuda-sangyo.co.jp/
 
ヤ,210689,安⽥産業株式会社
〒702-8036,岡⼭県岡⼭市南区三浜町１丁⽬１番１８号
2024-11-12
 
ヤ,228257,株式会社安⽥商会
〒672-8035,兵庫県姫路市飾磨区中島６２１番地
2024-07-10
 
ヤ,502703,安⽥情報株式会社
〒100-0011,東京都千代⽥区内幸町⼀丁⽬３番１号
2024-08-04
http://www.yasj.co.jp
 
ヤ,103386,安⽥精⼯株式会社
〒689-1121,⿃取市南栄町１５−４
2023-09-01
 
ヤ,118847,株式会社安⽥製作所
〒240-0003,神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区天王町１−７−１５
2024-05-23
 
ヤ,217453,株式会社安⽥製作所
〒124-0006,東京都葛飾区堀切３丁⽬２７番１１号
2026-01-14
https://www.yasuda-s.jp/
 
ヤ,210918,有限会社安⽥装美
〒454-0026,愛知県名古屋市中川区笈瀬町１丁⽬４０番地
2025-02-23
 
ヤ,230627,株式会社安⽥電気⼯業



〒919-2201,福井県⼤飯郡⾼浜町和⽥第１０１号４番地５
2025-08-02
https://www.ydenki.co.jp/
 
ヤ,217866,株式会社安⽥塗装
〒170-0013,東京都豊島区東池袋２ー３９ー１４
2026-06-30
 
ヤ,121967,安⽥物産株式会社
〒231-0033,神奈川県横浜市中区⻑者町５−７５−１ スクエア⻑者町５１５
2024-07-23
 
ヤ,216677,安⽥ブルトーザ開発株式会社
〒755-0013,⼭⼝県宇部市明治町⼀丁⽬１０番２０号
2025-06-18
 
ヤ,128549,安⽥薬品株式会社
〒541-0048,⼤阪市中央区⽡町１−２−１０
2026-02-12
http://www.yasuda-chem.co.jp/
 
ヤ,103514,安永エアポンプ株式会社
〒130-0014,東京都墨⽥区⻲沢３−４−１
2023-11-17
http://www.yasunaga-airpump.co.jp
 
ヤ,103681,株式会社安永ギヤーテック
〒811-3122,福岡県古賀市薦野１４３４−１
2024-03-05
 
ヤ,211378,安永クリーンテック株式会社
〒130-0014,東京都墨⽥区⻲沢３丁⽬４番１号
2025-09-30
https://www.fine-yasunaga.co.jp/y-ct/
 
ヤ,100136,安⻑電機株式会社
〒380-0935,⻑野県⻑野市中御所岡⽥１３１−１４ ＪＡながの会館３Ｆ
2025-08-04
http://www.yasnaga.co.jp/
 
ヤ,213917,安永壁産株式会社
〒607-8115,京都府京都市⼭科区⼩⼭北林町１の７
2024-12-01
 
ヤ,100602,株式会社ヤスヒラ
〒670-0981,兵庫県姫路市⻄庄甲１０８
2026-02-02
http://www.yasuhira.com
 
ヤ,232037,有限会社ヤスヒロ⼯業
〒979-0141,福島県いわき市勿来町窪⽥酒井原１番地の１
2026-05-23
https://www.yasuhiro-inamura.com
 
ヤ,118728,株式会社ヤスフクセラミックス



〒444-0838,愛知県岡崎市⽻根⻄２−１−１１
2024-03-30
http://www.yasufuku.com/
 
ヤ,210373,保道建設株式会社
〒723-0016,広島県三原市宮沖２丁⽬７番１号
2024-06-18
http://www.yasumichi.co.jp/
 
ヤ,229901,株式会社保村塗装店
〒901-2406,沖縄県中頭郡中城村字当間６６６番地
2023-08-18
 
ヤ,220796,安⼭建設株式会社
〒471-0871,愛知県豊⽥市元宮町⼆丁⽬２５番地
2025-03-08
 
ヤ,127319,ヤスユキ⼯業株式会社
〒244-0814,横浜市⼾塚区南舞岡１−２０−２０
2024-08-08
 
ヤ,102241,⼋⼗島プロシード株式会社
〒650-0047,兵庫県神⼾市中央区港島南町３−２−１１
2025-01-28
http://www.yasojima.co.jp/
 
ヤ,230209,ＹＡ ＴＡ⾦属株式会社
〒162-0846,東京都新宿区市⾕左内町２７番１号
2025-06-14
 
ヤ,118340,株式会社⾕⽥部銘板製作所
〒174-0052,東京都板橋区蓮沼町７４−２
2023-08-06
http://www.yatabenp.jp
 
ヤ,118521,株式会社⽮⽥⼯業所
〒461-0040,愛知県名古屋市東区⽮⽥４−１４−８
2026-05-13
http://www.yadakogyo.co.jp
 
ヤ,118757,⽮⽥⼯具株式会社
〒142-0053,東京都品川区中延６−５−５
2024-03-03
http://www.yada-tool.co.jp/
 
ヤ,104432,⼋千代光学株式会社
〒116-0011,東京都荒川区⻄尾久３−２４−６
2025-06-24
http://www.yachiyo-opt.co.jp/
 
ヤ,213908,⼋千代⼯業株式会社
〒160-0008,東京都新宿区四⾕三栄町１２番４４号
2024-12-01
 
ヤ,229389,株式会社⼋千代⼯業



〒262-0012,千葉県千葉市花⾒川区千種町３６８ー１８
2025-11-21
http://www.yachiyo-kk.com/
 
ヤ,118441,⼋千代産業株式会社
〒102-0093,東京都千代⽥区平河町２−７−５ 砂防会館 本館２Ｆ
2025-05-21
 
ヤ,123277,⼋千代産業株式会社
〒995-0003,⼭形県村⼭市⼤字本飯⽥字柳堤２４８６−４８
2025-01-27
http://www.yachiyo-sangyou.co.jp/
 
ヤ,129069,株式会社⼋千代製作所
〒123-0851,東京都⾜⽴区梅⽥２−１３−１
2023-08-21
 
ヤ,218490,⼋千代電設⼯業株式会社
〒540-0003,⼤阪府⼤阪市中央区森ノ宮中央１丁⽬１番３８号
2025-04-01
https://yachiyo.co.jp/
 
ヤ,105075,⼋千代マイクロサイエンス株式会社
〒101-0042,東京都千代⽥区神⽥東松下町２９−６ ＤｅＬＣＣＳ神⽥８Ｆ
2024-03-27
http://ymi.co.jp/
 
ヤ,104756,⼋ヶ根⼯業株式会社
〒391-0213,⻑野県茅野市豊平６５５８
2026-04-28
http://www.alps-gauge.com/
 
ヤ,124383,⼋代⼯業機材株式会社
〒866-0052,熊本県⼋代市⻨島⻄町３−１
2023-07-23
 
ヤ,229721,⼋房建設株式会社
〒634-0063,奈良県橿原市久⽶町６９７番地の３
2026-05-22
https://www.yatsufusa.co.jp/
 
ヤ,106031,株式会社弥富製作所
〒445-0044,愛知県⻄尾市鎌⾕町元屋敷１１５
2023-09-11
http://yatomiss.com/
 
ヤ,219422,⽮留⼯業株式会社
〒486-0801,愛知県春⽇井市上⽥楽町２９１番地
2024-03-23
http://www.yatome.co.jp
 
ヤ,231571,株式会社柳井運送
〒364-0011,埼⽟県北本市朝⽇⼆丁⽬１３３番地
2026-01-17
 



ヤ,121470,箭内硝⼦株式会社
〒963-0551,福島県郡⼭市喜久⽥町字菖蒲池２２−１７３
2024-04-28
http://www.yanaiglass.com/company.html
 
ヤ,222604,株式会社柳井⼯務店
〒238-0045,神奈川県横須賀市東逸⾒町２ー５９
2024-01-01
 
ヤ,214466,株式会社⽮内総建
〒970-0101,福島県いわき市平下神⾕字下川原１−４９
2025-11-15
http://www.yanaisouken.com
 
ヤ,210407,有限会社柳井電気
〒370-0016,群⾺県⾼崎市⽮島町１８８−６
2021-07-10
 
ヤ,228035,柳井電機⼯業株式会社
〒870-0017,⼤分県⼤分市弁天２−７−１
2024-05-17
http://www.yanaidenki.co.jp/
 
ヤ,223937,ヤナイ陶業株式会社
〒154-0002,東京都世⽥⾕区下⾺３ー２２ー１３
2024-12-01
 
ヤ,220214,有限会社ヤナガワ
〒742-0335,⼭⼝県岩国市玖珂町５６３−４
2024-09-07
 
ヤ,215797,株式会社柳川建材店
〒510-0821,三重県四⽇市市久保⽥２丁⽬１２番３８号
2024-11-27
http://www.yanagawakenzai.co.jp
 
ヤ,216460,株式会社柳川⼯業
〒251-0023,神奈川県藤沢市鵠沼花沢町１番１−３０３号
2025-05-21
_
 
ヤ,118639,柳川ゴム株式会社
〒300-2306,茨城県つくばみらい市南太⽥１２８０−４
2023-10-08
 
ヤ,128479,柳川精⼯株式会社
〒144-0052,東京都⼤⽥区蒲⽥３−１５−２
2025-05-11
http://www.yanagawaseiko.co.jp/
 
ヤ,210394,株式会社ＹＡＮＡＧＩ
〒190-0182,東京都⻄多摩郡⽇の出町⼤字平井字三吉野宿通１２００番１
2024-06-26
http://www.yanagi-ltd.jp/
 



ヤ,221965,柳有限会社
〒514-0801,三重県津市船頭町津興３４８７
2025-09-01
 
ヤ,100005,⼋和エレック株式会社
〒492-8133,愛知県稲沢市治郎丸細道町２４
2025-06-09
http//www.yanagielec.co.jp
 
ヤ,100728,株式会社ヤナギカンバン
〒744-0033,⼭⼝県下松市⽣野屋南３−４−１
2026-04-27
 
ヤ,213753,柳興業株式会社
〒579-8012,⼤阪府東⼤阪市上⽯切町２丁⽬１３番２２号
2024-07-07
https://www.kty0411.jp
 
ヤ,222956,株式会社柳沢建設
〒422-8076,静岡県静岡市駿河区⼋幡３丁⽬１２番１０号
2024-04-01
 
ヤ,223373,柳澤電機株式会社
〒153-0044,東京都⽬黒区⼤橋１丁⽬７番１６号
2024-07-01
 
ヤ,219983,株式会社柳島寿々喜園
〒130-0002,東京都墨⽥区業平５−１２−１６
2024-07-06
http://www.yanagishima.co.jp/htdocs/wp/
 
ヤ,105629,柳⽥機器株式会社
〒307-0001,茨城県結城市結城７２５３
2025-07-12
http://www.yanagita-kiki.co.jp/
 
ヤ,217161,株式会社柳⽥⼯務店
〒272-0123,千葉県市川市幸２ー１２ー８
2025-10-01
http://www.yanagida-kmt.co.jp
 
ヤ,103547,株式会社ヤナギハラメカックス
〒421-0301,静岡県榛原郡吉⽥町住吉１５４１
2023-12-25
http://www.y-mechax.com/corporate/
 
ヤ,222689,柳本⼯業株式会社
〒519-0412,三重県度会郡⽟城町中楽７２２
2024-02-01
http://www.citypage.jp/mie/yanagimotokougyou/
 
ヤ,213667,⽮⻄建設株式会社
〒814-0022,福岡県福岡市早良区原１丁⽬４１番３号
2021-04-07
http://www.yanishi.co.jp/



 
ヤ,100439,株式会社屋根技術研究所
〒444-1324,愛知県⾼浜市碧海町２−１−１３
2025-12-07
https://www.yanegiken.co.jp/
 
ヤ,225034,株式会社家根源
〒652-0032,兵庫県神⼾市兵庫区荒⽥町１丁⽬３番９号
2025-04-01
http://www.yanegen.co.jp
 
ヤ,500840,株式会社 ヤネヤ
〒063-0830,北海道札幌市⻄区発寒１０条１丁⽬５番１３号
2024-08-04
 
ヤ,124290,株式会社⽮野
〒376-0031,群⾺県桐⽣市本町２−８−２６
2025-06-30
http://www.kkyano.co.jp
 
ヤ,212793,株式会社⽮野組
〒478-0016,愛知県知多市梅が丘２丁⽬１９０番地
2025-08-21
_
 
ヤ,231657,株式会社⽮野組
〒510-8102,三重県三重郡朝⽇町⼤字⼩向７３６番地
2026-02-07
https://yanogumi-web.jp/
 
ヤ,106849,株式会社⽮野経済研究所
〒164-8620,東京都中野区本町２−４６−２ 中野坂上セントラルビル
2026-01-05
https://www.yano.co.jp/
 
ヤ,225046,⽮野建材株式会社
〒671-1115,兵庫県姫路市広畑区末広町１丁⽬２４番地
2025-04-01
http://www.yanokenzai.co.jp/
 
ヤ,216490,⽮野建設株式会社
〒542-0081,⼤阪府⼤阪市中央区南船場１丁⽬１６番１３号
2025-05-21
https://yano-const.co.jp/
 
ヤ,218433,有限会社⽮野建築⾦物
〒814-0133,福岡県福岡市城南区七隈六丁⽬１０番２号
2023-09-29
 
ヤ,118684,⽮野⼯業株式会社
〒470-0162,愛知県愛知郡東郷町春⽊字勘右ェ⾨新⽥９４
2023-09-22
http://www.yanokogyo.com
 
ヤ,211697,株式会社⽮野興業



〒880-0001,宮崎県宮崎市橘通⻄五丁⽬１番２３号
2023-06-15
 
ヤ,230176,株式会社⽮野⼯務店
〒170-0012,東京都豊島区上池袋⼆丁⽬３３番２号
2025-06-07
 
ヤ,210977,⽮野コンクリート⼯業株式会社
〒464-0092,愛知県名古屋市千種区茶屋が坂⼀丁⽬９番２３号
2025-03-18
http://www.yanocon.co.jp/
 
ヤ,223289,ヤノシゲ株式会社
〒530-0047,⼤阪府⼤阪市北区⻄天満６ー８ー２
2024-07-01
 
ヤ,118997,⽮野商事株式会社
〒672-8070,兵庫県姫路市飾磨区加茂東７３７
2024-08-22
 
ヤ,106175,⽮野重機株式会社
〒123-0872,東京都⾜⽴区江北５−８−２５
2024-03-12
 
ヤ,118712,株式会社⽮野製作所
〒124-0025,東京都葛飾区⻄新⼩岩５−２１−１４
2024-02-28
http://www.yano.tokyo
 
ヤ,118561,⽮野電機株式会社
〒105-0003,東京都港区⻄新橋２−９−６
2026-05-27
http://www.yanoden.co.jp
 
ヤ,212145,有限会社⽮野板⾦
〒792-0854,愛媛県新居浜市国領１丁⽬甲１８０６ー３
2024-04-18
 
ヤ,230549,有限会社⽮延電気⼯事
〒731-3272,広島県広島市安佐南区沼⽥町⼤字吉⼭８４８番地３７
2025-07-26
 
ヤ,231974,⽮野防災設備株式会社
〒510-0071,三重県四⽇市市⻄浦⼆丁⽬１番１号
2026-05-09
http://yanobousai.co.jp
 
ヤ,214906,ヤハギ緑化株式会社
〒461-0004,愛知県名古屋市東区葵三丁⽬１９番７号
2023-07-25
http://www.yahagi-green.co.jp/
 
ヤ,101224,株式会社ヤハタ
〒309-1106,茨城県筑⻄市新治１９９４−１３
2024-03-26



http://www.kk-yahata.co.jp/
 
ヤ,102149,株式会社ヤハタ
〒581-0811,⼤阪府⼋尾市新家町３−５１
2025-01-17
http://www.yahata-net.com
 
ヤ,217673,⼋幡⾦⼯業株式会社
〒530-0038,⼤阪府⼤阪市北区紅梅町５番８号
2026-03-31
https://yahatakane.co.jp/
 
ヤ,210194,有限会社⼋幡建設
〒809-0011,福岡県中間市岩瀬四丁⽬１３番５号
2024-02-27
 
ヤ,211029,⼋幡建設株式会社
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾１丁⽬８番４号
2025-04-06
https://yahata-k.co.jp/
 
ヤ,210594,株式会社⼋幡⼯業
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾６ー４１ー１２
2024-10-06
http://www.yahata-kg.co.jp
 
ヤ,118518,⼋幡電機精⼯株式会社
〒807-0801,北九州市⼋幡⻄区本城２８０５
2023-07-29
http://www.yawata.co.jp/
 
ヤ,118455,株式会社⼋幡電機製作所
〒675-1204,兵庫県加古川市⼋幡町上⻄条１１４９
2024-01-16
http://www.yahataew.co.jp
 
ヤ,118481,株式会社⼋幡ねじ
〒481-8555,愛知県北名古屋市⼭之腰天神東１８
2025-06-05
http://www.yht.co.jp
 
ヤ,103869,株式会社⼋幡ライト
〒511-0838,三重県桑名市和泉５５０
2024-06-01
 
ヤ,215703,有限会社⽮幅⼯業
〒411-0844,静岡県三島市清住町６ー３７
2024-10-30
 
ヤ,221898,株式会社やはら
〒744-0016,⼭⼝県周南市若宮町２丁⽬２２番地２
2025-08-01
http://k-yahara.jp/
 
ヤ,223859,⽮橋⼤理⽯株式会社



〒503-2213,岐⾩県⼤垣市⾚坂町２７３
2024-12-01
https://www.yabashi-marble.co.jp/
 
ヤ,212294,株式会社ヤバタ
〒311-3826,茨城県⾏⽅市⽮幡１７４５ー２
2024-08-01
 
ヤ,100125,株式会社⽮花
〒380-0921,⻑野県⻑野市栗⽥１０３８−８ ゆたかビル１Ｆ
2025-08-02
http://www.yabana.co.jp/
 
ヤ,128842,薮内産業株式会社
〒551-0002,⼤阪府⼤阪市⼤正区三軒家東１−１２−２７
2026-03-04
 
ヤ,128480,株式会社やぶうち商会
〒939-3536,富⼭市⽔橋⾦尾新１４０−１３
2024-12-18
http://www.yabuuchi.net
 
ヤ,217284,有限会社⼋武運輸
〒134-0084,東京都江⼾川区東葛⻄５丁⽬２３番１９号
2025-11-05
 
ヤ,219163,株式会社ヤブサダイナミックス
〒660-0826,兵庫県尼崎市北城内５１番地
2024-02-22
http://www.yabsa.jp/
 
ヤ,231550,薮⽥⼯業所株式会社
〒270-2253,千葉県松⼾市⽇暮２丁⽬１１番地の１８
2026-01-10
 
ヤ,225798,株式会社屋部⼟建
〒905-0014,沖縄県名護市港⼆丁⽬６番５号
2025-08-01
https://yabudoken.co.jp/
 
ヤ,210371,ヤブ原産業株式会社
〒334-0054,埼⽟県川⼝市⼤字安⾏北⾕字⼩⼭下５４６番３
2024-06-18
http://www.yabuhara-ind.co.jp/
 
ヤ,129238,ヤブモト⼯業株式会社
〒577-0815,⼤阪府東⼤阪市⾦物町２−２０
2024-01-26
http://www.yabumoto.co.jp/
 
ヤ,217768,⽮部コーポレーション株式会社
〒530-0047,⼤阪府⼤阪市北区⻄天満４−１１−２３満電ビル
2023-06-02
 
ヤ,211180,株式会社⽮部⼯業



〒965-0844,福島県会津若松市⾨⽥町⼤字⼀ノ堰字村⻄４０５ー５
2025-05-31
_
 
ヤ,215379,株式会社⽮部商店
〒416-0916,静岡県富⼠市平垣１０９ー３
2024-05-08
 
ヤ,101576,株式会社⽮部製作所
〒421-0512,静岡県牧之原市⼤江１３５９−１
2024-08-06
 
ヤ,210296,株式会社⼭秋庭苑
〒630-8425,奈良県奈良市⿅野園町３８２
2024-04-28
 
ヤ,213545,株式会社⼭圧鋼業
〒226-0021,神奈川県横浜市緑区北⼋朔町２０３８ー１
2024-01-06
 
ヤ,210634,株式会社ヤマイ
〒652-0897,兵庫県神⼾市兵庫区駅南通２丁⽬２番１号
2024-10-21
http://www.anchor-yamai114289.co.jp
 
ヤ,216819,株式会社ヤマイケ
〒292-0045,千葉県⽊更津市清⾒台１−２１−４
2025-07-02
 
ヤ,108225,⼭⼀株式会社
〒550-0001,⼤阪府⼤阪市⻄区⼟佐堀１−４−１１
2024-06-29
http://www.yamaichi-web.co.jp
 
ヤ,108795,株式会社ヤマイチ
〒653-0022,神⼾市⻑⽥区東尻池町７−９−１７
2025-08-24
http://www.yama1.ne.jp
 
ヤ,118489,株式会社⼭⼀
〒210-0024,川崎市川崎区⽇進町７−１ 川崎⽇進町ビル１２階
2025-03-09
http://www.yamaichi-corp.co.jp
 
ヤ,213423,株式会社ヤマイチ
〒028-0041,岩⼿県久慈市⻑内町２１−５０−１
2020-09-09
 
ヤ,219719,株式会社⼭⼀
〒319-1112,茨城県那珂郡東海村村松字平原３１２９−３６
2024-05-11
 
ヤ,220326,株式会社ヤマイチ
〒308-0041,茨城県筑⻄市⼄２２７−２９
2024-10-05



 
ヤ,229684,株式会社⼭⼀
〒196-0031,東京都昭島市福島町２丁⽬２８番１号
2026-04-28
https://mount1.co.jp/
 
ヤ,222885,⼭⼀建設株式会社
〒371-0837,群⾺県前橋市箱⽥町１４１７ー６
2024-03-01
 
ヤ,212600,⼭⼀建設⼯業株式会社
〒601-8392,京都府京都市南区吉祥院内河原町５番地
2025-05-01
 
ヤ,100366,⼭⼀⼯業株式会社
〒744-0002,⼭⼝県下松市⼤字東豊井１０６５−１４
2025-09-30
 
ヤ,225865,ヤマイチ⼯建株式会社
〒421-0113,静岡県静岡市駿河区下川原１ー８ー２１
2025-08-01
 
ヤ,221429,⼭⼀興産株式会社
〒279-0002,千葉県浦安市北栄４丁⽬２０番１０号
2025-04-01
https://www.yamaichikousan.co.jp/
 
ヤ,213506,⼭⼀産協株式会社
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町１−１２−１１
2023-11-18
 
ヤ,211909,⼭⼀資材株式会社
〒359-0038,埼⽟県所沢市北秋津７７８ー２６
2023-11-11
 
ヤ,104838,株式会社⼭⼀情報システム
〒101-0046,東京都千代⽥区神⽥多町２−１ 神⽥進興ビル５Ｆ
2023-06-27
http://www.yamaichi-inf.co.jp/
 
ヤ,108063,⼭⼀精⼯株式会社
〒536-0007,⼤阪市城東区成育５−２２−１９
2023-09-27
http://www.yamaichi-seiko.com
 
ヤ,118436,⼭⼀精⼯株式会社
〒920-8203,⾦沢市鞍⽉５−１７７ ＡＵＢＥⅡ
2025-06-29
http://www.yama-s.co.jp
 
ヤ,118815,株式会社⼭⼀精⼯
〒187-0032,東京都⼩平市⼩川町１−５０１−８
2024-04-21
http://www.kk-yamaichi.co.jp
 



ヤ,210889,株式会社⼭⼀総業
〒050-0072,北海道室蘭市⾼砂町１丁⽬５番８号
2025-02-04
 
ヤ,108205,⼭⼀電機株式会社
〒144-8581,東京都⼤⽥区南蒲⽥２−１６−２ テクノポート⼤樹⽣命ビル５Ｆ
2024-06-24
http://www.yamaichi.co.jp/
 
ヤ,225428,株式会社⼭⼀電⼯
〒819-0035,福岡県福岡市⻄区⼤字⾦武９９３番地１
2025-06-01
http://yamaichidenko.co.jp/
 
ヤ,118408,株式会社⼭⼀ハガネ
〒459-8007,名古屋市緑区⼤根⼭２−１４６
2025-11-18
https://yamaichi-hagane.jp/
 
ヤ,224332,株式会社ヤマイチフローリング
〒453-0845,愛知県名古屋市中村区宮塚町１６３番地の１
2025-03-01
 
ヤ,125673,株式会社⼭⼀⽊研
〒433-8118,静岡県浜松市中区⾼丘⻄１−５−３
2023-07-21
http://www.yamaichimokken.co.jp
 
ヤ,215139,株式会社ヤマウ
〒811-1102,福岡県福岡市早良区東⼊部５丁⽬１５番７号
2023-12-19
https://www.yamau.co.jp/
 
ヤ,108155,ヤマウチ株式会社
〒573-1132,⼤阪府枚⽅市招提⽥近２−７
2024-04-07
http://www.yamauchi.co.jp
 
ヤ,214729,有限会社⼭内⼯業
〒861-5531,熊本県熊本市北区北迫町３３番地１３
2026-05-23
 
ヤ,230455,⼭内⼯業株式会社
〒613-0025,京都府久世郡久御⼭町相島相島東９３番地１
2025-07-19
http://www.yk-duct.co.jp
 
ヤ,219841,株式会社ヤマウチ内装
〒224-0037,神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南３−２１−２０
2024-06-08
 
ヤ,223873,株式会社⼭内⽊⼯製作所
〒753-0032,⼭⼝県⼭⼝市堂の前町４番２５号
2024-12-01
 



ヤ,222737,株式会社⼭梅
〒373-0024,群⾺県太⽥市上⼩林町２２６
2024-03-01
http://www.yamaume.co.jp
 
ヤ,214178,株式会社⼭浦建⼯
〒190-0033,東京都⽴川市⼀番町１ー３１ー３
2025-05-10
_
 
ヤ,230065,⼭浦建設株式会社
〒384-0808,⻑野県⼩諸市御影新⽥１９４０番地１
2025-04-26
 
ヤ,210870,株式会社ヤマエンタープライズ
〒342-0015,埼⽟県吉川市⼤字中井字⼩松川６９−１
2025-01-29
http://www2.odn.ne.jp/~ade01210
 
ヤ,101613,株式会社⼭岡
〒252-0206,神奈川県相模原市中央区渕野辺２−２６−６
2024-08-23
http://ymok.jp
 
ヤ,224195,株式会社⼭岡
〒792-0802,愛媛県新居浜市新須賀町２丁⽬９番５号
2025-02-01
http://www.ymx.jp
 
ヤ,221566,⼭岡建設株式会社
〒435-0051,静岡県浜松市東区市野町５７７番地の１
2025-04-01
http://www.yamaokakensetsu.co.jp/
 
ヤ,222997,⼭岡建設株式会社
〒534-0012,⼤阪府⼤阪市都島区御幸町１ー８ー１２
2024-04-01
 
ヤ,222586,⼭岡建設⼯業株式会社
〒110-0005,東京都台東区上野５丁⽬３番１３号
2024-01-01
 
ヤ,101414,有限会社⼭岡製作所
〒510-0306,三重県津市河芸町⼀⾊５０５
2024-06-14
 
ヤ,108755,株式会社⼭岡製作所
〒606-8357,京都市左京区聖護院蓮華蔵町８
2025-07-17
https://www.yamaoka.co.jp/
 
ヤ,128526,⼭岡電機⼯業株式会社
〒566-0055,⼤阪府摂津市新在家２−１３−８
2026-03-22
 



ヤ,216353,株式会社ヤマオ警備保障
〒564-0071,⼤阪府吹⽥市⻄の庄町７番地２６号
2022-04-23
 
ヤ,215681,⼭尾建設株式会社
〒552-0002,⼤阪府⼤阪市港区市岡元町３丁⽬８番１１号
2024-10-23
 
ヤ,222067,株式会社⼭尾⼯業
〒183-0032,東京都府中市本宿町２ー３ー５
2025-12-01
 
ヤ,101121,ヤマカ精⼯株式会社
〒399-0033,⻑野県松本市⼤字笹賀５６５２−１００
2024-03-07
http://www.yamaka-s.jp
 
ヤ,118995,⼭勝⼯業株式会社
〒104-0061,東京都中央区銀座７−１５−１７
2024-07-28
http://www.yamakatu-k.co.jp
 
ヤ,118816,⼭勝電⼦⼯業株式会社
〒213-0013,川崎市⾼津区末⻑１−３７−２３
2024-06-26
http://www.yamakatsu.co.jp
 
ヤ,218105,株式会社⼭叶鉄筋⼯業
〒963-8301,福島県⽯川郡古殿町論⽥字五⽃蒔⽥６８−３４
2023-08-04
 
ヤ,103426,有限会社⼭川製作所
〒370-0532,群⾺県⾢楽郡⼤泉町坂⽥３−５−３
2023-09-29
 
ヤ,105711,株式会社⼭川製作所
〒520-2116,滋賀県⼤津市堂２−５−１０
2022-10-10
 
ヤ,219357,有限会社⼭川設備⼯業
〒862-0969,熊本県熊本市南区良町５−１−５
2024-03-16
 
ヤ,228412,株式会社⼭川鉄⼯
〒607-8357,京都府京都市⼭科区⻄野櫃川町７２ー１２
2024-08-23
 
ヤ,229302,⼭柿⼯業株式会社
〒114-0014,東京都北区⽥端１丁⽬２４番２２号
2025-09-26
http://www.ymgk.co.jp/
 
ヤ,210725,有限会社⼭雅産業
〒236-0023,神奈川県横浜市⾦沢区平潟町１０番３７号
2024-12-02



 
ヤ,108923,ＹＡＭＡＧＡＴＡ株式会社
〒220-8515,神奈川県横浜市⻄区⾼島２−６−３４
2026-03-22
 
ヤ,105967,⼭形朝⽇株式会社
〒999-2202,⼭形県南陽市元中⼭２１３
2026-07-10
http://www.yamagata-asahi.co.jp
 
ヤ,108823,⼭形カシオ株式会社
〒999-3701,⼭形県東根市東根甲５４００−１
2025-12-14
http://www.yamagata-casio.co.jp
 
ヤ,101588,⼭形化成⼯業株式会社
〒999-3511,⼭形県⻄村⼭郡河北町⾕地字真⽊１６０−３
2024-08-09
http://www.yamagatakasei.co.jp/
 
ヤ,216179,株式会社⼭形企業
〒990-0021,⼭形県⼭形市⼩⽩川町三丁⽬５番６号
2025-03-19
 
ヤ,226090,⼭形⼯業株式会社
〒596-0825,⼤阪府岸和⽥市⼟⽣町２ー２１ー７
2025-10-01
 
ヤ,118747,⼭形航空電⼦株式会社
〒999-5103,⼭形県新庄市泉⽥字⾼台新⽥４１０２−６
2024-03-03
http://www.yae.jae.co.jp
 
ヤ,118523,株式会社⼭形シルクスクリーン研究所
〒995-0112,⼭形県村⼭市湯野沢１７９６−１
2026-06-29
http://www.yamagatasilk.com
 
ヤ,219942,⼭形新興機材株式会社
〒990-0071,⼭形県⼭形市流通センター３丁⽬１１番４号
2024-06-29
 
ヤ,216164,⼭形⾃動⾞⼯業有限会社
〒999-2222,⼭形県南陽市⻑岡５６１
2022-03-19
 
ヤ,104198,⼭県精巧株式会社
〒744-0061,⼭⼝県下松市葉⼭２−９０４−２１
2024-12-09
 
ヤ,101172,株式会社⼭形製作所
〒448-0003,愛知県刈⾕市⼀ツ⽊町⽵下２０−３
2024-03-14
http://www.kk-yamagata.com/
 



ヤ,128573,⼭形⼤光株式会社
〒991-0061,⼭形県寒河江市中央⼯業団地４７
2026-04-22
http://www.dewa.or.jp/~daiko/
 
ヤ,213346,株式会社ヤマガタ鉄筋⼯業
〒192-0023,東京都⼋王⼦市久保⼭町１−３５−４−３
2023-07-15
 
ヤ,508402,株式会社 ⼭形テレビ
〒990-8511,⼭形県⼭形市城⻄町５−４−１
2026-05-06
https://www.yts.co.jp/
 
ヤ,227311,⼭形電気株式会社
〒531-0075,⼤阪府⼤阪市北区⼤淀南３ー７ー１０
2024-01-19
http://www.yamagatadenki.com
 
ヤ,100615,株式会社⼭形電気調整所
〒990-2433,⼭形県⼭形市⿃居ケ丘１−３４
2026-02-10
http://www.yamadenchou.co.jp/
 
ヤ,230629,⼭⽅電⼯有限会社
〒731-4215,広島県安芸郡熊野町城之堀⼆丁⽬１６番２号
2025-08-02
https://www.yamagata-denkou.com
 
ヤ,213141,有限会社⼭縣塗装店
〒400-0812,⼭梨県甲府市和⼾町１４７ー３
2026-03-19
https://yamagata-p.com/
 
ヤ,123429,⼭形⽇信電⼦株式会社
〒993-0063,⼭形県⻑井市草岡字境⽥２５５８−２
2026-06-20
http://www.y-nissin.co.jp
 
ヤ,128569,⼭形⽇信電⼦株式会社
〒993-0063,⼭形県⻑井市草岡２５５８−２
2026-02-15
 
ヤ,121223,株式会社⼭形ハーネス
〒997-1122,⼭形県鶴岡市友江字川向２５−６
2024-03-25
http://www.yharness.com
 
ヤ,129717,⼭形パナソニック株式会社
〒990-2401,⼭形県⼭形市平清⽔１−１−７５
2024-12-18
 
ヤ,508404,⼭形放送株式会社
〒990-8555,⼭形県⼭形市旅篭町２丁⽬５−１２
2025-08-08



https://www.ybc.co.jp
 
ヤ,210855,株式会社ヤマガタヤ
〒460-0024,愛知県名古屋市中区正⽊１ー１ー４
2025-01-25
https://www.yamagataya-group.co.jp/co.jp/
 
ヤ,219746,有限会社⼭形屋重⼯
〒408-0315,⼭梨県北杜市⽩州町⽩須６８０４−１
2024-05-18
 
ヤ,216952,⼭樹エンジニアリング株式会社
〒700-0953,岡⼭県岡⼭市南区⻄市１１３ー６
2025-07-30
 
ヤ,120359,有限会社やまき⾦物店
〒511-0068,三重県桑名市中央町２−９
2023-09-02
 
ヤ,221611,⼭喜建設株式会社
〒802-0044,福岡県北九州市⼩倉北区熊本３丁⽬１番１２号
2025-04-01
 
ヤ,212979,株式会社やまき建装
〒497-0005,愛知県あま市七宝町伊福鍛冶屋前１１番地２
2026-01-08
 
ヤ,223320,ヤマキ⼯業株式会社
〒382-0005,⻑野県須坂市⼤字⼩河原字松川３９５４番地２０
2024-07-01
https://www.yamakikogyo.co.jp/
 
ヤ,220607,株式会社⼭喜設備
〒813-0025,福岡県福岡市東区⻘葉三丁⽬１６番２号
2025-01-11
 
ヤ,118529,ヤマキ電気株式会社
〒153-0064,東京都⽬黒区下⽬黒３−７−２２
2026-03-29
https://www.yamaki-ec.co.jp/
 
ヤ,220637,⼭起塗装⼯業株式会社
〒359-1161,埼⽟県所沢市狭⼭ケ丘⼀丁⽬２９８０番地１６２
2025-01-25
 
ヤ,103182,株式会社⼭久
〒526-0021,滋賀県⻑浜市⼋幡中⼭町１２０２−５
2026-05-13
http://www.the-yamakyu.co.jp/
 
ヤ,213702,株式会社⼭久
〒242-0001,神奈川県⼤和市下鶴間７４１番地１２
2024-05-19
 
ヤ,101728,有限会社⼭峡商会



〒400-0403,⼭梨県南アルプス市鮎沢２８２
2024-10-05
https://yamakyoshokai.co.jp
 
ヤ,118932,株式会社ヤマキン
〒542-0082,⼤阪市中央区島之内１−１９−１３
2024-08-03
http://www.yamakin-metal.co.jp/
 
ヤ,211953,株式会社ヤマキン
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨１丁⽬１番２０号虎ノ⾨実業会館９Ｆ
2023-12-15
 
ヤ,221397,⼭⾦⼯業株式会社
〒918-8511,福井県福井市左内町４番１５号
2025-04-01
https://www.yamakin-kougyou.co.jp/
 
ヤ,118452,株式会社⼭岸エーアイシー
〒399-2102,⻑野県下伊那郡下篠村陽皐１６０８
2024-04-18
http://www.yamagishi-net.co.jp/
 
ヤ,222179,株式会社⼭岸⼯業
〒360-0132,埼⽟県熊⾕市津⽥新⽥１２６７
2026-05-01
 
ヤ,222159,株式会社⼭岸製作所
〒920-0805,⽯川県⾦沢市⼩⾦町３番３１号
2026-05-01
https://www.yamagishi-p.co.jp/
 
ヤ,118480,株式会社⼭岸製作所
〒381-0045,⻑野市桐原２−６−２１
2023-11-11
http://www.yamagishi-s.co.jp/
 
ヤ,105235,株式会社⼭岸鍛⼯
〒379-2314,群⾺県みどり市笠懸町⻄⿅⽥１３８４−１
2024-09-12
http://yamagishitankoh.jp
 
ヤ,215429,株式会社ＹＡＭＡＧＩＷＡ
〒105-0014,東京都港区芝３丁⽬１６番１３号
2024-06-05
https://www.yamagiwa.co.jp/
 
ヤ,124785,有限会社ヤマグチ
〒226-0019,横浜市緑区中⼭６−１４−１８
2022-12-27
 
ヤ,228226,株式会社⼭⼝
〒123-0873,東京都⾜⽴区扇１ー２８ー６
2024-06-29
http://www.kkyamaguchi.jp



 
ヤ,230573,株式会社⼭⼝
〒807-1308,福岡県鞍⼿郡鞍⼿町⼋尋１６０４番地４１
2025-08-02
 
ヤ,217696,株式会社⼭⼝アマノ
〒754-0021,⼭⼝県⼭⼝市⼩郡⻩⾦町１３番３９号
2026-04-14
 
ヤ,214794,株式会社⼭⼝環境システム
〒508-0501,岐⾩県中津川市⼭⼝５２４番地の１
2026-06-20
https://yksystem.co.jp/
 
ヤ,120774,⼭⼝硝⼦製作所
〒606-8386,京都市左京区新丸太町仁王⾨下ル５９
2024-01-20
http://www.yamaguchi-glass.com
 
ヤ,216645,⼭⼝基礎⼯業株式会社
〒802-0804,福岡県北九州市⼩倉南区下城野１−１６−２２
2025-06-18
_
 
ヤ,124736,⼭⼝⾦属株式会社
〒173-0037,東京都板橋区⼩茂根２−２９−６
2025-12-17
 
ヤ,213543,有限会社⼭⼝建材
〒243-0112,神奈川県愛甲郡清川村煤ケ⾕１１０４−６３
2024-01-06
 
ヤ,211816,有限会社⼭⼝建材店
〒815-0041,福岡県福岡市南区野間４ー１６ー１
2023-08-24
 
ヤ,212997,⼭⼝建設株式会社
〒761-0121,⾹川県⾼松市牟礼町牟礼３０００ー１
2026-01-22
 
ヤ,220540,⼭⼝建設⼯業株式会社
〒807-0813,福岡県北九州市⼋幡⻄区⼣原町６番５号
2024-12-14
https://yamaguchikensetu.co.jp/
 
ヤ,229746,⼭⼝建鉄株式会社
〒743-0021,⼭⼝県光市浅江７丁⽬２２ー１０
2023-06-03
http://www.y-kentetsu.co.jp
 
ヤ,126648,株式会社⼭⼝研磨砥⽯商会
〒106-0047,東京都港区南⿇布２−１４−１３
2024-02-27
 
ヤ,216439,株式会社⼭⼝⼯業



〒175-0092,東京都板橋区⾚塚２−１７−３
2022-05-14
 
ヤ,224236,⼭⼝⼯業株式会社
〒132-0031,東京都江⼾川区松島２ー２７ー２１
2025-03-01
 
ヤ,224539,株式会社⼭⼝⼯業
〒171-0014,東京都豊島区池袋２丁⽬４７番１１号
2025-04-01
 
ヤ,505004,有限会社⼭⼝⼯業
〒847-1222,佐賀県唐津市北波多成渕字釜蓋１６３１番地１６
2023-11-15
http://www.yamaguti-k.com/pc/
 
ヤ,211164,有限会社⼭⼝⼯作所
〒760-0067,⾹川県⾼松市松福町２丁⽬３ー２
2025-05-31
 
ヤ,214972,⼭⼝コンクリート打設株式会社
〒755-0084,⼭⼝県宇部市⼤字川上１０８８番地２
2023-09-05
 
ヤ,216477,⼭⼝産業株式会社
〒846-0031,佐賀県多久市多久町３５５５番地１２０
2025-05-21
https://membry.jp/
 
ヤ,118836,⼭⼝産興株式会社
〒756-0080,⼭⼝県⼭陽⼩野⽥市くし⼭１−２−１６
2024-06-28
 
ヤ,211362,⼭⼝シーリング⼯業株式会社
〒751-0806,⼭⼝県下関市⼀の宮町五丁⽬６番１４号
2025-09-24
 
ヤ,100040,株式会社⼭⼝シャフト
〒130-0012,東京都墨⽥区太平１−２６−１７
2025-07-05
http://www.ymsh.co.jp/
 
ヤ,226368,株式会社⼭⼝商会
〒651-0093,兵庫県神⼾市中央区⼆宮町３丁⽬１０番１２号
2023-02-01
 
ヤ,106950,株式会社⼭⼝商店
〒672-8040,兵庫県姫路市飾磨区野⽥町４３
2026-04-20
 
ヤ,216922,⼭⼝重⼯業株式会社
〒827-0004,福岡県⽥川郡川崎町⼤字⽥原３３６ー１０
2025-07-23
https://www.yamakou.co.jp/
 



ヤ,118553,⼭⼝精機株式会社
〒370-2316,群⾺県富岡市富岡７７９
2023-07-19
http://www.yamaguchi-seiki.co.jp/
 
ヤ,106698,有限会社⼭⼝精機製作所
〒327-0821,栃⽊県佐野市⾼萩町６４１−３
2025-06-27
 
ヤ,102967,株式会社⼭⼝製作所
〒993-0082,⼭形県⻑井市⾈場２５−３５
2026-01-20
http://www.y-mgf.co.jp
 
ヤ,126287,株式会社⼭⼝製作所
〒739-1293,広島県安芸⾼⽥市向原町⼾島２４８９
2023-11-28
http://www.yamaguchi1965.jp
 
ヤ,128667,有限会社⼭⼝製作所
〒468-0065,名古屋市天⽩区中砂町２７４
2026-06-13
 
ヤ,129758,株式会社⼭⼝製作所
〒410-0001,静岡県沼津市⾜⾼２９２−６９
2025-01-18
http://www.yamaguchi-mfg.co.jp/
 
ヤ,216395,株式会社⼭⼝製作所
〒142-0063,東京都品川区荏原６丁⽬１４番１７号
2025-05-14
 
ヤ,217993,株式会社⼭⼝総業
〒857-0412,⻑崎県佐世保市⼩佐々町⻄川内５５８−２
2023-07-21
 
ヤ,221777,⼭⼝総合建材株式会社
〒753-0051,⼭⼝県⼭⼝市旭通り２丁⽬７番１３号
2025-07-01
https://y-s-kenzai.jp/
 
ヤ,226397,株式会社⼭⼝電機
〒675-0053,兵庫県加古川市⽶⽥町船頭５２３ー１
2026-02-01
https://www.ymdenki.co.jp/
 
ヤ,505384,株式会社 ⼭⼝電機
〒384-0503,⻑野県南佐久郡佐久穂町⼤字海瀬４４７−２
2026-06-12
 
ヤ,224595,株式会社⼭⼝電気機械⼯務所
〒003-0872,北海道札幌市⽩⽯区⽶⾥⼆条四丁⽬８番６号
2025-04-01
_
 



ヤ,504996,⼭⼝電機⼯業株式会社
〒154-0001,東京都世⽥⾕区池尻３−１１−９
2023-10-17
http://www.yecj.co.jp/
 
ヤ,230634,⼭⼝電業株式会社
〒680-0914,⿃取県⿃取市南安⻑⼀丁⽬２３番１０号
2025-08-02
 
ヤ,216557,株式会社⼭⼝電設
〒862-0918,熊本県熊本市東区花⽴６丁⽬１３番１０３号
2025-06-04
 
ヤ,231014,⼭⼝電設株式会社
〒252-0028,神奈川県座間市⼊⾕東四丁⽬５番３４号
2025-10-11
 
ヤ,121448,株式会社⼭⼝ナット
〒130-0011,東京都墨⽥区⽯原４−３１−７
2024-04-21
http://www.ynut.co.jp
 
ヤ,230930,有限会社⼭⼝美装
〒753-0871,⼭⼝県⼭⼝市朝⽥２０８番地の３
2025-09-27
 
ヤ,222578,株式会社⼭⼝プロサイト
〒105-0004,東京都港区新橋４丁⽬３０番６号
2024-01-01
 
ヤ,508417,⼭⼝放送株式会社
〒745-8686,⼭⼝県周南市⼤字徳⼭５８５３番地の２
2024-12-05
http://kry.co.jp
 
ヤ,214279,ヤマケイプレコン株式会社
〒157-0064,東京都世⽥⾕区給⽥３ー２ー１５
2025-07-12
http://www.yamakeiprecon.com
 
ヤ,214322,株式会社ヤマケン
〒804-0002,福岡県北九州市⼾畑区⼤字中原４６ー１０１
2025-08-09
 
ヤ,224238,⼭建⼯業株式会社
〒990-8678,⼭形県⼭形市流通センター３ー８ー１
2025-03-01
 
ヤ,214675,⼭建⼯事株式会社
〒231-0811,神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１番地１
2026-04-18
http://www.yamakenkoji.com
 
ヤ,122882,⼭元株式会社
〒343-0827,埼⽟県越⾕市川柳町４−２６６



2024-12-10
http://www.yamagen-kk.co.jp/
 
ヤ,227433,株式会社⼭源⼯務店
〒985-0811,宮城県宮城郡七ケ浜町菖蒲⽥浜字向⼭３５−４
2024-02-22
 
ヤ,108520,株式会社ヤマコー
〒471-0804,愛知県豊⽥市神池町２−１２３６
2023-08-13
http://www.yamakoh.jp
 
ヤ,125915,株式会社ヤマコー
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾７−４０−１０
2023-10-20
http://www.yamako-steel.jp/
 
ヤ,105389,株式会社ヤマコー製作所
〒601-8203,京都市南区久世築⼭町３７７−８
2024-12-19
 
ヤ,221957,⼭孝建材株式会社
〒981-1201,宮城県名取市下増⽥字⼟⼿⻄８番地
2025-09-01
https://www.yamakoukenzai.com/
 
ヤ,220010,株式会社ヤマコウ⼯業
〒061-1121,北海道北広島市中央２丁⽬１番地２
2024-07-13
 
ヤ,105454,有限会社⼭越⼯業
〒270-1403,千葉県⽩井市河原⼦３２３−６
2025-02-13
 
ヤ,218813,有限会社⼭越⼯業
〒321-1261,栃⽊県⽇光市今市１２１８ー１１
2023-12-22
 
ヤ,217476,株式会社⼭⼩電機製作所
〒144-0033,東京都⼤⽥区東糀⾕４−６−２０
2026-01-14
https://www.yamakodenki.co.jp
 
ヤ,210361,株式会社ヤマコン
〒990-2211,⼭形県⼭形市⼤字⼗⽂字字天神東７７０番地
2024-06-12
http://www.yamacon.jp/
 
ヤ,219794,株式会社ヤマコン宮城
〒983-0006,宮城県仙台市宮城野区⽩⿃２−３０−３
2024-05-25
 
ヤ,231122,株式会社ヤマサ
〒781-8125,⾼知県⾼知市五台⼭４９９４番地
2025-10-18



http://www.kk-yamasa.jp/
 
ヤ,501298,株式会社ヤマサカ
〒988-0853,宮城県気仙沼市松川前１３５
2024-08-27
http://www.e-kawara.co.jp/index.php
 
ヤ,219314,株式会社⼭﨑
〒861-4204,熊本県熊本市南区城南町下宮地１３番地１０
2024-03-16
 
ヤ,222299,有限会社⼭崎組
〒760-0058,⾹川県⾼松市東⽥町１９−２４
2020-11-01
 
ヤ,228095,⼭﨑建設株式会社
〒839-1321,福岡県うきは市吉井町８４５番地１
2024-05-25
http://www.yama-saki.com
 
ヤ,231580,株式会社⼭崎⼯業
〒811-2245,福岡県糟屋郡志免町⽚峰⼀丁⽬６番１８号
2026-01-17
 
ヤ,113819,株式会社⼭崎興産
〒560-0036,⼤阪府豊中市蛍⻄町２−８−１２ コンパ⼤林ビル３０２
2024-07-11
 
ヤ,215293,⼭崎産業株式会社
〒125-0053,東京都葛飾区鎌倉４ー３８ー１１
2024-03-13
 
ヤ,229818,有限会社⼭崎商店
〒792-0867,愛媛県新居浜市⾼津町１ー４７
2026-07-02
 
ヤ,118416,株式会社⼭崎電機
〒532-0034,⼤阪府⼤阪市淀川区野中北２−５−１１
2025-06-25
http://yamasaki-denki.co.jp/profile.html
 
ヤ,213169,⼭﨑プラント株式会社
〒837-0904,福岡県⼤牟⽥市⼤字吉野１６１５番地
2026-03-25
 
ヤ,128568,⼭崎ユニオン株式会社
〒566-0035,⼤阪府摂津市鶴野３−７−８
2026-05-16
http://www.yamasaki-union.co.jp/
 
ヤ,213654,有限会社ヤマサ建装
〒980-0003,宮城県仙台市⻘葉区⼩⽥原⼋丁⽬８番２５号
2024-03-31
 
ヤ,215863,有限会社ヤマサ鉄⼯



〒706-0223,岡⼭県⽟野市⼋浜町波知２１５８ー７
2024-12-18
 
ヤ,220622,⼭佐⽊材株式会社
〒893-1206,⿅児島県肝属郡肝付町前⽥９７２番地
2025-01-25
http://www.woodist.co.jp
 
ヤ,230072,ヤマサヤ有限会社
〒144-0054,東京都⼤⽥区新蒲⽥⼆丁⽬２２番１６号
2025-04-26
 
ヤ,226642,株式会社ヤマサン
〒455-0813,愛知県名古屋市港区善進本町３６７
2020-04-01
http://jns.ixla.jp/users/yamasan915/
 
ヤ,100342,株式会社ヤマザキ
〒182-0017,東京都調布市深⼤寺元町２−２−１
2022-09-27
http://yamaweb.net
 
ヤ,106527,株式会社⼭崎
〒525-0054,滋賀県草津市東⽮倉１−１−１７
2025-01-21
https://www.ymzcorp.co.jp/
 
ヤ,219199,株式会社ヤマザキ
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１ー２０ー１５ー３０１
2024-03-02
 
ヤ,225097,株式会社ヤマザキ
〒510-0886,三重県四⽇市市⽇永東３丁⽬８番１９号
2025-05-01
http://www.yamafen.jp/
 
ヤ,229628,株式会社⼭﨑⽕薬銃砲店
〒060-0061,北海道札幌市中央区南⼀条⻄１２丁⽬
2026-03-31
 
ヤ,101435,株式会社⼭崎機械製作所
〒520-3203,滋賀県湖南市⽇枝町３−２
2024-06-26
 
ヤ,104711,株式会社⼭崎機械店
〒370-0069,群⾺県⾼崎市飯塚町１８０９
2026-04-05
https://www.b-mall.ne.jp/t/1401/187692/
 
ヤ,221280,⼭崎⾦属株式会社
〒910-8518,福井県福井市宝永２ー１１ー３
2025-03-01
 
ヤ,118463,⼭崎⾦属産業株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町１−８−１１



2025-10-13
http://www.yamakin.co.jp
 
ヤ,230354,有限会社⼭崎組
〒250-0126,神奈川県南⾜柄市狩野４７５ノ１番地
2025-07-05
https://www.yamazaki-gumi.jp
 
ヤ,218435,⼭﨑建設株式会社
〒103-0006,東京都中央区⽇本橋富沢町８番６号
2025-07-01
http://www.yamazaki.co.jp/
 
ヤ,118479,⼭崎⼯業株式会社
〒422-8064,静岡県静岡市駿河区新川１−７−９
2025-02-26
http://www.y-ind.co.jp/
 
ヤ,122874,株式会社⼭崎⼯業
〒410-0022,静岡県沼津市⼤岡２２１０−１
2024-12-08
 
ヤ,125321,⼭崎⼯業株式会社
〒945-1351,新潟県柏崎市上⽥尻３５６９−１
2026-03-15
http://www.yamazakikogyo.co.jp
 
ヤ,129403,⼭﨑⼯業株式会社
〒311-0103,茨城県那珂市横堀３６７
2024-04-03
http://www.ykcl.co.jp
 
ヤ,216143,株式会社⼭崎興業
〒311-2117,茨城県鉾⽥市⼤蔵２８ー８３
2025-03-19
 
ヤ,231755,⼭﨑⼯業株式会社
〒532-0001,⼤阪府⼤阪市淀川区⼗⼋条⼆丁⽬１３番５号
2026-03-07
 
ヤ,216202,株式会社⼭崎⼯務店
〒069-0834,北海道江別市⽂京台東町２−８
2025-03-26
 
ヤ,126254,⼭崎合成樹脂成型株式会社
〒618-0002,⼤阪府三島郡島本町東⼤寺１−１０−３
2023-11-21
 
ヤ,101544,⼭崎産業株式会社
〒431-3121,静岡県浜松市東区有⽟北町７３４
2024-07-30
http://www.yamazakisangyo.co.jp/
 
ヤ,217852,株式会社⼭﨑砂利商店
〒520-0047,滋賀県⼤津市浜⼤津４−７−６



2023-06-30
 
ヤ,104547,株式会社⼭崎製作所
〒191-0043,東京都⽇野市平⼭５−２３−１
2025-09-20
 
ヤ,118830,⼭崎ダイカスト株式会社
〒223-0052,神奈川県横浜市港北区綱島東３−６−５
2024-04-14
http://www.yamazaki-dc.co.jp/
 
ヤ,128443,⼭崎電機株式会社
〒921-8062,⽯川県⾦沢市新保本５−１３１
2025-10-17
http://www.jye.co.jp
 
ヤ,227393,有限会社⼭崎電気
〒073-1103,北海道樺⼾郡新⼗津川町字中央１２番地８１
2021-02-09
 
ヤ,124398,⼭崎電機産業株式会社
〒430-0945,静岡県浜松市中区池町１１６−１３
2025-07-30
https://www.yesi.co.jp/
 
ヤ,220049,株式会社⼭崎塗装店
〒910-0017,福井県福井市⽂京２丁⽬２−１
2025-02-01
http://yamazaki-con.jp/
 
ヤ,128501,株式会社⼭崎⻭⾞製作所
〒243-0023,神奈川県厚⽊市⼾⽥６７４
2026-02-26
http://www.yamatech.co.jp
 
ヤ,231716,株式会社ヤマザキマテックス
〒983-0021,宮城県仙台市宮城野区⽥⼦⼀丁⽬１１番１４号
2026-02-28
https://www.yamazaki-matex.co.jp
 
ヤ,124472,株式会社⼭櫻
〒104-0041,東京都中央区新富２−４−７
2025-09-09
http://www.yamazakura.co.jp
 
ヤ,215820,有限会社⼭重電⼯
〒192-0914,東京都⼋王⼦市⽚倉町２２８７
2024-12-11
 
ヤ,213102,株式会社ヤマシタ
〒939-8225,富⼭県富⼭市上⼋⽇町２２番地の１
2026-03-05
https://y-ft.co.jp/
 
ヤ,222876,株式会社ヤマシタ



〒105-0012,東京都港区芝⼤⾨１丁⽬５番３号
2024-03-01
http://www.yamashita1921.com
 
ヤ,118467,⼭下印刷紙器株式会社
〒661-0975,兵庫県尼崎市下坂部３−１−６６
2024-09-08
http://www.yamashita-pac.com/
 
ヤ,214816,株式会社⼭下家具店
〒951-8063,新潟県新潟市中央区古町通五番町６１５番地
2023-06-27
 
ヤ,213358,有限会社ヤマシタクリエイト
〒143-0025,東京都⼤⽥区南⾺込五丁⽬２６番２号
2023-07-29
 
ヤ,210072,株式会社⼭下組
〒517-0703,三重県志摩市志摩町和具７９９ー２
2023-11-28
http://www.ymstg.co.jp
 
ヤ,210295,有限会社⼭下組
〒006-0820,北海道札幌市⼿稲区前⽥１０条１２丁⽬３番２６号
2024-04-28
 
ヤ,219044,株式会社⼭下組
〒615-0812,京都府京都市右京区⻄京極⼤⾨町９番地
2024-02-09
 
ヤ,223467,株式会社⼭下建設
〒250-0042,神奈川県⼩⽥原市荻窪２６８番地２
2024-08-01
 
ヤ,101940,⼭下⼯業株式会社
〒420-0882,静岡市葵区安東３−１９−３５
2024-11-21
http://www.yu-kiya.jp
 
ヤ,213798,有限会社⼭下⼯業
〒640-8304,和歌⼭県和歌⼭市松島２８２番地３
2024-08-11
 
ヤ,214437,⼭下⼯業株式会社
〒752-0927,⼭⼝県下関市⻑府扇町１１−２
2025-10-18
 
ヤ,223987,⼭下⼯業株式会社
〒556-0028,⼤阪府⼤阪市浪速区久保吉２丁⽬１ー５７奥垣ビル
2025-01-01
 
ヤ,100340,株式会社⼭下⼯業所
〒744-0002,⼭⼝県下松市東海岸通り１−２７
2025-09-27
http://www.yamashita-kogyosho.com/



 
ヤ,226731,⼭下⼯務店（その他）
〒573-1157,⼤阪府枚⽅市⽚鉾本町６−８
2020-05-01
 
ヤ,221381,⼭下商事株式会社
〒737-0045,広島県呉市本通４丁⽬７番１２号
2025-04-01
http://yamashita-syouji.seesaa.net/
 
ヤ,231190,株式会社⼭下砂利
〒754-1101,⼭⼝県⼭⼝市秋穂東５３１５番地１
2025-10-25
 
ヤ,118643,株式会社⼭下製作所
〒457-0802,名古屋市南区要町２−１５−１
2023-12-27
http://www.yamashita-ss.co.jp
 
ヤ,505734,株式会社⼭下製作所
〒555-0012,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区御幣島２−１２−３５
2025-07-28
www.yamashita-seisaku.co.jp/index.html
 
ヤ,106927,有限会社⼭下設計事務所
〒530-0044,⼤阪市北区東天満２−２−３ ダイアパレス南森町ビル８０１
2026-03-23
 
ヤ,212018,有限会社⼭下タイル商会
〒812-0017,福岡県福岡市博多区美野島２丁⽬１１番８号
2024-02-02
 
ヤ,121491,有限会社⼭下鉄⼯所
〒513-0816,三重県鈴⿅市南⽟垣町６８６２
2024-05-12
 
ヤ,108343,⼭下電気株式会社
〒140-0004,東京都品川区南品川３−６−３３
2024-11-26
https://www.yamashita-denki.co.jp
 
ヤ,231375,株式会社⼭下電機
〒857-1172,⻑崎県佐世保市東浜町８１２番地４
2025-11-29
 
ヤ,231588,株式会社⼭下電⼯社
〒850-0991,⻑崎県⻑崎市末⽯町４６０番地
2026-01-24
https://ys-denko.jp/
 
ヤ,231133,⼭下電⼯ ⼭下正起（その他）
〒798-0022,愛媛県宇和島市伊吹町⼄３３３−５８
2025-10-18
 
ヤ,230859,有限会社⼭下電設



〒233-0012,神奈川県横浜市港南区上永⾕五丁⽬７番６号
2025-09-20
 
ヤ,230363,⼭下塗装 ⼭下潤（その他）
〒571-0015,⼤阪府⾨真市三ツ島１丁⽬１番５号
2025-07-05
 
ヤ,105351,有限会社⼭下鈑⾦⼯業
〒252-0804,神奈川県藤沢市湘南台１−３７−９
2024-11-14
http://www.e-ybk.com
 
ヤ,118466,⼭下包装株式会社
〒140-0011,東京都品川区東⼤井２−９−５
2025-07-17
http://yamashita-housou.jp/
 
ヤ,108970,⼭下マテリアル株式会社
〒140-0004,東京都品川区南品川３−５−１３
2024-04-15
http://www.yamashita-net.co.jp
 
ヤ,223483,株式会社⼭七
〒452-0833,愛知県名古屋市⻄区⼭⽊１丁⽬１９０
2024-08-01
 
ヤ,128551,株式会社ヤマシナ
〒607-8155,京都市⼭科区東野狐藪町１６
2026-03-11
http://www.kk-yamashina.co.jp
 
ヤ,214491,株式会社⼭翔
〒661-0975,兵庫県尼崎市下坂部４ー４ー８
2025-12-06
http://yamasho-inc.co.jp/
 
ヤ,230351,株式会社⼭正
〒606-8283,京都府京都市左京区北⽩川仕伏町１０２番地
2025-07-05
https://mtakara1017.wixsite.com/mysite-1
 
ヤ,231068,有限会社⼭将
〒468-0003,愛知県名古屋市天⽩区鴻の巣⼀丁⽬２１０８番地
2025-10-18
 
ヤ,213285,株式会社⼭匠電気⼯業
〒031-0816,⻘森県⼋⼾市新井⽥⻄三丁⽬３番１号
2023-06-24
 
ヤ,219604,⼭城設備⼯業株式会社
〒611-0041,京都府宇治市槇島町⽉夜２０ー５
2024-04-20
http://yamashiro-d.com/
 
ヤ,225397,⼭城鉄⼯株式会社



〒621-0806,京都府⻲岡市余部町真瀬場５９
2025-06-01
 
ヤ,222430,株式会社⼭⽩⼋松園
〒761-8025,⾹川県⾼松市⿁無町⼭⼝４０９
2023-12-01
 
ヤ,105139,⼭信株式会社
〒456-0014,愛知県名古屋市熱⽥区中⽥町６−８
2024-05-30
http://www.yamashin.ne.jp
 
ヤ,216436,株式会社ヤマシン
〒441-8077,愛知県豊橋市神野新⽥町字会所前４６番地
2025-05-14
_
 
ヤ,104971,ヤマシン技研株式会社
〒714-0098,岡⼭県笠岡市⼗⼀番町１１−３６
2023-11-10
http://www.kcv.ne.jp/~yamashin
 
ヤ,231162,株式会社⼭新建材⼯業
〒819-0377,福岡県福岡市⻄区⼥原北１１番２０号
2025-10-25
 
ヤ,104356,ヤマシンフィルタ株式会社
〒231-0062,神奈川県横浜市中区桜⽊町１−１−８ ⽇⽯横浜ビル１６Ｆ
2025-04-04
http://www.yamashin-filter.co.jp/index.html
 
ヤ,218267,株式会社ヤマジ
〒573-0063,⼤阪府枚⽅市⾛⾕１丁⽬２５番５０号
2023-08-25
http://www.kabu-yamaji.co.jp/
 
ヤ,126742,⼭治硝⼦産業株式会社
〒130-0026,東京都墨⽥区両国４−３２−１８
2024-03-16
http://www.yamaji-glass.co.jp/
 
ヤ,118703,ヤマジックス株式会社
〒520-2342,滋賀県野洲市野洲１２３２−１
2024-03-23
http://www.yamajix.co.jp/
 
ヤ,221999,株式会社⼭地宝松園
〒761-8026,⾹川県⾼松市⿁無町⿁無９４３
2025-10-01
http://www.yamaji-h.co.jp/
 
ヤ,121690,株式会社ヤマジュ
〒143-0015,東京都⼤⽥区⼤森⻄５−８−１２
2024-05-20
 



ヤ,118423,⼭⼗産業株式会社
〒151-0051,東京都渋⾕区千駄ヶ⾕４−８−６
2025-09-16
 
ヤ,118852,株式会社⼭寿セラミックス
〒488-0012,愛知県尾張旭市三郷町⾓⽥１１２３
2024-05-10
http://www.yamajuceramics.co.jp/
 
ヤ,213941,⼭甚建設株式会社
〒522-0201,滋賀県彦根市⾼宮町２９３５番地
2024-12-22
https://www.yamajin-k.com/yamajinkensetsu.html
 
ヤ,230626,株式会社ヤマスズ
〒357-0021,埼⽟県飯能市⼤字双柳１４８８番地７
2025-08-02
https://yamasuzu.net
 
ヤ,230303,株式会社ヤマセイ
〒259-0124,神奈川県中郡⼆宮町⼭⻄１４２６番地の１
2025-06-28
 
ヤ,227360,株式会社⼭清⼯業
〒210-0843,神奈川県川崎市川崎区⼩⽥栄１ー１０ー１０
2024-02-09
 
ヤ,121681,ヤマセ電気株式会社
〒981-4122,宮城県加美郡⾊⿇町四竃字はぬ⽊町１５４−１
2024-05-19
http://www.yamase-net.co.jp/
 
ヤ,120705,株式会社⼭善
〒550-8660,⼤阪市⻄区⽴売堀２−３−１６
2023-12-12
http://www.yamazen.co.jp/
 
ヤ,216443,株式会社ヤマゼン
〒536-0008,⼤阪府⼤阪市城東区関⽬５−１６−２７
2025-05-14
https://www.yamazen.co.jp/
 
ヤ,215100,⼭善運輸機⼯株式会社
〒918-8025,福井県福井市江守中町８−１３−１
2023-11-28
http://www.yamazen-unyu.co.jp/
 
ヤ,104761,ヤマゼンコミュニケイションズ株式会社
〒321-0118,栃⽊県宇都宮市インターパーク４−３−１
2026-05-08
http://www.yamazen-net.co.jp
 
ヤ,128469,株式会社⼭宗
〒422-8027,静岡県静岡市駿河区豊⽥３−１−４１
2025-05-11



http://www.yamaso.co.jp/
 
ヤ,219459,株式会社ヤマソウ
〒561-0855,⼤阪府豊中市野⽥町３３−２
2024-03-23
 
ヤ,508485,⼭宗株式会社
〒462-0825,愛知県名古屋市北区⼤曽根１−６−２８
2025-12-25
https://www.yamaso.co.jp/
 
ヤ,127311,株式会社ヤマゾール
〒125-0035,東京都葛飾区南⽔元４−１２−２２
2024-08-04
http://www.yamazol.co.jp
 
ヤ,224704,⼭⾼建設⼯業株式会社
〒077-0041,北海道留萌市明元町５丁⽬１１番地
2025-04-01
https://www.yamataka.construction/
 
ヤ,228942,株式会社⼭⾼⼯務店
〒531-0041,⼤阪府⼤阪市北区天神橋七丁⽬１２番６号
2025-03-26
https://www.yamataka-net.com/
 
ヤ,128450,株式会社⼭髙商会
〒921-8027,⽯川県⾦沢市神⽥２−１１−１
2024-12-04
 
ヤ,228193,株式会社⼭拓
〒346-0024,埼⽟県久喜市北⻘柳４４１ー１１
2024-06-21
 
ヤ,221349,株式会社⼭武
〒036-8061,⻘森県弘前市⼤字神⽥１丁⽬２番５
2025-04-01
https://www.yamatake-e.co.jp/
 
ヤ,128499,株式会社ヤマダ
〒485-0825,愛知県⼩牧市⼤字下末１４９６−１
2022-05-24
 
ヤ,220496,株式会社ヤマダ
〒985-0833,宮城県多賀城市栄１丁⽬６番２０−１号
2024-11-30
https://www.yamada-m.co.jp
 
ヤ,223790,株式会社ヤマダ
〒793-0027,愛媛県⻄条市朔⽇市７８６番地
2024-11-01
 
ヤ,226770,株式会社ヤマダ
〒712-8012,岡⼭県倉敷市連島１丁⽬１５番１０号
2026-06-01



https://yamada-g.co.jp/
 
ヤ,214723,株式会社ＹＡＭＡＤＡＩ
〒192-0005,東京都⼋王⼦市宮下町５６２番地の２
2026-05-16
 
ヤ,218717,株式会社⼭⼤
〒986-0842,宮城県⽯巻市潮⾒町２番地の３
2023-12-08
 
ヤ,220219,ヤマダインフラテクノス株式会社
〒476-0002,愛知県東海市名和町⼆番割中５番地の１
2024-09-07
https://eco-yamadapeint.co.jp
 
ヤ,211691,⼭⽥・エンジニアリング株式会社
〒231-0027,神奈川県横浜市中区扇町３丁⽬８番地８関内ファーストビル９階
2026-06-09
https://www.yamada-e.co.jp/
 
ヤ,129865,⼭⽥化成株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥２−８−４
2025-03-29
http://www.yamada-kasei.co.jp/
 
ヤ,502328,有限会社 ⼭⽥機⼯
〒470-2342,愛知県知多郡武豊町字沢⽥新⽥８９−２７
2026-04-05
 
ヤ,218673,株式会社⼭⽥組
〒840-2222,佐賀県佐賀市東与賀町⼤字⽥中５８０番地５
2023-12-01
 
ヤ,224971,株式会社⼭⽥組
〒564-0014,⼤阪府吹⽥市吹東町１−２４
2022-04-01
 
ヤ,126578,株式会社⼭⽥軽⾦属製作所
〒496-0915,愛知県愛⻄市本部⽥町狭場３８
2024-02-13
http://www.yama-k.co.jp/
 
ヤ,210669,株式会社⼭⽥建材
〒601-8334,京都府京都市南区吉祥院東砂ノ町２２
2024-10-30
 
ヤ,220642,株式会社⼭⽥建設
〒206-0802,東京都稲城市東⻑沼２１３３番地の２
2025-01-25
 
ヤ,211108,有限会社ヤマダ建設企画
〒632-0098,奈良県天理市南六条町５１６
2025-04-27
 
ヤ,210846,株式会社⼭⽥建設⼯業



〒810-0022,福岡県福岡市中央区薬院１丁⽬１３番８号九電不動産ビル
2025-01-20
http://www.yamadakensetsu.jp/
 
ヤ,219691,株式会社ヤマダ建装
〒601-8212,京都府向⽇市上植野町樋⽖６番地の１３
2024-04-27
http://www.yamada-kensoh.co.jp/
 
ヤ,226561,有限会社⼭⽥コーキング
〒003-0863,北海道札幌市⽩⽯区川下三条６丁⽬７番１１号
2020-04-01
 
ヤ,100289,⼭⽥光学⼯業株式会社
〒350-1138,埼⽟県川越市中台元町１−２８−１
2025-09-10
http://www.yamada-opt.co.jp/
 
ヤ,220730,有限会社⼭⽥興業
〒245-0062,神奈川県横浜市⼾塚区汲沢町４８２番地３
2025-02-21
 
ヤ,222239,⼭⽥⼯業株式会社
〒945-0026,新潟県柏崎市藤元町２４番３０号
2023-09-01
http://www.yamadakogyo.co.jp/
 
ヤ,227212,⼭⽥⼯業株式会社
〒701-0112,岡⼭県倉敷市下庄１１２１−１５
2023-12-01
http://www.yamada-kougyou.co.jp/
 
ヤ,229894,⼭⽥⼯業株式会社
〒830-0073,福岡県久留⽶市⼤善寺町宮本６２１
2023-08-11
 
ヤ,225417,有限会社⼭⽥興産
〒104-0033,東京都中央区新川２丁⽬５番７号⾦中ビル３０１号
2025-06-01
 
ヤ,214791,株式会社⼭⽥⼯務店
〒953-0141,新潟県新潟市⻄蒲区⽯瀬２４５０番地１
2023-06-20
http://www.yamadahome.co.jp
 
ヤ,222804,株式会社⼭⽥⼯務店
〒997-0162,⼭形県鶴岡市⽻黒町細⾕字堰⾯６８ー２
2024-03-01
 
ヤ,104244,⼭⽥護謨株式会社
〒345-0025,埼⽟県北葛飾郡杉⼾町清地３−２３−１４
2025-01-19
http://www.yamada-rubber.ecweb.jp/
 
ヤ,100293,⼭⽥ゴム⼯業株式会社



〒111-0053,東京都台東区浅草橋３−１７−７
2025-09-13
http://www.yamada.gomu.gr.jp/
 
ヤ,216909,有限会社⼭⽥産業
〒811-0101,福岡県糟屋郡新宮町⼤字原上１７０８ー１
2025-07-23
 
ヤ,224556,有限会社⼭⽥硝⼯
〒393-0000,⻑野県諏訪郡下諏訪町社７５４９番地
2025-04-01
_
 
ヤ,120037,株式会社⼭⽥商店
〒332-0012,埼⽟県川⼝市本町３−３−２
2023-07-05
 
ヤ,222040,株式会社⼭⽥商店
〒662-0066,兵庫県⻄宮市⾼塚町１１番２２号
2025-11-01
http://glass-yamada.jp/
 
ヤ,219835,株式会社⼭⽥事業所
〒452-0808,愛知県名古屋市⻄区宝地町１４４番地
2024-06-08
http://yamada-j.net
 
ヤ,102406,有限会社⼭⽥治⼯具製作所
〒394-0083,⻑野県岡⾕市⻑地柴宮３−１６−１６
2025-03-04
http://www.jikougu.co.jp/
 
ヤ,106073,⼭⽥精⼯株式会社
〒946-0051,新潟県⿂沼市今泉４６３
2023-10-30
https://yamada-s.jp
 
ヤ,108865,株式会社⼭⽥製作所
〒323-0811,栃⽊県⼩⼭市⼤字⽝塚５０−３３２
2025-09-29
http://www.ymd-ss.co.jp
 
ヤ,127843,株式会社⼭⽥製作所
〒311-0111,茨城県那珂市後台富⼠⼭３０４９
2025-03-29
http://www.harness-ymd.co.jp
 
ヤ,128436,株式会社⼭⽥製作所
〒962-0043,福島県須賀川市岩渕字池下７９
2025-08-09
 
ヤ,218139,株式会社ヤマダ積算オフィス
〒810-0074,福岡県福岡市中央区⼤⼿⾨１丁⽬６番１号
2023-08-04
 



ヤ,226452,⼭⽥設備機⼯株式会社
〒031-0023,⻘森県⼋⼾市⼤字是川字権現堂向１５番地１
2026-03-01
http://www.yamada-setsubi.com
 
ヤ,226406,株式会社⼭⽥造園
〒612-0028,京都府京都市伏⾒区深草飯⾷町８１０番地１
2026-03-01
https://yamada-zoen.com/
 
ヤ,118554,⼭⽥ダンボール株式会社
〒104-6591,東京都中央区明⽯町８−１ 聖路加タワー３３Ｆ
2026-03-10
http://www.yamada-cc.co.jp/
 
ヤ,217567,⼭⽥鉄筋⼯業株式会社
〒279-0041,千葉県浦安市堀江６丁⽬１２番３６号
2026-02-10
 
ヤ,120502,株式会社⼭⽥鉄⼯所
〒454-0836,名古屋市中川区福船町３−１−８５
2023-10-15
 
ヤ,118855,⼭⽥電器⼯業株式会社
〒270-2214,千葉県松⼾市松⾶台５１６
2024-04-26
http://www.ydkjpn.co.jp
 
ヤ,231923,⼭⽥電気⼯業株式会社
〒601-1433,京都府京都市伏⾒区⽯⽥⼤⼭町３９番地８
2026-04-18
 
ヤ,118485,⼭⽥電機製造株式会社
〒462-0804,名古屋市北区上飯⽥南町５−４５
2024-03-07
https://www.yamada-electric.co.jp/
 
ヤ,231412,⼭⽥電⼯株式会社
〒114-0002,東京都北区王⼦四丁⽬３番５号
2025-12-13
 
ヤ,229835,株式会社⼭⽥電⼯社
〒413-0022,静岡県熱海市昭和町１７番６号
2026-07-10
 
ヤ,121891,⼭⽥マシンツール株式会社
〒110-8575,東京都台東区台東１−２３−６
2024-07-01
http://www.yamada-mt.co.jp
 
ヤ,223042,株式会社⼭忠
〒310-0021,茨城県⽔⼾市南町２ー４ー５４
2024-04-01
https://www.yamachu-corp.co.jp
 



ヤ,222504,⼭忠商店株式会社
〒870-0131,⼤分県⼤分市⼤字皆春１５２０−１
2023-12-01
 
ヤ,221247,株式会社⼭⻑中島組
〒065-0021,北海道札幌市東区北２１条東３丁⽬１−２０
2022-03-01
 
ヤ,118490,ヤマックス株式会社
〒531-0071,⼤阪市北区中津１−１６−３１
2023-12-09
http://yamacs.co.jp
 
ヤ,225370,株式会社ヤマックス
〒862-0950,熊本県熊本市中央区⽔前寺３丁⽬９番５号
2025-06-01
https://www.yamax.co.jp/
 
ヤ,123632,株式会社ヤマツーナッジ
〒565-0801,⼤阪府吹⽥市⻘葉丘北８−２８
2025-02-24
http://www.yamatsunadge.co.jp
 
ヤ,106211,株式会社ヤマテック
〒945-0032,新潟県柏崎市⽥塚３−２−１２
2024-04-19
http://www.ytech-inc.com
 
ヤ,229012,株式会社⼭鉄
〒740-0011,⼭⼝県岩国市⽴⽯町２ー１１ー２０
2025-05-23
 
ヤ,214107,⼭⼿窯業株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥６丁⽬１８番３号
2025-03-29
_
 
ヤ,118444,株式会社ヤマデン
〒192-0375,東京都⼋王⼦市鑓⽔２−１７４−３
2024-12-26
https://yamaden-ltd.co.jp
 
ヤ,125392,株式会社ヤマデン
〒101-0031,東京都千代⽥区東神⽥２−３−４
2026-04-07
http://www.yamaden.com/
 
ヤ,216560,株式会社⼭電
〒733-0851,広島県広島市⻄区⽥⽅２丁⽬９番２３号
2025-06-04
https://w-yamaden.jp/
 
ヤ,230338,株式会社⼭電
〒555-0031,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区出来島⼆丁⽬３番５号
2025-07-05



https://www.k-yamaden.com
 
ヤ,105051,株式会社⼭電エンジニアリング
〒761-0104,⾹川県⾼松市⾼松町８７６−６
2024-03-06
 
ヤ,229021,株式会社⼭伝製作所
〒997-1204,⼭形県鶴岡市加茂字清⽔平３０２
2025-05-23
_
 
ヤ,101184,株式会社ヤマト
〒547-0014,⼤阪市平野区⻑吉川辺４−１−１６
2024-03-15
http://www.yamato-gr.jp/
 
ヤ,101827,株式会社ヤマト
〒671-1124,兵庫県姫路市広畑区鶴町２−３５
2024-10-24
http://www.pipe-no-yamato.co.jp
 
ヤ,122466,株式会社⼭登
〒411-0824,静岡県三島市⻑伏８２−５
2024-09-22
http://www.yamato-mfr.jp/
 
ヤ,128514,株式会社ヤマト
〒319-1415,茨城県⽇⽴市相⽥町３−１１−１
2025-12-27
 
ヤ,129464,ヤマト株式会社
〒550-0025,⼤阪市⻄区九条南２−４−２０
2024-06-01
http://www.yamatoceo.co.jp
 
ヤ,214945,株式会社ヤマト
〒945-0106,新潟県柏崎市⼤字⼟合３６０ー１
2023-08-22
http://www.yamatogr.co.jp
 
ヤ,215648,株式会社⼤和
〒270-2253,千葉県松⼾市⽇暮４−３−４
2024-10-16
 
ヤ,217807,株式会社ヤマト
〒341-0004,埼⽟県三郷市上彦名５３９−３
2023-06-23
http://www.yamato-mg.com/
 
ヤ,217908,株式会社⼤和
〒174-0051,東京都板橋区⼩⾖沢２−１６−６
2023-07-07
 
ヤ,219160,株式会社ヤマト
〒334-0076,埼⽟県川⼝市本蓮１−４−２０



2024-02-22
 
ヤ,221414,株式会社ヤマト
〒371-0844,群⾺県前橋市古市町１１８
2025-04-01
https://www.yamato-se.co.jp/
 
ヤ,224286,株式会社ヤマトイシハタ
〒040-0062,北海道函館市⼤縄町１４ー２３
2025-03-01
 
ヤ,218256,株式会社ヤマト・イズミテクノス
〒356-0028,埼⽟県ふじみ野市⻄原⼀丁⽬５番地１７
2023-08-18
 
ヤ,105507,ヤマト・インダストリー株式会社
〒350-0001,埼⽟県川越市⼤字古⾕上４２７４
2025-04-02
 
ヤ,128702,株式会社ヤマトウ
〒571-0038,⼤阪府⾨真市柳⽥町３０−１
2026-01-15
http://yamatou.co.jp
 
ヤ,221896,株式会社⼤和エス・イー・シー
〒711-0934,岡⼭県倉敷市児島塩⽣２９１７−３
2022-08-01
 
ヤ,118989,ヤマトエスロン株式会社
〒581-0803,⼤阪府⼋尾市光町１−６１ ⼋尾駅前嶋野・住友⽣命ビル４階
2024-09-11
http://www.yamato-esulon.co.jp
 
ヤ,216985,株式会社⼤和エンジニア
〒278-0006,千葉県野⽥市柳沢２４７ー３
2025-08-20
http://yamatoeng.com/company/
 
ヤ,212266,⼤和エンジニアリング株式会社
〒184-0014,東京都⼩⾦井市貫井南町４−３０−２６
2024-07-11
http://www.yamatoeng.co.jp
 
ヤ,118499,ヤマト科学株式会社
〒104-6136,東京都中央区晴海１−８−１１ 晴海トリトンスクエアＹ棟３６階
2025-03-20
https://www.yamato-net.co.jp/
 
ヤ,105862,株式会社⼤和環境分析センター
〒920-0811,⽯川県⾦沢市⼩坂町中１８−４
2026-03-05
https://yamatokankyo.co.jp/
 
ヤ,221848,ヤマトガワ株式会社
〒550-0014,⼤阪府⼤阪市⻄区北堀江１丁⽬１番１８号



2025-08-01
http://yamatogawanet.jp
 
ヤ,219410,⼤和機⼯合同会社（その他）
〒328-0061,栃⽊県栃⽊市新井町１００７番地１１
2024-03-23
 
ヤ,212448,株式会社ヤマト機材
〒842-0201,佐賀県神埼市脊振町広滝２０５番地１２
2025-01-30
_
 
ヤ,126201,⼤和器材⼯業株式会社
〒253-0042,神奈川県茅ヶ崎市本村３−５−５３
2023-11-14
http://www.yamatokizai.co.jp
 
ヤ,126883,ヤマトクリエイト株式会社
〒632-0054,奈良県天理市桧垣町２０１
2024-05-29
http://www.yamato-cr.co.jp
 
ヤ,213700,株式会社⼤和組
〒617-0828,京都府⻑岡京市⾺場⼈塚９番地６
2024-05-12
 
ヤ,212655,株式会社ヤマト建⼯
〒541-0047,⼤阪府⼤阪市中央区淡路町２丁⽬６番６号淡路町パークビル２号館３階
2025-06-05
_
 
ヤ,225382,株式会社ヤマト建材
〒737-0032,広島県呉市本町９番２１号
2025-06-01
http://www.y-kenzai.jp/
 
ヤ,217587,ヤマト建設株式会社
〒417-0061,静岡県富⼠市伝法１６７６ー１２
2026-02-18
https://www.yamato-con.com/
 
ヤ,224480,⼤和建設株式会社
〒370-0865,群⾺県⾼崎市寺尾町１７７７
2025-04-01
 
ヤ,214340,株式会社ヤマトコ
〒939-2306,富⼭県富⼭市⼋尾町井⽥１０２６−１
2025-08-30
http://yamatoko.jp
 
ヤ,104464,株式会社和コーポレーション
〒940-1149,新潟県⻑岡市⻘⼭新町８
2025-07-15
http://www.yamato-co.jp
 



ヤ,106688,株式会社ヤマト光学
〒969-6511,福島県河沼郡会津坂下町⼤字⻘⽊字⼋峠２３８
2025-06-09
 
ヤ,128594,やまと⼯業株式会社
〒252-0816,神奈川県藤沢市遠藤２００２−４
2026-01-22
http://www.yamato-industry.co.jp/
 
ヤ,212780,⼤和⼯業株式会社
〒983-0034,宮城県仙台市宮城野区扇町７丁⽬３番４３号
2025-08-12
http://www.yamatokogyo.jp/
 
ヤ,224373,ヤマト⼯業株式会社
〒552-0012,⼤阪府⼤阪市港区市岡１丁⽬２番１９号
2025-04-01
https://www.yamato-gc.co.jp/
 
ヤ,227026,株式会社やまと⼯業
〒252-0234,神奈川県相模原市中央区共和４ー１１ー８
2023-09-01
 
ヤ,118853,株式会社⼤和⼯業所
〒636-0114,奈良県⽣駒郡斑鳩町法隆寺⻄２−６−１３
2024-07-10
http://www.yamato-kogyosho.com/
 
ヤ,211636,ヤマト⼯建株式会社
〒333-0866,埼⽟県川⼝市⼤字芝３１５８
2026-05-10
 
ヤ,210007,株式会社ヤマトサービス
〒981-3522,宮城県黒川郡⼤郷町東成⽥字板⾕⻄⼭１１番地
2023-10-22
http://www.yamato-service.jp/
 
ヤ,122953,⼤和産業株式会社
〒578-0965,⼤阪府東⼤阪市本庄⻄１−４−８
2025-01-07
http://www.yamato-sangyo.co.jp
 
ヤ,118608,⼤和紙器株式会社
〒567-0003,⼤阪府茨⽊市⻄河原北町１−５
2024-01-14
http://www.yamato-shiki.co.jp/
 
ヤ,103395,株式会社⼤和システムエンジニア
〒317-0063,茨城県⽇⽴市若葉町１−１７−１ 常陸第⼀ビル
2023-09-04
http://www.yse.co.jp
 
ヤ,216165,株式会社ヤマトシステムエンジニア
〒979-1305,福島県双葉郡⼤熊町⼤字熊字新町６１８番地１
2025-03-19



 
ヤ,118551,ヤマトシステム開発株式会社
〒136-8675,東京都江東区南砂２−５−１５
2023-05-20
http://www.nekonet.co.jp/
 
ヤ,219283,株式会社ヤマト商会
〒550-0025,⼤阪府⼤阪市⻄区九条南４−１−１８
2024-03-09
http://yamato56.sakura.ne.jp/
 
ヤ,225298,株式会社ヤマト実業
〒729-0411,広島県三原市本郷町船⽊５３８７ー１
2025-06-01
 
ヤ,228474,有限会社ヤマト重機
〒779-5301,徳島県三好市⼭城町⼤和川６９７番地１
2024-09-13
 
ヤ,118511,⼤和樹脂株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野１−１１−４
2026-05-10
http://www.yamato-jushi.co.jp/
 
ヤ,227303,ヤマトストーン株式会社
〒121-0831,東京都⾜⽴区舎⼈２ー１５ー２０
2024-01-13
 
ヤ,221567,⼤和スレート株式会社
〒760-0018,⾹川県⾼松市天神前１番２１号
2025-04-01
http://www.yamatoslate.co.jp/
 
ヤ,104428,株式会社ヤマト製作所
〒143-0021,東京都⼤⽥区北⾺込２−４０−１２
2025-06-22
 
ヤ,105064,株式会社⼤和製砥所
〒639-0245,奈良県⾹芝市畑５−１６１３
2024-03-16
http://www.yamatoseito.co.jp
 
ヤ,127566,ヤマト精密株式会社
〒569-0847,⼤阪府⾼槻市⻄⾯南３−３１−５
2024-11-24
http://www.it-yamato.com
 
ヤ,226283,株式会社⼤和テクノ
〒731-5135,広島県広島市佐伯区海⽼園１ー１０ー３６ー１
2025-12-01
 
ヤ,125614,⼤和テック株式会社
〒611-0033,京都府宇治市⼤久保町平盛６７−３
2026-06-20
http://yamato-tec.jp



 
ヤ,125852,株式会社ヤマトテック
〒996-0053,⼭形県新庄市⼤字福⽥字福⽥⼭７１１−１０８
2023-10-03
http://www.yamato-tec.co.jp/
 
ヤ,118839,株式会社⼤和鉄⼯所
〒319-1414,茨城県⽇⽴市⽇⾼町３−５−２９
2024-06-08
 
ヤ,106342,⼤和電気株式会社
〒804-0064,福岡県北九州市⼾畑区沖台２−８−１１
2024-09-08
 
ヤ,108720,⼤和電器株式会社
〒142-0062,東京都品川区⼩⼭３−２−１４
2024-02-04
http://www.yamatodenki.com
 
ヤ,118844,⼤和電機株式会社
〒672-8057,兵庫県姫路市飾磨区恵美酒４０５
2024-06-05
http://www.yamato-dk.co.jp/
 
ヤ,118866,⼤和電機⼯業株式会社
〒393-0043,⻑野県諏訪郡下諏訪町東四王５１９７
2024-06-30
http://www.yamato-elec.co.jp/
 
ヤ,221387,⼤和電気⼯事株式会社
〒720-0802,広島県福⼭市松浜町１丁⽬１番８号
2025-04-01
 
ヤ,216958,⼤和電機通信株式会社
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町２−２３−９
2025-07-30
 
ヤ,226093,株式会社⼤和電業社
〒870-0815,⼤分県⼤分市南春⽇町１１番５号
2025-10-01
http://www.d-yamato.jp
 
ヤ,221361,⼤和電設⼯業株式会社
〒970-8034,福島県いわき市平上荒川字桜町５５番地の１
2025-04-01
 
ヤ,508432,ヤマト特殊鋼株式会社
〒136-8521,東京都江東区⻲⼾１−１−６
2023-08-12
http://www.yamato-ss.co.jp/
 
ヤ,214011,株式会社⼭登塗装⼯業
〒320-0856,栃⽊県宇都宮市砥上町２４７ー４
2025-02-16
http://www.yamatotosou.com/



 
ヤ,229242,⼤和原⼯事株式会社
〒270-2204,千葉県松⼾市六実３丁⽬４５番地の１
2025-08-22
 
ヤ,129489,株式会社ヤマトハンズ
〒984-0042,宮城県仙台市若林区⼤和町１−１６−１２
2024-06-26
http://www.yamatohands.com/
 
ヤ,122985,有限会社⼤和パッキング⼯業所
〒169-0075,東京都新宿区⾼⽥⾺場３−１８−７
2025-01-15
http://www.yamato-pk.com/
 
ヤ,120161,有限会社ヤマト鋲螺製作所
〒146-0094,東京都⼤⽥区東⽮⼝２−１９−９
2023-07-26
http://www.yamatobyora.com
 
ヤ,128584,⼤和物産株式会社
〒450-0003,名古屋市中村区名駅南２−１０−２５
2026-01-21
 
ヤ,105904,株式会社ヤマトブラシ
〒111-0024,東京都台東区今⼾２−２−１３
2023-04-16
 
ヤ,216371,ヤマトプロテック株式会社
〒108-0071,東京都港区⽩⾦台５丁⽬１７番２号
2025-05-08
https://www.yamatoprotec.co.jp/
 
ヤ,220736,株式会社⼤和保温⼯業所
〒038-0003,⻘森県⻘森市⼤字⽯江字平⼭２番地の２４３
2025-03-01
_
 
ヤ,118488,ヤマトマテリアル株式会社
〒103-0023,東京都中央区⽇本橋本町２−２−２
2026-02-16
https://www.yamato-material.co.jp
 
ヤ,213900,株式会社ヤマトマネキン
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾１−２８−６タニビル
2024-11-17
http://www.ycgowl.com/
 
ヤ,220345,株式会社⼭富
〒959-3111,新潟県村上市⻑政１６番地２
2024-10-12
http://www.ytm.co.jp
 
ヤ,108390,ヤマト無線株式会社
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町３−１０−７



2023-06-26
http://www.yamatomusen.co.jp
 
ヤ,101679,株式会社ヤマトメ
〒116-8508,東京都荒川区荒川３−６２−４
2024-09-21
http://www.yamatome.co.jp
 
ヤ,216093,⼤和メタルワーク株式会社
〒631-0007,奈良県奈良市松陽台３丁⽬１５ー９
2025-03-05
 
ヤ,214789,株式会社ヤマトモ⼯業
〒133-0065,東京都江⼾川区南篠崎町１−１５−３
2023-06-20
 
ヤ,218413,⼤和屋株式会社
〒360-0031,埼⽟県熊⾕市末広⼆丁⽬１１８番地
2023-09-15
https://www.yamatoya-kk.co.jp/
 
ヤ,212083,ヤマトヨ産業株式会社
〒577-0066,⼤阪府東⼤阪市⾼井⽥本通７ー７ー１９
2024-03-08
http://www.yamatoyo-san.co.jp
 
ヤ,105758,⼤和リテック株式会社
〒455-0063,愛知県名古屋市港区⾦船町３−１
2025-11-28
 
ヤ,217193,株式会社⼭中建設
〒651-1502,兵庫県神⼾市北区道場町塩⽥２４４６ー３
2025-10-08
http://www.yamanaka-cc.com
 
ヤ,226308,有限会社⼭中建築測量
〒013-0051,秋⽥県横⼿市⼤屋新町字堂ノ前６３
2026-01-01
http://www16.ocn.ne.jp/~yamanaka/
 
ヤ,214223,有限会社⼭中左官⼯業
〒803-0841,福岡県北九州市⼩倉北区清⽔１丁⽬８ー５
2025-05-31
http://yamanaka-sakan.com/
 
ヤ,214857,⼭中産業株式会社
〒532-0011,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島四丁⽬６番２０号
2026-07-11
http://www.yamanaka-jp.com
 
ヤ,508472,⼭中産業株式会社
〒541-0042,⼤阪府⼤阪市中央区今橋２−５−８
2024-03-15
http://www.yamanakagroup.jp/yamanakasangyo/
 



ヤ,118483,株式会社⼭中商会
〒323-0824,栃⽊県⼩⼭市⾬ヶ⾕新⽥７１−３７
2025-11-10
http://www.yamanaka-shokai.co.jp
 
ヤ,103436,有限会社⼭中製作所
〒379-2206,群⾺県伊勢崎市⾹林町２−１２８４−４５
2023-10-01
 
ヤ,219690,株式会社⼭中⽯材
〒712-8014,岡⼭県倉敷市連島中央１丁⽬１０−２０
2024-04-27
https://yamanakasekizai.com
 
ヤ,128448,ヤマナカヒューテック株式会社
〒606-0804,京都市左京区下鴨松原町２９
2025-11-06
http://www.ysc-net.co.jp/
 
ヤ,129817,ヤマナカヒューテック株式会社
〒606-0804,京都市左京区下鴨松原町２９
2025-03-12
http://www.ysc-net.co.jp
 
ヤ,123234,⼭梨⾦属⼯業株式会社
〒426-0002,静岡県藤枝市横内８００−２０
2025-01-27
http://yamanashimetal.com/
 
ヤ,223440,⼭梨建鉄株式会社
〒409-3813,⼭梨県中央市⼀町畑８８２ー１
2024-08-01
https://yamaken4093813.jimdo.com/
 
ヤ,125495,株式会社⼭梨シール印刷
〒400-0827,⼭梨県甲府市蓬沢１−１５−２０
2023-06-10
http://www.moon.sphere.ne.jp/ysseal/
 
ヤ,129110,有限会社⼭梨製作所
〒417-0801,静岡県富⼠市⼤淵４３８５−３
2023-10-08
http://www.y2s.co.jp
 
ヤ,129532,⼭梨積⽔株式会社
〒400-0052,⼭梨県甲府市上条新居町３００
2024-08-10
 
ヤ,124405,⼭梨電⼦⼯業株式会社
〒410-0007,静岡県沼津市⻄沢⽥１４６−１
2025-08-02
http://www.yec.ricoh.co.jp
 
ヤ,220266,⼭梨電設興業株式会社
〒142-0042,東京都品川区豊町４−１６−４



2024-09-21
https://yamanasi-kk.jp/
 
ヤ,104381,株式会社⼭梨ニューメディアセンター
〒400-8545,⼭梨県甲府市北⼝２−６−１０
2025-05-20
https://www.y-nmc.jp/
 
ヤ,101089,⼭梨森紙業株式会社
〒400-0205,⼭梨県南アルプス市野⽜島２４４３−１１
2024-02-24
 
ヤ,225891,株式会社⼭⼆
〒382-0045,⻑野県須坂市⼤字井上１７００ー１７
2025-08-01
https://www.yama2.co.jp/
 
ヤ,500067,株式会社⼭⼆
〒010-0001,秋⽥県秋⽥市中通⼆丁⽬２番３２号
2023-08-06
http://www.yamani-grp.com/
 
ヤ,228941,株式会社⼭⼆帰⼭⾦物店
〒053-0055,北海道苫⼩牧市新明町４丁⽬４番１３号
2025-03-26
 
ヤ,223425,⼭⼆建設資材株式会社
〒010-1415,秋⽥県秋⽥市御所野湯本３ー１ー５
2024-08-01
http://www.yamani-ks.co.jp
 
ヤ,229289,⼭⼆施設⼯業株式会社
〒010-0951,秋⽥県秋⽥市⼭王５丁⽬１番７号
2025-09-20
http://www.yamani-s.co.jp
 
ヤ,214722,株式会社⼭⼆建具
〒270-2224,千葉県松⼾市⼤橋１６０ー４
2026-05-16
http://www.yamanidoor.co.jp/
 
ヤ,230457,株式会社ヤマニ熱⼯業
〒371-0024,群⾺県前橋市表町⼆丁⽬１８番１５号
2025-07-19
http://www.yamaninetu.co.jp/
 
ヤ,108305,⼭⼆発條株式会社
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥２−１５−４
2024-08-19
http://www.yamani-spring.co.jp
 
ヤ,102024,株式会社ヤマネ機材
〒680-0911,⿃取県⿃取市千代⽔３−５０
2024-12-10
http://www.toriton.or.jp/~yamane/



 
ヤ,222017,⼭根⾦属株式会社
〒680-0033,⿃取県⿃取市⼆階町１丁⽬２０８番地２
2025-10-01
 
ヤ,120304,株式会社⼭根精機
〒811-3133,福岡県古賀市⻘柳町３３０−１
2023-08-23
http://yamaneseiki.co.jp/
 
ヤ,127839,株式会社⼭根製作所
〒245-0065,横浜市⼾塚区東俣野町９２３
2025-03-26
http://www.yamaneworks.co.jp/
 
ヤ,224200,ヤマネ鉄⼯建設株式会社
〒759-4401,⼭⼝県⻑⾨市⽇置上８８５番地
2025-02-01
http://www.yamanetekkou.co.jp
 
ヤ,219194,株式会社⼭根冷熱
〒730-0823,広島県広島市中区吉島⻄１丁⽬２８ー２１
2024-03-02
 
ヤ,218407,有限会社⼭之上斫⼯業
〒314-0045,茨城県⿅嶋市⼤字⼭之上７７番地
2023-09-15
 
ヤ,118683,株式会社⼭之内製作所
〒221-0865,横浜市神奈川区⽚倉１−８−１８
2024-01-04
http://www.ysec.jp/
 
ヤ,213609,有限会社ヤマノ興業
〒166-0002,東京都杉並区⾼円寺北２丁⽬１番２２−２０３号ハウス丸⼭
2024-02-24
 
ヤ,108230,ヤマハ株式会社
〒430-8650,静岡県浜松市中区中沢町１０−１
2025-04-24
 
ヤ,219105,ヤマハ化⼯建設株式会社
〒341-0035,埼⽟県三郷市鷹野２丁⽬４２３番地
2024-02-16
http://hyac.co.jp/
 
ヤ,214240,ヤマハサウンドシステム株式会社
〒103-0015,東京都中央区⽇本橋箱崎町４１番１２号
2025-06-14
https://www.yamaha-ss.co.jp
 
ヤ,216581,株式会社⼭橋組
〒612-8484,京都府京都市伏⾒区⽻束師鴨川町１９番地の９
2025-06-04
 



ヤ,214709,株式会社⼭春建設
〒989-1302,宮城県柴⽥郡村⽥町⼤字⼩泉字⼤⾨１３１ー１
2026-05-01
http://kk-yamaharu.jp/
 
ヤ,128404,株式会社⼭治商会
〒550-0025,⼤阪市⻄区九条南３−２−８
2025-03-19
 
ヤ,101249,株式会社ヤマヒロ
〒586-0038,⼤阪府河内⻑野市上原⻄町４−１
2024-04-02
http://www.yamahiro.com
 
ヤ,216235,ヤマヒロ⼯業株式会社
〒160-0004,東京都新宿区四⾕４−２１−８６
2025-03-26
 
ヤ,230897,⼭菱電機株式会社
〒770-0005,徳島県徳島市南⽮三町⼆丁⽬８番９号
2025-09-27
http://www.yamabishidenki.co.jp/
 
ヤ,227590,⼭吹商⼯株式会社
〒047-0021,北海道⼩樽市⼊船５ー２４ー７
2024-03-09
 
ヤ,128504,⼭⽂商事株式会社
〒550-0001,⼤阪市⻄区⼟佐堀１−２−１０
2022-12-13
http://www.yamabun-g.com
 
ヤ,127457,株式会社ヤマプラス
〒108-0071,東京都港区⽩⾦台２−２５−１
2024-10-12
http://www.yamaplas.com/
 
ヤ,128453,株式会社⼭辺
〒386-0018,⻑野県上⽥市常⽥３−２−２９
2025-10-18
 
ヤ,108113,株式会社⼭⼜製作所
〒142-0063,東京都品川区荏原６−１０−２
2023-10-12
http://www.yamamata.co.jp
 
ヤ,216609,⼭⽔⼯業株式会社
〒110-0012,東京都台東区⻯泉３ー４４ー３
2025-06-11
http://www.yamamizu-i.co.jp/
 
ヤ,105168,有限会社ヤマミツ電機製作所
〒193-0822,東京都⼋王⼦市弐分⽅町４３６−２
2024-06-29
 



ヤ,221513,株式会社ヤマムラ
〒996-0053,⼭形県新庄市⼤字福⽥字福⽥⼭７１１番地６
2025-04-01
http://www.yj-co.com/
 
ヤ,225603,株式会社⼭村組
〒574-0056,⼤阪府⼤東市新⽥中町２番３６号
2025-07-01
 
ヤ,229234,株式会社⼭村組
〒574-0056,⼤阪府⼤東市新⽥中町２ー３６
2025-08-09
https://www.yamamuragumi.co.jp/
 
ヤ,229512,株式会社⼭村組
〒455-0856,愛知県名古屋市港区川園１丁⽬８番地
2026-02-21
http://www.yamamura-group.com/images/topimg.jpg
 
ヤ,230754,株式会社⼭村興業
〒292-0038,千葉県⽊更津市ほたる野⼀丁⽬２０番地６
2025-08-23
 
ヤ,218623,株式会社⼭村⼯務店
〒989-4206,宮城県遠⽥郡美⾥町⼆郷字佐野四号８７５番地の１
2023-11-10
 
ヤ,224148,株式会社⼭村⼯務店
〒277-0922,千葉県柏市⼤島⽥１６２
2025-02-01
 
ヤ,118919,⼭村産業株式会社
〒870-0146,⼤分市⼄津港町１−６−２９
2024-09-04
http://www.yamamurasangyo.co.jp
 
ヤ,505394,株式会社⼭村システム技研
〒394-0055,⻑野県岡⾕市字⻄⼭１７２３番１３３
2026-06-15
 
ヤ,126054,⼭村フォトニクス株式会社
〒224-0053,神奈川県横浜市都筑区池辺町４２０７
2025-02-22
http://www.yama-ph.co.jp
 
ヤ,503436,⼭村フォトニクス株式会社
〒224-0053,神奈川県横浜市都筑区池辺町４２０７
2025-07-21
https://www.yama-ph.co.jp/
 
ヤ,101021,株式会社ヤマモト
〒316-0002,茨城県⽇⽴市桜川町３−１７−９
2024-02-01
 
ヤ,105206,有限会社ヤマモト



〒407-0042,⼭梨県韮崎市神⼭町北宮地６５−３
2024-08-06
 
ヤ,213852,株式会社ヤマモト
〒790-0066,愛媛県松⼭市宮⽥町１０４番地２
2024-09-29
 
ヤ,217638,株式会社ヤマモト
〒555-0025,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区姫⾥２丁⽬３番２２号
2026-03-10
 
ヤ,223967,株式会社⼭本管⼯業
〒600-8447,京都府京都市下京区新町通松原上ル御影町４６２番地の２
2024-12-01
http://yama-kan.co.jp
 
ヤ,218065,⼭本基礎⼯業株式会社
〒400-0861,⼭梨県甲府市城東⼀丁⽬３番８号
2023-08-04
 
ヤ,225684,株式会社⼭本⾦属製作所
〒542-0012,⼤阪府⼤阪市中央区⾕町６丁⽬１１番１５号
2025-07-01
http://www.yamakin.ne.jp
 
ヤ,105365,有限会社⼭本⾦属プレート⼯業所
〒600-8892,京都市下京区⻄七条⻄⼋反⽥町１００
2024-11-30
 
ヤ,129035,有限会社⼭本技研
〒617-0844,京都府⻑岡京市調⼦２−１２−１０
2023-07-18
http://www.yamamoto-giken.com
 
ヤ,230647,株式会社⼭本業務店
〒441-8113,愛知県豊橋市⻄幸町字笠松１５１番地の１
2025-08-02
 
ヤ,212999,株式会社⼭本組
〒444-0115,愛知県額⽥郡幸⽥町⼤字荻字研⼭１１番地
2026-01-22
 
ヤ,223051,株式会社⼭本組
〒660-0084,兵庫県尼崎市武庫川町４丁⽬８７番地
2024-04-01
 
ヤ,231196,有限会社⼭本計測
〒590-0027,⼤阪府堺市堺区榎元町四丁５番１１号
2025-10-25
 
ヤ,501906,株式会社⼭本建材
〒517-0503,三重県志摩市阿児町⽴神３４１２
2025-10-20
http://www.e-yamaken.com/
 



ヤ,211567,株式会社⼭本建成⼯業
〒933-0007,富⼭県⾼岡市⾓３０２ー４
2026-03-03
 
ヤ,215126,⼭本建設株式会社
〒577-0062,⼤阪府東⼤阪市森河内東２ー１７ー９
2023-12-12
http://www.nopcarry.com/
 
ヤ,222008,有限会社⼭本建設
〒036-8171,⻘森県弘前市⼤字取上５丁⽬１番地１０
2025-08-01
_
 
ヤ,212888,有限会社⼭本建装
〒561-0864,⼤阪府豊中市⼣⽇丘２丁⽬８番１６号
2025-10-23
 
ヤ,210406,株式会社⼭本⼯業
〒734-0055,広島県広島市南区向洋新町１丁⽬２０−１０
2024-07-10
 
ヤ,220184,有限会社⼭本興業
〒273-0035,千葉県船橋市本中⼭２−７−９
2024-08-24
 
ヤ,220433,株式会社⼭本⼯業
〒030-0955,⻘森県⻘森市⼤字駒込字桐ノ沢１１０番地
2024-11-09
https://yamamotok.com/
 
ヤ,221696,有限会社⼭本鋼業
〒470-1113,愛知県豊明市新⽥町錦４番地の７
2025-06-01
 
ヤ,224127,⼭本鋼業株式会社
〒769-2101,⾹川県さぬき市志度５４１６番地
2025-02-01
http://www.yamamoto-steel.co.jp
 
ヤ,226789,有限会社⼭本⼯業
〒676-0812,兵庫県⾼砂市中筋５丁⽬２番１２号
2023-06-01
 
ヤ,231541,有限会社⼭本⼯業
〒807-0025,福岡県遠賀郡⽔巻町頃末南三丁⽬２番５号
2026-01-10
 
ヤ,222873,株式会社⼭本⼯業所
〒534-0014,⼤阪府⼤阪市都島区都島北通２ー５ー１１
2024-03-01
 
ヤ,230506,株式会社⼭本⼯業所
〒581-0056,⼤阪府⼋尾市南太⼦堂三丁⽬５番２９号
2025-07-19



 
ヤ,103476,ヤマモト⼯芸株式会社
〒726-0012,広島県府中市中須町１２５８−１
2023-10-20
 
ヤ,108145,株式会社⼭本⼯作所
〒651-2271,神⼾市⻄区⾼塚台３−２−３２
2024-03-17
 
ヤ,124322,株式会社⼭本⼯場
〒125-0052,東京都葛飾区柴⼜７−９−１６
2025-07-02
http://yamamoto-kojo.com/
 
ヤ,211608,有限会社⼭本⼯務店
〒314-0012,茨城県⿅嶋市⼤字平井１１２８ー２０
2026-04-14
 
ヤ,217271,株式会社⼭本⼯務店
〒470-0131,愛知県⽇進市岩崎町神明⼄８５番地
2025-11-05
https://www.yamamotokoumuten.com/
 
ヤ,223622,有限会社⼭本左官
〒263-0016,千葉県千葉市稲⽑区天台２ー４ー２５
2024-10-01
 
ヤ,100717,⼭本産業株式会社
〒744-0061,⼭⼝県下松市葉⼭２−９０４−１７
2026-04-22
http://www.yamamoto-sangyo-inc.co.jp/
 
ヤ,129269,⼭本産業株式会社
〒670-0946,兵庫県姫路市北条永良町１３８
2024-02-12
http://www.yamamotosangyo.co.jp
 
ヤ,214470,⼭本産業株式会社
〒392-0009,⻑野県諏訪市⼤字上諏訪１７３８番地１０
2025-11-15
http://www.yamamoto-sangyou.co.jp
 
ヤ,229706,株式会社⼭本産業
〒860-0082,熊本県熊本市⻄区池⽥四丁⽬３０番２４号
2026-05-09
https://www.big-advance.site/s/156/1302
 
ヤ,222434,⼭本商会株式会社
〒210-9555,神奈川県川崎市川崎区⼤師駅前１丁⽬１６番１５号
2023-12-01
http://www.y-g.jp/
 
ヤ,225017,株式会社⼭本商会
〒790-0003,愛媛県松⼭市三番町７丁⽬８番地１
2025-04-01



 
ヤ,118801,有限会社⼭本商店
〒555-0033,⼤阪市⻄淀川区姫島５−１５−５
2024-06-14
 
ヤ,223803,株式会社⼭本商店
〒651-1102,兵庫県神⼾市北区⼭⽥町下⾕上字中⼀⾥⼭１５−７０
2024-11-01
 
ヤ,210836,⼭本順三商店 ⼭本順三（その他）
〒542-0012,⼤阪府⼤阪市中央区⾕町６−１７−１
2025-01-13
 
ヤ,226055,⼭本⽔道株式会社
〒596-0825,⼤阪府岸和⽥市⼟⽣町１丁⽬４番２９号
2025-10-01
 
ヤ,124489,有限会社⼭本精機
〒681-0003,⿃取県岩美郡岩美町浦富６１０−７
2025-09-21
http://www.yamamoto-seiki1974.jp/
 
ヤ,128571,株式会社⼭本精機製作所
〒615-0023,京都市右京区⻄院⻄平町１０
2026-03-15
http://www.yamamotoseiki.com
 
ヤ,102748,⼭本精⼯株式会社
〒544-0022,⼤阪市⽣野区舎利寺２−１３−４
2025-08-23
https://www.yamasei21.co.jp/
 
ヤ,104777,株式会社⼭本製作所
〒520-3252,滋賀県湖南市岩根１６２２−２
2026-05-19
http://yamamoto1210.co.jp/
 
ヤ,106327,株式会社⼭本製作所
〒175-0081,東京都板橋区新河岸２−１９−２０
2024-08-16
http://www.yamamotoss.co.jp
 
ヤ,108700,株式会社⼭本製作所
〒174-8666,東京都板橋区清⽔町４−４
2024-02-04
http://www.yamamoto-mfg.jp/
 
ヤ,125680,株式会社⼭本製作所
〒181-0013,東京都三鷹市下連雀７−１−６
2023-07-22
 
ヤ,128488,株式会社⼭本製作所
〒501-2259,岐⾩県⼭県市岩佐１１３０−３
2025-11-19
http://www.k-yyy.co.jp



 
ヤ,231461,株式会社⼭本製作所
〒940-2146,新潟県⻑岡市⼤積町⼆丁⽬⼄７０５番地
2025-12-19
 
ヤ,118159,株式会社⼭本精密
〒350-1306,埼⽟県狭⼭市富⼠⾒２−１５−２
2023-04-05
http://www.yamamoto-p.co.jp/
 
ヤ,231630,株式会社⼭本設計企画
〒113-0022,東京都⽂京区千駄⽊⼆丁⽬１３番１−１５号
2026-01-31
https://www.y-dp.jp/
 
ヤ,223380,⼭本設備機⼯株式会社
〒651-0062,兵庫県神⼾市中央区坂⼝通７−２−２１
2024-07-01
http://www.yamasetsu-mechanical-engineering.jp/index.html
 
ヤ,225976,⼭本設備⼯業株式会社
〒732-0066,広島県広島市東区⽜⽥本町１丁⽬１０番１８号
2025-09-01
http://yamasetsu.com/
 
ヤ,230391,株式会社⼭本設備⼯業
〒601-1351,京都府京都市伏⾒区醍醐和泉町７２番地の３
2025-07-12
 
ヤ,229091,⼭本タイル ⼭本雅則（その他）
〒543-0052,⼤阪府⼤阪市天王寺区⼤道１−１１−１３
2025-05-31
 
ヤ,104649,⼭本段ボール株式会社
〒808-0021,福岡県北九州市若松区響町１−８８−１１
2026-02-16
http://www.yamamotodb.co.jp
 
ヤ,128487,⼭本鋳造株式会社
〒511-0068,三重県桑名市中央町３−２３
2025-03-16
http://www.ymtg.co.jp
 
ヤ,230913,株式会社⼭本通信
〒661-0981,兵庫県尼崎市猪名寺⼆丁⽬７番１３号
2025-09-27
https://yama-tsuu.com/
 
ヤ,213441,株式会社⼭本定樹園
〒530-0036,⼤阪府⼤阪市北区与⼒町４番８号
2023-09-30
 
ヤ,218154,有限会社⼭本鉄筋⼯業
〒959-1641,新潟県五泉市⾚⽻７１２−１
2023-08-11



 
ヤ,227783,⼭本鉄筋コンクリート⼯事株式会社
〒430-0912,静岡県浜松市中区茄⼦町４５４
2024-03-29
http://www.yamatetsu.net/
 
ヤ,128409,株式会社⼭本鉄⼯所
〒661-0981,兵庫県尼崎市猪名寺２−１１−７
2025-04-19
 
ヤ,129345,有限会社⼭本鉄⼯所
〒671-1311,兵庫県たつの市御津町中島１３３０
2024-03-02
 
ヤ,230471,株式会社⼭本電機
〒243-0804,神奈川県厚⽊市関⼝６９番地の３
2025-07-19
https://yamamoto-dk.co.jp/
 
ヤ,231008,株式会社⼭本電⼯
〒254-0088,神奈川県平塚市北豊⽥５８７番地の２
2025-10-11
https://www.yamamotodenko.com
 
ヤ,224709,株式会社⼭本塗装店
〒065-0020,北海道札幌市東区北⼆⼗条東１０丁⽬１番６号
2025-04-01
https://yamamototosouten.com/
 
ヤ,216806,⼭本⼟⽊株式会社
〒332-0006,埼⽟県川⼝市末広１丁⽬４番１７−４０５号
2025-06-25
 
ヤ,118686,⼭本ねじ⼯販株式会社
〒224-0044,神奈川県横浜市都筑区川向町１３３０
2023-11-19
http://www.yamaneji.com/
 
ヤ,212136,⼭本板⾦⼯業株式会社
〒670-0974,兵庫県姫路市飯⽥４６０
2024-04-18
 
ヤ,220290,ヤマモト美創有限会社
〒731-0235,広島県広島市安佐北区可部町勝⽊１７６１番地
2024-09-28
 
ヤ,125349,株式会社⼭本プレス⼯業所
〒503-1501,岐⾩県不破郡関ヶ原町３６４０−２
2026-03-24
 
ヤ,105107,⼭本マーク株式会社
〒579-8045,⼤阪府東⼤阪市本町１４−１
2024-04-24
https://www.y-mark.co.jp/
 



ヤ,101516,株式会社⼭本鍍⾦試験器
〒151-0051,東京都渋⾕区千駄ヶ⾕５−２８−１
2024-07-24
http://www.yamamoto-ms.co.jp/
 
ヤ,219239,有限会社⼭本冷熱⼯業所
〒665-0815,兵庫県宝塚市⼭本丸橋４ー８ー９
2024-03-09
 
ヤ,231537,株式会社⼭屋
〒768-0032,⾹川県観⾳寺市原町１３０５番地１
2026-01-10
 
ヤ,230492,有限会社やまや商事
〒263-0001,千葉県千葉市稲⽑区⻑沼原町２５４番地２
2025-07-19
 
ヤ,123690,株式会社ヤマヤス
〒130-0024,東京都墨⽥区菊川３−１５−１７
2025-03-11
http://www.yamayasu.co.jp/
 
ヤ,228930,有限会社⼭嘉
〒252-0141,神奈川県相模原市緑区相原３丁⽬８番１５号
2025-03-16
 
ヤ,231872,株式会社ヤマヨシ
〒410-0874,静岡県沼津市松⻑６１６番地の１
2026-04-11
 
ヤ,216251,⼭善建設株式会社
〒227-0055,神奈川県横浜市⻘葉区つつじが丘３６番地２４
2025-04-02
_
 
ヤ,227066,⼭吉建設株式会社
〒432-8056,静岡県浜松市南区⽶津町２２６６ー１
2023-09-01
http://www.yamayoshi.jp/
 
ヤ,211974,⼭吉⼯業株式会社
〒561-0821,⼤阪府豊中市⽇出町２丁⽬１番２７号
2024-01-10
 
ヤ,118688,⼭⾥産業株式会社
〒569-0835,⾼槻市三島江１−５−４
2024-01-26
http://www.yamari.co.jp/
 
ヤ,108373,株式会社⼭利製作所
〒561-0841,⼤阪府豊中市名神⼝１−１３−１８
2024-12-24
http://www.yamariss.co.jp/
 
ヤ,211896,⼭良建設株式会社



〒157-0067,東京都世⽥⾕区喜多⾒１丁⽬１２番１３号
2023-11-11
 
ヤ,227345,株式会社⼭六
〒192-0051,東京都⼋王⼦市元本郷町３丁⽬１１番１７号
2024-02-01
http://www.yamaroku.co.jp
 
ヤ,118586,⼭脇印刷株式会社
〒725-0003,広島県⽵原市新庄町２９
2023-06-21
http://www.yamawaki.co.jp
 
ヤ,210655,有限会社⼭脇⾦物店
〒874-0933,⼤分県別府市野⼝元町３ー３３
2024-10-30
 
ヤ,221470,株式会社⼭脇組
〒670-0974,兵庫県姫路市飯⽥１丁⽬２４
2025-04-01
 
ヤ,219649,有限会社⼭和建商
〒430-0824,静岡県浜松市南区富屋町４７番地
2024-04-27
 
ヤ,128544,⾕村電気精機株式会社
〒024-0004,岩⼿県北上市村崎野２１−２６−１８
2026-01-10
http://www.yamura.co.jp
 
ヤ,227547,株式会社⽮本製作所
〒981-0502,宮城県東松島市⼤曲字堰の内南３０番地１８
2024-03-09
https://www.kkyamoto.co.jp/
 
ヤ,229249,有限会社ヤヨイ
〒712-8035,岡⼭県倉敷市⽔島東弥⽣町８番１１号
2025-08-22
 
ヤ,505269,株式会社やよいエージェンシィ
〒103-0016,東京都中央区⽇本橋⼩網町１６−２ ⼩網町倶楽部６０１
2025-08-08
 
ヤ,227674,弥⽣プライマル株式会社
〒474-0001,愛知県⼤府市北崎町井⽥３１番地
2024-03-23
http://www.yayoiprimal.co.jp
 
ヤ,227369,株式会社ヤンテス
〒541-0045,⼤阪府⼤阪市中央区道修町３丁⽬１番１４号
2024-02-09
http://www.yantes.co.jp
 
ヤ,211841,株式会社ヤンテス⼯業
〒630-0135,奈良県⽣駒市南⽥原町１４０８−２２



2020-09-15
 
ヤ,218806,ヤンマー沖縄株式会社
〒901-2223,沖縄県宜野湾市⼤⼭７丁⽬１１番１２号
2023-12-22
https://www.yanmar.com/jp/about/company/okinawa/
 
ヤ,102549,ヤンマーキャステクノ株式会社
〒690-0025,島根県松江市⼋幡町９６０
2025-04-23
http://www.yanmar.com/jp/ycat/
 
ヤ,508437,ヤンマーグローバルエキスパート株式会社
〒530-8311,⼤阪府⼤阪市北区茶屋町１−３２
2025-01-18
https://www.yanmar.com/
 
ヤ,105845,ヤンマーグローバルＣＳ株式会社
〒660-0811,兵庫県尼崎市常光寺１−１−４ ＹＡＮＭＡＲ ＳＹＮＥＲＧＹ ＳＱＵＡＲＥ
2026-02-13
 
ヤ,126768,ヤンマー建機株式会社
〒833-0055,福岡県筑後市⼤字熊野１７１７−１
2024-03-23
http://www.yanmar.co.jp
 
ヤ,500086,ヤンマー農機製造株式会社
〒702-8515,岡⼭県岡⼭市中区江並４２８
2023-08-28
 
ヤ,129296,ヤンマー発電システム製造株式会社
〒811-2126,福岡県糟屋郡宇美町障⼦岳南３−９−６
2024-02-19
https://www.yanmar.com/jp/about/company/
 
ヤ,120299,ヤンマーパワーテクノロジー株式会社
〒530-8311,⼤阪府北区茶屋町１−３２ ＹＡＮＭＡＲ ＦＬＹＩＮＧ−Ｙ ＢＵＩＬＤＩＮＧ
2023-08-22
https://www.yanmar.com/jp/
 
ヤ,103219,ヤンマーマリンインターナショナルアジア株式会社
〒873-0421,⼤分県国東市武蔵町⽷原３２８６−３
2026-06-18
http://www.yanmar.com/jp/about/company/ymia/
 
ヤ,118913,ヤンマーマルシェ株式会社
〒664-0851,兵庫県伊丹市中央３−１−１７
2024-10-04
https://www.yanmar-s.co.jp/
 
ユ,505469,株式会社 ユーアイ
〒960-8072,福島県福島市北中央３丁⽬９４−２
2023-10-02
 
ユ,508409,有限会社ユーアイビジネス



〒651-2115,兵庫県神⼾市⻄区伊川⾕町別府１３７１
2023-05-17
 
ユ,505187,株式会社ユーイング
〒135-0034,東京都江東区永代２−２３−３
2025-03-18
http://www.youing.co.jp/
 
ユ,231367,株式会社ユーエー
〒121-0824,東京都⾜⽴区⻄伊興⼆丁⽬４番１０号
2025-11-29
http://www.yu-ei.co.jp/
 
ユ,503012,株式会社ＵＡＣＪ
〒100-0004,東京都千代⽥区⼤⼿町１丁⽬７番２号 東京サンケイビル
2026-01-29
http://www.uacj.co.jp/
 
ユ,504287,株式会社ＵＡＣＪ押出加⼯
〒103-0026,東京都中央区⽇本橋兜町６−５
2022-09-20
https://uex.uacj-group.com/
 
ユ,126052,株式会社ＵＡＣＪ⾦属加⼯
〒130-0026,東京都墨⽥区両国２−１０−８
2024-12-27
http://umc.uacj-group.com/
 
ユ,102134,株式会社ＵＡＣＪ製箔
〒103-0026,東京都中央区⽇本橋兜町６−５
2025-01-16
http://ufo.uacj-group.com
 
ユ,127761,株式会社ＵＡＣＪ製箔
〒103-0026,東京都中央区本橋兜町６−５
2025-02-28
 
ユ,113438,株式会社ＵＡＣＪトレーディング
〒541-0041,⼤阪市中央区北浜４−７−２８
2023-09-13
http://www.utr.uacj-group.com/
 
ユ,129931,株式会社ユーエイ
〒578-0965,⼤阪府東⼤阪市本庄⻄１−８−３９
2025-04-15
https://www.yuei-group.com
 
ユ,105884,ＵＨＴ株式会社
〒470-0162,愛知県愛知郡東郷町⼤字春⽊字下鏡⽥４４６−２６８
2026-03-23
http://www.uht.co.jp/
 
ユ,101844,株式会社ユーエスアイ
〒811-1302,福岡県福岡市南区井尻１−７−５
2024-10-29



http://www.usi-co.co.jp/
 
ユ,102499,株式会社ユーエスエス
〒105-0001,東京都港区虎ノ⾨３−１２−１ ニッセイ虎ノ⾨ビル１３Ｆ
2025-04-01
https://uss.co.jp/
 
ユ,100722,ＵＳＴ Ｍａｍｉｙａ Ｊａｐａｎ株式会社
〒102-0076,東京都千代⽥区五番町１２−１１ 泉館五番町３Ｆ
2026-04-25
 
ユ,128492,ユーエスハイテック産業ジャパン株式会社
〒231-0012,横浜市中区相⽣町６−１１３
2025-02-28
http://www.ushitech.co.jp
 
ユ,102348,株式会社ＵＳメック
〒422-8035,静岡県静岡市駿河区宮⽵２−５−２０
2025-02-22
http://www.us-mec.com
 
ユ,214570,株式会社ＵＨプレテック
〒003-0027,北海道札幌市⽩⽯区本通２１丁⽬北２番５０号
2026-02-07
http://ubp.ueda-gr.jp/
 
ユ,210680,株式会社ＵＦＧ
〒150-0011,東京都渋⾕区東３ー２４ー８マーサ恵⽐寿２０２号
2024-11-12
 
ユ,124575,株式会社ユーエム
〒153-0053,東京都⽬黒区五本⽊２−１１−２４
2025-11-05
 
ユ,128452,株式会社ユー・エム・アイ
〒613-0033,京都府久世郡久御⼭町林⾼黒１−６
2025-02-05
http://www.umi-inc.co.jp
 
ユ,127812,ＵＭＣ・Ｈエレクトロニクス株式会社
〒259-1304,神奈川県秦野市堀⼭下１
2025-03-15
https://www.umc.co.jp/umch/
 
ユ,120216,ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社
〒362-0022,埼⽟県上尾市⽡葺７２１
2023-08-02
http://www.umc.co.jp
 
ユ,105212,株式会社ユーエムテック
〒869-0461,熊本県宇⼟市網津町７３０
2024-08-10
 
ユ,224579,株式会社ユーキ
〒001-0911,北海道札幌市北区新琴似⼗⼀条７丁⽬１番１７号



2025-04-01
 
ユ,121438,株式会社ユーキ精⼯
〒579-8014,⼤阪府東⼤阪市中⽯切町６−４−１８
2024-04-17
http://www.byo-ra.com/
 
ユ,219938,ユーキャン株式会社
〒193-0832,東京都⼋王⼦市散⽥町５ー６ー１９
2024-06-29
https://www.ucan.co.jp
 
ユ,103271,有限会社ユークリエイション
〒579-8004,⼤阪府東⼤阪市布市町４−６−８
2023-07-04
 
ユ,101774,株式会社ＵＫ
〒113-0034,東京都⽂京区湯島１−７−１３
2024-10-16
http://www.uk-c.co.jp/
 
ユ,215577,株式会社ユーケーケー
〒103-0006,東京都中央区⽇本橋富沢町１２ー７
2024-09-18
 
ユ,219149,株式会社ユー・ケー・ケー
〒144-0031,東京都⼤⽥区東蒲⽥２−１−１３アストラルＨＴＫ１２階
2024-02-22
http://www.e-ukk.co.jp/
 
ユ,231663,有限会社ＵＫＫウチダ建設⼯業
〒708-0804,岡⼭県津⼭市勝部５３５番地１
2026-02-14
 
ユ,213724,株式会社ユーケーテクノス
〒661-0951,兵庫県尼崎市⽥能６丁⽬９−１７
2024-06-09
 
ユ,129851,株式会社ユーケンサイエンス
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町２−１８−７ シマダビル２Ｆ
2025-03-25
http://www.youken-science.co.jp/
 
ユ,231652,有限会社ユー建材
〒761-0301,⾹川県⾼松市林町１１６８番地１
2026-02-07
 
ユ,125811,株式会社ユーコー
〒335-0033,埼⽟県⼾⽥市笹⽬北町７−５
2023-09-20
http://www.yu-ko-jp.com/
 
ユ,123820,ユーコー電⼦⼯業有限会社
〒191-0061,東京都⽇野市⼤坂上４−２０−１７
2025-04-21



http://www.yko-dk.com/
 
ユ,118472,株式会社ユー・コーポレーション
〒379-0124,群⾺県安中市鷺宮９２９−１
2024-05-15
http://www.u-corp.co.jp
 
ユ,103751,株式会社ユーコム
〒939-0341,富⼭県射⽔市三ケ１５０２
2024-03-30
https://www.ucm.co.jp
 
ユ,212732,株式会社ユーゴー
〒730-0052,広島県広島市中区千⽥町⼆丁⽬４番３０号
2025-07-03
http://ugo-sign.co.jp
 
ユ,125750,ユーシー・ジャパン株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜１−３−１ 新横浜アーバンスクエア４階
2023-08-26
http://www.uthe.co.jp/
 
ユ,504745,株式会社ユー・シー・エル
〒150-0043,東京都渋⾕区道⽞坂１−１８−３
2023-07-10
http://www.ucl-group.co.jp/
 
ユ,100192,ユーシー産業株式会社
〒542-0081,⼤阪市中央区南船場１−１８−１７ 商⼯中⾦船場ビル１０階
2025-08-16
http://www.evuc.co.jp/
 
ユ,104939,ユーシステム株式会社
〒666-0024,兵庫県川⻄市久代２−４−１５
2023-09-22
http://www.e-yousystem.co.jp
 
ユ,105585,株式会社ユーシン
〒392-0015,⻑野県諏訪市⼤字中州４４６７
2025-06-05
http://www.yushin-kk.co.jp/
 
ユ,128433,有限会社ユーシン
〒241-0835,横浜市旭区柏町７９−２
2025-10-17
http://www.yuushin.co.jp
 
ユ,118495,ユージーエム株式会社
〒245-8555,神奈川県横浜市泉区和泉中央南３−２−４６
2024-03-12
https://www.ugm.jp/
 
ユ,215454,ユージーエンジニアリング株式会社
〒812-0863,福岡県福岡市博多区⾦の隈３丁⽬１６番６６
2024-06-12



 
ユ,231826,ユージー技建株式会社
〒701-4303,岡⼭県瀬⼾内市⽜窓町⿅忍４５４４番地の５
2026-03-28
http://www.ug-giken.co.jp
 
ユ,231259,株式会社ユーセイ
〒657-0043,兵庫県神⼾市灘区⼤⽯東町五丁⽬４番２６−１号
2025-11-08
http://www.yu-sei2008.com
 
ユ,214920,有限会社ユーソニック
〒344-0122,埼⽟県春⽇部市下柳６４６ー１
2023-08-01
http://www.usonic.jp
 
ユ,123898,ＵＴエイム株式会社
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥１−１１−１５ 電波ビル６階
2025-05-27
http://www.ut-aim.co.jp/
 
ユ,128317,ＵＴエイム株式会社
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥１−１１−１５ 電波ビル６階
2025-09-25
https://www.ut-g.co.jp/ut-aim/
 
ユ,504681,ＵＴテクノロジー株式会社
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥⼀丁⽬１１番１５号 電波ビル６階
2023-06-16
https://www.ut-technology.co.jp/
 
ユ,103497,ＵＴ東芝株式会社
〒210-0024,神奈川県川崎市川崎区⽇進町１−５３
2023-11-04
http://www.ut-toshiba.co.jp/
 
ユ,218740,ＵＴ ＥＬＥＣ株式会社
〒803-0862,福岡県北九州市⼩倉北区今町３丁⽬１７番１号
2023-12-15
https://www.utelec.co.jp/
 
ユ,105211,ＵＴテクノロジー株式会社
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥１−１１−１５ 電波ビル６階
2024-08-10
https://www.ut-g.co.jp/ut-technology/
 
ユ,126437,株式会社ユーテクノロジー
〒175-0094,東京都板橋区成増２−１０−１３ 三栄ドメール３０５
2024-01-04
http://www.u-technology.jp
 
ユ,101389,株式会社ユーテック
〒998-0832,⼭形県酒⽥市両⽻町１１−９
2024-06-05
http://www.utech-ltd.co.jp/



 
ユ,101423,ユーテック株式会社
〒541-0053,⼤阪市中央区本町４−５−１６
2025-12-11
http://www.u-tc.co.jp/
 
ユ,104596,有限会社ユーテック
〒571-0015,⼤阪府⾨真市三ツ島３−２−２１
2025-11-11
 
ユ,104967,株式会社ユーテック
〒156-0057,東京都世⽥⾕区上北沢５−５−１２
2023-10-30
http://www.utec-um.co.jp
 
ユ,213975,株式会社ユーテック
〒544-0003,⼤阪府⼤阪市⽣野区⼩路東５丁⽬１２−１６
2025-01-19
 
ユ,222491,有限会社ユーテック
〒454-0866,愛知県名古屋市中川区東中島町５ー７６
2023-12-01
 
ユ,226000,株式会社ユーテック
〒602-8051,京都府京都市上京区中⻑者町通⻄洞院⻄⼊中橋詰町１６８
2025-09-01
 
ユ,231394,株式会社ユーテック
〒187-0011,東京都⼩平市鈴⽊町⼀丁⽬４４１番地１５
2025-12-06
 
ユ,231368,株式会社ユーテックス
〒866-0804,熊本県⼋代市⻄宮町１５２４番地１
2025-11-29
http://u-tecx.com/
 
ユ,128198,株式会社ユードム
〒310-0803,茨城県⽔⼾市城南１−５−１１
2025-08-29
http://www.udom.co.jp
 
ユ,118617,株式会社ユーバー
〒581-0016,⼤阪府⼋尾市⼋尾⽊北４−８−１
2023-08-20
http://www.uber-corp.co.jp
 
ユ,123625,株式会社ユーパック
〒679-4108,兵庫県たつの市神岡町⼤住寺１０１９
2025-02-23
 
ユ,128593,株式会社ユーパック
〒519-1106,三重県⻲⼭市関町会下⼭神⾕１１１７−１２
2026-05-01
http://www.u-tc.com/u-pack/
 



ユ,121064,ＵＢＥ株式会社
〒105-8499,東京都港区芝浦１−２−１ シーバンスＮ館
2024-12-18
https://www.ube.co.jp
 
ユ,118596,株式会社ＵＢＥ科学分析センター
〒105-0004,東京都港区新橋２−２０−１５ 新橋駅前ビル１号館５０１号室
2023-06-21
https://www.ube-ind.co.jp/usal/
 
ユ,128422,ＵＢＥマシナリー株式会社
〒755-8633,⼭⼝県宇部市⼤字⼩串字沖ノ⼭１９８０
2025-12-10
http://www.ubemachinery.co.jp
 
ユ,106387,有限会社ユービッツ
〒060-0051,北海道札幌市中央区南１条東３−１０−１ 北海道⽇伊⽂化会館新館７Ｆ
2024-11-01
https://www.ubits.co.jp
 
ユ,128556,有限会社ユーメック
〒252-0244,神奈川県相模原市中央区⽥名３３０２−１
2026-03-27
 
ユ,129116,株式会社ユーメック
〒317-0073,茨城県⽇⽴市幸町２−６−１３
2023-10-15
http://www.yumec.net/
 
ユ,105231,ユーロフィンイーエージー株式会社
〒171-0021,東京都豊島区⻄池袋１−２１−７ 住友不動産池袋⻄⼝ビル７Ｆ
2024-09-10
https://www.eag.com/jp
 
ユ,223113,ユーロフィン⽇本環境株式会社
〒236-0003,神奈川県横浜市⾦沢区幸浦２丁⽬１番１３号
2024-05-01
http://www.eurofins.co.jp/
 
ユ,217665,ユーロフィン⽇本総研株式会社
〒430-0837,静岡県浜松市南区⻄島町１６２２番地
2026-03-24
https://www.eurofins.co.jp/%e7%92%b0%e5%a2%83%e5%88%86%e6%9e
%90/
 
ユ,214446,有限会社ユーワ⼯業
〒340-0003,埼⽟県草加市稲荷２ー２０ー８
2025-10-24
 
ユ,128401,湯浅⽷道⼯業株式会社
〒468-0066,愛知県名古屋市天⽩区元⼋事１−４７
2025-06-04
https://yuasa-yarnguide.co.jp
 
ユ,103637,ユアサエレクトロニクス株式会社



〒214-0021,神奈川県川崎市多摩区宿河原１−１−３３
2024-02-13
http://www.yuasaele.co.jp/
 
ユ,128493,ユアサ化成株式会社
〒604-0005,京都府京都市中京区丸太町通新町東⼊⽟植町２２２
2025-10-25
 
ユ,215619,有限会社湯朝ガラス店
〒740-0012,⼭⼝県岩国市元町２丁⽬１０番１４号
2024-10-02
 
ユ,228347,ユアサクオビス株式会社
〒101-0054,東京都千代⽥区神⽥錦町１丁⽬８番地
2024-08-10
http://www.yuasaquobis.co.jp/
 
ユ,104975,ユアサシステム機器株式会社
〒701-1341,岡⼭県岡⼭市北区吉備津２２９２−１
2023-11-16
 
ユ,118731,ユアサ商事株式会社
〒101-8580,東京都千代⽥区神⽥美⼟代町７
2024-03-13
http://www.yuasa.co.jp
 
ユ,105264,株式会社湯浅製作所
〒525-0041,滋賀県草津市⻘地町６４６−８
2024-10-12
http//www.yuasa-ss.co.jp/
 
ユ,220355,株式会社ユアサデザインルーム
〒545-0005,⼤阪府⼤阪市阿倍野区三明町２−８−１４
2024-10-12
http://www.ydr.co.jp
 
ユ,128427,ユアサ電池サービス株式会社
〒351-0012,埼⽟県朝霞市栄町４−１−１６
2025-03-02
http://www.yds-gr.com/
 
ユ,122775,ユアサ電池サービス販売株式会社
〒351-0012,埼⽟県朝霞市栄町４−１−１６
2024-11-14
https://www.yds-gr.com/
 
ユ,118860,ユアサネオテック株式会社
〒101-0053,東京都千代⽥区神⽥美⼟代町９−１
2024-04-17
https://yuasa-neotec.com
 
ユ,125791,ユアサネオテック株式会社
〒101-0053,東京都千代⽥区神⽥美⼟代町９−１ ＭＤ神⽥ビル５Ｆ
2023-09-14
https://yuasa-neotec.com



 
ユ,218450,株式会社ユアテック
〒983-8622,宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁⽬１番１号
2025-04-01
 
ユ,230165,株式会社ユアテック関東サービス
〒333-0861,埼⽟県川⼝市柳崎⼀丁⽬２０番３８号
2025-05-31
http://yurtec-ks.co.jp
 
ユ,228190,株式会社ユアテック宮城サービス
〒984-0042,宮城県仙台市若林区⼤和町五丁⽬２９番１５号
2024-06-21
https://yurtec-ms.co.jp/
 
ユ,231794,ユア・フィットサービス株式会社
〒595-0055,⼤阪府泉⼤津市なぎさ町６番１号きららセンタービル５０６号
2026-03-20
http://www.yoshidafusa.co.jp/wp/?page_id=106
 
ユ,103754,株式会社ユアブレインズ
〒532-0011,⼤阪市淀川区⻄中島４−２−２６ 天神第⼀ビル
2024-03-30
http://www.yourbrains.co.jp
 
ユ,231704,ユイコムネットワークス株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿四丁⽬２９番６号
2026-02-21
http://yuicom.net/
 
ユ,214923,株式会社ＵＩ
〒272-0805,千葉県市川市⼤野町１−３９７−７
2023-08-08
 
ユ,215931,株式会社友愛電気⼯事
〒306-0505,茨城県坂東市菅⾕１０１０番地の３
2025-01-22
https://yuai-dk.co.jp/
 
ユ,214699,株式会社友栄建設
〒861-2118,熊本県熊本市東区花⽴３丁⽬５番２号
2026-04-25
 
ユ,219368,有限会社勇加設備
〒734-0035,広島県広島市南区⼭城町１１−２２
2024-03-16
 
ユ,231782,株式会社ユウキ
〒651-0065,兵庫県神⼾市中央区割塚通五丁⽬２番１号
2026-03-14
 
ユ,218914,有限会社結城建設
〒510-0224,三重県鈴⿅市若松中⼀丁⽬３番３０号
2024-01-12
 



ユ,212461,有限会社雄暉建設⼯業
〒333-0861,埼⽟県川⼝市柳崎５ー１ー１
2025-02-06
 
ユ,103941,株式会社結城⼯業
〒974-8241,福島県いわき市⼭⽥町滑沢５−１
2024-08-27
http://yuuki-kougyou.co.jp/
 
ユ,222032,株式会社雄輝⼯業
〒212-0025,神奈川県川崎市幸区古川町６ー８
2025-11-01
 
ユ,222455,株式会社裕⽊⼯業
〒260-0808,千葉県千葉市中央区星久喜町８１１番地
2023-12-01
http://www.yuukikougyou-kaitai.co.jp/
 
ユ,227184,株式会社由貴⼯業
〒156-0043,東京都世⽥⾕区松原３丁⽬３０番６号
2020-12-01
 
ユ,502992,株式会社ユウキ⼯業
〒252-0254,神奈川県相模原市中央区下九沢１０９３−１
2023-11-12
http://www.yuki-k.co.jp
 
ユ,126421,株式会社結城⼯芸
〒300-2705,茨城県常総市豊⽥１８４９−１
2023-12-26
http://www.yukikougei.co.jp/
 
ユ,108203,ユウキ産業株式会社
〒536-0021,⼤阪市城東区諏訪３−１−１１
2024-07-22
 
ユ,118921,ユウキ産業株式会社
〒530-0035,⼤阪市北区同⼼１−７−１９
2024-09-18
http://yuuki-sangyo.jp/
 
ユ,127398,ユウキ産商株式会社
〒667-0300,兵庫県養⽗市⼤屋町由良５３９−２
2024-09-15
http://ykss-net.com/
 
ユ,230952,有輝電気有限会社
〒998-0063,⼭形県酒⽥市南新町⼆丁⽬３番２２号
2025-10-04
 
ユ,215845,結城電設株式会社
〒306-0002,茨城県古河市三杉町⼆丁⽬２１番８号
2024-12-18
 
ユ,220590,結貴電設株式会社



〒610-1103,京都府京都市⻄京区御陵峰ヶ堂町三丁⽬４５番地２
2024-12-27
https://yukidensetsu.co.jp
 
ユ,118492,株式会社友⽟園セラミックス
〒145-0064,東京都⼤⽥区上池台１−４６−２
2024-06-26
http://www.yugyokuen-ceramics.com/
 
ユ,213993,株式会社ユウケイ⼯業
〒329-1102,栃⽊県宇都宮市⽩沢町１８２５番地３２
2025-02-02
http://www.uk77.jp
 
ユ,103679,株式会社裕建
〒319-1221,茨城県⽇⽴市⼤みか町６−１７−１１
2024-03-05
 
ユ,213538,株式会社有建
〒558-0011,⼤阪府⼤阪市住吉区苅⽥４丁⽬１０ー１６
2024-01-06
 
ユ,220263,株式会社優建
〒338-0002,埼⽟県さいたま市中央区下落合２−１１−１２
2024-09-21
 
ユ,231948,有限会社ユウケン
〒680-0426,⿃取県⼋頭郡⼋頭町下坂３７０番地１７
2026-04-25
 
ユ,218959,有限会社勇健⼯業
〒510-1253,三重県三重郡菰野町⼤字潤⽥８１３−１３
2024-01-19
 
ユ,223222,友建⼯業株式会社
〒121-0823,東京都⾜⽴区伊興１−６−１８
2024-06-01
 
ユ,227150,雄健⼯業株式会社
〒869-0111,熊本県⽟名郡⻑洲町⼤字名⽯浜３５番地５
2023-11-01
http://www.yuuken.co.jp
 
ユ,213231,株式会社侑⽞堂
〒164-0012,東京都中野区本町２丁⽬１１番１１号
2026-05-13
https://www.yu-7.jp/
 
ユ,217469,株式会社優興
〒761-0121,⾹川県⾼松市牟礼町牟礼１３６８ー３
2026-01-14
 
ユ,217867,株式会社佑⼯業
〒552-0016,⼤阪府⼤阪市港区三先２−２０−６９−８０７
2023-06-30



 
ユ,228253,株式会社友興組
〒654-0121,兵庫県神⼾市須磨区妙法寺字廿苅１１２５ー１
2024-07-04
http://www.youkou-g.co.jp
 
ユ,219167,裕幸計装株式会社
〒152-0001,東京都⽬黒区中央町⼆丁⽬８番８号
2024-02-22
http://www.yukokeiso.com/
 
ユ,214761,雄光建設株式会社
〒755-0058,⼭⼝県宇部市⼤字中⼭３３番地１
2026-06-06
 
ユ,118677,株式会社友⼯社 下館事業所
〒308-0861,茨城県筑⻄市森添島１９２５
2023-09-08
http://www.yukosha-gr.co.jp/
 
ユ,128415,友光商事株式会社
〒577-0814,⼤阪府東⼤阪市南上⼩阪１０−３６
2024-12-20
http://www.yuko-shoji.com/
 
ユ,118619,友晃電気株式会社
〒335-0021,埼⽟県⼾⽥市新曽３１８−１
2023-09-30
http://www.yukodenki.co.jp
 
ユ,217424,有限会社裕光電気⼯事
〒206-0012,東京都多摩市⾙取２丁⽬６番地８ー１０３号
2026-01-07
 
ユ,118541,友宏ワイズ株式会社
〒462-0011,愛知県名古屋市北区五反⽥町３０２
2026-05-14
http://www.ykg.co.jp
 
ユ,210367,優虎電気株式会社
〒463-0037,愛知県名古屋市守⼭区天⼦⽥１丁⽬５０３番地
2024-06-12
 
ユ,100745,友剛建設株式会社
〒861-8002,熊本県熊本市北区⼸削５−２６−１
2026-05-16
 
ユ,218553,勇志建設株式会社
〒314-0021,茨城県⿅嶋市粟⽣３０３２−１
2023-10-20
 
ユ,106371,株式会社侑秀システムサービス
〒861-0561,熊本県⼭⿅市⿅央町岩原２１３０−１
2024-10-18
http://www.y-s-s.jp



 
ユ,219563,株式会社悠翔
〒486-0803,愛知県春⽇井市⻄⼭町１丁⽬３番地６７
2024-04-13
 
ユ,128506,友信株式会社
〒224-0044,神奈川県横浜市都筑区川向町１３５４−１
2026-03-19
 
ユ,213268,株式会社裕⼼
〒300-0427,茨城県稲敷郡美浦村⼤字布佐１８７４番地７
2026-06-17
 
ユ,217900,有限会社友⼼
〒161-0032,東京都新宿区中落合３−２８−１４
2023-07-07
 
ユ,228717,株式会社雄伸
〒920-0848,⽯川県⾦沢市京町１０番３３号
2024-11-29
 
ユ,508457,株式会社 友伸エンジニアリング
〒183-0014,東京都府中市是政２−１６−２３
2025-01-23
http://www.yushin.co.jp/
 
ユ,211071,株式会社友伸⼯業
〒165-0024,東京都中野区松が丘２丁⽬２番１２号
2025-04-20
_
 
ユ,127606,株式会社友進商会
〒570-0009,⼤阪府守⼝市⼤庭町２−８−２４
2024-12-05
 
ユ,127662,株式会社勇⼼スプリング
〒270-1403,千葉県⽩井市河原⼦２５０−１
2025-01-04
http://www.yushin-sp.co.jp
 
ユ,215400,株式会社ユウセイ
〒666-0023,兵庫県川⻄市東久代２丁⽬１３番７号
2024-05-15
 
ユ,127573,株式会社友成機⼯
〒420-0812,静岡市葵区古庄３−２８−２０
2024-11-24
http://www.yusei.co.jp
 
ユ,217934,株式会社友⽣コーポレーション
〒169-0075,東京都新宿区⾼⽥⾺場１丁⽬２８番７号
2023-07-14
 
ユ,215754,有限会社雄装
〒700-0845,岡⼭県岡⼭市南区浜野４丁⽬１４番２２号



2024-11-13
http://www.y-yusou.jp/
 
ユ,211388,株式会社ユウテック
〒661-0979,兵庫県尼崎市上坂部１丁⽬８番１ー１５２６号
2025-10-07
http://yutec.jp
 
ユ,231934,株式会社ユウテック
〒120-0005,東京都⾜⽴区綾瀬⼀丁⽬１９番１４号
2026-04-25
 
ユ,127411,株式会社ユウデン
〒121-0056,東京都⾜⽴区北加平町７−２３
2024-09-22
http://www.yuuden.co.jp/
 
ユ,215995,株式会社有電
〒406-0043,⼭梨県笛吹市⽯和町河内３６８番地の１
2025-02-05
http://www.youden.co.jp/
 
ユ,219250,有限会社ユウデン
〒814-0022,福岡県福岡市早良区原８丁⽬４０番１２ー１号
2024-03-09
 
ユ,230401,株式会社ユウ電⼯
〒701-0221,岡⼭県岡⼭市南区藤⽥６９０−１６
2025-07-12
https://www.yu-denko-22.com/
 
ユ,120893,株式会社有電社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿７−７−３０ ⼩⽥急⻄新宿Ｏ−ＰＬＡＣＥ８Ｆ
2024-02-21
https://www.yuden-net.co.jp
 
ユ,218060,株式会社雄電社
〒142-0064,東京都品川区旗の台２ー８ー２１
2024-04-01
http://www.yudensha.jp/
 
ユ,218790,株式会社裕電社
〒206-0025,東京都多摩市永⼭６−２−１４
2023-12-15
 
ユ,222849,株式会社友電社
〒260-0831,千葉県千葉市中央区港町２４ー１５
2024-03-01
 
ユ,230504,有限会社雄⾶電設
〒362-0015,埼⽟県上尾市緑丘３−１−１７
2025-07-19
https://www.yuhi-densetsu.co.jp
 
ユ,217319,有限会社友ホームサービス



〒252-0023,神奈川県座間市⽴野台⼀丁⽬１２番１１号
2025-11-19
 
ユ,224651,有限会社優⿓
〒861-8005,熊本県熊本市北区⿓⽥陳内３丁⽬３７番５４号
2025-04-01
 
ユ,508492,株式会社有隣堂
〒231-8623,神奈川県横浜市中区伊勢佐⽊町１丁⽬４番地１
2024-05-18
http://www.yurindo.co.jp
 
ユ,118887,株式会社ユウワ
〒384-0044,⻑野県⼩諸市⻄原７００−１
2024-05-26
http://www.yuwa-net.co.jp/
 
ユ,213778,株式会社友和
〒171-0033,東京都豊島区⾼⽥３−１０−１１鈴幸ビル２階
2021-07-28
 
ユ,229972,有限会社ユウワ
〒501-6006,岐⾩県⽻島郡岐南町伏屋６丁⽬８３番地
2023-09-29
 
ユ,214998,有限会社勇和技建
〒332-0002,埼⽟県川⼝市弥平１ー１４ー４
2023-09-19
 
ユ,219527,有限会社友和⼯業
〒738-0201,広島県廿⽇市市永原１１１６−５
2024-03-30
 
ユ,222208,友和商⼯株式会社
〒108-0073,東京都港区三⽥３丁⽬１１番３６号
2026-06-01
http://www.yuwa-shoko.co.jp/
 
ユ,215344,有限会社友和重機
〒971-8161,福島県いわき市⼩名浜諏訪町１８ー１８
2024-04-03
 
ユ,231256,友和電興株式会社
〒566-0052,⼤阪府摂津市⿃飼本町五丁⽬２番３５号
2025-11-08
 
ユ,230909,友和電設株式会社
〒982-0251,宮城県仙台市太⽩区茂庭⼆丁⽬３番地の２３
2025-09-27
 
ユ,101637,ユカインダストリーズ株式会社
〒146-0083,東京都⼤⽥区千⿃２−３４−１７
2024-09-03
http://www.yuka.co.jp
 



ユ,104988,油科学⼯事株式会社
〒210-0834,神奈川県川崎市川崎区⼤島３−６−２
2023-11-30
http://www.yukagaku.jp/
 
ユ,105833,油化産業株式会社
〒150-0013,東京都渋⾕区恵⽐寿４−１−１８ 恵⽐寿ネオナート７階
2023-01-31
 
ユ,129148,湯川王冠株式会社
〒859-3223,⻑崎県佐世保市広⽥４−２−９
2023-10-31
http://www.yukawaoukan.co.jp/
 
ユ,223749,株式会社湯川組
〒734-0036,広島県広島市南区旭⼀丁⽬１１番７号第２旭ビル３Ｆ
2024-11-01
http://www.yukawagumi.co.jp
 
ユ,223981,株式会社湯川商店
〒551-0021,⼤阪府⼤阪市⼤正区南恩加島５−８−１２
2022-01-01
 
ユ,129491,株式会社湯川鋳造所
〒640-8462,和歌⼭県和歌⼭市粟１９１
2024-07-02
http://www.yukawa-imono.co.jp/
 
ユ,210925,株式会社ユキエ建装
〒660-0874,兵庫県尼崎市⻄本町３ー２１
2025-02-23
http://yukie.co.jp
 
ユ,224199,株式会社ユキ・コーポレーション
〒498-0012,愛知県弥富市五之三町川平１８８番２１２
2025-02-01
 
ユ,218011,株式会社ユキ産業
〒811-2209,福岡県糟屋郡志免町王⼦⼀丁⽬２３番５号
2023-07-28
 
ユ,224942,雪印種苗株式会社
〒004-8531,北海道札幌市厚別区上野幌⼀条５丁⽬１番８号
2025-04-01
https://www.snowseed.co.jp/
 
ユ,118431,⾏⽥電線株式会社
〒536-0001,⼤阪府⼤阪市城東区古市１−２−１１
2025-05-15
http://www.yukita.co.jp/
 
ユ,104665,株式会社ユキテツ
〒822-0013,福岡県直⽅市溝堀２−５−１０
2026-03-06
 



ユ,215270,株式会社雪平⼯務店
〒211-0051,神奈川県川崎市中原区宮内４ー４ー３
2024-03-06
http://yukihira-koumuten.com
 
ユ,223551,株式会社⾏安⼯務店
〒572-0076,⼤阪府寝屋川市仁和寺本町６−１０−１０−８１０
2024-09-01
 
ユ,508452,ユキワ精⼯株式会社
〒947-0052,新潟県⼩千⾕市千⾕２６００−１
2024-03-08
https://www.yukiwa.co.jp
 
ユ,217547,株式会社由⽊電気
〒192-0907,東京都⼋王⼦市⻑沼町１３４ー２８４
2026-01-28
 
ユ,128517,油研化学株式会社
〒671-2244,兵庫県姫路市実法寺８１０
2025-11-26
http://www.yuken-chem.co.jp/
 
ユ,219508,株式会社遊佐⼯業
〒981-3363,宮城県富⾕市杜乃橋２丁⽬２２ー１
2024-03-30
 
ユ,217263,株式会社湯澤⼯業
〒272-0832,千葉県市川市曽⾕６−１７−１
2025-10-29
 
ユ,118546,油脂製品株式会社
〒541-0048,⼤阪市中央区⽡町２−２−７
2026-06-11
http://www.yushi.co.jp/
 
ユ,118859,ユシロ化学⼯業株式会社
〒146-8510,東京都⼤⽥区千⿃２−３４−１６
2024-06-12
 
ユ,505459,株式会社Ｅｕｇｅｎｕｓ Ｊａｐａｎ
〒108-0075,東京都港区港南２−１６−１品川イーストワンタワー４Ｆ
2023-09-07
https://www.eugenustech.com/
 
ユ,104809,株式会社ユタカ
〒466-0064,愛知県名古屋市昭和区鶴舞２−１６−８
2026-06-13
 
ユ,106624,株式会社ユタカ
〒146-0085,東京都⼤⽥区久が原５−１７−５
2025-04-06
http://www.yutaka-crown.com
 
ユ,129405,株式会社ユタカ



〒791-8044,愛媛県松⼭市⻄垣⽣町８２２−２
2024-04-03
http://www.kk-yutaka.co.jp
 
ユ,213452,ユタカ株式会社
〒910-2352,福井県福井市⼩宇坂町１８ー４１ー１
2023-09-30
 
ユ,210339,ユタカアド株式会社
〒465-0063,愛知県名古屋市名東区新宿１丁⽬２４番地
2024-05-29
 
ユ,501808,ユタカインテグレーション株式会社
〒536-0001,⼤阪府⼤阪市城東区古市１丁⽬４番２３号
2025-05-10
https://www.yutaka-net.co.jp/
 
ユ,128437,株式会社ユタカエンジニアリング
〒769-0105,⾹川県⾼松市国分寺町柏原２４８−１
2025-03-07
http://www.yutakaeng.co.jp
 
ユ,500852,株式会社豊解体⼯業（その他）
〒832-0051,福岡県柳川市佃町１３１２番地６
2024-08-04
https://www.yutaka-group.net/
 
ユ,216055,豊開発株式会社
〒542-0064,⼤阪府⼤阪市中央区上汐２丁⽬５番２９号
2025-02-19
 
ユ,212660,豊基礎⼯業株式会社
〒983-0007,宮城県仙台市宮城野区仙台港北⼆丁⽬１６番地の１
2025-06-05
 
ユ,223667,ユタカ技建株式会社
〒792-0017,愛媛県新居浜市若⽔町１丁⽬２番３０号
2024-10-01
 
ユ,126560,株式会社ゆたか技研⼯業
〒143-0003,東京都⼤⽥区京浜島２−１３−１１
2024-02-08
 
ユ,230574,豊建設株式会社
〒838-0101,福岡県⼩郡市美鈴が丘四丁⽬２１番地２
2025-08-02
 
ユ,212489,ユタカ建設⼯業株式会社
〒311-4153,茨城県⽔⼾市河和⽥町３８９１番地
2025-02-27
http://www.yutaka-k-k.com/
 
ユ,229128,ユタカ鋼業株式会社
〒115-0043,東京都北区神⾕３ー４１ー３
2025-06-21



http://www.yutaka-rr.co.jp
 
ユ,211679,株式会社ユタカ興建
〒441-0103,愛知県豊川市⼩坂井町⾨並３３番地２
2023-06-09
 
ユ,158420,豊鋼材⼯業株式会社
〒811-2413,福岡県粕屋郡篠栗町⼤字尾仲５７２
2024-11-26
 
ユ,223785,株式会社ユタカ⼯事
〒210-0866,神奈川県川崎市川崎区⽔江町６ー７
2024-11-01
 
ユ,128412,豊産業株式会社
〒651-2271,兵庫県神⼾市⻄区⾼塚台３−２−１２
2025-01-31
https://yutaka-kobe.co.jp/
 
ユ,210057,豊商事株式会社
〒470-1111,愛知県豊明市⼤久伝町東２５３番地
2023-11-21
 
ユ,223796,豊商事株式会社
〒314-0114,茨城県神栖市⽇川２１７ー１
2024-11-01
 
ユ,502768,豊樹脂⼯業株式会社
〒421-0121,静岡県静岡市駿河区広野三丁⽬２０番１４号
2024-11-14
http://www.yutaka-jushi.co.jp/
 
ユ,121498,株式会社ユタカ製作所
〒370-0883,群⾺県⾼崎市剣崎町６８
2024-05-12
http://www.yutaka-ss.co.jp
 
ユ,129219,有限会社豊製作所
〒510-8121,三重県三重郡川越町⼤字⾼松５８８
2024-01-15
http://www.yutaka-ss.jp/
 
ユ,220182,株式会社ゆたか設備
〒521-1341,滋賀県近江⼋幡市安⼟町上豊浦９１８番４
2024-08-24
 
ユ,217208,ユタカ設備⼯業株式会社
〒171-0043,東京都豊島区要町３丁⽬３１番１号
2025-10-15
https://yutakasetsubi.co.jp/
 
ユ,231904,ユタカ設備⼯業株式会社
〒133-0061,東京都江⼾川区篠崎町四丁⽬２３番１号
2026-04-18
 



ユ,104286,ユタカ電機株式会社
〒400-0113,⼭梨県甲斐市富⽵新⽥１３５５
2025-02-05
http://yutaka-denki.jp
 
ユ,230927,有限会社ユタカデンキ
〒515-2112,三重県松阪市曽原町６３４番地１
2025-09-27
 
ユ,503991,ユタカ電気株式会社
〒194-0005,東京都町⽥市南町⽥３−４５−３９
2024-07-04
http://www.yutakaelectric.co.jp/
 
ユ,118644,株式会社豊電機⼯業所
〒448-0857,愛知県刈⾕市⼤⼿町２−３３
2023-09-17
 
ユ,108213,株式会社ユタカ電機製作所
〒103-0026,東京都中央区⽇本橋兜町１４−９
2024-08-02
http://www.yutakadenki.jp
 
ユ,128435,株式会社豊電⼦⼯業
〒448-8533,愛知県刈⾕市⼀ツ⽊町５−１２−９
2025-01-17
http://www.ytk-e.com
 
ユ,502872,株式会社ユタカ電設
〒206-0811,東京都稲城市押⽴１０３３−８
2025-10-02
http://www.yutaka-e.co.jp
 
ユ,120640,株式会社ユタカ・トレンズ
〒153-0062,東京都⽬黒区三⽥２−１０−２５
2023-11-19
http://www.yutaka-trends.co.jp
 
ユ,108533,豊ファインパック株式会社
〒915-0801,福井県越前市家久町３１−１１−２
2022-06-22
http://www.finepack.co.jp
 
ユ,100156,株式会社ユダ
〒386-0041,⻑野県上⽥市⼤字秋和２３７−６
2025-08-09
http://www.yuda.jp/
 
ユ,218548,有限会社湯⽥組
〒377-0008,群⾺県渋川市渋川４６番地の３
2023-10-20
 
ユ,126249,ユテクジャパン株式会社
〒244-8511,神奈川県横浜市⼾塚区柏尾町２９４−５
2023-11-21



http://www.eutectic.asia/
 
ユ,104965,ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社
〒221-0056,神奈川県横浜市神奈川区⾦港町３−１ コンカード横浜１３階
2023-10-26
https://www.usjpc.com/
 
ユ,215307,ユナイテッド計画株式会社
〒018-1414,秋⽥県潟上市昭和豊川槻⽊字槻１３−１
2024-03-20
http://www.united-k.jp/
 
ユ,104688,有限会社ユナイテッド電⼦
〒250-0858,神奈川県⼩⽥原市⼩台１０４−８
2026-03-23
https://www.united-elec.com
 
ユ,106383,ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ株式会社
〒162-0843,東京都新宿区市⾕⽥町２−３７
2024-10-27
https://upt-co.com
 
ユ,215642,株式会社ユナイト
〒970-8026,福島県いわき市平字四町⽬５９Ｋハウス１階１Ｆ号室
2024-10-16
 
ユ,218695,ユナイト株式会社
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町１−１４−８
2023-12-08
 
ユ,226106,株式会社ユナイトボード
〒132-0021,東京都江⼾川区中央２丁⽬２３番１６号
2025-10-01
http://www.uniteboard.com
 
ユ,214636,ユニークコンセプト株式会社
〒115-0045,東京都北区⾚⽻２ー２８ー１１
2026-03-21
http://uni-cct.com/
 
ユ,103938,ユニアデックス株式会社
〒135-8560,東京都江東区豊洲１−１−１
2024-08-27
https://www.uniadex.co.jp/
 
ユ,104089,ユニインフォーメーション株式会社
〒144-0052,東京都⼤⽥区蒲⽥５−２８−４ ＥＣＳ第２７ビル７Ｆ
2024-10-19
http://www.uni-info.co.jp/
 
ユ,101293,株式会社ユニウッドコーポレーション
〒663-8162,兵庫県⻄宮市甲⼦園砂⽥町１−２４
2024-04-23
http://www.uni-wood.co.jp/
 



ユ,230274,株式会社ユニ・エレックス
〒800-0231,福岡県北九州市⼩倉南区⼤字朽網３９１４番地４７
2025-06-28
http://uni-elex.co.jp
 
ユ,214930,株式会社ユニ・エンジニアリング
〒206-0802,東京都稲城市東⻑沼１５０６
2023-08-08
 
ユ,105882,株式会社ユニオン
〒370-0862,群⾺県⾼崎市⽚岡町３−２−１１
2026-03-23
http://www.union-sci.co.jp/
 
ユ,225644,ユニオン株式会社
〒550-0015,⼤阪府⼤阪市⻄区南堀江２ー１３ー２２
2025-07-01
https://www.artunion.co.jp/
 
ユ,230922,有限会社ユニオン
〒629-2303,京都府与謝郡与謝野町字⽯川５３４番地１
2025-09-27
 
ユ,103141,株式会社ユニオンアロー・テクノロジー
〒721-0962,広島県福⼭市東⼿城町２−１０−７
2026-04-11
http://www.uat-inc.co.jp/
 
ユ,128466,株式会社ユニオンエレクトロニクスソリューション
〒140-0014,東京都品川区⼤井１−４７−１ ＮＴビル１２Ｆ
2025-09-13
http://www.union-es.com/
 
ユ,128494,ユニオンエレックス株式会社
〒509-9131,岐⾩県中津川市千旦林４７６−１６
2025-04-19
http://www.uelecs.com/
 
ユ,227786,ユニオンエンジニアリングセンター株式会社
〒240-0003,神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区天王町１丁⽬１１番３号
2024-03-29
 
ユ,100647,ユニオン機⼯株式会社
〒509-7123,岐⾩県恵那市三郷町野井２１４７−４
2026-03-09
http://www.union-kikou.co.jp
 
ユ,210360,ユニオンキャピタル株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿７−７−２６
2021-06-12
http://www.union-ca.co.jp/
 
ユ,210370,株式会社ユニオン技建
〒534-0016,⼤阪府⼤阪市都島区友渕町１丁⽬３番１０５−５０１号
2024-06-18



https://www.kk-union.com/
 
ユ,105291,株式会社ユニオンクリエーション
〒226-0006,神奈川県横浜市緑区⽩⼭１−１−１１ ２Ｆ
2024-10-17
http://www.unioncreation-jp.com
 
ユ,217298,株式会社ユニオン建設
〒050-0083,北海道室蘭市東町２丁⽬２番１５号
2025-11-12
http://www.unionkensetsu.co.jp/
 
ユ,126481,ユニオン⼯芸有限会社
〒419-0125,静岡県⽥⽅郡函南町肥⽥３２５−２
2024-01-17
 
ユ,105817,株式会社ユニオンサービス
〒437-1112,静岡県袋井市⼤野６５１５−１
2026-01-10
http://www.union-service.jp
 
ユ,105679,ユニオン産業株式会社
〒444-0871,愛知県岡崎市⼤⻄３−１３−１２
2025-09-03
 
ユ,106861,ユニオン産業株式会社
〒939-8232,富⼭県富⼭市南央町３−３３
2026-01-23
http://www.union-industry.co.jp/
 
ユ,219663,ユニオン住宅機器株式会社
〒165-0024,東京都中野区松が丘２丁⽬９番１０号ニュー松が丘マンション２階
2024-04-27
http://www.union-jk.co.jp/
 
ユ,122681,株式会社ユニオン精密
〒243-0303,神奈川県愛甲郡愛川町中津６９４０
2024-10-22
http://www.union-s.co.jp/
 
ユ,118418,株式会社ユニオンダイキャスティング
〒174-0063,東京都板橋区前野町２−３０−９
2025-12-10
http://www.union-dc.co.jp
 
ユ,118539,ユニオンツール株式会社
〒140-0013,東京都品川区南⼤井６−１７−１
2026-04-01
https://www.uniontool.co.jp
 
ユ,219814,株式会社ユニオンテック
〒564-0033,⼤阪府吹⽥市東御旅町８番４０号
2024-06-01
http://www.kk-uniontec.com
 



ユ,105579,ユニオン電機株式会社
〒161-0033,東京都新宿区下落合１−３−４
2025-06-04
http://www.union-elec.jp/
 
ユ,129404,株式会社ユニオン電器
〒508-0203,岐⾩県中津川市福岡１１１４−２
2024-04-03
http://www.union-denki.com/
 
ユ,118581,ユニオン電⼦⼯業株式会社
〒222-0033,横浜市港北区新横浜３−２４−１１
2026-05-31
http://www.union-electric.co.jp/
 
ユ,505587,ユニオン電装株式会社
〒509-9232,岐⾩県中津川市坂下２１２番地１
2024-05-14
https://uniondenso.co.jp/
 
ユ,229551,有限会社ユニオンプランナー
〒020-0832,岩⼿県盛岡市東⾒前８地割４番地１
2026-03-05
 
ユ,108803,ユニオンマシナリ株式会社
〒252-0243,神奈川県相模原市中央区上溝１９３６−１９
2025-12-07
http://www.umj.co.jp
 
ユ,216173,株式会社ユニオンメタル
〒194-0045,東京都町⽥市南成瀬４丁⽬１−１９芳成ビル３Ｆ−Ｂ
2025-03-19
https://unionmetal.jp/
 
ユ,124750,株式会社ユニカ
〒257-0018,神奈川県秦野市今泉台２−５−１３
2025-12-22
http://unica-jp.net/
 
ユ,105224,株式会社ユニキャスト
〒319-1221,茨城県⽇⽴市⼤みか町３−１−１２
2024-08-23
http://www.unicast.ne.jp/
 
ユ,118868,ユニクラフトナグラ株式会社
〒431-0411,静岡県湖⻄市⼊出３５０−１
2024-07-18
http://www.unicraft-nagura.co.jp
 
ユ,102448,株式会社ユニケミー
〒456-0034,愛知県名古屋市熱⽥区伝⾺１−１１−１
2025-03-11
http://www.unichemy.co.jp
 
ユ,118949,株式会社ユニ研



〒508-0111,岐⾩県中津川市瀬⼾４７３−１３
2024-09-06
https://www.uniken.co.jp/
 
ユ,503854,株式会社ユニコム
〒530-0044,⼤阪府⼤阪市北区東天満２−２−７−１００１
2023-11-16
http://www.unicom-world.com
 
ユ,210495,株式会社ユニコン
〒690-8558,島根県松江市東朝⽇町２９番地
2024-08-24
https://www.web-unicon.co.jp/
 
ユ,229868,ユニコン・エージェンシー株式会社
〒981-1241,宮城県名取市⾼舘熊野堂字今成⻄２８ー３
2023-07-28
 
ユ,103694,株式会社ユニコンシステム
〒559-0013,⼤阪府⼤阪市住之江区御崎６−４−２８
2024-03-11
 
ユ,127718,ユニコントロールズ株式会社
〒279-0002,千葉県浦安市北栄４−１０−２５
2025-02-01
https://www.unicontrols.co.jp/
 
ユ,218511,株式会社ユニサス
〒730-0826,広島県広島市中区南吉島１丁⽬２番３７号
2023-10-13
http://www.unisas.co.jp/
 
ユ,100527,ユニシステム株式会社
〒171-0031,東京都豊島区⽬⽩２−１６−２０ ＴＣＳ−ＨＤ南池袋ビル
2025-12-27
https://www.unisystem.co.jp/
 
ユ,231067,株式会社ユニショウ
〒007-0804,北海道札幌市東区東苗穂四条⼀丁⽬１２番７号
2025-10-18
 
ユ,117379,株式会社ユニス
〒379-2236,群⾺県伊勢崎市⼋⼨町４６９６−１
2023-10-19
http://www.unis-t.jp/
 
ユ,504345,株式会社ユニスティ
〒105-0012,⼤阪府⼤阪市北区堂島１丁⽬６番２０号
2026-05-19
http://www.unisty.co.jp/
 
ユ,129958,株式会社ユニソク
〒573-0131,⼤阪府枚⽅市春⽇野２−４−３
2025-04-27
http://www.unisoku.co.jp



 
ユ,224805,株式会社ユニゾン
〒116-0012,東京都荒川区東尾久１丁⽬２６番７号
2025-04-01
_
 
ユ,212973,ユニタイトシステムズ株式会社
〒651-2271,兵庫県神⼾市⻄区⾼塚台３丁⽬１番地の１２
2025-12-25
http://unytite.com/
 
ユ,118477,株式会社ユニタス
〒110-0005,東京都台東区上野１−１−１２
2024-09-11
https://www.unitus-jp.com
 
ユ,218415,株式会社ユニタス
〒541-0047,⼤阪府⼤阪市中央区淡路町２丁⽬１番１号
2025-03-01
http://www.unitas.co.jp/
 
ユ,126383,株式会社ユニタック
〒722-0212,広島県尾道市美ノ郷町本郷字新本郷１−６０
2023-12-19
http://www.unitac.net
 
ユ,218987,株式会社ユニタック
〒110-0015,東京都台東区東上野３丁⽬１８番１号
2024-01-26
 
ユ,118548,ユニチカ株式会社
〒541-0056,⼤阪市中央区久太郎町４−１−３
2023-08-03
http://www.unitika.co.jp/
 
ユ,217026,株式会社ユニックス
〒164-0013,東京都中野区弥⽣町２丁⽬１０番５号
2025-09-03
https://unixnet.co.jp/
 
ユ,219739,株式会社ユニックス
〒143-0002,東京都⼤⽥区城南島２丁⽬２番２号
2024-05-18
https://www.unix-coltd.co.jp/
 
ユ,120398,株式会社ユニック電機
〒537-0001,⼤阪市東成区深江北１−１１−２２
2023-09-12
http://www.unic-japan.com
 
ユ,219742,ユニック輸送センター株式会社
〒342-0001,埼⽟県吉川市上内川４２５番地１
2024-05-18
 
ユ,220421,ユニット株式会社



〒173-0004,東京都板橋区板橋２−３−２０
2024-11-01
https://www.unit-signs.co.jp/
 
ユ,122306,ユニット産業株式会社
〒132-0014,東京都江⼾川区東瑞江１−２７−３ ⼤庭ビル４Ｆ
2024-08-12
http://www.unitsangyo.jp/
 
ユ,226963,株式会社ユニテ
〒113-0033,東京都⽂京区本郷２−１４−１４
2023-08-01
http://www.unite.co.jp
 
ユ,104031,ユニティ・ソフト株式会社
〒812-0011,福岡市博多区博多駅前１−７−２２ 第１４岡部ビル４Ｆ
2024-10-08
https://www.g-unity.jp/
 
ユ,230343,株式会社ユニティーシステム
〒870-0854,⼤分県⼤分市⽻屋四丁⽬８番１０号
2025-07-05
https://www.unity-system.co.jp
 
ユ,231986,株式会社ユニティハウス
〒730-0844,広島県広島市中区⾈⼊幸町２３番７号
2026-05-09
https://www.unityhouse.co.jp
 
ユ,124462,ユニテク株式会社
〒359-1152,埼⽟県所沢市北野１−２５−１０
2025-09-07
http://www.unitechkk.co.jp
 
ユ,118475,ユニテクノ株式会社
〒108-0023,東京都港区芝浦２−１３−９
2024-02-04
http://www.unitechno.co.jp
 
ユ,128442,株式会社ユニテック
〒493-0006,愛知県⼀宮市⽊曽川町内割⽥⼀の通り２４
2025-02-05
http://www.uni-tec.co.jp
 
ユ,129009,株式会社ユニテック
〒259-1141,神奈川県伊勢原市上粕屋７９８−１
2026-06-30
https://unitech-net.jp/
 
ユ,214451,有限会社ユニテック
〒135-0016,東京都江東区東陽５ー１ー２
2025-10-31
 
ユ,102447,ユニテックジャパン株式会社
〒663-8113,兵庫県⻄宮市甲⼦園⼝２−２１−３ ピュア甲⼦園⼝２Ｆ



2025-03-11
 
ユ,227112,株式会社ユニテックス
〒981-3102,宮城県仙台市泉区向陽台四丁⽬２０番１８号
2023-10-01
 
ユ,503302,株式会社ユニテックス
〒194-0021,東京都町⽥市中町２−２−４ ユニテックスビル
2024-11-25
https://www.unitex.co.jp
 
ユ,118428,ユニ電⼦株式会社
〒140-0001,東京都品川区北品川３−６−１７
2025-12-11
http://www.uni-elec.co.jp/
 
ユ,126815,ユニデンホールディングス株式会社
〒104-8512,東京都中央区⼋丁堀２−１２−７ ユニデンビル８Ｆ
2024-04-18
http://www.uniden.co.jp
 
ユ,120597,株式会社ユニバーサル
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚３−２１−７
2023-11-11
http://www.u-s-l.co.jp
 
ユ,128440,株式会社ユニバーサル
〒101-0025,東京都千代⽥区神⽥佐久間町３−１９ 東邦沢⼝ビル３階
2024-11-29
 
ユ,129656,株式会社ユニバーサルウィング
〒101-0032,東京都千代⽥区岩本町３−８−１５ 千代⽥ＮＳＯビル４Ｆ
2024-12-02
http://www.u-wing.co.jp
 
ユ,226997,株式会社ユニバーサル⾦属製作所
〒661-0003,兵庫県尼崎市富松町３丁⽬３５番７号
2023-09-01
 
ユ,216767,株式会社ユニバーサル建設
〒541-0053,⼤阪府⼤阪市中央区本町２丁⽬６番１０号
2025-06-25
https://www.univ-const.co.jp/
 
ユ,505433,株式会社ユニバーサルコムピューターシステム
〒104-0061,東京都中央区銀座七丁⽬１６番１２号 Ｇ−７ビルディング５階
2026-07-02
http://www.ucs.jp/
 
ユ,508474,株式会社ユニバーサル商事
〒251-0047,神奈川県藤沢市辻堂６丁⽬１６番６３号
2026-03-12
 
ユ,214204,株式会社ユニバーサルトレジャー
〒160-0016,東京都新宿区信濃町１１番地４号五⼗嵐ビル



2025-05-24
http://www.uni-tre.co.jp
 
ユ,118956,株式会社ユニバース
〒587-0062,⼤阪府堺市美原区太井４７６−２１
2024-10-02
http://www.universe-inc.com/
 
ユ,214167,株式会社ユニバースサイン
〒371-0826,群⾺県前橋市⻘葉町２５番地１
2025-04-26
 
ユ,214416,ユニバース通信株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野２ー１ー１フリーアネックスビル
2025-10-04
http://www.uclnet.co.jp
 
ユ,123957,株式会社ユニバンス
〒431-0494,静岡県湖⻄市鷲津２４１８
2025-06-14
http://www.uvc.co.jp
 
ユ,126110,ユニパルス株式会社
〒103-0005,東京都中央区⽇本橋久松町９−１１
2023-11-10
http://www.unipulse.com/
 
ユ,505141,株式会社ユニビジョン
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥７丁⽬２４番４号 ＫＵビル８階
2024-10-12
https://www.uni-vision.jp/
 
ユ,126292,株式会社ユニファイブ
〒101-0041,東京都千代⽥区神⽥須⽥町１−１２−６
2023-11-28
http://www.unifive.com
 
ユ,213056,株式会社ユニフロー
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥２ー３０ー４
2026-02-19
http://www.uniflow.co.jp
 
ユ,508440,ユニプレス株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜１−１９−２０ ＳＵＮ ＨＡＭＡＤＡ ＢＬＤＧ．５階
2023-09-18
www.unipres.co.jp
 
ユ,504000,ユニペックス株式会社
〒573-1132,⼤阪府枚⽅市招提⽥近３−６
2024-07-30
http://www.unipex.co.jp
 
ユ,122119,ユニマイクロンジャパン株式会社
〒061-1405,北海道恵庭市⼾磯５７３−１９
2025-07-30



 
ユ,104438,株式会社ユニロック
〒194-0215,東京都町⽥市⼩⼭ヶ丘２−２−２９
2025-06-30
 
ユ,217335,有限会社ユニワークス
〒457-0022,愛知県名古屋市南区明円町２６１番地の１
2025-11-26
http://uniworks.co.jp/
 
ユ,103707,株式会社ユビキタスＡＩコーポレーション
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿１−２１−１ 明宝ビル６Ｆ
2024-03-17
https://www.ubiquitous-ai.com/
 
ユ,114337,株式会社ユビテック
〒106-0047,東京都港区南⿇布３−２０−１
2023-09-03
https://www.ubiteq.co.jp/
 
ユ,100538,株式会社ユビテックソリューションズ
〒106-0047,東京都港区南⿇布３−２０−１ Ｄａｉｗａ⿇布テラス３Ｆ
2026-01-07
http://www.ubiteq-solutions.co.jp/
 
ユ,108293,由布合成化学株式会社
〒143-0024,東京都⼤⽥区中央４−３５−８
2024-09-20
http://www.yufu-gosei.co.jp
 
ユ,128534,株式会社ユミノ⾦属⼯業
〒312-0016,茨城県ひたちなか市松⼾町２−１４−２８
2026-01-07
http://www.yumikin.jp/
 
ユ,100419,⼸⼭産業株式会社
〒317-0073,茨城県⽇⽴市幸町２−６−１３
2025-11-04
 
ユ,229102,株式会社ゆめあ建設
〒791-8036,愛媛県松⼭市⾼岡町９００−２４
2025-06-06
 
ユ,104626,株式会社Ｙｏｕｍｅシステム
〒802-0002,北九州市⼩倉北区京町４−３−１０ 尾崎繊維ビル４Ｆ
2026-01-12
 
ユ,212086,株式会社ユメシン
〒983-0013,宮城県仙台市宮城野区中野１ー３ー２６
2024-03-08
 
ユ,118422,ユメックス株式会社
〒360-0804,埼⽟県熊⾕市代５３１
2024-04-07
http://www.yumex.gr.jp/



 
ユ,504960,株式会社夢テクノロジー
〒101-0022,東京都千代⽥区神⽥練塀町３００番地 住友不動産秋葉原駅前ビル６Ｆ
2023-09-21
https://www.yume-tec.co.jp/
 
ユ,218835,ユメデン建設株式会社
〒103-0013,東京都中央区⽇本橋⼈形町３丁⽬８番２号５階
2023-12-22
https://yumeden-inc.co.jp/
 
ユ,227043,湯本内装株式会社
〒361-0025,埼⽟県⾏⽥市⼤字埼⽟３３３１
2023-09-01
 
ユ,100509,株式会社湯⼭精⼯
〒401-0512,⼭梨県南都留郡忍野村内野４９４０
2025-12-20
 
ユ,220351,株式会社由利
〒151-0071,東京都渋⾕区本町５−４３−１６
2024-10-12
 
ユ,100323,ユリ精⼯株式会社
〒018-0311,秋⽥県にかほ市⾦浦字⽊の浦⼭２７
2025-09-21
 
ヨ,105201,株式会社ヨーゼン
〒418-0004,静岡県富⼠宮市三園平１２５０
2024-08-02
 
ヨ,101667,株式会社ヨータイ
〒597-0093,⼤阪府⾙塚市⼆⾊中町８−１
2024-09-14
http://www.yotai.co.jp/
 
ヨ,104899,ヨーホー電⼦株式会社
〒571-0017,⼤阪府⾨真市四宮６−６−４６
2023-08-29
http://yoho-denshi.com/
 
ヨ,230687,よいろ電設 ⻄川義広（その他）
〒639-1061,奈良県⽣駒郡安堵町東安堵１８３−２
2025-08-09
 
ヨ,118417,株式会社⽤賀精⼯社
〒158-0097,東京都世⽥⾕区⽤賀２−３６−１８
2024-07-18
http://www.yoga-seikosha.jp/
 
ヨ,210242,有限会社洋建築事務所
〒248-0023,神奈川県鎌倉市極楽寺１ー８ー１４
2024-03-26
 
ヨ,216925,株式会社陽光



〒662-0857,兵庫県⻄宮市中前⽥町１番３１ー２０１号
2025-07-23
 
ヨ,212723,陽光建設株式会社
〒982-0034,宮城県仙台市太⽩区⻄多賀３丁⽬８番１０号
2025-07-03
http://www.yokokensetsu.com/
 
ヨ,106617,陽光建物サービス株式会社
〒462-0844,愛知県名古屋市北区清⽔５−１９−１４
2025-03-28
http://www.youkou.co.jp
 
ヨ,101334,洋光電⼦株式会社
〒164-0002,東京都中野区上⾼⽥２−４９−５
2024-05-09
http://www.yokodenshi.co.jp/
 
ヨ,218819,陽⻄建設株式会社
〒321-0165,栃⽊県宇都宮市緑４丁⽬７番１３号
2023-12-22
 
ヨ,215705,洋伸建設株式会社
〒730-0012,広島県広島市中区上⼋丁堀４番１号
2024-10-30
http://www.yoshin-const.co.jp/
 
ヨ,223445,溶接検査株式会社
〒985-0874,宮城県多賀城市⼋幡２−１６−１０
2024-08-01
https://www.yosetsukensa.com/
 
ヨ,102137,洋泉興業株式会社
〒370-0532,群⾺県⾢楽郡⼤泉町坂⽥１−１−１
2025-01-16
http://www.yosen.co.jp
 
ヨ,218537,⽤松⼯業株式会社
〒819-0043,福岡県福岡市⻄区野⽅６丁⽬９番６号
2023-10-20
 
ヨ,223851,洋林建設株式会社
〒745-0015,⼭⼝県周南市平和通１丁⽬２６番地
2024-12-01
https://yorin.jp/html/
 
ヨ,103802,株式会社陽和
〒800-0231,福岡県北九州市⼩倉南区⼤字朽網３９１４−７５
2024-04-20
http://www.yohwa.co.jp/
 
ヨ,217128,株式会社洋和電設⼯業
〒970-0316,福島県いわき市⼩名浜下神⽩字三崎１１ー１５
2025-09-17
http://youwadensetsu.jp



 
ヨ,216646,株式会社横井機販
〒526-0015,滋賀県⻑浜市神照町７４４番地
2025-06-18
http://www.yokoi-k.co.jp
 
ヨ,223132,株式会社横井業務店
〒460-0008,愛知県名古屋市中区栄４ー１２ー１３
2024-06-01
 
ヨ,210464,横井建設⼯業株式会社
〒444-0053,愛知県岡崎市板屋町２２２番地
2024-08-03
 
ヨ,212220,株式会社横井⼯務店
〒191-0034,東京都⽇野市落川５０７番地３
2024-06-20
http://yokoi-komuten.com/
 
ヨ,219078,株式会社横井製作所
〒573-1153,⼤阪府枚⽅市招提⼤⾕⼆丁⽬１７番１号
2024-02-09
https://www.yokoi.co.jp/
 
ヨ,219404,株式会社横井ダクト
〒242-0012,神奈川県⼤和市深⾒東１丁⽬６番２３号
2024-03-23
 
ヨ,105822,横井鋳⼯株式会社
〒601-8303,京都府京都市南区吉祥院⻄ノ庄⻄中町４６
2026-01-16
http://www.yokoi-chuko.co.jp/
 
ヨ,106523,株式会社横井モールド
〒509-0232,岐⾩県可児市⼆野２１２７
2025-01-18
http://www.yokoi-gr.jp/
 
ヨ,222338,横内建塗⼯業株式会社
〒851-2107,⻑崎県⻄彼杵郡時津町久留⾥郷１４３９−４９
2023-11-01
 
ヨ,221725,株式会社横内⼯業
〒133-0065,東京都江⼾川区南篠崎町４ー１５ー５
2025-06-01
http://www.yokouchi.co.jp
 
ヨ,104778,ヨコウン株式会社
〒013-0072,秋⽥県横⼿市卸町８−１４
2026-05-23
http://www.yokoun.co.jp/
 
ヨ,106497,有限会社横江製作所
〒525-0061,滋賀県草津市北⼭⽥町１１９
2025-01-12



 
ヨ,108930,株式会社ヨコオ
〒370-2495,群⾺県富岡市神農原１１１２
2024-03-07
 
ヨ,122950,株式会社横尾製作所
〒322-0305,栃⽊県⿅沼市⼝粟野５８−１
2025-01-07
http://www.yokoo-ss.co.jp/
 
ヨ,100411,横尾精密⼯業株式会社
〒322-0302,栃⽊県⿅沼市深程１７１−１
2025-10-25
 
ヨ,100957,株式会社ヨコオテック
〒322-0305,栃⽊県⿅沼市⼝粟野１２６０
2023-12-14
http://www.yokootec.co.jp/
 
ヨ,104978,株式会社横川
〒140-0014,東京都品川区⼤井３−６−１６
2023-11-16
 
ヨ,103664,株式会社横川⽊型製作所
〒851-3103,⻑崎県⻑崎市琴海⼾根町２６９４−２
2024-02-26
http://www.yokogawa-kigata.co.jp/
 
ヨ,226715,株式会社横河システム建築
〒273-0026,千葉県船橋市⼭野町４７ー１
2026-05-01
https://www.yokogawa-yess.co.jp/
 
ヨ,108683,横河商事株式会社
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥３−６−２１
2025-09-18
http://www.yokogawa.com/jp-ycl/
 
ヨ,111366,横河ソリューションサービス株式会社
〒180-8750,東京都武蔵野市中町２−９−３２
2023-12-20
http://www.yokogawa.co.jp/
 
ヨ,108680,横河電機株式会社
〒180-8750,東京都武蔵野市中町２−９−３２
2024-01-29
http://www.yokogawa.co.jp
 
ヨ,218569,株式会社横川電気
〒791-0222,愛媛県東温市下林甲１８６１番地３２
2023-10-27
 
ヨ,221716,株式会社横河ブリッジ
〒273-0026,千葉県船橋市⼭野町２７番地
2025-06-01



http://www.yokogawa-bridge.co.jp
 
ヨ,108025,横河マニュファクチャリング株式会社
〒180-8750,東京都武蔵野市中町２−９−３２
2023-10-21
http://www.yokogawa.com/jp-ymg/
 
ヨ,108107,横河レンタ・リース株式会社
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿１−２３−７ 新宿ファーストウエスト４Ｆ
2026-03-29
https://www.yrl.com
 
ヨ,129864,横建⼯業株式会社
〒312-0044,茨城県ひたちなか市元町２−８
2025-03-29
 
ヨ,228400,株式会社横須賀軽⾦
〒238-0314,神奈川県横須賀市須軽⾕１０１２番地
2024-08-23
 
ヨ,219113,有限会社よこすか建設
〒312-0042,茨城県ひたちなか市東⼤島４−１３−１１
2024-02-16
 
ヨ,104004,横須賀ソフトウェア株式会社
〒238-0012,神奈川県横須賀市安浦町２−９−３
2024-10-01
https://www.yokosukasoft.co.jp/
 
ヨ,217631,ヨコセＡＶシステム株式会社
〒950-0952,新潟県新潟市中央区親松８２番地６
2026-03-10
http://www.yokose.co.jp/
 
ヨ,210582,有限会社横⽥
〒165-0026,東京都中野区新井２丁⽬３１番１７号１０２
2024-10-06
 
ヨ,106209,株式会社ヨコタエンタープライズ
〒452-0833,愛知県名古屋市⻄区⼭⽊１−１６５
2024-04-16
 
ヨ,210772,株式会社横⽥海事
〒104-0052,東京都中央区⽉島２ー１６ー７
2024-12-16
 
ヨ,226342,横⽥建設株式会社
〒912-0053,福井県⼤野市春⽇３丁⽬１８−９
2026-01-01
 
ヨ,124778,ヨコタ⼯業株式会社
〒578-0947,⼤阪府東⼤阪市⻄岩⽥３−５−５５
2025-12-27
https://www.yokota-kogyo.co.jp
 



ヨ,211773,横⽥鋼業株式会社
〒761-0445,⾹川県⾼松市⻄植⽥町１２０ー１１
2026-07-27
http://yokota-kk.jp/
 
ヨ,230960,横⽥⼯業株式会社
〒562-0035,⼤阪府箕⾯市船場東三丁⽬６番６１号
2025-10-04
https://www.yokotakogyo.co.jp
 
ヨ,120711,有限会社横⽥精機⼯業所
〒171-0052,東京都豊島区南⻑崎６−２２−７
2023-12-13
 
ヨ,504693,有限会社横⽥製袋所
〒162-0801,東京都新宿区⼭吹町３６１
2026-06-16
 
ヨ,118946,横⽥⽯油株式会社
〒672-8057,兵庫県姫路市飾磨区恵美酒１４７
2024-09-28
http//www.yokota-oil.co.jp
 
ヨ,222536,株式会社横⽥塗装店
〒984-0022,宮城県仙台市若林区五橋３丁⽬５番３９号
2024-01-01
 
ヨ,105105,横⼿精⼯株式会社
〒013-0811,秋⽥県横⼿市安本字南御所野１０−１８
2024-04-23
http://www.ypi.co.jp/
 
ヨ,504576,横⼿通商株式会社
〒530-0041,⼤阪府⼤阪市北区天神橋３丁⽬４番２８号
2025-07-12
 
ヨ,221512,有限会社横⼿鈑⾦⼯業所
〒020-0517,岩⼿県岩⼿郡雫⽯町黒沢川１３９番地１
2025-04-01
 
ヨ,211935,ヨコトク株式会社
〒231-0033,神奈川県横浜市中区⻑者町４ー９ー８
2023-12-08
http://www.yokotoku.co.jp
 
ヨ,125105,有限会社横友⼯業所
〒230-0078,神奈川県横浜市鶴⾒区岸⾕２−２−４
2026-01-18
 
ヨ,223061,株式会社横浜アクロス
〒241-0812,神奈川県横浜市旭区⾦が⾕２−１−２
2024-05-01
 
ヨ,118924,横浜エレベータ株式会社
〒231-0025,横浜市中区松影町２−８−６



2024-08-24
http://www.yokohama-elevator.jp/
 
ヨ,213464,横浜エンジニアリング株式会社
〒231-0031,神奈川県横浜市中区万代町１丁⽬２番１２号
2023-10-14
http://www.e-yec.jp
 
ヨ,127294,有限会社横浜エンジニアリングサービス
〒224-0053,横浜市都筑区池辺町３４３５−１
2026-04-08
http://www.yes-yokohama.com/
 
ヨ,229330,株式会社横浜オペレーション
〒240-0023,神奈川県横浜市保⼟ケ⾕区岩井町１５番地３
2025-10-19
http://www.y-o-s.com
 
ヨ,124504,横浜化成株式会社
〒108-8388,東京都港区芝５−３１−１６
2025-09-22
http://www.yokohamakasei.com/
 
ヨ,226679,横浜硝⼦株式会社
〒007-0835,北海道札幌市東区北三⼗五条東２７丁⽬２ー１７
2026-05-01
 
ヨ,501706,横浜機⼯株式会社
〒236-8647,神奈川県横浜市⾦沢区福浦⼆丁⽬１１番１
2025-04-08
http://www.yokohamakiko.com/
 
ヨ,118854,横浜⽊村鍍研材株式会社
〒230-0031,横浜市鶴⾒区平安町１−３９−５
2024-06-05
http://www.tokenzai.jp
 
ヨ,210440,株式会社横浜協⽴
〒236-0004,神奈川県横浜市⾦沢区福浦２ー１８ー６
2024-07-22
http://www.y-kyouritsu.co.jp/
 
ヨ,223517,横浜共⽴鋼業株式会社
〒245-0003,神奈川県横浜市泉区岡津町２３０４ー１
2024-08-01
 
ヨ,227278,株式会社横浜⾦属⼯業
〒233-0007,神奈川県横浜市港南区⼤久保３−５−２４
2024-01-10
 
ヨ,223411,株式会社横浜グリーン
〒244-0004,神奈川県横浜市⼾塚区⼩雀町１２６９
2021-08-01
 
ヨ,129673,横浜ケミカル株式会社



〒230-0004,神奈川県横浜市鶴⾒区元宮２−４−５５
2024-12-04
http://www.yoko-chemi.co.jp/
 
ヨ,218571,有限会社横浜建装
〒224-0053,神奈川県横浜市都筑区池辺町４４３５
2023-10-27
 
ヨ,122009,横浜ゴムＭＢジャパン株式会社
〒105-8685,東京都港区新橋５−３６−１１ 浜ゴムビル４Ｆ
2024-07-30
http://www.yrc.co.jp/mb/list/index.html
 
ヨ,217909,株式会社横浜三洋警備
〒221-0834,神奈川県横浜市神奈川区台町１３−１７
2023-07-07
 
ヨ,230452,横浜消防試験株式会社
〒223-0057,神奈川県横浜市港北区新⽻町４２３番地１
2025-07-19
http://www.yokosyo.jp
 
ヨ,216948,株式会社横浜重機⼯
〒221-0053,神奈川県横浜市神奈川区橋本町２丁⽬５番３号ＢＥ１８０３
2025-07-30
 
ヨ,228233,横浜ステンレス⼯業株式会社
〒246-0008,神奈川県横浜市瀬⾕区五貫⽬町１６ー８
2024-06-29
 
ヨ,505611,横浜スリーボンド株式会社
〒223-0057,神奈川県横浜市港北区新⽻町１９３７
2024-08-04
 
ヨ,100751,横浜製機株式会社
〒239-0836,神奈川県横須賀市内川１−８−３１
2026-05-19
 
ヨ,127496,株式会社横浜製作所
〒252-1104,神奈川県綾瀬市⼤上１−３１−１９
2024-11-09
http://www.yokohama-ss.co.jp
 
ヨ,101014,横浜セミコンダクター株式会社
〒232-0052,神奈川県横浜市南区井⼟ヶ⾕中町４４−３−２０８
2024-01-31
http://www.yokohama-semicon.com
 
ヨ,226107,株式会社ヨコハマ全建
〒231-0013,神奈川県横浜市中区住吉町１丁⽬１２番地５
2025-10-01
http://www.yokohamazenken.co.jp/
 
ヨ,104985,横浜段ボール函株式会社
〒235-0021,神奈川県横浜市磯⼦区岡村７−３５−４



2023-11-21
 
ヨ,128495,横浜抵抗器株式会社
〒252-0816,神奈川県藤沢市遠藤２０２１−１１
2025-01-29
http://www.yokotei.com
 
ヨ,102428,横浜鉄⼯建設株式会社
〒230-0015,神奈川県横浜市鶴⾒区寺⾕２−１−１６
2025-03-07
http://www.yokotetsu.co.jp/
 
ヨ,230006,株式会社横浜電業
〒240-0064,神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区峰岡町⼆丁⽬２３７番地
2025-04-12
http://www.y-dengyo.com/
 
ヨ,118461,横浜電⼦⼯業株式会社
〒018-1606,秋⽥県南秋⽥郡⼋郎潟町夜叉袋字中⽻⽴２０６
2025-05-29
http://www.ydk-akita.com/
 
ヨ,217728,横浜東⽴株式会社
〒227-0052,神奈川県横浜市⻘葉区梅が丘３１番地６
2026-05-12
http://www.y-tohritsu.co.jp/
 
ヨ,118636,横浜塗装⼯業株式会社
〒230-0051,横浜市鶴⾒区鶴⾒中央２−８−２８
2023-11-16
http://www.yokohamatoso.co.jp
 
ヨ,231089,横浜⽇電⼯業株式会社
〒221-0045,神奈川県横浜市神奈川区神奈川⼆丁⽬１３番地４
2025-10-18
http://www.yokohama-nichiden.jp/index.php
 
ヨ,222513,横浜ビル建材株式会社
〒231-0011,神奈川県横浜市中区太⽥町４丁⽬４８番地川島ビル６０１
2023-12-01
http://www.biluken.co.jp
 
ヨ,217433,横浜ビルドシェア株式会社
〒220-0051,神奈川県横浜市⻄区中央２ー４７ー１３
2026-01-07
 
ヨ,213876,株式会社横浜双葉
〒235-0005,神奈川県横浜市磯⼦区東町１１番７号
2021-10-20
 
ヨ,105154,横浜プラントデザイン株式会社
〒220-0022,神奈川県横浜市⻄区花咲町５−１３６−１４ タスクセンタービル４０２
2024-06-13
http://www.ypd.co.jp
 



ヨ,231965,株式会社横浜保温⼯業所
〒241-0805,神奈川県横浜市旭区都岡町１３番地９
2026-05-09
http://y-hoon.co.jp/
 
ヨ,125736,横浜油脂⼯業株式会社
〒220-0074,神奈川県横浜市⻄区南浅間町１−１
2023-08-18
http://www.yof-linda.co.jp
 
ヨ,210711,横浜ライト⼯業株式会社
〒240-0035,神奈川県横浜市保⼟ケ⾕区今井町８７０
2024-11-19
http://www.y-wright.com
 
ヨ,211182,横浜緑地株式会社
〒235-0033,神奈川県横浜市磯⼦区杉⽥四丁⽬５番１０号
2025-05-31
https://yokohamaryokuchi.com
 
ヨ,222267,ＹＯＫＯＢＡＮ株式会社
〒500-8429,岐⾩県岐⾩市加納清⽔町２ー２６
2023-10-01
https://www.yokoban.co.jp/
 
ヨ,231472,株式会社横引ＳＲ
〒125-0052,東京都葛飾区柴⼜⼆丁⽬５番２８号−８０８
2025-12-19
http://www.yokobiki-sr.co.jp
 
ヨ,118694,有限会社横溝鉄⼯所
〒835-0025,福岡県みやま市瀬⾼町下庄５１０−１
2023-09-24
 
ヨ,221177,株式会社横森製作所
〒151-0072,東京都渋⾕区幡ヶ⾕１丁⽬２９番２号
2022-03-01
http://www.yokomori.co.jp/
 
ヨ,106043,横⼭エンジニアリング株式会社
〒612-8491,京都府京都市伏⾒区久我⽯原町７−１６
2023-09-30
http://www.yokoyama-eng.co.jp
 
ヨ,104918,横⼭機⼯株式会社
〒553-0001,⼤阪府⼤阪市福島区海⽼江６−６−１６
2023-09-07
 
ヨ,213197,株式会社横⼭基礎⼯事
〒679-5303,兵庫県佐⽤郡佐⽤町真盛３８５ー２
2026-04-15
http://www.yokoyamakiso.co.jp
 
ヨ,216495,横⼭建設株式会社
〒146-0094,東京都⼤⽥区東⽮⼝１丁⽬６番１８号



2025-05-21
https://www.yonoji.co.jp/
 
ヨ,505186,株式会社 横⼭建設
〒811-5133,⻑崎県壱岐市郷ノ浦町本村触３０番地１
2025-03-18
 
ヨ,218129,横⼭建装興業（その他）
〒412-0042,静岡県御殿場市萩原３４８
2023-08-04
 
ヨ,212449,横⼭⼯業株式会社
〒509-0238,岐⾩県可児市⼤森１５３０番地の２
2025-01-30
https://yokoyama-in.co.jp/
 
ヨ,218427,横⼭⼯業株式会社
〒979-0401,福島県双葉郡広野町⼤字上北迫字⽇本椚５６番地
2023-09-23
 
ヨ,219227,横⼭⼯業株式会社
〒321-0906,栃⽊県宇都宮市中久保１−１０−１５
2024-03-02
 
ヨ,229694,株式会社横⼭⼯業所
〒732-0817,広島県広島市南区⽐治⼭町１番１０号
2026-04-28
https://yokoko.net/
 
ヨ,215046,株式会社横⼭⼯産
〒811-2112,福岡県粕屋郡須恵町⼤字植⽊２０４７ー８１
2023-10-17
 
ヨ,219529,横⼭⼯務店株式会社
〒989-6433,宮城県⼤崎市岩出⼭字上川原町４４−４
2024-03-30
 
ヨ,118040,株式会社横⼭商会
〒924-0011,⽯川県⽩⼭市横江町５３７７
2026-04-23
 
ヨ,212307,横⼭設備⼯業株式会社
〒164-0011,東京都中野区中央２丁⽬２番５号
2024-08-22
 
ヨ,213023,横⼭総合設備株式会社
〒515-2314,三重県松阪市嬉野新屋庄町１４８６ー２
2026-01-29
 
ヨ,218425,株式会社横⼭造園
〒063-0826,北海道札幌市⻄区発寒６条５丁⽬５番３号
2025-06-01
 
ヨ,223742,有限会社横⼭タイル⼯業
〒870-0924,⼤分県⼤分市牧三丁⽬３番１９号



2021-11-01
 
ヨ,222947,横⼭電機株式会社
〒918-8112,福井県福井市下⾺２丁⽬２０４番地
2024-04-01
http://yokoyama-denki.com
 
ヨ,215479,有限会社ヨコヤマワークス
〒369-1218,埼⽟県⼤⾥郡寄居町⼤字富⽥１４２５番地５
2024-07-03
 
ヨ,127700,余合ホーム＆モビリティ株式会社
〒454-0035,名古屋市中川区⼋熊通り５−３４
2025-01-26
https://www.yogohm.com
 
ヨ,217345,株式会社吉井組
〒551-0023,⼤阪府⼤阪市⼤正区鶴町４丁⽬６ー１８
2025-11-26
 
ヨ,217357,吉池防災サービス株式会社
〒116-0001,東京都荒川区町屋３丁⽬６番５号
2025-12-03
https://yoshiike-bousai.co.jp
 
ヨ,218420,株式会社好井鐵⼯所
〒308-0103,茨城県筑⻄市辻⻄原２１２１番地
2024-04-01
 
ヨ,214910,有限会社吉栄興業
〒971-8182,福島県いわき市泉町滝尻字中ノ坪８１
2023-08-01
 
ヨ,213708,吉江電気⼯業株式会社
〒243-0213,神奈川県厚⽊市飯⼭１０９３ー６
2024-05-19
 
ヨ,222782,株式会社吉岡組
〒744-0075,⼭⼝県下松市瑞穗町２ー１８ー２３
2024-03-01
 
ヨ,214138,株式会社吉岡建設
〒781-8136,⾼知県⾼知市⼀宮⻄町１番２５番１３号
2025-04-12
_
 
ヨ,108775,吉岡幸株式会社
〒910-8622,福井市宝永３−２２−５
2025-08-14
http://www.yoshiokakoh.co.jp/
 
ヨ,106839,吉岡興業株式会社
〒652-0898,兵庫県神⼾市兵庫区駅前通２−２−６
2025-12-26
https://www.yoshioka-kogyo.co.jp/company



 
ヨ,129331,美岡⼯業株式会社
〒667-1368,兵庫県美⽅郡⾹美町村岡区⼊江１３１８
2024-02-25
http://www.ysok.jp
 
ヨ,211938,吉岡⼯業株式会社
〒555-0041,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区中島２丁⽬８番５３号
2023-12-08
 
ヨ,215537,有限会社吉岡興業
〒740-0303,⼭⼝県岩国市御庄神の内１８６０−１
2024-08-21
 
ヨ,220264,株式会社吉岡⼯業
〒124-0006,東京都葛飾区堀切６−２８−１８
2024-09-21
 
ヨ,224767,株式会社吉岡⼯務店
〒088-0605,北海道釧路郡釧路町字別保原野南２５線６７番地
2025-04-01
_
 
ヨ,211832,株式会社吉岡商店
〒530-0043,⼤阪府⼤阪市北区天満１丁⽬１４番８号
2023-09-01
 
ヨ,106524,義岡テクニカル株式会社
〒520-3047,滋賀県栗東市⼿原７−５−２１
2025-01-18
http://www.yoshioka-tech.co.jp/
 
ヨ,230712,吉岡電気⼯業株式会社
〒660-0071,兵庫県尼崎市崇徳院三丁⽬５２番地２
2025-08-09
https://e-yoshiokadenki.co.jp
 
ヨ,118941,ヨシオ電⼦株式会社
〒203-0032,東京都東久留⽶市前沢３−１３−１
2024-09-18
http://www.yosio.co.jp
 
ヨ,123544,株式会社ヨシカワ
〒373-0847,群⾺県太⽥市⻄新町１３５−１１
2025-02-13
https://www.k-yoshikawa.net/
 
ヨ,218445,株式会社ヨシカワ
〒920-8535,⽯川県⾦沢市北安江３丁⽬１番３３号
2025-12-01
https://www.ydec.co.jp/
 
ヨ,224046,ヨシカワ株式会社
〒671-2222,兵庫県姫路市⻘⼭３丁⽬１０番７号
2025-01-01



https://www.yoshikawa-gr.co.jp/
 
ヨ,505761,株式会社吉川
〒133-0052,東京都江⼾川区東⼩岩１丁⽬２４番１４号
2025-11-17
 
ヨ,100782,吉川運輸株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥６−１１−８
2026-06-16
http://www.yoshikawa-g.com
 
ヨ,118584,吉河エレックス株式会社
〒456-0012,名古屋市熱⽥区沢上２−９−２６
2026-03-16
http://www.yoshikawa-elex.co.jp
 
ヨ,221756,吉川海事興業株式会社
〒221-0045,神奈川県横浜市神奈川区神奈川２丁⽬８番地８第１川島ビル
2025-07-01
https://yoshikawa-kaiji.co.jp/
 
ヨ,508414,吉川化⼯株式会社
〒541-0056,⼤阪府⼤阪市中央区久太郎町１−６−２７
2025-09-19
https://www.yoshikawa-chemical.co.jp
 
ヨ,108180,吉川化成株式会社
〒538-0052,⼤阪市鶴⾒区横堤５−６−３４
2024-06-03
https://www.ypc-g.com/
 
ヨ,129382,株式会社ヨシカワ機械
〒693-0067,島根県出雲市⽮尾町４３３
2024-03-23
http://www.yoshikawa-ys.co.jp/
 
ヨ,221163,株式会社吉川組
〒154-0015,東京都世⽥⾕区桜新町２丁⽬３１番５号
2025-03-01
http://www.yoshikawa-gumi.com
 
ヨ,225429,株式会社吉川組
〒616-8424,京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂⾨前南中院町１６
2025-06-01
https://yoshikawagumi.info/
 
ヨ,212089,株式会社吉川建設
〒352-0004,埼⽟県新座市⼤和⽥１ー１７ー３
2024-03-15
 
ヨ,216244,吉川建設株式会社
〒395-0042,⻑野県飯⽥市松尾町２丁⽬２５番地
2025-03-26
https://www.yoshikawaken.co.jp/
 



ヨ,118474,吉川⼯業株式会社
〒805-8501,福岡県北九州市⼋幡東区尾倉２−１−２
2025-02-04
http://www.ykc.co.jp
 
ヨ,210880,株式会社吉川⼯業
〒939-8005,富⼭県富⼭市中市１丁⽬２７ー２２
2025-02-04
http://www.yanekabe.jp/
 
ヨ,213740,株式会社吉川⼯業
〒003-0833,北海道札幌市⽩⽯区北郷三条１３丁⽬１ー１２
2024-06-23
http://www.yoshikawa-k.jp
 
ヨ,128482,吉川⼯業ファインテック株式会社
〒802-0021,福岡県北九州市⼩倉北区⾼浜１−３−１
2025-02-26
http://www.yoshikawa-s.co.jp
 
ヨ,128408,株式会社吉川⼯作所
〒462-0869,名古屋市北区⻯ノ⼝町１−３
2025-10-26
http://www.tech-yoshikawa.co.jp/
 
ヨ,226287,株式会社吉川⼯務店
〒546-0033,⼤阪府⼤阪市東住吉区南⽥辺３丁⽬１番３号
2025-12-01
http://www.ys-koum.co.jp/
 
ヨ,128588,株式会社吉川製作所
〒518-0809,三重県伊賀市⻄明寺２７８７−１
2026-06-06
http://www.yskw-ss.co.jp/
 
ヨ,128548,義川製鋲株式会社
〒581-0813,⼤阪府⼋尾市泉町３−４０
2026-05-07
http://www.yskw.co.jp/
 
ヨ,212402,有限会社吉開⼯業
〒343-0117,埼⽟県北葛飾郡松伏町⽥中１ー１０ー２８
2024-11-28
 
ヨ,108983,吉城電⼦⼯業株式会社
〒509-4121,岐⾩県⾼⼭市国府町宇津江２７７５
2023-06-22
http://www.ydkcom.co.jp/
 
ヨ,217368,株式会社吉国建装
〒700-0936,岡⼭県岡⼭市北区富⽥４０７ー２
2025-12-10
 
ヨ,505229,吉邦電設株式会社
〒134-0085,東京都江⼾川区南葛⻄６−３−２４



2025-05-29
 
ヨ,219762,悦國内装 ⽊村悦久（その他）
〒468-0001,愛知県名古屋市天⽩区植⽥⼭４丁⽬９０１番地植⽥北住宅６ー４０１
2024-05-25
 
ヨ,103658,株式会社由倉⼯業
〒327-0004,栃⽊県佐野市⾚坂町９５４−１１
2024-02-25
http://www.yoshikura-kogyo.co.jp
 
ヨ,213457,有限会社ヨシケン
〒466-0832,愛知県名古屋市昭和区駒⽅町４ー２３
2023-09-30
 
ヨ,215028,有限会社嘉建
〒901-2423,沖縄県中頭郡中城村字北上原３２６番地
2020-10-03
 
ヨ,221829,株式会社ヨシケン
〒947-0054,新潟県⼩千⾕市若葉３丁⽬３１番地
2025-08-01
 
ヨ,215613,株式会社吉建緑化
〒494-0003,愛知県⼀宮市三条字天神⻄４番地１１
2024-10-02
 
ヨ,221684,株式会社吉崎設備⼯業
〒770-8021,徳島県徳島市雑賀町⻄開７２ー２
2025-06-01
 
ヨ,231502,吉崎電気⼯事 吉崎恭平（その他）
〒871-0003,⼤分県中津市是則５７４番地６
2025-12-27
 
ヨ,100249,株式会社ヨシザワ
〒143-0024,東京都⼤⽥区中央８−４１−８
2025-09-01
 
ヨ,125665,ヨシザワ株式会社
〒181-0005,東京都三鷹市中原２−１２−７
2023-07-19
http://www.4430.co.jp
 
ヨ,126256,株式会社ヨシザワ
〒355-0137,埼⽟県⽐企郡吉⾒町久保⽥６６５
2023-11-21
http://kk-yoshizawa.com/
 
ヨ,501893,ヨシザワエルエー株式会社
〒277-0804,千葉県柏市新⼗余⼆１７番地１
2025-09-27
http://www.yoshizawa-la.co.jp/
 
ヨ,224519,吉沢建設株式会社



〒322-0006,栃⽊県⿅沼市富岡１３４２番地
2025-04-01
 
ヨ,128431,吉沢⼯業株式会社
〒938-0802,富⼭県黒部市若栗２１６３
2025-06-12
http://www.yoshizawakogyo.com
 
ヨ,126954,吉澤精機⼯業株式会社
〒113-0033,東京都⽂京区本郷２−１８−１
2024-06-22
http://www.yoshizawa-net.co.jp/
 
ヨ,102919,有限会社吉澤製作所
〒210-0852,神奈川県川崎市川崎区鋼管通３−１７−１２
2022-12-12
http://www.yoshizawa-seisakusyo.co.jp
 
ヨ,101832,有限会社吉沢製作所
〒394-0084,⻑野県岡⾕市⻑地⽚間町２−１−３
2024-10-24
 
ヨ,212960,株式会社吉重組
〒491-0051,愛知県⼀宮市今伊勢町⾺寄字若宮１６ー１
2025-12-11
http://yoshishige.com/
 
ヨ,125361,吉塚精機株式会社
〒820-0062,福岡県飯塚市⽬尾５７２
2026-03-31
https://www.yosizuka.co.jp/
 
ヨ,210872,株式会社吉住⼯業
〒811-1356,福岡県福岡市南区花畑２丁⽬１７番８号
2025-01-29
_
 
ヨ,213627,有限会社嘉孝建設
〒243-0204,神奈川県厚⽊市鳶尾２ー１７ー６
2024-03-10
 
ヨ,212533,株式会社ヨシタケ
〒455-0856,愛知県名古屋市港区川園３丁⽬１８７番地
2025-03-13
 
ヨ,211513,有限会社吉武塗装
〒252-0311,神奈川県相模原市南区東林間１ー１５ー１ー１０２
2026-01-20
 
ヨ,118454,吉⽟精鍍株式会社
〒882-0024,宮崎県延岡市⼤武町３９−２４
2025-01-26
http://www.yoshitama.co.jp/
 
ヨ,216859,株式会社ヨシダ



〒306-0236,茨城県古河市⼤堤１９７５−２
2025-07-09
 
ヨ,220928,株式会社ヨシダ
〒825-0004,福岡県⽥川市⼤字夏吉３６１番地１
2025-03-29
 
ヨ,505581,株式会社ヨシダ
〒311-1135,茨城県⽔⼾市六反⽥町１２７９−１
2024-04-19
https://ysd-k.co.jp
 
ヨ,213440,吉⽥アンカー⼯業株式会社
〒208-0032,東京都武蔵村⼭市三ツ⽊１丁⽬２６ー９
2023-09-30
 
ヨ,128533,吉⽥印刷株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋３−７−４
2023-04-15
http://www.yoshidainsatsu.co.jp
 
ヨ,500233,ヨシダ印刷株式会社
〒921-8546,⽯川県⾦沢市御影町１９番１号
2024-03-07
https://www.yoshida-p.co.jp/
 
ヨ,126739,有限会社吉⽥印刷所
〒105-0004,港区新橋６−１１−３
2024-03-15
 
ヨ,210232,株式会社吉⽥ウェルディング
〒730-0836,広島県広島市中区江波栄町３ー５
2024-03-23
http://www.yoshidawelding.com
 
ヨ,129442,株式会社吉⽥園
〒834-1213,福岡県⼋⼥市黒⽊町本分１１５９−５
2024-05-12
http://www.yosidaen.co.jp
 
ヨ,212289,吉⽥解体⼯業株式会社
〒321-0165,栃⽊県宇都宮市緑３ー２ー１０
2024-08-01
 
ヨ,221281,吉⽥錺⼯業株式会社
〒910-0015,福井県福井市⼆の宮１丁⽬１３番６号
2025-03-01
http://yoshidakazari-kk.jp/
 
ヨ,124940,吉⽥化成株式会社
〒435-0013,静岡県浜松市東区天⻯川町１０３７−２
2026-01-13
http://www.yoshidakasei.co.jp/
 
ヨ,128446,有限会社吉⽥化成⼯業所



〒634-0831,奈良県橿原市曽我町４４８
2025-08-31
 
ヨ,210525,吉⽥架設株式会社
〒371-0015,群⾺県前橋市三河町１ー５ー４
2024-09-08
 
ヨ,231342,株式会社吉⽥⾦物店
〒990-0025,⼭形県⼭形市あこや町⼀丁⽬３番２３号
2025-11-29
 
ヨ,219525,株式会社吉⽥管材
〒031-0072,⻘森県⼋⼾市城下四丁⽬１４番３３号
2024-03-30
http://www.yoshidakanzai.co.jp/
 
ヨ,212123,株式会社吉⽥組
〒671-1116,兵庫県姫路市広畑区正⾨通三丁⽬六番の⼆
2024-04-12
http://yoshida-gumi.co.jp/
 
ヨ,214960,株式会社吉⽥組
〒769-0210,⾹川県綾歌郡宇多津町２６２８番地８９９
2023-08-29
 
ヨ,215120,株式会社吉⽥組
〒003-0026,北海道札幌市⽩⽯区本通９丁⽬南３番３号
2023-12-05
 
ヨ,225147,吉⽥建材株式会社
〒135-0014,東京都江東区⽯島１７番１２号
2025-05-01
http://www.yoshiken-co.jp/
 
ヨ,218184,吉⽥建設株式会社
〒341-0038,埼⽟県三郷市中央２丁⽬１０番地１３
2023-08-11
 
ヨ,220518,吉⽥建設株式会社
〒350-0241,埼⽟県坂⼾市鶴舞三丁⽬１３番１号
2024-12-07
http://www.yosi-ken.co.jp
 
ヨ,225678,吉⽥建設株式会社
〒623-0037,京都府綾部市並松町上番取３７番地の４
2025-07-01
 
ヨ,226513,吉⽥建設株式会社
〒658-0025,兵庫県神⼾市東灘区⿂崎南町３丁⽬４番１６号
2026-04-01
 
ヨ,228980,吉⽥建設株式会社
〒329-0412,栃⽊県下野市柴５２９
2022-04-19
 



ヨ,215673,有限会社吉⽥建設⼯業
〒988-0152,宮城県気仙沼市松崎外ヶ沢５２番地１
2021-10-23
 
ヨ,224752,吉⽥建設⼯業株式会社
〒104-0033,東京都中央区新川１丁⽬２５番９号
2025-04-01
https://wp-yoshida.co.jp/
 
ヨ,211882,有限会社吉⽥建築⼯房
〒276-0031,千葉県⼋千代市⼋千代台北６ー１ー３
2023-10-20
 
ヨ,211539,株式会社吉⽥⼯業
〒212-0055,神奈川県川崎市幸区南加瀬２ー１４ー６
2026-02-03
 
ヨ,211853,吉⽥⼯業株式会社
〒120-0005,東京都⾜⽴区綾瀬７丁⽬４番２号
2023-09-22
 
ヨ,218115,吉⽥⼯業有限会社
〒671-1136,兵庫県姫路市⼤津区恵美酒町１丁⽬２５−２
2023-08-04
 
ヨ,223862,吉⽥鋼業株式会社
〒579-8013,⼤阪府東⼤阪市⻄⽯切町５ー１ー２２
2024-12-01
 
ヨ,229037,有限会社吉⽥⼯業
〒974-8261,福島県いわき市植⽥町⻄荒⽥２４番地の１
2025-05-31
http://yoshida-kougyou.net/
 
ヨ,214192,株式会社吉⽥⼯商
〒179-0085,東京都練⾺区早宮２丁⽬２５番７号
2025-05-17
http://www.yoshida-kosyo.co.jp
 
ヨ,210032,有限会社吉⽥⼯務店
〒526-0031,滋賀県⻑浜市⼋幡東町１１０−２
2023-11-05
 
ヨ,210169,株式会社ヨシダ⼯務店
〒601-8112,京都府京都市南区上⿃⽻勧進橋町２９ー２
2024-02-05
 
ヨ,215867,株式会社吉⽥⼯務店
〒241-0005,神奈川県横浜市旭区⽩根７ー３１ー２４
2024-12-18
 
ヨ,217395,有限会社吉⽥⼯務店
〒029-2311,岩⼿県気仙郡住⽥町世⽥⽶字川向３７−４
2022-12-17
 



ヨ,100947,吉⽥産業株式会社
〒329-0521,栃⽊県河内郡上三川町⼤字⽯⽥１８１４−１４
2023-12-07
 
ヨ,221408,株式会社吉⽥産業
〒031-8655,⻘森県⼋⼾市⼤字廿三⽇町２番地
2025-04-01
https://www.yoshidasangyo.co.jp/
 
ヨ,218564,吉⽥重機建設株式会社
〒581-0872,⼤阪府⼋尾市郡川２丁⽬５２番地
2023-10-27
http://www.yoshida-jyuki.co.jp
 
ヨ,100123,株式会社吉⽥ステンレス⼯業
〒254-0014,神奈川県平塚市四之宮７−３−１１
2025-08-02
 
ヨ,124501,株式会社ヨシダ成形
〒930-0412,富⼭県中新川郡上市町広野８９０
2025-09-22
http://www.yoshidaseikei.co.jp
 
ヨ,102761,株式会社吉⽥製作所
〒574-0056,⼤阪府⼤東市新⽥中町２−１０
2025-09-02
 
ヨ,118457,株式会社吉⽥製作所
〒370-0303,群⾺県太⽥市新⽥⼩⾦井町３２０−２４
2024-08-20
http://www.yoshida-seisakusyo.co.jp
 
ヨ,118543,株式会社吉⽥製作所
〒223-0057,横浜市港北区新⽻町４２５
2023-07-09
 
ヨ,214310,吉⽥⻄豊建設株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜⼀丁⽬３番地１新横浜アーバンスクエア７０１
2025-08-02
 
ヨ,226456,吉⽥⽯材⼯業株式会社
〒171-0052,東京都豊島区南⻑崎５丁⽬４−１
2026-03-01
http://www.yosidasekizai.jp
 
ヨ,225968,ヨシダ宣伝株式会社
〒920-8568,⽯川県⾦沢市中央通町１番２２号
2025-09-01
 
ヨ,124434,吉⽥テクノワークス株式会社
〒131-0044,東京都墨⽥区⽂花２−１１−１２
2025-08-23
http://www.yoshida-tw.co.jp
 
ヨ,120581,芳⽥鐵⼯株式会社



〒454-0984,名古屋市中川区供⽶⽥２−１００５
2023-11-05
http://www.yoshida-tk.co.jp
 
ヨ,222149,株式会社吉⽥鉄⼯所
〒371-0815,群⾺県前橋市下佐⿃町１００１番地１
2026-04-01
http://www.techroad.co.jp/
 
ヨ,102765,株式会社ヨシダ電機
〒955-0022,新潟県三条市上保内⼄２３０
2025-09-06
https://www.daiyabox.co.jp
 
ヨ,211854,吉⽥電気株式会社
〒165-0025,東京都中野区沼袋⼆丁⽬３１番１０号
2023-09-22
http://www.yoshida-dk.com
 
ヨ,231433,有限会社吉⽥電気
〒860-0826,熊本県熊本市南区平⽥⼀丁⽬１４番２７号
2025-12-13
 
ヨ,224170,吉⽥電気⼯事株式会社
〒465-0097,愛知県名古屋市名東区平和が丘２丁⽬２３２番地
2025-02-01
http://yoshidadenki-kk.co.jp/
 
ヨ,127459,吉⽥電材⼯業株式会社
〒110-0016,東京都台東区台東３−４３−６
2024-10-16
http://www.yoshida-denzai.co.jp/
 
ヨ,100991,株式会社吉⽥塗装⼯業
〒154-0005,東京都世⽥⾕区三宿１−１０−８
2024-01-19
http://www.yoshida-toso.com/
 
ヨ,221731,有限会社吉⽥塗装⼯業
〒020-0811,岩⼿県盛岡市川⽬町２３番５号
2022-06-01
http://www.yoshida-paint.jp/
 
ヨ,225702,吉⽥直⼟⽊株式会社
〒176-0012,東京都練⾺区豊⽟北三丁⽬１６番４号
2025-07-01
https://www.yoshidanao.jp/
 
ヨ,118696,有限会社吉⽥ネジ
〒145-0073,東京都⼤⽥区北嶺町３−２１
2023-11-30
 
ヨ,118501,株式会社ヨシダパッケージ
〒212-0055,川崎市幸区南加瀬５−３６−６
2026-05-06



http://www.ysd-pack.co.jp
 
ヨ,105425,吉⽥ビニール株式会社
〒010-1633,秋⽥県秋⽥市新屋⿃⽊町１−４６
2025-01-22
 
ヨ,118442,株式会社吉⽥プレス
〒921-8064,⾦沢市⼋⽇市４−８５
2024-04-14
http://yoshida-press.hp.gogo.jp/
 
ヨ,231788,吉⽥屋 吉⽥弘（その他）
〒950-0941,新潟県新潟市中央区⼥池３−６−１４⽇東アークシティ⼥池５０７
2026-03-14
 
ヨ,221510,株式会社吉次⼯業
〒859-0311,⻑崎県諫早市⼩⾖崎町６９７番地
2025-04-01
http://www.yoshitsugu.co.jp/
 
ヨ,225670,有限会社吉塚⼯務店
〒930-0822,富⼭県富⼭市新屋６０ー７
2025-07-01
 
ヨ,217774,ヨシテク⼯業株式会社
〒501-0523,岐⾩県揖斐郡⼤野町⼤字下⽅１１１５−１
2023-06-09
http://yoshitech.co.jp/
 
ヨ,227828,有限会社吉哲⼯業
〒732-0021,広島県広島市東区中⼭新町三丁⽬１９番６−１号
2024-04-10
 
ヨ,230356,よしでん株式会社
〒300-0511,茨城県稲敷市⾼⽥８４３番地１
2025-07-05
http://yoshiden.work
 
ヨ,129925,ヨシトミ株式会社
〒312-0061,茨城県ひたちなか市稲⽥１２５９−１
2025-04-14
 
ヨ,218023,株式会社吉富
〒332-0021,埼⽟県川⼝市⻄川⼝１−９−１４ベルタウン６Ｆ
2023-07-28
 
ヨ,220506,株式会社吉冨組
〒811-1102,福岡県福岡市早良区東⼊部⼋丁⽬３３番２２号
2024-12-07
 
ヨ,226061,吉留建設株式会社
〒633-0075,奈良県桜井市⼤字新屋敷１２７番地の１
2025-10-01
http://www.ysdm.co.jp/
 



ヨ,224429,吉永機械株式会社
〒130-0021,東京都墨⽥区緑４ー４ー３
2025-04-01
http://www.yoshinaga.co.jp
 
ヨ,219815,株式会社吉永産業
〒861-4172,熊本県熊本市南区御幸笛⽥⼆丁⽬１５番１号
2024-06-08
 
ヨ,222318,株式会社吉永室内⼯芸
〒780-8019,⾼知県⾼知市北⽵島町４２８番地
2023-11-01
http://www.kk-yoshinaga.com
 
ヨ,218410,株式会社吉永商店
〒231-0021,神奈川県横浜市中区⽇本⼤通１５
2024-04-01
 
ヨ,213323,吉成建設株式会社
〒569-0051,⼤阪府⾼槻市⼋幡町７番２５号
2023-07-08
 
ヨ,128634,吉成電機株式会社
〒870-0026,⼤分市⾦池町１−１３−９
2026-06-27
 
ヨ,127426,吉野エンジニアリング株式会社
〒143-0024,東京都⼤⽥区中央８−４３−１１
2024-09-28
http://www.yoshino-eng.co.jp/
 
ヨ,216803,株式会社吉野建設
〒400-0034,⼭梨県甲府市宝１丁⽬３５ー７
2025-06-25
_
 
ヨ,220412,株式会社吉野建設
〒442-0068,愛知県豊川市諏訪２−１２５−６
2024-11-01
 
ヨ,217540,吉野⼯業株式会社
〒535-0022,⼤阪府⼤阪市旭区新森７ー８ー１１
2026-01-28
 
ヨ,221979,よしの⼯業株式会社
〒937-0857,富⼭県⿂津市三ケ字砂⽥１９５ー１
2025-10-01
 
ヨ,118110,株式会社吉野⼯業所
〒136-8531,東京都江東区⼤島３−２−６
2023-06-17
http://www.yoshinokogyosho.co.jp/
 
ヨ,215422,有限会社吉野⼯業所
〒274-0055,千葉県船橋市楠が⼭町６５−１５



2024-05-29
 
ヨ,224545,株式会社吉野興産
〒514-1138,三重県津市⼾⽊町焼野５４１６−１
2022-04-01
http://www.yoshino-kousan.co.jp
 
ヨ,128541,株式会社吉野商店
〒550-0015,⼤阪市⻄区南堀江１−８−２
2026-03-01
 
ヨ,126808,有限会社吉野製作所
〒369-1802,埼⽟県秩⽗市荒川上⽥野５０４
2024-04-11
 
ヨ,230963,株式会社吉野電機製作所
〒108-0014,東京都港区芝五丁⽬１６番９号
2025-10-04
 
ヨ,128497,株式会社好信
〒456-0052,名古屋市熱⽥区⼆番２−１５−３
2025-03-19
http://k-yoshinobu.co.jp/
 
ヨ,129305,株式会社吉延精機⼯業
〒705-0132,岡⼭県備前市三⽯１２００
2024-02-20
http://www.e-ysk.co.jp/
 
ヨ,228188,株式会社吉野屋産業
〒370-1132,群⾺県佐波郡⽟村町⼤字下新⽥４６４番地２
2024-06-21
 
ヨ,223826,株式会社吉橋興業
〒157-0062,東京都世⽥⾕区南烏⼭４ー２３ー１１
2024-11-01
https://yoshihashi-kougyo.co.jp/
 
ヨ,225980,株式会社ヨシハラ機⼯
〒701-1211,岡⼭県岡⼭市北区⼀宮４５番地
2025-09-01
http://www.yoshihara-g.co.jp/kiko/
 
ヨ,214296,有限会社吉原組
〒512-8043,三重県四⽇市市平津新町２６０ー２６８
2025-07-26
 
ヨ,231577,株式会社吉原組
〒940-8641,新潟県⻑岡市南町⼆丁⽬４番２７号
2026-01-17
https://www.yoshiharagumi.co.jp/
 
ヨ,228180,株式会社善原建設
〒615-8081,京都府京都市⻄京区桂池尻町４０−９
2024-06-21



 
ヨ,127738,有限会社吉原⼯業所
〒851-2108,⻑崎県⻄彼杵郡時津町⽇並郷３６２６
2025-02-14
 
ヨ,225905,有限会社吉原設備
〒193-0944,東京都⼋王⼦市館町４８６番地１９号
2025-08-01
 
ヨ,212049,有限会社吉原鉄⼯所
〒321-1261,栃⽊県⽇光市今市１２５７ー５
2024-02-23
 
ヨ,219831,株式会社吉原塗装店
〒701-0205,岡⼭県岡⼭市南区妹尾４０１１番地１
2024-06-08
https://yoshipen.biz/
 
ヨ,222300,株式会社よしはる商店
〒910-0804,福井県福井市⾼⽊中央２ー４１０３ー１
2023-11-01
 
ヨ,211101,有限会社吉葉⼯業
〒133-0044,東京都江⼾川区上⼀⾊２ー１６ー１６
2022-04-27
 
ヨ,214743,吉弘鋼材株式会社
〒861-5514,熊本県熊本市北区⾶⽥１丁⽬９番２０号
2026-05-30
https://yoshihiro-kouzai.jp/
 
ヨ,216299,株式会社吉藤⼯業
〒986-2412,宮城県⽯巻市⼤原浜字町１１番地
2022-04-16
 
ヨ,214947,株式会社吉藤商店
〒105-0023,東京都港区芝浦１ー１４ー６
2023-08-29
 
ヨ,219164,株式会社嘉雅建設
〒540-0008,⼤阪府⼤阪市中央区⼤⼿前１丁⽬７−３１ＯＭＭビル２０階
2024-02-22
 
ヨ,215672,ヨシマス株式会社
〒103-0015,東京都中央区⽇本橋箱崎町１０ー２
2024-10-23
 
ヨ,229195,吉松運輸株式会社
〒342-0001,埼⽟県吉川市上内川４２５番地の１
2025-07-23
 
ヨ,102624,吉松電装株式会社
〒812-0857,福岡市博多区⻄⽉隈２−１−７
2025-06-24
http://yoshimatsu-denso.com/



 
ヨ,102625,吉松電装株式会社（アロー部⾨）
〒812-0857,福岡市博多区⻄⽉隈２−１−７
2025-06-24
http://yoshimatsu-denso.com/
 
ヨ,221819,株式会社吉丸組
〒890-0012,⿅児島県⿅児島市⽟⾥町２０番４０号
2025-07-01
 
ヨ,211620,株式会社吉美建設
〒273-0023,千葉県野⽥市⼭崎⾙塚町１４番地７１
2023-04-27
 
ヨ,104276,株式会社吉光⼯業
〒215-0033,神奈川県川崎市⿇⽣区栗⽊２−２−１７
2025-02-01
 
ヨ,101419,株式会社吉⾒電設
〒210-0837,川崎市川崎区渡⽥４−４−１２
2024-06-15
 
ヨ,105207,株式会社吉⾒鈑⾦製作所
〒386-1106,⻑野県上⽥市⼩泉３４６−１
2024-08-07
http://www.yoshimi-b.co.jp
 
ヨ,215255,株式会社吉村
〒910-0018,福井県福井市⽥原１丁⽬９−１７
2024-02-27
 
ヨ,505504,株式会社 吉村
〒755-0084,⼭⼝県宇部市川上１０７０
2023-12-17
http//www.yoshimura-group.jp
 
ヨ,219388,吉村化⼯株式会社
〒574-0064,⼤阪府⼤東市御領３丁⽬１３番５号
2024-03-23
 
ヨ,210853,ヨシムラ建材⼯業株式会社
〒486-0912,愛知県春⽇井市⾼⼭町３丁⽬１２番地の３
2025-01-25
_
 
ヨ,500005,吉村⼯業株式会社
〒110-0015,東京都台東区東上野１−１１−５
2023-07-03
http://y-cast.jp
 
ヨ,124658,株式会社吉村⼯業所
〒228-0003,神奈川県座間市ひばりが丘４−１０−２１
2025-12-03
http://www.ykgs.co.jp
 



ヨ,217049,吉村産業株式会社
〒665-0825,兵庫県宝塚市安倉⻄⼆丁⽬１番４０ー３１６号
2025-09-03
 
ヨ,223879,吉村商事株式会社
〒812-0041,福岡県福岡市博多区吉塚１丁⽬１３−７
2024-12-01
http://yosimura-group.sub.jp/
 
ヨ,226747,株式会社吉村装⼯
〒181-0005,東京都三鷹市中原２丁⽬２５−２５
2026-05-01
 
ヨ,231914,ヨシモトエンジニアリング株式会社
〒100-0006,東京都千代⽥区有楽町⼀丁⽬１０番１号
2026-04-18
https://www.yoshimotoeng.co.jp/
 
ヨ,223015,株式会社吉本⼯業
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚３丁⽬１０番２号
2024-04-01
 
ヨ,222789,株式会社ヨシヤマ
〒220-0004,神奈川県横浜市⻄区北幸１ー１１ー７
2024-03-01
 
ヨ,217156,有限会社ヨシユキ板⾦⼯作所
〒702-8026,岡⼭県岡⼭市南区浦安本町８９番地の１３
2025-09-24
 
ヨ,224822,株式会社よし与⼯房
〒621-0027,京都府⻲岡市曽我部町⽝飼川北４１
2025-04-01
http://wroughtiron.homepage.jp./
 
ヨ,218786,株式会社ＹＯＳＨＩｒｏａｄ
〒982-0804,宮城県仙台市太⽩区鈎取１丁⽬５−７
2023-12-15
 
ヨ,505737,株式会社ｙｏｓｍｏ
〒389-0812,⻑野県千曲市⽻尾２１７１−２
2025-08-05
 
ヨ,108055,株式会社ヨダ
〒116-0001,東京都荒川区町屋７−８−１
2023-11-29
http://www.kk-yoda.co.jp/
 
ヨ,217997,有限会社依⽥建設
〒781-0312,⾼知県⾼知市春野町平和４８４
2023-07-21
 
ヨ,215432,依⽥⼯業株式会社
〒367-0233,埼⽟県児⽟郡神川町⼤字⼆ノ宮４２８−４
2024-06-05



 
ヨ,103609,依⽥電機産業株式会社
〒384-0414,⻑野県佐久市下越１６９−１
2024-02-04
 
ヨ,216349,与⽥リース株式会社
〒740-0061,⼭⼝県玖珂郡和⽊町和⽊５−１−３５
2025-04-23
http://www.yodalease.co.jp/
 
ヨ,128583,有限会社四⽇市塗装⼯業所
〒510-8122,三重県三重郡川越町豊⽥６７８−１
2026-04-24
 
ヨ,104450,有限会社四⽇市理研⼯作所
〒510-0013,三重県四⽇市市富⼠町１−２
2025-07-12
 
ヨ,500120,ヨツギ株式会社
〒550-0012,⼤阪府⼤阪市⻄区⽴売堀四丁⽬５番２１号
2023-10-11
http://www.yotsugi.co.jp/
 
ヨ,212275,株式会社四ッ橋組
〒651-2132,兵庫県神⼾市⻄区森友５丁⽬５３番地の１
2021-07-18
http://www.yotsuhashigumi.co.jp/index.html
 
ヨ,231501,淀川計装株式会社
〒532-0002,⼤阪府⼤阪市淀川区東三国⼀丁⽬３３番１号
2025-12-27
http://www.yodokei.co.jp
 
ヨ,222705,株式会社淀川製鋼所
〒541-0054,⼤阪府⼤阪市中央区南本町４−１−１
2024-02-01
https://www.yodoko.co.jp/
 
ヨ,128736,株式会社淀川製作所
〒570-0005,⼤阪府守⼝市⼋雲中町１−１３−６
2023-02-04
http://www.yodogawa-ss.com
 
ヨ,118937,淀川鉄⼯株式会社
〒592-8331,⼤阪府堺市築港新町２−６−２６
2024-08-14
http://www.yodogawa21.com/
 
ヨ,118809,淀川ヒューテック株式会社
〒564-0063,⼤阪府吹⽥市江坂町２−４−８
2024-06-07
http://www.yodogawa.co.jp
 
ヨ,101407,淀川変圧器株式会社
〒550-0005,⼤阪府⼤阪市⻄区⻄本町１−４−１ オリックス本町ビル



2024-06-11
https://www.yodohen.co.jp
 
ヨ,504807,株式会社淀計算センター
〒541-0046,⼤阪府⼤阪市中央区平野町３丁⽬３番１０号
2023-08-21
http://www.yodo.co.jp
 
ヨ,213806,株式会社ヨドケン
〒601-8354,京都府京都市南区吉祥院仁⽊ノ森町２３
2024-08-18
 
ヨ,211668,ヨドコウ興産株式会社
〒550-0024,⼤阪府⼤阪市⻄区境川２丁⽬２番９２号
2026-06-02
http://www.yodoko-kosan.co.jp/
 
ヨ,227962,淀鋼商事株式会社
〒541-0054,⼤阪府⼤阪市中央区南本町４ー１ー１
2024-04-20
http://www.yodo-sho.co.jp
 
ヨ,104337,株式会社⽶⼦鉄⼯所
〒683-0851,⿃取県⽶⼦市夜⾒町２９３３−２
2025-03-18
http://www.yonago-tekkousyo.co.jp/
 
ヨ,118412,株式会社ヨネイ
〒104-0061,東京都中央区銀座２−８−２０
2024-03-25
http://www.yonei.co.jp
 
ヨ,217046,株式会社⽶川組
〒634-0102,奈良県⾼市郡明⽇⾹村⼤字奥⼭６３０
2025-09-03
http://www.yonekawagumi.com/
 
ヨ,127449,株式会社⽶川製作所
〒223-0052,神奈川県横浜市港北区綱島東５−１０−３５
2024-10-10
http://www.yonekawa-ss.co.jp
 
ヨ,215843,株式会社⽶川電気
〒311-1513,茨城県鉾⽥市⼤⽵１７７０ー３
2024-12-18
 
ヨ,128521,株式会社ヨネザワ
〒680-0911,⿃取市千代⽔２−９９
2026-03-01
https://sanbg-yonezawa.com/
 
ヨ,105984,株式会社⽶沢⼩⾼⼯業
〒992-1125,⼭形県⽶沢市万世町⽚⼦８１
2023-07-29
http://www.y-odaka.co.jp/



 
ヨ,212343,⽶澤興業株式会社
〒231-0015,神奈川県横浜市中区尾上町６ー８３
2024-10-10
 
ヨ,128434,⽶沢精密株式会社
〒992-0004,⼭形県⽶沢市窪⽥町⼩瀬３３１−１５
2025-03-19
https://www.yonezawaseimitsu.jp
 
ヨ,221920,⽶沢電気⼯事株式会社
〒921-8588,⽯川県⾦沢市進和町３２番地
2025-08-01
https://www.yonezawa-co.jp
 
ヨ,108515,⽶沢電線株式会社
〒963-0531,福島県郡⼭市⽇和⽥町⾼倉字⽮沢道１−１
2025-01-09
http://www.yonezawadensen.co.jp
 
ヨ,118638,⽶善機⼯株式会社
〒860-0824,熊本市中央区⼗禅寺１−４−８０
2024-01-20
https://www.yonezen.co.jp
 
ヨ,215783,株式会社⽶⽥建設
〒649-6275,和歌⼭県和歌⼭市吐前２４１番地の８
2024-11-27
 
ヨ,229439,⽶⽥建設株式会社
〒520-2304,滋賀県野洲市永原７２０番地１９
2026-01-08
https://yonedakensetsu.jp
 
ヨ,222818,株式会社⽶⽥左官⼯業
〒981-0913,宮城県仙台市⻘葉区昭和町５ー１０
2024-03-01
 
ヨ,216058,⽶⽥産業株式会社
〒587-0042,⼤阪府堺市美原区⽊材通４丁⽬８番１３号
2025-02-19
http://www.yoneda-inc.jp/
 
ヨ,219019,株式会社ＹＯＮＥＤＥＮ
〒275-0026,千葉県習志野市⾕津７丁⽬７番２６−４１３号
2024-02-02
 
ヨ,105166,⽶花⼯業株式会社
〒541-0054,⼤阪市中央区南本町１−８−１４ 堺筋本町ビル３階
2024-06-28
 
ヨ,213564,⽶原機⼯株式会社
〒933-0014,富⼭県⾼岡市野村１８５７番地
2024-01-27
 



ヨ,226784,⽶原商事株式会社
〒939-1371,富⼭県砺波市栄町６ー２７
2026-06-01
https://www.yonehara.co.jp/
 
ヨ,222463,株式会社⽶満興業
〒333-0844,埼⽟県川⼝市上⻘⽊５丁⽬１５番１３号
2023-12-01
 
ヨ,118471,有限会社⽶村印刷所
〒860-0073,熊本市中央区島崎１−１５−２４
2026-06-01
http://yo-net.co.jp
 
ヨ,221978,株式会社ヨネモリ
〒920-2162,⽯川県⽩⼭市道法寺町イ６３番地
2025-10-01
https://www.yonemori.co.jp
 
ヨ,230738,⽶盛電気 ⽶盛耕作（その他）
〒252-0102,神奈川県相模原市緑区原宿５−１−２２
2025-08-16
 
ヨ,223469,株式会社⽶屋
〒165-0031,東京都中野区上鷺宮２ー１０ー７
2024-08-01
 
ヨ,125668,⽶⼭化学株式会社
〒141-0022,東京都品川区東五反⽥５−２５−１４
2023-07-20
http://www.ychem.co.jp
 
ヨ,223646,株式会社⽶⼭商店
〒064-0811,北海道札幌市中央区南⼗⼀条⻄１２丁⽬２番３９号
2024-10-01
 
ヨ,214556,⽶⼭鉄⼯株式会社
〒124-0022,東京都葛飾区奥⼾２ー１６ー７
2026-02-07
https://www.yoneyama-tekkou.co.jp
 
ヨ,213774,⽶⼭塗装株式会社
〒001-0909,北海道札幌市北区新琴似９条９丁⽬７番３号
2024-07-28
 
ヨ,508419,有限会社 ⽶⼭ネジ製作所
〒115-0051,東京都北区浮間 ４−１６−１８
2026-06-17
 
ヨ,100184,⽶⼭薬品⼯業株式会社
〒541-0045,⼤阪市中央区道修町２−３−１１
2025-08-10
https://www.yone-yama.co.jp/
 
ヨ,224641,株式会社呼⼦鉄筋⼯業所



〒314-0031,茨城県⿅嶋市⼤字宮中２３２８番地７
2025-04-01
https://www.yobuko-tekkin.co.jp
 
ヨ,508490,株式会社読売新聞東京本社
〒100-8055,東京都千代⽥区⼤⼿町１−７−１
2024-03-19
http://www.yomiuri.com
 
ヨ,501355,讀賣テレビ放送株式会社
〒540-8510,⼤阪府⼤阪市中央区城⾒１−３−５０
2024-09-05
https://www.ytv.co.jp/
 
ヨ,214128,四⽅企画株式会社
〒253-0034,神奈川県茅ヶ崎市緑が浜１０ー１２
2025-04-05
 
ヨ,104735,寄居印刷紙器株式会社
〒367-0213,埼⽟県本庄市児⽟町秋⼭２７８７−１
2026-04-18
http://yoriiprn.co.jp/
 
ヨ,227605,寄神建設株式会社
〒652-0831,兵庫県神⼾市兵庫区七宮町⼆丁⽬１番１号
2024-03-09
http://www.yorigami.co.jp
 
ヨ,222143,萬産業株式会社
〒234-0051,神奈川県横浜市港南区⽇野２丁⽬１番５号
2026-04-01
https://www.yorozu-sangyo.co.jp/
 
ヨ,210447,萬屋建設株式会社
〒378-0051,群⾺県沼⽥市上原町１７５６番地２
2024-07-22
 
ヨ,211082,萬屋福⽥産業株式会社
〒250-0013,神奈川県⼩⽥原市南町１丁⽬９番２３号
2025-04-20
 
ヨ,128566,株式会社よろづ鉸製作所
〒152-0002,東京都⽬黒区⽬黒本町３−１−９ 
2026-03-29
https://www.yorodu.co.jp/
 
ヨ,508435,四電エンジニアリング株式会社
〒761-8541,⾹川県⾼松市上之町３丁⽬１−４
2024-07-09
https://www.yon-e.co.jp/
 
ヨ,508415,株式会社 四電⼯
〒761-8565,⾹川県⾼松市花ノ宮町２丁⽬３番９号
2024-05-28
http://www.yondenko.co.jp/



 
ヨ,224050,四電ビジネス株式会社
〒760-8538,⾹川県⾼松市⻲井町７番地９
2025-01-01
 
ラ,502970,株式会社 ライオン事務器
〒577-8560,⼤阪府東⼤阪市⻑⽥中３丁⽬５番４４号
2023-07-25
mailto:hi.hashimoto@lion-jimuki.co.jp
 
ラ,230272,ライオン電気株式会社
〒794-0821,愛媛県今治市⽴花町⼀丁⽬１番１２号
2025-06-28
 
ラ,120093,ライオンパワー株式会社
〒923-0972,⽯川県⼩松市⽉津町ツ５
2023-07-18
https://www.lionpower.co.jp
 
ラ,103354,ライオンブリッジジャパン株式会社
〒220-8142,横浜市⻄区みなとみらい２−２−１−１ 横浜ランドマークタワー４２階
2023-08-19
http://www.lionbridge.com
 
ラ,102072,株式会社来希
〒317-0073,茨城県⽇⽴市幸町１−４−８
2024-12-25
http://www.k-raiki.co.jp/
 
ラ,213660,株式会社ライクス
〒105-0014,東京都港区芝１ー４ー７
2024-03-31
https://www.likes.co.jp/
 
ラ,217028,株式会社ライコム
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾７丁⽬３９番５ー３０３
2025-09-03
http://www.laicom.co.jp
 
ラ,105742,株式会社ライジングサン
〒366-0027,埼⽟県深⾕市天神町１７−１８
2025-11-21
 
ラ,215548,株式会社ライジングサンセキュリティーサービス
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕２−１５−１渋⾕クロスタワービル１５階
2021-08-28
 
ラ,214949,有限会社ライズ
〒326-0843,栃⽊県⾜利市五⼗部町５６７番地１
2023-08-29
 
ラ,215206,有限会社ライズ
〒224-0057,神奈川県横浜市都筑区川和町２１５１−７８
2024-02-06
 



ラ,231057,株式会社ライズ
〒422-8046,静岡県静岡市駿河区中島１３９９番地
2025-10-11
 
ラ,505656,株式会社ライズエレクトロニクス
〒555-0025,⼤阪府⼤阪市⻄淀川区姫⾥３丁⽬１３番４８−９０９号
2025-01-13
 
ラ,230815,株式会社ライズコーポレーション
〒559-0016,⼤阪府⼤阪市住之江区⻄加賀屋⼆丁⽬７番７号
2025-08-30
 
ラ,105558,株式会社ＲＩＳＥ構造設計
〒153-0063,東京都⽬黒区⽬黒１−４−１６ ⽬黒Ｇビル９Ｆ
2025-05-15
https://rise-str.com
 
ラ,101957,株式会社ライズテック
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋１−２−１０ 東洋ビルディング４階
2024-11-22
https://www.risetec.co.jp
 
ラ,214728,有限会社ライズテック
〒660-0892,兵庫県尼崎市東難波町３丁⽬２１番３２号
2026-05-23
 
ラ,106614,株式会社ライズマークス
〒101-0052,東京都千代⽥区神⽥⼩川町３−１１−７ エスペランサ神⽥⼩川町６階
2025-03-23
 
ラ,103849,株式会社ライターム
〒169-0075,東京都新宿区⾼⽥⾺場１−２８−１０ 三慶ビル７階
2024-05-22
http://www.rtarm.co.jp
 
ラ,211039,株式会社ライティングシステム
〒103-0012,東京都中央区⽇本橋堀留町１ー３ー１８堀⼀ビル２階
2025-04-13
http://www.ltg-sys.com
 
ラ,123975,株式会社ライテック
〒162-0826,東京都新宿区市⾕船河原町１１
2025-06-17
http://www.litec.co.jp
 
ラ,118930,雷電株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿２−１２−１６
2024-07-19
http://www.raiden-corp.co.jp
 
ラ,120988,株式会社ライデン
〒286-0201,千葉県富⾥市⽇吉台２−９１−６
2024-03-12
 
ラ,230540,有限会社ライデン



〒431-2103,静岡県浜松市北区新都⽥三丁⽬６番１２号
2025-07-26
http://riden.info/72860/
 
ラ,210268,株式会社雷電圧送
〒490-1104,愛知県あま市⻄今宿⼭伏三５１番地
2024-04-15
 
ラ,100103,株式会社ライト
〒491-0873,愛知県⼀宮市せんい４−１−１１
2025-07-30
https://www.raito-net.com
 
ラ,230497,株式会社ライト
〒652-0897,兵庫県神⼾市兵庫区駅南通五丁⽬２番１１−４０９号
2025-07-19
https://www.light-denki.work
 
ラ,231451,株式会社ＬＩＧＨＴ
〒790-0056,愛媛県松⼭市⼟居⽥町５５１番地２
2025-12-19
 
ラ,127434,ライト印刷株式会社
〒101-0065,東京都千代⽥区⻄神⽥３−２−１ 住友不動産千代⽥ファーストビル南館１４階
2024-09-29
http://www.light-printing.co.jp
 
ラ,504722,株式会社ライトウェア
〒171-0021,東京都豊島区⻄池袋２丁⽬３９番６号
2026-06-27
http://www.lightware.co.jp/
 
ラ,218110,ライト⼯業株式会社
〒102-8236,東京都千代⽥区九段北４丁⽬２番３５号
2026-04-01
https://www.raito.co.jp/
 
ラ,128572,ライト精⼯株式会社
〒107-0052,東京都港区⾚坂２−２１−１２
2025-10-24
 
ラ,108087,株式会社ライト製作所
〒174-8633,東京都板橋区前野町１−４７−３
2023-03-28
http://www.rightmfg.co.jp
 
ラ,118597,ライト電業株式会社
〒702-8027,岡⼭市南区芳泉２−２−３２
2025-11-09
 
ラ,230567,有限会社ライト電計⼯事
〒457-0027,愛知県名古屋市南区弥⽣町１６９番地の１
2025-07-26
 
ラ,106804,株式会社ライトハウス



〒153-0053,東京都⽬黒区五本⽊２−２３−１０ ⼤塚ビル２階
2025-12-02
 
ラ,225903,ライトラバー⼯業株式会社
〒577-0804,⼤阪府東⼤阪市中⼩阪４ー２ー１９
2025-08-01
 
ラ,212943,ライネックス株式会社
〒130-0021,東京都墨⽥区緑２丁⽬９番１号
2025-12-04
http://www.linex-net.co.jp
 
ラ,219308,株式会社ライフ
〒121-0822,東京都⾜⽴区⻄⽵の塚２丁⽬１０番１０号
2024-03-16
 
ラ,228553,株式会社ライフアートプランテック
〒631-0041,奈良県奈良市学園⼤和町⼆丁⽬８１番地
2024-10-16
 
ラ,501401,株式会社ライフエレックス
〒370-0615,群⾺県⾢楽郡⾢楽町⼤字篠塚９７１
2024-10-08
http://www.lifeelex.co.jp
 
ラ,211281,株式会社ライフエンジニアリング
〒380-0803,⻑野県⻑野市南⾼⽥１丁⽬８番地２
2025-07-14
 
ラ,218464,株式会社ライフエンジニアリング
〒792-0024,愛媛県新居浜市宮⻄町３番２号
2023-10-06
 
ラ,230368,株式会社ライフク
〒463-0808,愛知県名古屋市守⼭区花咲台⼆丁⽬１０４番
2025-07-12
https://www.lyfuk.co.jp
 
ラ,225741,ライフ⼯業株式会社
〒532-0011,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島７丁⽬１番８号
2025-07-01
https://www.lifekogyo.co.jp/
 
ラ,230998,ライフ産業株式会社
〒240-0023,神奈川県横浜市保⼟ケ⾕区岩井町３０６番地
2025-10-11
 
ラ,216347,株式会社ライフステージ
〒570-0015,⼤阪府守⼝市梶町４丁⽬１−１７
2022-04-23
 
ラ,215330,株式会社ライフ設計事務所
〒114-0013,東京都北区東⽥端１ー７ー３
2024-03-27
http://www.life-sekkei.co.jp



 
ラ,215848,株式会社ライフテック
〒441-8132,愛知県豊橋市南⼤清⽔町字富⼠⾒７７９−１
2024-12-18
https://lifetec-e.com
 
ラ,218207,株式会社ライフテック
〒852-8155,⻑崎県⻑崎市中園町１５番１２号⾺場マンション１階
2023-08-11
 
ラ,231753,有限会社ライフテック
〒870-0165,⼤分県⼤分市明野北五丁⽬９９１番７
2026-03-07
 
ラ,220490,株式会社ライフテックミツダ
〒527-0071,滋賀県東近江市今堀町６２１番地の１
2024-11-30
http://www.lifetec-mitsuda.com/
 
ラ,500974,株式会社ライフトロン
〒530-0045,⼤阪府⼤阪市北区天神⻄町６番７号
2024-08-22
http://www.lifetron.jp
 
ラ,230880,株式会社ライフプランニング
〒810-0022,福岡県福岡市中央区薬院⼆丁⽬２番７−４０３号
2025-09-20
 
ラ,505494,株式会社ライフライン
〒921-8062,⽯川県⾦沢市新保本４丁⽬６５番地１６
2023-12-09
https://lifeline-lg.com/
 
ラ,214977,株式会社ライフラインパートナーズ
〒132-0035,東京都江⼾川区平井４ー１６ー１７
2023-09-05
 
ラ,217854,ライブコート株式会社
〒214-0036,神奈川県川崎市多摩区南⽣⽥３−７−７−２
2023-06-30
 
ラ,218984,ライブコンストラクト株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿２丁⽬９番１８号エビスビル８階
2024-01-26
http://live-cr.co.jp/
 
ラ,214537,有限会社ライブスター
〒841-0004,佐賀県⿃栖市神辺町１５６９ー５
2026-01-17
 
ラ,128567,来邦⼯業株式会社
〒213-0031,神奈川県川崎市⾼津区宇奈根８４７
2025-12-07
http://www.raiho.com/
 



ラ,118746,ライボルト株式会社
〒222-0033,横浜市港北区新横浜３−２３−３
2024-03-21
http://www.leybold.com
 
ラ,503434,株式会社来夢
〒513-0836,三重県鈴⿅市国府町７６６９−４４
2025-07-16
http://www.raimu-jp.com/
 
ラ,215210,株式会社ライムイシモト
〒854-0063,⻑崎県諫早市⾙津町２０７１−７
2024-02-06
 
ラ,210168,株式会社ライリイ・コーポレーション
〒379-2107,群⾺県前橋市荒⼝町６０１番地１
2024-02-05
http://www.rairii.co.jp/
 
ラ,503359,株式会社ラインアイ
〒601-8468,京都府京都市南区唐橋⻄平垣町３９−１ 丸福ビル４Ｆ
2025-02-05
https://www.lineeye.co.jp
 
ラ,220595,有限会社ラインアップ
〒192-0154,東京都⼋王⼦市下恩⽅町２４８５番地１
2025-01-11
 
ラ,230523,ライン⼯業株式会社
〒564-0063,⼤阪府吹⽥市江坂町⼆丁⽬２５番１９号
2025-07-26
https://www.linekogyo.co.jp
 
ラ,218482,株式会社ラインテック
〒134-0084,東京都江⼾川区東葛⻄８−３−１６
2023-10-06
 
ラ,503360,株式会社ラウンド
〒611-0011,京都府宇治市五ケ庄芝ノ東３番地９
2025-02-08
http://www.round.ne.jp/index.html
 
ラ,106758,株式会社ラカム
〒330-0042,埼⽟県さいたま市浦和区⽊崎４−２６−３
2025-08-22
 
ラ,214374,楽建株式会社
〒170-0003,東京都豊島区駒込２丁⽬６番７号
2025-09-13
http://www.rakuken.biz
 
ラ,215860,株式会社ラクサス
〒321-0151,栃⽊県宇都宮市⻄川⽥町１０３９ー１１
2024-12-18
 



ラ,105479,株式会社洛匠
〒612-8404,京都市伏⾒区深草向川原町２０−３５
2025-03-12
http://www.rakushou.co.jp
 
ラ,214714,有限会社ラクトー
〒607-8155,京都府京都市⼭科区東野狐藪町１６−９
2023-05-09
 
ラ,127094,株式会社洛北⼯業
〒601-8205,京都市南区久世殿城町３２４−１
2024-07-14
http://www.rakuhoku-kogyo.co.jp/
 
ラ,219499,洛陽⼯業株式会社
〒601-1441,京都府京都市伏⾒区⼩栗栖北⾕町８６ー４
2024-03-30
 
ラ,216504,株式会社ラグーナ
〒101-0043,東京都千代⽥区神⽥富⼭町１１番地
2025-05-28
http://raghuna.com
 
ラ,218084,ラコリス株式会社
〒983-0824,宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ⾕２−８−１
2023-08-04
 
ラ,118587,ラサ⼯業株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥１−１８−１３
2025-10-20
http://www.rasa.co.jp
 
ラ,106258,ラサ商事株式会社
〒103-0014,東京都中央区⽇本橋蛎殻町１−１１−５ ＲＡＳＡ⽇本橋ビルディング
2024-07-05
http://www.rasaco.co.jp
 
ラ,225311,株式会社ラザー横浜
〒226-0005,神奈川県横浜市緑区⽵⼭３ー１ー８（３１０３−３４４）
2025-06-01
_
 
ラ,222133,ラジエ⼯業株式会社
〒370-0072,群⾺県⾼崎市⼤⼋⽊町１６８番地
2026-04-01
https://www.radia-ind.co.jp/
 
ラ,126308,株式会社ラスコ
〒349-1135,埼⽟県加須市北平野８０７−２
2023-12-02
 
ラ,216461,ラッキー⼯芸株式会社
〒670-0934,兵庫県姫路市朝⽇町５４番地
2025-05-21
https://www.lucky-kogei.com/



 
ラ,504780,株式会社ラック
〒102-0093,東京都千代⽥区平河町⼆丁⽬１６番１号
2023-08-08
https://www.lac.co.jp/
 
ラ,118914,株式会社ラックスオスカー
〒224-0053,横浜市都筑区池辺町４８２２
2024-08-24
http://bweb.pep.ne.jp/racks-oscar/
 
ラ,216546,株式会社ラックランド
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿３丁⽬１８番２０号
2025-05-28
https://www.luckland.co.jp/
 
ラ,125316,株式会社ラティス
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥１−３０−７ ＪＳ五反⽥ビル４Ｆ
2026-03-14
http://www.lattice-inc.co.jp/
 
ラ,219460,株式会社ラテンマーブル
〒901-0504,沖縄県島尻郡⼋重瀬町字後原１１３３
2024-03-23
 
ラ,120089,株式会社ラデックス
〒140-0002,東京都品川区東品川２−２−４ 天王洲ファーストタワー２３Ｆ
2023-07-18
https://rdx.co.jp
 
ラ,501973,ラトックシステム株式会社
〒556-0012,⼤阪府⼤阪市⻄区南堀江１丁⽬１８番４号
2025-12-07
http://www.ratocsystems.com/
 
ラ,102313,株式会社ＬＡＤＶＩＫ
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１−１８−１２ 内神⽥東誠ビル６階
2026-03-10
http://www.ladvik.com
 
ラ,503349,株式会社ラネクシー
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿８丁⽬１番２号ＰＭＯ⻄新宿
2025-01-25
https://www.runexy.co.jp/
 
ラ,122068,ラピアス電機株式会社
〒143-0015,東京都⼤⽥区⼤森⻄２−２−２９
2024-07-30
http://www.rapias.co.jp/
 
ラ,103977,株式会社ラピス
〒220-0011,神奈川県横浜市⻄区⾼島２−１４−１２ ヨコハマジャスト２号館８Ｆ
2024-09-28
http://www.kk-lapis.co.jp
 



ラ,129121,ラピスセミコンダクタ株式会社
〒222-8575,神奈川県横浜市港北区新横浜２−４−８
2023-10-17
http://www.lapis-semi.com
 
ラ,106018,ラピステクノロジー株式会社
〒222-8575,神奈川県横浜市港北区新横浜２−４−８
2023-09-01
 
ラ,502746,株式会社ラフトシステム
〒220-0023,神奈川県横浜市⻄区平沼２−３−１６ ピュアシティ横浜８０６
2024-10-19
http://www.raft.co.jp
 
ラ,504418,株式会社ラブキャリア
〒160-0022,東京都新宿区新宿五丁⽬１８番１２号
2024-03-13
http://lovecareer.co.jp/
 
ラ,108793,株式会社ラプラス
〒980-6124,宮城県仙台市⻘葉区中央１−３−１ ＡＥＲ２４Ｆ
2025-11-30
http://www.laplace.co.jp
 
ラ,104242,株式会社ラベルジャパン
〒116-0002,東京都荒川区荒川８−５−１４
2025-01-18
http://www.label-japan.co.jp/index.html
 
ラ,100401,ラボテック株式会社
〒731-5132,広島県広島市佐伯区五⽇市中央６−９−２５
2025-10-18
http://www.labotec.co.jp/
 
ラ,123998,株式会社ラミーコーポレーション
〒553-0003,⼤阪府⼤阪市福島区福島６−４−１１
2025-06-22
https://www.lami-corporation.co.jp/
 
ラ,211596,ラムダエンジニアリング株式会社
〒114-0016,東京都北区上中⾥２丁⽬３番５号
2026-04-07
http://www.lambda-e.co.jp
 
ラ,126494,ラムリサーチ株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜１−７−９ 友泉新横浜１丁⽬ビル２階Ｂ
2024-01-20
http://www.lamrc.com/
 
ラ,503576,ランスタッド株式会社
〒102-8578,東京都千代⽥区紀尾井町４−１ ニューオータニガーデンコート２１Ｆ
2025-08-27
www.randstad.co.jp
 
ラ,212497,株式会社ランテック



〒253-0016,神奈川県茅ヶ崎市⼩桜町３ー２５
2025-02-27
http://www.rantec.co.jp
 
ラ,216966,株式会社ランディス
〒264-0023,千葉県千葉市若葉区⾙塚町１１０８番地８
2025-08-06
 
ラ,211845,株式会社ランディング
〒254-0019,神奈川県平塚市⻄真⼟三丁⽬５番２８号
2023-09-15
 
ラ,214664,ランデス株式会社
〒719-3192,岡⼭県真庭市開⽥６３０番地１
2026-04-11
http://www.landes.co.jp
 
ラ,127626,株式会社ラントラスト
〒164-0001,東京都中野区中野５−６８−２ 中野中央ビル７階
2024-12-19
http://www.rtnet.co.jp
 
ラ,218943,株式会社ランドアーキ永井建築設計所
〒472-0001,愛知県知⽴市⼋橋町登城６７−１１
2024-01-19
 
ラ,211321,株式会社ランドウィック
〒578-0921,⼤阪府東⼤阪市⽔⾛２ー１１ー１６
2025-08-02
 
ラ,503959,株式会社ランドコンピュータ
〒108-0023,東京都港区芝浦四丁⽬１３番２３号
2024-04-20
http://www.rand.co.jp/
 
ラ,211185,株式会社ランドスケープ⼯業
〒063-0002,北海道札幌市⻄区⼭の⼿⼆条６丁⽬６−１１
2025-05-31
_
 
ラ,218018,ランドスタイル株式会社
〒374-0011,群⾺県館林市⽻附町６４７−１
2023-07-28
http://www.landstyle.co.jp/
 
ラ,102298,株式会社ランドマークテクノロジー
〒102-0071,東京都千代⽥区富⼠⾒１−５−８
2025-02-18
https://www.landmark.jp
 
ラ,223787,ランドワーク株式会社
〒981-0213,宮城県宮城郡松島町松島字⼩梨屋２番地ー１４
2024-11-01
 
ラ,231510,有限会社ランビルホーム



〒632-0074,奈良県天理市東井⼾堂町４６０番地の６
2025-12-27
 
ラ,230254,株式会社ランブル
〒426-0046,静岡県藤枝市⾼洲７４番地の５
2025-06-21
https://ranble-reform.jp
 
ラ,101232,株式会社ラヴォックス
〒174-0051,東京都板橋区⼩⾖沢１−２３−２
2024-03-27
http://www.loveox.co.jp/
 
リ,123644,株式会社リ・フォース
〒210-0826,神奈川県川崎市川崎区塩浜４−１−１
2025-02-26
http://www.re-force.co.jp
 
リ,220186,有限会社リ・ルームクロス
〒811-1352,福岡県福岡市南区鶴⽥３ー１７ー１８
2024-08-31
 
リ,104429,株式会社リーアルネット
〒547-0016,⼤阪府⼤阪市平野区⻑吉⻑原３−１５−２６
2025-06-23
https://www.re-alnet.com/
 
リ,120251,株式会社リースキン⻄東京
〒192-0152,東京都⼋王⼦市美⼭町２１６１−２７
2023-08-08
http://www.leasekin-nishitokyo.co.jp
 
リ,123616,リーダー電⼦株式会社
〒223-8505,神奈川県横浜市港北区綱島東２−６−３３
2025-02-20
http://www.leader.co.jp/
 
リ,217797,株式会社リーテック
〒540-0024,⼤阪府⼤阪市中央区南新町１丁⽬１番２号タイムスビル５階
2023-06-16
https://www.re-tech.co.jp
 
リ,229892,株式会社リーテック
〒510-1232,三重県三重郡菰野町⼤字宿野９１５番地
2023-08-11
http://www.reetec.co.jp
 
リ,505289,リーテックス株式会社
〒102-0083,東京都千代⽥区麹町四丁⽬５番地２０号ＫＳビル８階
2025-10-09
https://le-techs.com
 
リ,129914,株式会社リーテム
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥３−６−１０
2025-04-12



http://www.re-tem.com/
 
リ,217545,リーディング株式会社
〒169-0075,東京都新宿区⾼⽥⾺場３ー９ー６
2026-01-28
http://www.team-leading.co.jp/
 
リ,104418,株式会社リーディング・ウィン
〒170-0004,東京都豊島区北⼤塚１−１３−４
2025-06-17
http://www.leadingwin.co.jp/
 
リ,503767,株式会社リーディング・エッジ社
〒105-0004,東京都港区新橋４−１−１
2023-03-17
http://www.leadinge.co.jp
 
リ,106741,リーディングエッジ株式会社
〒358-0015,埼⽟県⼊間市⼆本⽊６２８−１
2025-07-25
 
リ,118563,株式会社リーデンス
〒354-0044,埼⽟県⼊間郡三芳町北永井７２２
2023-07-26
http://leadence.co.jp/
 
リ,219686,株式会社リード
〒116-0013,東京都荒川区⻄⽇暮⾥４−４−１０
2024-04-27
https://www.lead-s.co.jp
 
リ,101367,リード・エレクトロニクス株式会社
〒541-0041,⼤阪府⼤阪市中央区北浜１−９−９ 北浜⻑尾ビル９Ｆ
2024-05-23
http://www.lead-ele.co.jp/
 
リ,504670,株式会社 リードウェイ
〒460-0003,愛知県名古屋市中区錦３丁⽬１１−２５
2023-06-14
https://www.leadway.biz
 
リ,121983,株式会社リード技研
〒214-0014,神奈川県川崎市多摩区登⼾３２９−２
2024-07-25
http://www.lead-giken.co.jp
 
リ,504946,株式会社リードコナン
〒020-0051,岩⼿県盛岡市下太⽥沢⽥６８−４０
2023-09-07
https://www.leadkonan.co.jp/
 
リ,214587,リードテック株式会社
〒804-0024,福岡県北九州市⼾畑区⻄鞘ヶ⾕町１６番１９号
2026-02-21
 



リ,226594,有限会社リーメック
〒510-0007,三重県四⽇市市別名２ー９ー１３
2026-04-01
 
リ,215091,有限会社リア機⼯
〒179-0074,東京都練⾺区春⽇町１ー１８ー１６
2023-11-14
 
リ,215367,株式会社リアス
〒114-0002,東京都北区王⼦１−１２−４
2024-04-23
http://www.re-earth0102.co.jp
 
リ,216915,株式会社リアライズ
〒812-0863,福岡県福岡市博多区⾦の隈１丁⽬３１ー３２
2025-07-23
 
リ,505760,株式会社 リアライズ
〒519-2203,三重県多気郡多気町⽚野８１−２１５
2025-11-17
https://realized.co.jp
 
リ,215523,リアル建設株式会社
〒158-0096,東京都渋⾕区神宮前３丁⽬２５番１５号
2024-08-07
https://realconstruction.co.jp/
 
リ,118953,リオン株式会社
〒185-8533,東京都国分寺市東元町３−２０−４１
2024-10-06
https://www.rion.co.jp
 
リ,217656,株式会社理温⼯業
〒930-0944,富⼭県富⼭市開４９２番地
2026-03-17
 
リ,100006,リオンテック株式会社
〒190-0022,東京都⽴川市錦町１−２３−１ 吾妻ビル内
2025-06-10
http://www.riontec.com/
 
リ,108633,理化⼯業株式会社
〒146-8515,東京都⼤⽥区久が原５−１６−６
2025-08-04
Https://www.rkcinst.co.jp
 
リ,126279,リカザイ株式会社
〒211-0011,川崎市中原区下沼部１８１０−７
2023-11-24
http://atsuen.rikazai.co.jp/
 
リ,500131,理化電⼦株式会社
〒143-8522,東京都⼤⽥区⼤森南１−１８−１７
2023-10-24
http://www.rikadenshi.com



 
リ,216580,株式会社リカノス
〒990-2473,⼭形県⼭形市松栄１丁⽬３番８号
2025-06-04
http://likanos.com/
 
リ,128519,株式会社リガク
〒196-8666,東京都昭島市松原町３−９−１２
2026-01-30
https://japan.rigaku.com/ja
 
リ,129835,株式会社理学相原精機
〒190-1222,東京都⻄多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原２−２４
2025-03-18
http://www.rigaku-aihara.co.jp
 
リ,125729,株式会社リガルジョイント
〒252-0331,神奈川県相模原市南区⼤野台１−９−４９
2023-08-15
http://www.rgl.co.jp
 
リ,125398,有限会社リキ
〒101-0044,東京都千代⽥区鍛冶町２−９−８ サトービル３階
2026-04-12
 
リ,211970,有限会社リキ建築計画⼯房
〒343-0805,埼⽟県越⾕市神明町２−１８６−２５
2024-01-10
 
リ,500299,リキデン株式会社
〒194-0013,東京都町⽥市原町⽥６−２８−１６ フジビル８８
2024-06-23
https://www.rikidenkk.co.jp
 
リ,224916,株式会社リキマン
〒811-2112,福岡県糟屋郡須恵町⼤字植⽊字⽩⽯１１５０番地５
2025-04-01
http://www.rikiman.com
 
リ,118527,株式会社利久電器
〒396-0012,⻑野県伊那市上新⽥２５９５
2025-06-15
http://www.rikyu-denki.co.jp
 
リ,231311,株式会社リキョー
〒650-0012,兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通四丁⽬６番８号
2025-11-21
 
リ,111315,株式会社ＬＩＸＩＬ
〒136-8535,東京都江東区⼤島２−１−１
2023-09-20
 
リ,214870,株式会社ＬＩＸＩＬ
〒141-0033,東京都品川区⻄品川１丁⽬１番１号⼤崎ガーデンタワー
2024-04-01



https://www.lixil.co.jp/
 
リ,503080,株式会社ＬＩＸＩＬ
〒136-8535,東京都品川区⻄品川１丁⽬１番１号⼤崎ガーデンタワー
2026-06-23
http://www.lixil.com/jp/
 
リ,225239,株式会社ＬＩＸＩＬトータルサービス
〒136-8585,東京都江東区⼤島２丁⽬１番１号
2025-05-01
https://www.lixil-totalservice.co.jp/
 
リ,229492,株式会社ＬＩＸＩＬトーヨーサッシ商事
〒130-0013,東京都墨⽥区錦⽷１ー２ー４
2026-02-15
https://www.toyosashkenzai.co.jp/
 
リ,228589,株式会社ＬＩＸＩＬリニューアル
〒136-8535,東京都江東区⼤島２丁⽬１番１号ＬＩＸＩＬ ＷＩＮＧビル
2024-10-26
http://www.lixil-renewal.co.jp/
 
リ,216212,陸前総合開発株式会社
〒983-0001,宮城県仙台市宮城野区港三丁⽬８番９
2025-03-26
http://www.rikuzen.co.jp/
 
リ,220901,株式会社陸天
〒981-0912,宮城県仙台市⻘葉区堤町⼀丁⽬７番１９号第⼀ファームヒル１０１
2025-03-22
https://rikuten.jp/
 
リ,505696,株式会社リクリーンサービス
〒135-0015,東京都江東区千⽯１−４−１７
2025-04-28
 
リ,106268,株式会社リクルートＲ＆Ｄスタッフィング
〒104-8001,東京都中央区銀座８−４−１７ リクルートＧＩＮＺＡ８ビル
2024-07-12
 
リ,120307,株式会社リクルートスタッフィング
〒104-8001,東京都中央区銀座８−４−１７ リクルートＧＩＮＺＡビル
2023-08-23
http://www.r-staffing.co.jp
 
リ,103962,株式会社リクルートスタッフィング情報サービス
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾５−２−３ さくら⻲⼾ビル３Ｆ
2024-09-14
https://www.rs-is.co.jp/
 
リ,219344,ＬＩＧパートナーズ株式会社
〒101-0025,東京都千代⽥区神⽥佐久間町四丁⽬６−３０３
2024-03-16
 
リ,128550,株式会社理経



〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿３−２−１１ 新宿三井ビルディング⼆号館
2025-01-15
http://www.rikei.co.jp
 
リ,118512,株式会社リケン
〒102-8202,東京都千代⽥区三番町８−１ 三番町東急ビル３階
2024-08-27
http://www.riken.co.jp
 
リ,217482,リケン株式会社
〒168-0072,東京都杉並区⾼井⼾東１丁⽬１番２１号
2026-01-21
 
リ,224969,株式会社理建
〒982-0023,宮城県仙台市太⽩区⿅野１丁⽬１０ー１
2025-04-01
 
リ,128536,理研アルマイト⼯業株式会社
〒210-0833,川崎市川崎区桜本２−４４−１
2026-03-22
http://www.alumite.co.jp
 
リ,120440,株式会社理研オプテック
〒140-8533,東京都品川区東⼤井２−６−９
2023-09-25
http://www.rikenoptech.com/
 
リ,118566,理研計器株式会社
〒174-8744,東京都板橋区⼩⾖沢２−７−６
2026-06-14
 
リ,100565,理研コランダム株式会社
〒365-0051,埼⽟県鴻巣市宮前５４７−１
2026-01-20
http://www.rikencorundum.co.jp
 
リ,125272,理研産業株式会社
〒140-0004,東京都品川区南品川４−１５−３
2026-03-01
 
リ,508545,株式会社理研商会
〒454-0813,愛知県名古屋市中川区乗越町２−１８
2025-04-06
www.rikenshokai.com
 
リ,150034,理研製鋼株式会社
〒104-0031,東京都中央区京橋１−１−５ セントラルビル１０Ｆ
2025-08-03
 
リ,129597,理研鍛造株式会社
〒371-0846,群⾺県前橋市元総社町３９５−３
2024-11-18
https://www.riken-forge.co.jp/
 
リ,120565,リケンテクノス株式会社



〒101-8336,東京都千代⽥区淡路町２−１０１ ワテラスタワー１１階
2023-10-29
http://www.rikentechnos.co.jp
 
リ,108810,理研電具製造株式会社
〒108-0073,東京都港区三⽥３−２−８
2025-03-31
http://www.rikendengu.co.jp
 
リ,108223,理研電線株式会社
〒104-0045,東京都中央区築地１−１２−２２ コンワビル５Ｆ
2024-08-12
https://www.rikensen.co.jp/
 
リ,118556,理研発条⼯業株式会社
〒575-0014,⼤阪府四條畷市上⽥原１６
2026-06-14
http://www.riken-spring.com
 
リ,108260,株式会社リコー
〒143-8555,東京都⼤⽥区中⾺込１−３−６
2026-01-29
https://www.ricoh.co.jp/
 
リ,104350,リコーインダストリー株式会社
〒243-0298,神奈川県厚⽊市下荻野１００５
2026-03-22
 
リ,118555,リコーインダストリー株式会社
〒243-0296,神奈川県厚⽊市下荻野１００５ リコー厚⽊事業所内
2024-07-10
 
リ,501943,リコーインダストリー株式会社
〒243-0298,神奈川県厚⽊市下萩野１００５番地
2025-11-05
http://www.industry.ricoh.co.jp/
 
リ,118537,リコーインダストリアルソリューションズ株式会社
〒143-8555,東京都⼤⽥区中⾺込１−３−６ リコー本社内
2025-07-02
https://www.rins.ricoh.co.jp/
 
リ,128687,リコーインダストリアルソリューションズ株式会社
〒143-8555,東京都⼤⽥区中⾺込１−３−６ リコー本社内
2026-06-17
https://www.rins.ricoh.co.jp/
 
リ,118948,リコーエレメックス株式会社
〒444-8586,愛知県岡崎市井⽥町３−６９
2024-10-16
http://www.ricohelemex.co.jp/
 
リ,118565,リコークリエイティブサービス株式会社
〒143-8555,東京都⼤⽥区中⾺込１−３−６
2024-07-14



http://www.rcs.ricoh.co.jp/
 
リ,128307,リコージャパン株式会社
〒105-8503,東京都港区芝３−８−２ 芝公園ファーストビル
2025-09-18
http://www.ricoh-japan.co.jp/
 
リ,504364,リコー電⼦デバイス株式会社
〒563-8501,⼤阪府池⽥市姫室町１３番１号
2023-07-02
https://www.n-redc.co.jp/
 
リ,232001,璃湖⽣株式会社
〒114-0022,東京都北区王⼦本町⼀丁⽬２８番７号
2026-05-16
https://rikou.xyz
 
リ,505096,理興産業株式会社
〒003-0806,北海道札幌市⽩⽯区菊⽔６条２丁⽬３番１０号
2024-07-02
http://www.riko-s.co.jp
 
リ,218265,株式会社利⼯社寺
〒631-0056,奈良県奈良市丸⼭１丁⽬１０７９−１２４
2023-08-25
 
リ,128574,株式会社利晃製作所
〒596-0817,⼤阪府岸和⽥市岸の丘町２−５−１０
2026-01-15
 
リ,102327,株式会社理⼯電気
〒022-0007,岩⼿県⼤船渡市⾚崎町字諏訪前３７−４
2025-02-21
http://www.best-quality.co.jp/
 
リ,128599,理光電機株式会社
〒958-0821,新潟県村上市⼭辺⾥４０６−１
2026-02-25
http://www.riko-electric.jp/
 
リ,105027,株式会社リコス
〒300-4525,茨城県筑⻄市寺上野６３０
2024-02-02
http://www.recos.biz
 
リ,105891,株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント
〒163-1424,東京都新宿区⻄新宿３−２０−２ 東京オペラシティタワー２４Ｆ
2023-03-27
https://www.rad.co.jp/
 
リ,118350,利昌⼯業株式会社
〒530-0003,⼤阪市北区堂島２−１−９
2023-08-08
http://www.risho.co.jp/
 



リ,505626,リシンク株式会社
〒542-0085,⼤阪府⼤阪市⼼斎橋筋２−７−１８ プライムスクエア⼼斎橋７階
2024-09-14
http://www.resync.co.jp/company.html
 
リ,505101,株式会社リスキーブランド
〒150-0022,東京都渋⾕区恵⽐寿南１−９−４
2024-07-25
https://www.riskybrand.com/
 
リ,112099,リズム株式会社
〒330-9551,埼⽟県さいたま市⼤宮区北袋町１−２９９−１２
2024-03-28
https://www.rhythm.co.jp/
 
リ,128539,リズム株式会社
〒330-9551,埼⽟県さいたま市⼤宮区北袋町１−２９９−１２
2026-02-06
https://www.rhythm.co.jp
 
リ,504907,リズム株式会社
〒330-9551,埼⽟県さいたま市⼤宮区北袋町⼀丁⽬２９９番地１２
2025-02-21
www.rhythm.co.jp
 
リ,122076,リソー⼯業株式会社
〒194-0022,東京都町⽥市森野４−１５−１２
2024-07-30
 
リ,227351,有限会社リゾーム
〒134-0013,東京都江⼾川区江⼾川６丁⽬３６番１８号３０３
2024-02-01
http://www.rizome.co.jp
 
リ,101525,ＲＩＴＡエレクトロニクス株式会社
〒461-0004,愛知県名古屋市東区葵３−１５−３１ 千種ニュータワービル１４階
2025-07-17
 
リ,505767,株式会社利達ソフト
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１−８−１三井ビル７Ｆ
2025-12-19
https://lzt.jp/wp/
 
リ,100661,リチャードソン・アールエフピーディー・ジャパン株式会社
〒105-6235,東京都港区愛宕２−５−１ 愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー３５Ｆ
2026-03-11
http://www.richardsonrfpd.co.jp/
 
リ,128582,リチャードソンエレクトロニクス株式会社
〒102-0073,東京都千代⽥区九段北４−１−９ 市ヶ⾕ＭＳビル８階
2025-10-25
http://www.rell.co.jp
 
リ,219631,リック株式会社
〒105-0014,東京都港区芝１−１５−５



2024-04-20
https://ri-k.co.jp/
 
リ,118772,リックス株式会社
〒812-8672,福岡市博多区⼭王１−１５−１５
2024-03-02
http://www.rix.co.jp/
 
リ,214780,⼒興⽊材⼯業株式会社
〒521-0314,滋賀県⽶原市春照１２５番地
2023-06-13
 
リ,214235,⽴正⼯業株式会社
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋３ー７ー１０
2025-06-14
http://www.rissho-kogyo.co.jp/
 
リ,504949,⽴信精機株式会社
〒385-0051,⻑野県佐久市中込３３６６
2023-09-14
http://www.risshin.co.jp
 
リ,219687,株式会社⽴体建築⼯房
〒981-3104,宮城県仙台市泉区永和台４−８
2024-04-27
 
リ,226570,有限会社リッチ
〒373-0852,群⾺県太⽥市新井町５５８ー１
2026-04-01
 
リ,104726,株式会社リツアンＳＴＣ
〒436-0093,静岡県掛川市連雀１−５ みらいふ１Ｆ
2023-04-12
https://www.ritsuan.com/
 
リ,118505,株式会社栗菱コンピューターズ
〒541-0056,⼤阪市中央区久太郎町２−５−２８ 久太郎町恒和ビル１１Ｆ
2024-02-24
https://www.ritsuryo.co.jp/
 
リ,226560,リテックエンジニアリング株式会社
〒107-0052,東京都港区⾚坂６丁⽬４番２号
2026-04-01
http://www.retec.co.jp/
 
リ,215543,リテック徳倉株式会社
〒460-0003,愛知県名古屋市中区錦三丁⽬１３番５号
2021-08-28
 
リ,103967,株式会社リナックス総合研究所
〒182-0024,東京都調布市布⽥４−２−１ 調布スクエアビル９階
2024-09-16
http://www.lri.jp
 
リ,105428,株式会社リニアック



〒399-3101,⻑野県下伊那郡⾼森町⼭吹８６８５−１
2025-01-25
 
リ,227452,有限会社リニューアル・アシナ
〒311-0121,茨城県那珂市⼾崎１６２８ー４３
2024-02-28
 
リ,212506,株式会社リニューアルウィングス
〒130-0026,東京都墨⽥区両国１丁⽬１５番９号
2025-03-06
https://www.renewalwings.co.jp/
 
リ,210509,株式会社リニューアルプラン
〒134-0083,東京都江⼾川区中葛⻄５ー１１ー２３
2024-08-28
http://www.maroon.dti.ne.jp/renewalplan/
 
リ,104064,株式会社リネイル
〒371-0013,群⾺県前橋市⻄⽚⾙町４−６−２
2024-10-14
http://www.reneil.jp/
 
リ,103559,リネオソリューションズ株式会社
〒399-0651,⻑野県塩尻市⼤字北⼩野１５８９−１
2024-01-16
http://www.lineo.co.jp
 
リ,108075,株式会社リネックス
〒141-0031,東京都品川区⻄五反⽥２−２７−３
2023-12-30
http://www.linex.co.jp
 
リ,211650,株式会社リノテック
〒464-0003,愛知県名古屋市千種区新⻄２丁⽬３番６号
2026-05-19
https://www.renotec.co.jp/
 
リ,219757,株式会社リノフォーム
〒215-0012,神奈川県川崎市⿇⽣区東百合丘１−８−４９
2024-05-18
https://www.renoform.co.jp/
 
リ,215441,株式会社リノベーション
〒532-0002,⼤阪府⼤阪市淀川区東三国⼆丁⽬４−４
2024-06-05
 
リ,231725,株式会社ＬｉＨａＳｕ
〒336-0021,埼⽟県さいたま市南区別所六丁⽬１３番１３号
2026-02-28
http://www.lihasu.com/
 
リ,107240,リバーエレテック株式会社
〒407-8502,⼭梨県韮崎市富⼠⾒ケ丘２−１−１１
2025-06-01
http://www.river-ele.co.jp



 
リ,104118,株式会社リバース
〒485-0825,愛知県⼩牧市⼤字下末字狩⼭⼾１６４８−１
2024-10-23
http://www.sankyo-group.jp
 
リ,105124,リバーチューブ株式会社
〒236-0002,神奈川県横浜市⾦沢区⿃浜町７
2024-05-14
http://www.river-tube.co.jp/
 
リ,112154,リバードコーポレーション株式会社
〒680-0905,⿃取県⿃取市賀露町４１１２
2025-07-06
http://www.kawaguchi-group.jp
 
リ,126920,リバードコーポレーション株式会社
〒680-0935,⿃取市⾥仁５２−２
2024-06-09
 
リ,219062,株式会社リバイブ
〒983-0007,宮城県仙台市宮城野区仙台港北２丁⽬１０ー２０
2024-02-09
https://www.revibe.co.jp/
 
リ,106636,リバウンドエレクトロニクス株式会社
〒222-0033,神奈川県横浜市港北区新横浜２−１５−１０
2025-04-22
https://reboundeu.com
 
リ,129797,リバストン⼯業株式会社
〒366-0829,埼⽟県深⾕市⻄⼤沼８３
2025-02-17
http://www.river-stone.jp/
 
リ,118585,リバティ株式会社
〒151-0066,東京都渋⾕区⻄原１−３５−３
2024-07-31
http://www.liberty-rom.com
 
リ,127760,リヒト精光株式会社
〒601-8135,京都市南区上⿃⽻⽯橋町１９−１
2025-02-27
http://www.lichtseiko.co.jp
 
リ,213482,リビエラ株式会社
〒420-0852,静岡県静岡市葵区紺屋町１７−１葵タワー２３階
2023-10-28
https://riviera.jp/
 
リ,223577,リビングエース株式会社
〒542-0081,⼤阪府⼤阪市中央区南船場３ー７ー２９
2024-09-01
 
リ,211665,株式会社リビングサプライ



〒090-0810,北海道北⾒市ひかり野五丁⽬３番地３
2020-06-02
 
リ,223834,株式会社リビングプロダクト
〒152-0022,東京都⽬黒区柿の⽊坂２丁⽬１−３
2024-11-01
http://www.livi.co.jp
 
リ,232013,株式会社リビングメンテサービス北東
〒578-0921,⼤阪府東⼤阪市⽔⾛三丁⽬９番２１号
2026-05-23
https://www.livimentehokuto.co.jp/
 
リ,128525,リファインテック株式会社
〒223-0052,横浜市港北区綱島東５−６−３７
2025-04-06
http://refinetec.com
 
リ,104993,株式会社リファクト
〒113-0033,東京都⽂京区本郷７−２−５ 平清ビル３階
2023-12-08
https://www.refact.co.jp/
 
リ,220354,株式会社リフォーム開発
〒811-1362,福岡県福岡市南区⻑住１丁⽬１−５０−１
2024-10-12
 
リ,231233,株式会社リフォーム・ジャパン
〒302-0109,茨城県守⾕市本町３３９１番地の４
2025-11-01
https://www.reform-japan.com
 
リ,210395,リフォジュール株式会社
〒918-8176,福井県福井市三⼗⼋社町３３ー６６
2024-06-30
http://www.refojoule.co.jp/
 
リ,125670,リフトテック株式会社
〒339-0043,埼⽟県さいたま市岩槻区城南２−１−６７
2023-07-20
 
リ,212975,有限会社リフレス
〒222-0001,神奈川県横浜市港北区樽町２−４−２０
2022-12-25
 
リ,231752,株式会社リフレッシュ沖縄
〒902-0074,沖縄県那覇市字仲井真３９８番地２８
2026-03-07
 
リ,505357,株式会社リブラセンス
〒104-0041,東京都中央区新富１−９−４ ファンデックス銀座ビル３Ｆ
2026-03-16
http://www.lisns.com
 
リ,230649,リベルテ設備 河⻄常雄（その他）



〒920-0809,⽯川県⾦沢市三池栄町９７−１
2025-08-02
 
リ,228228,株式会社リペア
〒039-3212,⻘森県上北郡六ケ所村⼤字尾駮字野附１３２１番地１
2024-06-29
 
リ,127560,株式会社リボラス
〒811-2401,福岡県糟屋郡篠栗町⾼⽥５６８−２
2024-12-21
http://www.rebolus.co.jp
 
リ,214190,有限会社リミックス
〒039-2184,⻘森県上北郡おいらせ町浜道１７８番地５
2025-05-17
 
リ,103856,株式会社ＬＩＭＮＯ
〒680-8634,⿃取県⿃取市⽴川町７−１０１
2024-05-27
 
リ,219325,株式会社リメックス
〒818-0104,福岡県太宰府市通古賀２丁⽬４番２１号
2024-03-16
http://www.remex-wold.com
 
リ,215002,有限会社琉圧
〒901-0411,沖縄県島尻郡⼋重瀬町字友寄１６４ー１
2023-09-19
 
リ,222845,隆⼀産業株式会社
〒454-0825,愛知県名古屋市中川区好本町２ー９０
2024-03-01
http://www.ryuichi.co.jp/
 
リ,215376,⿓ヶ岳建設株式会社
〒660-0086,兵庫県尼崎市丸島町３番地２
2024-05-01
 
リ,213961,株式会社流機エンジニアリング
〒108-0073,東京都港区三⽥３丁⽬４番２号
2025-01-12
https://www.ryuki.com/
 
リ,508540,琉球朝⽇放送株式会社
〒900-8510,沖縄県那覇市久茂地２−３−１
2026-03-19
https://www.qab.co.jp/
 
リ,214963,株式会社琉球伊奈
〒901-2113,沖縄県浦添市字⼤平４５１番地１
2023-08-29
 
リ,231402,琉球エレック株式会社
〒901-2132,沖縄県浦添市伊祖⼆丁⽬４番７−４０２号グレースビルてるや
2025-12-06



 
リ,500082,琉球放送株式会社
〒900-8711,沖縄県那覇市久茂地２丁⽬３番１号
2023-08-21
http://www.rbc.co.jp
 
リ,127769,株式会社隆健製作所
〒224-0053,神奈川県横浜市都筑区池辺町３６０２
2025-03-02
http://www.ryuken-ss.co.jp/
 
リ,223499,⿓建設⼯業株式会社
〒536-0001,⼤阪府⼤阪市城東区古市１ー２３ー８
2024-08-01
https://www.ryuweb.com/
 
リ,100100,株式会社リュウシステム
〒243-0032,神奈川県厚⽊市恩名１−６−５９ ＯＭビル
2025-07-29
http://www.ryu.co.jp/
 
リ,226730,株式会社⿓松⼯業
〒243-0432,神奈川県海⽼名市中央３丁⽬３−１８
2026-05-01
http://www.ryusyokogyo.co.jp
 
リ,129480,流浸⼯業株式会社
〒587-0001,⼤阪府堺市美原区⼤保２２５
2024-06-11
http://www.ryushin.jp/
 
リ,219092,リュウシン設備⼯業株式会社
〒273-0048,千葉県船橋市丸⼭２丁⽬５２番１０号
2024-02-16
 
リ,102419,株式会社⻯製作所
〒457-0841,愛知県名古屋市南区豊⽥４−８−２
2025-03-06
http://www.ryuuss.co.jp/
 
リ,217124,株式会社⿓電社
〒115-0043,東京都北区神⾕２丁⽬２６番１５号
2025-09-17
 
リ,129979,リュウド株式会社
〒942-1527,新潟県⼗⽇町市太平１８７
2025-05-24
http://www.reudo.co.jp/
 
リ,215474,⻯南⼟⽊⼯業株式会社
〒226-0004,神奈川県横浜市緑区鴨居町２６１８番地４
2024-07-03
 
リ,118653,株式会社⿓⼋製作所
〒362-0066,埼⽟県上尾市領家１１４−２



2024-01-04
http://www.ryuhachi.com
 
リ,505180,⻯舞プラスチック株式会社
〒373-0806,群⾺県太⽥市⿓舞町５３５番地
2025-03-04
 
リ,224063,株式会社⻯陽
〒740-0022,⼭⼝県岩国市⼭⼿町１丁⽬２番１４号
2025-01-01
http://ryuyo.co.jp/
 
リ,215554,株式会社隆和総業
〒133-0065,東京都江⼾川区南篠崎町４ー１５ー５
2024-09-04
 
リ,213370,有限会社リョー
〒981-1251,宮城県名取市愛島台６丁⽬１２ー８
2023-08-05
https://www.ryo-japan.com/
 
リ,220589,株式会社リョーケン
〒510-0067,三重県四⽇市市浜⽥町１番１５号
2024-12-27
https://www.ryoken.jp/
 
リ,108870,株式会社リョーサン
〒101-0031,東京都千代⽥区東神⽥２−３−５
2025-09-21
https://www.ryosan.co.jp
 
リ,108850,株式会社ＲＹＯＤＥＮ
〒170-8448,東京都豊島区東池袋３−１５−１５
2025-07-17
https://www.ryoden.co.jp/
 
リ,108623,リョービ株式会社
〒726-8628,広島県府中市⽬崎町７６２
2025-08-03
http://www.ryobi-group.co.jp
 
リ,217536,菱栄⼯機株式会社
〒471-0856,愛知県豊⽥市⾐ケ原三丁⽬３１番地
2026-01-28
http://ryoei.jp/
 
リ,210949,菱栄設備⼯業株式会社
〒354-0036,埼⽟県富⼠⾒市ふじみ野東１丁⽬２３番４号
2025-03-04
http://www.ryouei.net/
 
リ,118983,菱栄テクニカ株式会社
〒247-8520,神奈川県鎌倉市上町屋３２５
2024-10-10
http://www.ryoei.co.jp



 
リ,229177,菱越電機株式会社
〒930-0834,富⼭県富⼭市問屋町３丁⽬１番２８号
2025-07-11
https://www.ryoetsu.co.jp/
 
リ,220146,株式会社リョウエンタープライズ
〒904-2142,沖縄県沖縄市字登川３２３１−１
2024-08-10
http://ryo-enterprise.com/
 
リ,108290,菱華産業株式会社
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町４−６−２
2026-04-16
http//www.ryokasangyo.co.jp
 
リ,221331,菱機⼯業株式会社
〒921-8526,⽯川県⾦沢市御影町１０番７号
2025-04-01
http://www.ryokikogyo.co.jp
 
リ,222029,菱建基礎株式会社
〒170-0005,東京都豊島区南⼤塚２−３７−５
2025-11-01
http://www.ryokenkiso.co.jp/
 
リ,222540,菱建⼯業株式会社
〒990-0043,⼭形県⼭形市本町２ー１ー２３
2024-01-01
 
リ,123793,株式会社菱交
〒101-0052,東京都千代⽥区神⽥⼩川町３−７−１ ミツワ⼩川町ビル
2025-04-13
http://www.ryo-ko.co.jp/
 
リ,123877,株式会社凌甲
〒104-0045,東京都中央区築地２−１１−９
2025-05-20
 
リ,226228,菱光建材株式会社
〒761-8076,⾹川県⾼松市多肥上町１４５番地２
2025-12-01
 
リ,224449,菱甲産業株式会社
〒870-0933,⼤分県⼤分市花津留１丁⽬１２番３１号
2025-04-01
http://ryocoh.jp/
 
リ,104558,株式会社菱興社
〒146-0093,東京都⼤⽥区⽮⼝１−５−１ ＫＩＰビル４階
2025-10-03
 
リ,118310,株式会社菱光社
〒135-0061,東京都江東区豊洲５−４−９ ＫＲ豊洲ビル１Ｆ
2023-07-27



https://www.ryokosha.co.jp
 
リ,118503,良⼯舎⼭本鋼業株式会社
〒411-0907,静岡県駿東郡清⽔町伏⾒６２７
2026-06-24
http://www.ryoukoushayamamoto.co.jp/
 
リ,118592,菱光商事株式会社
〒930-0873,富⼭市⾦屋１６３４−１１
2025-03-03
https://www.ryoko-t.co.jp/
 
リ,219130,菱興電機システム株式会社
〒476-0003,愛知県東海市荒尾町上畑６５番地
2024-02-22
 
リ,211363,良光販売株式会社
〒260-0822,千葉県千葉市中央区蘇我３丁⽬１番７号
2025-09-24
 
リ,118790,菱彩テクニカ株式会社
〒661-0001,兵庫県尼崎市塚⼝本町８−１−１
2024-02-14
http://www.ryosai.co.jp/
 
リ,118557,菱三印刷株式会社
〒652-0803,神⼾市兵庫区⼤開通２−２−１１
2025-08-05
http://www.ryosanprt.co.jp
 
リ,215952,菱讃建⼯株式会社
〒761-8014,⾹川県⾼松市⾹⻄南町５２０ー５
2025-01-29
 
リ,118536,菱三⼯業株式会社
〒651-1511,神⼾市北区⻑尾町宅原５７
2023-06-09
http://www.ryosan-ind.co.jp
 
リ,215959,株式会社凌霄
〒003-0012,北海道札幌市⽩⽯区中央⼆条三丁⽬６番２４号
2025-01-29
 
リ,103517,株式会社菱進
〒793-0003,愛媛県⻄条市ひうち１８−９
2023-11-19
 
リ,101912,菱信⼯業株式会社
〒450-6490,愛知県名古屋市中村区名駅３−２８−１２ ⼤名古屋ビルヂング１８階１８０５区
2024-11-15
http://www.ryoshin-ind.co.jp/
 
リ,216302,有限会社亮信興産
〒986-0868,宮城県⽯巻市恵み野６丁⽬２番地１６Ｄ
2025-04-16



 
リ,228286,菱信産業株式会社
〒806-0041,福岡県北九州市⼋幡⻄区皇后崎町１１番９号
2024-07-24
http://www.rskk.co.jp
 
リ,118590,菱神テクニカ株式会社
〒653-0871,神⼾市兵庫区浜⼭通６−１−１
2024-02-12
https://www.ryoshin-technica.co.jp/
 
リ,106243,菱神電⼦エンジニアリング株式会社
〒111-0051,東京都台東区蔵前２−６−４ マスダヤビル
2024-06-22
https://www.ryosin.co.jp
 
リ,230223,株式会社リョウセイ
〒660-0834,兵庫県尼崎市北初島町１６番４
2025-06-14
http://www.ryosys.com/index.html
 
リ,219002,株式会社良誠建設
〒243-0038,神奈川県厚⽊市愛名８５７−３
2024-01-26
 
リ,101691,菱電旭テクニカ株式会社
〒437-1503,静岡県菊川市川上９３０−１
2024-09-28
http://www.ryoden.co.jp
 
リ,118773,菱電エレベータ施設株式会社
〒162-8422,東京都新宿区市⾕砂⼟原町２−４ ＫＳビル
2024-03-28
https://www.resco.co.jp
 
リ,108555,菱電化成株式会社
〒669-1513,兵庫県三⽥市三輪２−６−１
2025-01-13
http://www.ryoka.co.jp
 
リ,128522,株式会社菱電社
〒950-2023,新潟市⻄区⼩新３６９９−１
2025-09-10
http://www.ryodensya.co.jp
 
リ,215877,株式会社良電社
〒940-0051,新潟県⻑岡市⻄神⽥町１丁⽬５番地１
2024-12-25
https://ryodensha.co.jp/
 
リ,221395,株式会社菱電社
〒950-2023,新潟県新潟市⻄区⼩新３６９９番地１
2025-04-01
http://www.ryodensya.co.jp/
 



リ,118580,菱電湘南エレクトロニクス株式会社
〒247-0066,神奈川県鎌倉市⼭崎２５
2024-02-12
http://www.rsec.co.jp
 
リ,129637,株式会社菱東産業
〒221-0802,神奈川県横浜市神奈川区六⾓橋２−３１−２０
2024-11-30
http://www.ryoutou.co.jp
 
リ,216701,菱東産業株式会社
〒101-0031,東京都千代⽥区東神⽥３丁⽬４−４
2025-06-25
https://www.e-ryoto.co.jp/
 
リ,120018,菱南電装株式会社
〒670-0973,兵庫県姫路市⻲⼭１８６−８
2026-07-02
http://www.ryonan.co.jp
 
リ,222444,株式会社菱熱
〒812-8553,福岡県福岡市博多区博多駅南１ー８ー１３
2023-12-01
http://www.ryonetsu.co.jp
 
リ,118530,株式会社両備システムズ
〒700-8504,岡⼭県岡⼭市豊成２−７−１６
2023-11-27
http://www.ryobi.co.jp/
 
リ,224890,株式会社両備リソラ
〒700-0818,岡⼭県岡⼭市北区蕃⼭町３番７号
2025-04-01
https://ryobi-resola.co.jp/
 
リ,118502,菱⾺テクニカ株式会社
〒370-0492,群⾺県太⽥市岩松町８００
2024-08-07
https://www.ryomatechnica.co.jp
 
リ,225991,株式会社菱友建設⼯業
〒702-8027,岡⼭県岡⼭市南区芳泉４丁⽬６番５０号
2025-09-01
-
 
リ,220406,株式会社凌勇興業
〒410-2201,静岡県伊⾖の国市古奈１３４ー６
2024-11-01
https://ryoyu-kougyo.jp/
 
リ,108860,菱洋エレクトロ株式会社
〒104-8408,東京都中央区築地１−１２−２２
2025-07-17
http://www.ryoyo.co.jp
 



リ,105622,菱陽電機株式会社
〒714-1227,岡⼭県⼩⽥郡⽮掛町⼩⽥６６２１
2025-07-09
https://www.ryoyo-electric.co.jp/
 
リ,106139,株式会社菱和
〒550-0014,⼤阪府⼤阪市⻄区北堀江１−２２−１０
2024-01-27
http://www.ryouwa.com/
 
リ,128530,菱和株式会社
〒649-6262,和歌⼭市上三⽑５８
2024-12-22
http://ryowa-jp.com/
 
リ,129077,株式会社リョウワ
〒391-0216,⻑野県茅野市⽶沢２４５
2023-09-01
http://www.ryowacoltd.co.jp
 
リ,217752,株式会社梁和
〒272-0115,千葉県市川市富浜２ー２ー１０ー３０１
2026-05-26
 
リ,214000,菱和エアコン株式会社
〒456-0053,愛知県名古屋市熱⽥区⼀番⼆丁⽬１番４３号
2025-02-16
http://ryowa-ac.co.jp
 
リ,128552,菱和機⼯株式会社
〒700-0953,岡⼭市南区⻄市５２−３
2025-10-11
 
リ,216233,菱和建設株式会社
〒020-0122,岩⼿県盛岡市みたけ⼀丁⽬６番３０号
2025-03-26
https://ryowa-const.co.jp/
 
リ,228710,菱和建設株式会社
〒550-0002,⼤阪府⼤阪市⻄区江⼾堀２丁⽬３番６号菱和第２ビル
2024-11-29
http://www.ryowa-kensetsu.co.jp
 
リ,118604,菱和⼯業株式会社
〒144-0033,東京都⼤⽥区東糀⾕５−２０−１９
2023-09-10
http://www.ryowa-kogyo.co.jp
 
リ,212787,菱和商事株式会社
〒850-0027,⻑崎県⻑崎市桶屋町４５
2025-08-12
 
リ,224723,菱和設備株式会社
〒420-0047,静岡県静岡市葵区清閑町１４番５号
2025-04-01



http://www.ryowa-s.co.jp
 
リ,118618,菱和電機株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥２−１５−１０
2024-01-14
http://www.ryowa-elec.co.jp
 
リ,123469,凌和電⼦株式会社
〒984-0805,宮城県仙台市若林区南材⽊町４８
2025-02-06
http://www.ryowa-electronics.co.jp
 
リ,213914,株式会社緑建
〒350-1116,埼⽟県川越市寿町１ー２６４ー１
2024-12-01
 
リ,219976,株式会社緑峰
〒175-0081,東京都板橋区新河岸１丁⽬２４番２２号
2024-07-06
 
リ,158010,菱進運輸倉庫株式会社
〒712-8071,岡⼭県倉敷市⽔島海岸通２丁⽬１番地４６
2024-09-07
 
リ,118950,株式会社リラインス
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿６−６−３ 新宿国際ビル新館９Ｆ
2024-07-21
https://www.le-bain.com
 
リ,231542,有限会社利らく
〒251-0056,神奈川県藤沢市⽻⿃⼆丁⽬９番１５号
2026-01-10
 
リ,223839,株式会社リレーション
〒311-0111,茨城県那珂市後台２０８７−２
2024-11-01
 
リ,505543,特許業務法⼈ＲＩＮ ＩＰ Ｐａｒｔｎｅｒｓ
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋⼀丁⽬１６番３号
2024-03-03
http://rin.or.jp/
 
リ,228775,臨海建設⼯業株式会社
〒670-0966,兵庫県姫路市延末８６番地の５
2024-12-20
https://www.rinkai-kk.com/
 
リ,231724,株式会社臨海測量
〒108-0023,東京都港区芝浦三丁⽬１９番１８号
2026-02-28
 
リ,129902,りんかい⽇産建設株式会社
〒105-0014,東京都港区芝２−３−８
2025-04-08
http://www.rncc.co.jp/



 
リ,505338,燐化学⼯業株式会社
〒934-8534,富⼭県射⽔市新堀３４番地
2026-01-28
http://www.rinka.co.jp/
 
リ,100009,株式会社リンク
〒185-0014,東京都国分寺市東恋ヶ窪２−３５−２８
2025-06-14
http://www.link-lab.co.jp/
 
リ,127403,株式会社リンクアット・ジャパン
〒105-0004,東京都港区新橋４−５−１ アーバン新橋ビル２Ｆ
2024-09-19
http://www.la-j.com/
 
リ,106946,株式会社リンクアンドモチベーション
〒104-0061,東京都中央区銀座４−１２−１５ 歌舞伎座タワー１５階
2026-04-14
 
リ,129242,リンクウェア有限会社
〒214-0036,神奈川県川崎市多摩区南⽣⽥７−７−１−３２５
2024-01-28
 
リ,128542,株式会社臨空モールド
〒226-0022,横浜市緑区⻘砥町３４８−３
2025-10-04
http://www.rinkuu-mold.co.jp
 
リ,129578,リンク情報システム株式会社
〒102-0082,東京都千代⽥区⼀番町１３−１ 新半蔵⾨ビル
2024-10-29
https://www.lis.co.jp/
 
リ,213663,株式会社リンクス
〒563-0036,⼤阪府池⽥市豊島北１−１５−３
2021-04-07
 
リ,216031,株式会社リンクス
〒284-0001,千葉県四街道市⼤⽇２２８２
2025-02-12
https://www.links-co.net/
 
リ,503350,株式会社リンクスインターナショナル
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥６−１５−１１⽇東ビル２Ｆ
2025-01-25
https://www.links.co.jp/
 
リ,106406,リンクステック株式会社
〒100-6606,東京都千代⽥区丸の内１−９−２ グラントウキョウサウスタワー
2024-11-15
https://www.lincstech.com/co.htm
 
リ,105899,株式会社リンクフィールド
〒802-0063,福岡県北九州市⼩倉北区若富⼠町６−１０ ワークプラザビル３Ｆ



2023-04-13
 
リ,126375,リングアンドリンク株式会社
〒359-0027,埼⽟県所沢市⼤字松郷１５１−５１
2023-12-14
http://ring-and-link.co.jp
 
リ,102865,株式会社リングウッド社
〒102-0074,東京都千代⽥区九段南１−５−６ りそな九段ビル５Ｆ
2025-10-31
 
リ,504447,リンケージサービス株式会社
〒060-0002,北海道札幌市中央区北２条⻄２丁⽬１５番地 ＳＴＶ北２条ビル２階
2024-07-15
http://www.lsi-gpc.co.jp
 
リ,118725,リンタツ株式会社
〒460-0016,名古屋市中区橘１−２８−９
2024-02-21
http://www.rintatsu.co.jp
 
リ,105221,株式会社リンテック
〒520-2277,滋賀県⼤津市関津４−１−２３
2024-08-23
http://www.lintec-mfc.co.jp
 
リ,106306,株式会社リンテック
〒572-0077,⼤阪府寝屋川市点野５−４−２７
2024-08-04
 
リ,118595,リンテック株式会社
〒173-0001,東京都板橋区本町２３−２３
2024-08-04
https://www.lintec.co.jp
 
リ,128540,株式会社リントレーコーポレーション
〒564-0043,⼤阪府吹⽥市南吹⽥５−２３−１７
2024-12-22
http://www.rintray.jp/
 
リ,212034,株式会社リン・ドス
〒112-0011,東京都⽂京区千⽯４ー２６ー１９
2024-02-16
http://lindos-kaishu.sakura.ne.jp
 
リ,508520,リンナイ株式会社
〒454-0802,愛知県名古屋市中川区福住町２−２６
2025-02-24
http://www.rinnai.co.jp/
 
リ,210862,株式会社リンペイ
〒960-8163,福島県福島市⽅⽊⽥字⾕地１８番地の１
2025-01-29
https://www.rinpei.co.jp/
 



リ,226660,株式会社林友
〒390-0841,⻑野県松本市渚４丁⽬１番１号
2026-05-01
https://rinyuwood.co.jp/
 
ル,128390,株式会社ルーセントスクエア
〒135-0042,東京都江東区⽊場５−１１−１７ 商⼯中⾦深川ビル４Ｆ
2025-11-20
http://www.lucentsquare.co.jp
 
ル,211543,株式会社ルーファース
〒101-0047,東京都千代⽥区内神⽥１丁⽬１４番１４号
2026-02-09
http://www.roofearth.jp/
 
ル,221699,株式会社ルーフテック
〒232-0061,神奈川県横浜市南区⼤岡２ー２６ー２６
2025-06-01
http://rooftech-inc.co.jp
 
ル,230771,株式会社ＬＯＯＰＬＡＣＥ
〒101-0051,東京都千代⽥区神⽥神保町⼀丁⽬５０番地６階
2025-08-30
https://looplace.co.jp/
 
ル,106845,Ｒｕｉｊｉｅ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ Ｊａｐａｎ株式会社
〒105-6014,東京都港区虎ノ⾨４−３−１ 城⼭トラストタワー１４階
2025-12-27
https://www.ruijie.co.jp/
 
ル,502835,株式会社ルクソール・ネットワークス
〒982-0015,宮城県仙台市太⽩区南⼤野⽥２５−４
2025-06-18
https://www.luxor-nw.jp
 
ル,102602,株式会社ルケオ
〒173-0024,東京都板橋区⼤⼭⾦井町３０−９
2025-06-14
http://www.luceo.co.jp/
 
ル,212053,株式会社ルチル開発
〒178-0061,東京都練⾺区⼤泉学園町２−２３−３６
2024-02-23
 
ル,128706,株式会社ルックアップ
〒136-0076,東京都江東区南砂５−１３−１０ ⽇本空輸㈱江東流通センター２Ｆ
2026-01-17
https://www.look-up.jp/
 
ル,104892,株式会社ルックス電⼦
〒771-1702,徳島県阿波市阿波町安政８９−４
2023-08-21
http://www.lux-t.co.jp
 
ル,125731,ルナ計装機器株式会社



〒571-0048,⼤阪府⾨真市新橋町１６−１−１００
2023-08-15
 
ル,120177,ルネサス セミコンダクタ マニュファクチュアリング株式会社
〒312-8504,茨城県ひたちなか市堀⼝７５１
2023-07-30
http://www.rsmc.renesas.com/
 
ル,105540,ルネサスエレクトロニクス株式会社
〒135-0061,東京都江東区豊洲３−２−２４ 豊洲フォレシア
2025-08-15
https://www.renesas.com/jp/ja
 
ル,120721,ルネサスエレクトロニクス株式会社
〒135-0061,東京都江東区豊洲３−２−２４ 豊洲フォレシア
2023-12-18
 
ル,100560,ルネサスエンジニアリングサービス株式会社
〒187-8588,東京都⼩平市上⽔本町５−２０−１
2026-01-19
https://reg.renesas.com/
 
ル,127891,ルネサスエンジニアリングサービス株式会社
〒187-8588,東京都⼩平市上⽔本町５−２０−１
2025-05-18
https://reg.renesas.com/
 
ル,103270,ルビコン株式会社
〒399-4593,⻑野県伊那市⻄箕輪１９３８−１
2025-11-22
http://www.rubycon.co.jp
 
ル,106701,株式会社ルミナスジャパン
〒959-3134,新潟県村上市⽻ヶ榎６８
2025-06-27
 
ル,103542,ルミレッズ ジャパン合同会社
〒108-0075,東京都港区港南１−２−７０ 品川シーズンテラス６Ｆ
2023-12-19
 
レ,129726,レーザージョブ株式会社
〒335-0031,埼⽟県⼾⽥市美⼥⽊１２２４−４
2024-12-21
http://www.laserjob.co.jp/
 
レ,128531,株式会社レーザックス
〒472-0017,愛知県知⽴市新林町⼩深⽥７
2026-03-01
http://www.laserx.co.jp/
 
レ,212826,レアテック株式会社
〒920-0051,⽯川県⾦沢市⼆⼝町ロ１０番地２
2025-09-18
https://www.reatec.co.jp
 



レ,504323,株式会社レイ・アウト
〒104-0043,東京都中央区湊３−３−２前⽥セントラルビル２Ｆ
2026-03-12
http://www.ray-out.co.jp
 
レ,120126,株式会社ＲａｙＡｒｃ
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿３−８−３ 新都⼼丸善ビル２階
2023-07-24
http://www.rayarc.co.jp/
 
レ,128592,株式会社麗光
〒615-0801,京都市右京区⻄京極⾖⽥町１９
2022-11-06
http://www.reiko.co.jp
 
レ,105813,株式会社レイテクノ
〒236-0004,神奈川県横浜市⾦沢区福浦２−４−４ 横浜電機精機⼯業団地組合１Ｆ
2025-12-20
https://www.raytechno.co.jp/
 
レ,229429,レイテック株式会社
〒460-0015,愛知県名古屋市中区⼤井町３番１５号
2025-12-13
https://www.ray-tech.jp/
 
レ,227205,嶺南建設株式会社
〒914-0802,福井県敦賀市呉⽵町２ー１２ー２４
2023-12-01
 
レ,211669,レイホー産業株式会社
〒104-0032,東京都中央区⼋丁堀２丁⽬２９番１１号⼋重洲第五⻑岡ビル
2020-06-02
 
レ,118833,レイボルド株式会社
〒103-0027,東京都中央区⽇本橋１−３−１３ 東京建物⽇本橋ビル６階
2024-07-06
http://www.leybold-kk.com/
 
レ,213650,有限会社レイマンズアソシエイツ
〒151-0071,東京都渋⾕区本町１ー２ー３
2024-03-31
 
レ,118560,株式会社レイメイ藤井
〒812-8613,福岡県福岡市博多区古⾨⼾町５−１５
2024-01-16
http://www.raymay.co.jp
 
レ,210675,株式会社レイ・モンド
〒260-0026,千葉県千葉市中央区千葉港８番２号２０１０号
2024-11-05
http://www.raymonde.jp
 
レ,220605,株式会社ＲＥＩＷＡ
〒120-0046,東京都⾜⽴区⼩台⼀丁⽬１６番１１−８０７号
2025-01-11



 
レ,222081,株式会社冷和
〒277-0008,千葉県柏市⼾張９１２
2026-02-01
http://www.reiwa.jp
 
レ,217692,株式会社ＲＥＩＷＡ化学
〒550-0022,⼤阪府⼤阪市⻄区本⽥⼀丁⽬８番地１３
2023-04-07
 
レ,218554,株式会社令和建設
〒169-0051,東京都新宿区⻄早稲⽥２−１５−７鈴⽊ビル３階
2023-10-20
 
レ,123345,令和特殊鋼株式会社
〒103-0012,東京都中央区⽇本橋堀留町１−１０−１５ ＪＬ⽇本橋ビル５階
2025-12-26
http://www.reiwa-ss.co.jp/
 
レ,218956,株式会社レイン防⽔
〒990-0023,⼭形県⼭形市松波１−６−１２
2024-01-19
 
レ,211097,株式会社レウシット
〒980-0022,宮城県仙台市⻘葉区五橋２丁⽬４番５号ファミール五橋東⼆番丁グランデージ８０３号
2025-04-27
https://www.reussite.co.jp/
 
レ,228651,株式会社レオクラン
〒566-0001,⼤阪府摂津市千⾥丘２丁⽬４番２６号
2024-11-16
http://www.leoclan.co.jp
 
レ,105517,レオ電⼦株式会社
〒105-0023,東京都港区芝浦１−１４−５ 芝浦ＴＹビル５Ｆ
2025-04-09
https://www.leotokyo.co.jp
 
レ,214670,株式会社レオマックス
〒732-0045,広島県広島市東区曙２丁⽬３ー７
2026-04-11
 
レ,231322,Ｌｅｏｎ⼯業株式会社
〒781-8136,⾼知県⾼知市⼀宮⻄町四丁⽬１８番２６号
2025-11-21
 
レ,100431,レキオスソフト株式会社
〒900-0015,沖縄県那覇市久茂地１−７−１ 琉球リース総合ビル８Ｆ
2025-11-24
https://www.lequiossoft.co.jp/
 
レ,222351,瀝⻘建材株式会社
〒101-0025,東京都千代⽥区神⽥佐久間町２ー４
2023-11-01
 



レ,105769,株式会社レクア
〒106-0045,東京都港区⿇布⼗番２−１２−５−７０１
2025-12-02
http://www.requa.jp
 
レ,108345,株式会社レクザム
〒541-0054,⼤阪市中央区南本町２−１−８
2024-09-12
https://www.rexxam.co.jp
 
レ,505507,株式会社レクシス
〒543-0035,⼤阪府⼤阪市天王寺区北⼭町３−１４
2023-12-18
https://www.rexis.co.jp/
 
レ,505115,レクシズ株式会社
〒733-0011,広島県広島市⻄区横川町３−２−３６ フレスタモールカジル横川３Ｆ
2024-08-24
 
レ,104631,株式会社レグルス
〒305-0867,茨城県つくば市境⽥１８０−３４
2026-01-23
 
レ,213123,株式会社レザ⼯務店
〒215-0023,神奈川県川崎市⿇⽣区⽚平３ー１５ー１１ー３
2023-03-12
http://www.reza-koumuten.com/
 
レ,106097,レジノカラー⼯業株式会社
〒532-0028,⼤阪府⼤阪市淀川区⼗三元今⾥３−１−１０２
2023-11-27
http://www.resinocolor.co.jp
 
レ,104693,株式会社レスターエレクトロニクス
〒108-0075,東京都港区港南２−１０−９ レスタービルディング
2026-03-15
https://www.restar-ele.com/
 
レ,107640,株式会社レスターエレクトロニクス
〒140-0002,東京都品川区東品川３−６−５
2024-06-03
https://www.restargp.com/
 
レ,108543,株式会社レスターエレクトロニクス
〒140-0001,東京都品川区北品川２−３２−３ 六⾏会総合ビル
2025-06-24
https://www.restargp.com/
 
レ,124382,株式会社レスターコミュニケーションズ
〒141-0001,東京都品川区北品川５−９−１１ ⼤崎ＭＴビル４Ｆ
2025-07-23
https://www.restarcc.com/
 
レ,108140,株式会社レスターサプライチェーンソリューション
〒108-0075,東京都港区港南２−１０−９ レスタービルディング１０Ｆ



2024-03-28
https://restarsc.com/
 
レ,105467,株式会社レスターデバイス
〒140-0001,東京都品川区北品川２−３２−３ 六⾏会総合ビル
2025-02-28
https://www.restargp.com/rdc/
 
レ,229206,株式会社レスト
〒424-0057,静岡県静岡市清⽔区堀込３４５ー２
2025-07-26
http://www.resttime.co.jp/
 
レ,107020,株式会社レゾナック
〒105-8518,東京都港区芝⼤⾨１−１３−９
2025-08-11
https://www.mc.showadenko.com/japanese/index.html
 
レ,107643,株式会社レゾナック
〒105-8518,東京都港区芝⼤⾨１−１３−９
2023-09-07
https://www.mc.showadenko.com/japanese/index.html
 
レ,100694,株式会社レゾナック・オートモーティブプロダクツ
〒825-0005,福岡県⽥川市⼤字糒２３２０
2026-04-14
 
レ,116258,株式会社レゾナック・テクノサービス
〒317-8555,茨城県⽇⽴市東町４−１３−１
2024-04-28
https://www.rts.resonac.com
 
レ,117264,株式会社レゾナック・テクノサービス
〒317-8555,茨城県⽇⽴市東町４−１３−１
2026-04-08
https://www.rts.resonac.com
 
レ,123125,株式会社レゾナック・テクノサービス
〒317-8555,茨城県⽇⽴市東町４−１３−１
2025-03-08
https://www.rts.resonac.com
 
レ,126077,株式会社レゾナック・テクノサービス
〒317-8585,茨城県⽇⽴市東町４−１３−１
2025-02-09
https://www.rts.resonac.com
 
レ,126429,株式会社レゾナック・パッケージング
〒529-1156,滋賀県彦根市清崎町６０
2024-01-04
 
レ,102494,株式会社レゾナック電⼦材料九州
〒842-0031,佐賀県神埼郡吉野ヶ⾥町吉⽥２３０７−２
2025-03-26
 



レ,105974,株式会社ＲＥＣ
〒192-0046,東京都⼋王⼦市明神町４−７−３ やまとビル７Ｆ
2023-07-20
 
レ,229604,株式会社ＲＥＣ
〒116-0014,東京都荒川区⻄⽇暮⾥２ー２２ー３
2026-03-27
http://www.rec-s.com
 
レ,213444,株式会社レックス
〒662-0934,兵庫県⻄宮市⻄宮浜３丁⽬２９番
2023-09-30
 
レ,118570,有限会社レックス光学計器製作所
〒662-0012,兵庫県⻄宮市甲陽園東⼭町５−７
2024-01-23
http://www.rokkodenshi.com
 
レ,228419,レック 柳⼀幸（その他）
〒514-0801,三重県津市船頭町津興３４８７
2024-08-23
 
レ,127582,株式会社レッツ・コーポレーション
〒460-0002,愛知県名古屋市中区丸の内２−２０−１
2024-11-27
http://www.lets-co.jp/lets/
 
レ,126601,レニショー株式会社
〒160-0004,東京都新宿区四⾕４−２９−８
2024-02-16
http://www.renishaw.jp
 
レ,505795,レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ合同会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥ ４−１４−１ 秋葉原ＵＤＸ １０Ｆ
2026-04-13
https://www.lenovo.com/jp/ja/gaiyo/
 
レ,505375,レノボ・ジャパン合同会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥四丁⽬１４番１号
2023-06-05
https://www.lenovo.com/jp/ja/gaiyo/
 
レ,227171,株式会社レフコ
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾１丁⽬１番１３号Ｋ＆Ｆフラッツ
2023-11-01
http://www.r-tak.co.jp
 
レ,211921,株式会社レフティーネット志茂
〒734-0026,広島県広島市南区仁保３丁⽬８番１９号
2023-11-24
 
レ,505764,株式会社レプトン
〒569-0012,⼤阪府⾼槻市東天川五丁⽬１５番７号
2025-12-05
http://www.repton.jp



 
レ,505240,有限会社レベル
〒466-0054,愛知県名古屋市昭和区円上町２１−３
2025-06-26
 
レ,224132,レミントン⼯業株式会社
〒331-0804,埼⽟県さいたま市北区⼟呂町２丁⽬９３番地１
2025-02-01
http://www.leminton.co.jp/
 
レ,226622,株式会社レムコ
〒134-0084,東京都江⼾川区東葛⻄２丁⽬２５番１０号
2026-04-01
 
レ,115522,レムジャパン株式会社
〒194-0021,東京都町⽥市中町２−１−２
2024-02-19
http://www.lem.co.jp
 
レ,101688,レモジャパン株式会社
〒108-0073,東京都港区三⽥２−７−２２
2024-09-26
http://www.lemo.co.jp/
 
レ,108270,レンゴー株式会社
〒530-0005,⼤阪市北区中之島２−２−７ 中之島セントラルタワー２５Ｆ
2026-02-23
 
レ,223194,練成⼯業株式会社
〒177-0033,東京都練⾺区⾼野台２ー７ー２１
2024-06-01
 
レ,220420,株式会社レンタコムニイガタ
〒950-0965,新潟県新潟市中央区新光町１９番地８
2024-11-01
 
レ,219565,株式会社レンタコム北海道
〒060-0051,北海道札幌市中央区南⼀条東７丁⽬２ー４
2024-04-13
 
レ,213378,株式会社レンタルシステム東海
〒431-3104,静岡県浜松市東区貴平町７４番地
2023-08-05
 
レ,219728,株式会社レンタルシステム⻄⽇本
〒812-0011,福岡県福岡市博多区博多駅前３−１９−５
2024-05-11
https://gecoss.com/nishinihon/
 
レ,223800,株式会社レンタルのニッケン
〒100-0014,東京都千代⽥区永⽥町２丁⽬１４番２号
2024-11-01
https://www.rental.co.jp
 
レ,227023,株式会社レンテック



〒983-0852,宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁⽬５ー２０
2023-09-01
 
レ,106591,株式会社レンテックス
〒146-0092,東京都⼤⽥区下丸⼦２−１１−１
2025-03-03
 
レ,224825,株式会社レント
〒422-8004,静岡県静岡市駿河区国吉⽥１ー６ー１０
2025-04-01
http://www.rent.co.jp
 
レ,105929,聯友企業株式会社
〒105-0004,東京都港区新橋５−２３−１０ ⽚⼭ビル５Ｆ
2026-06-03
http://www.renyu.co.jp
 
レ,215697,レヴェックスコンサルタント株式会社
〒224-0062,神奈川県横浜市都筑区葛が⾕１４番９号
2024-10-30
 
ロ,120417,株式会社ロータス
〒231-0007,神奈川県横浜市弁天通４−５３−２
2023-09-19
 
ロ,503559,株式会社ロータス
〒165-0026,東京都中野区新井１−１１−２ ＯＮＥＳＴ中野ビル６Ｆ
2025-08-26
https://www.lotus-net.com/
 
ロ,504705,ロータスビジネスコンサルティング株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿２丁⽬５−１２ ＦＯＲＥＣＡＳＴ新宿ＡＶＥＮＵＥ ５階 ５１１
2023-06-22
https://www.lotusbc.co.jp/
 
ロ,231589,株式会社ロータリーコーポレーション
〒747-0833,⼭⼝県防府市⼤字浜⽅１１番地８
2026-01-24
 
ロ,101344,ローツェ株式会社
〒720-2104,広島県福⼭市神辺町道上１５８８−２
2024-05-14
http://www.rorze.com
 
ロ,217139,株式会社ローテック
〒949-6680,新潟県南⿂沼市六⽇町２２５０番地
2025-09-24
https://www.lawtech-inc.jp
 
ロ,505047,株式会社ローバルコム
〒313-0021,茨城県常陸太⽥市⼤森町１４４０番地の１０９
2024-03-08
http://www.lovalcom.jp
 
ロ,108840,ローム株式会社



〒615-8585,京都市右京区⻄院溝崎町２１
2025-07-03
http://www.rohm.co.jp
 
ロ,113060,ローム・アンド・ハース電⼦材料株式会社
〒100-6111,東京都千代⽥区永⽥町２−１１−１
2026-04-22
http://www.dupont.com
 
ロ,103083,ローヤル電機株式会社
〒108-0074,東京都港区⾼輪２−１６−３７
2026-03-12
http://www.royal-elec.co.jp/
 
ロ,108033,株式会社ローラン
〒321-0911,栃⽊県宇都宮市問屋町３１７２−２６
2023-07-15
http://www.rolan-u.co.jp
 
ロ,503321,ローラン株式会社
〒231-0062,神奈川県横浜市中区桜⽊町１−１−８ ⽇⽯横浜ビル９Ｆ
2024-12-14
https://www.rolan.co.jp/
 
ロ,108495,ローランド株式会社
〒431-1304,静岡県浜松市北区細江町中川２０３６−１
2024-10-24
https://www.roland.com/jp/
 
ロ,503266,ローランドディー．ジー．株式会社
〒431-2103,静岡県浜松市北区新都⽥１丁⽬６番４号
2024-10-21
https://www.rolanddg.com
 
ロ,118542,ローレルバンクマシン株式会社
〒105-8414,東京都港区虎ノ⾨１−１−２
2024-10-15
http://www.lbm.co.jp
 
ロ,504583,株式会社ロア・インターナショナル
〒160-0022,東京都新宿区新宿６−２７−４５ 近代グループＢＬＤ．２０ ３Ｆ
2025-07-28
http://www.mycaseshop.jp
 
ロ,122396,ロイアルエンジニアリング株式会社
〒270-1143,千葉県我孫⼦市天王台３−３−５
2024-09-04
http://www.loial.co.jp
 
ロ,225871,株式会社ロイカ
〒462-0856,愛知県名古屋市北区芦辺町⼀丁⽬８番地３
2025-08-01
http://www.roica.co.jp
 
ロ,105795,ロイヤル機器株式会社



〒151-0051,東京都渋⾕区千駄ヶ⾕５−２６−５ 代々⽊シティホームズ７０６
2022-12-13
 
ロ,128598,ロイヤルプレート株式会社
〒173-0011,東京都板橋区双葉町３３−１５
2023-06-11
http://www.royal-plate.co.jp
 
ロ,103528,株式会社ＲＯＫＩ
〒431-3314,静岡県浜松市天⻯区⼆俣町⼆俣２３９６
2023-12-03
http://www.roki-jp.com/
 
ロ,129324,株式会社ロキテクノ
〒140-8576,東京都品川区南⼤井６−２０−１２
2024-02-23
http://www.rokitechno.co.jp
 
ロ,504526,六元素情報システム株式会社
〒220-0005,神奈川県横浜市⻄区南幸２−２０−５  東伸２４ビル２階
2025-03-08
http://rgsis.com/
 
ロ,118526,六合エレメック株式会社
〒461-8560,愛知県名古屋市東区⽩壁３−１８−１１
2026-06-07
https://www.rokugo-g.co.jp/
 
ロ,120254,株式会社六合製作所
〒144-0033,東京都⼤⽥区東糀⾕３−１０−７
2023-08-09
http://www.rokugo.co.jp
 
ロ,212488,有限会社⿅成通信
〒892-0817,⿅児島県⿅児島市⼩川町２２ー１７
2025-02-27
 
ロ,210426,株式会社六⼤⼯業
〒173-0021,東京都板橋区弥⽣町２８ー１０
2024-07-15
 
ロ,214553,株式会社六曜舎
〒511-0841,三重県桑名市⼤字⼩⾙須２０６０
2026-01-31
 
ロ,102994,株式会社ロココ
〒542-0086,⼤阪府⼤阪市中央区⻄⼼斎橋２−１−５ ⽇本⽣命御堂筋⼋幡町ビル
2026-02-03
https://www.rococo.co.jp/
 
ロ,122337,炉材商事株式会社
〒467-0815,愛知県名古屋市瑞穂区前⽥町２−１５
2024-08-19
 
ロ,129421,株式会社ロジカルアイ



〒513-0836,三重県鈴⿅市国府町７７５６−５
2024-04-16
http://www.logical-eye.co.jp/
 
ロ,100659,株式会社ロジコム
〒732-0044,広島県広島市東区⽮賀新町５−７−４
2026-03-11
https://www.net-logicom.co.jp/
 
ロ,100838,ロジスティードソリューションズ株式会社
〒135-0016,東京都江東区東陽７−２−１４
2023-08-15
https://sol.logisteed.com/
 
ロ,124357,ロジスネクスト九州株式会社
〒816-0063,福岡市博多区⾦隈１−３８−２４
2023-07-12
https://www.logisnext.com/
 
ロ,210505,ロジスネクスト近畿株式会社
〒570-0016,⼤阪府守⼝市⼤⽇東町３５−２
2024-08-28
 
ロ,123729,株式会社ロジック
〒111-0051,東京都台東区蔵前２−１０−３
2025-03-19
https://www.649.co.jp
 
ロ,128527,株式会社ロジックス
〒541-0053,⼤阪市中央区本町４−５−１６
2025-11-27
http://www.u-tc.com/logix/
 
ロ,102075,株式会社ロジックデザイン
〒310-0031,茨城県⽔⼾市⼤⼯町３−４−２４ ハイジマビル２Ｆ
2024-12-25
http://www.logic-design.co.jp/
 
ロ,129407,株式会社ロジテック
〒183-0055,東京都府中市府中町１−２６−１５ 桜通りビル
2024-04-07
 
ロ,218497,株式会社ロジナコーポレーション
〒101-0063,東京都千代⽥区神⽥淡路町１ー１９ー２
2023-10-13
http://www1.odn.ne.jp/rogena/
 
ロ,104207,六ヶ所テクノエンジニアリング株式会社
〒183-0045,東京都府中市美好町３−９−１０ ２Ｆ
2024-12-16
http://rte.co.jp/
 
ロ,118668,株式会社ロッキー
〒161-0034,東京都新宿区上落合１−１６−７
2024-01-24



http://www.kkrocky.com/
 
ロ,210605,株式会社ロックアート
〒464-0095,愛知県名古屋市千種区天満通⼀丁⽬５５番地の１
2024-10-13
http://www.lockart.co.jp
 
ロ,122662,ロックウッドリチウムジャパン株式会社
〒107-0052,東京都港区⾚坂７−１−１ ⻘⼭安⽥ビル１１階
2023-02-19
http://www.albemarle-lithium.jp
 
ロ,102007,ロックシール株式会社
〒171-0052,東京都豊島区南⻑崎５−２５−８
2024-12-04
 
ロ,213607,株式会社ロックスタッフ
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿８ー４ー１
2024-02-24
http://www.lockstaff.co.jp/
 
ロ,504800,株式会社ロックビレッジ・テクノブレインズ
〒164-0012,東京都中野区本町１−３２−５ ハーモニーテラス２０３
2023-08-21
http://www.rock-tb.co.jp
 
ロ,102881,有限会社六甲エンジニアリング
〒144-0032,東京都⼤⽥区北糀⾕１−６−６
2025-11-11
 
ロ,217445,六興通信⼯業株式会社
〒007-0805,北海道札幌市東区東苗穂五条１丁⽬７番１３号
2026-01-07
http://www.rokkoh.co.jp/
 
ロ,218930,六幸電気⼯業株式会社
〒292-0807,千葉県⽊更津市請⻄南５丁⽬２５番地１８
2024-01-19
 
ロ,120886,六甲電⼦株式会社
〒663-8105,兵庫県⻄宮市中島町８−５
2024-02-19
http://www.rokkodenshi.com/
 
ロ,230987,⿅⾏防災株式会社
〒314-0135,茨城県神栖市堀割三丁⽬３番１４号
2025-10-04
 
ロ,219569,六本⽊塗装有限会社
〒780-0946,⾼知県⾼知市上本宮町２５６−２
2024-04-13
 
ロ,124176,株式会社ロブテックスファスニングシステム
〒103-0012,東京都中央区⽇本橋堀留町１−５−１１ 堀留Ｄビル５階
2025-06-28



http://www.lobfs.com/
 
ロ,503282,株式会社ロボティクスウェア
〒331-0811,埼⽟県さいたま市北区吉野町１−１１−１
2024-11-13
http://www.roboticsware.co.jp
 
ロ,505683,ロボフィス株式会社
〒105-0014,東京都港区芝１丁⽬６番１０号 芝ＳＩＡビル３Ｆ
2025-03-23
https://www.rpa-roboffice.jp/
 
ロ,503255,株式会社ロムウィン
〒340-0215,埼⽟県久喜市栄１−１４−５
2024-09-25
https://www.rom-win.com
 
ワ,211959,株式会社ワーク
〒814-0022,福岡県福岡市早良区原３丁⽬１８番４３号
2023-12-21
 
ワ,225557,株式会社ワーク
〒461-0001,愛知県名古屋市東区泉２丁⽬２１ー３
2025-06-01
 
ワ,211487,株式会社ワークオブアート
〒133-0056,東京都江⼾川区南⼩岩７−６−５−９０１
2022-12-24
 
ワ,230713,ワーク建設⼯業株式会社
〒816-0844,福岡県春⽇市上⽩⽔三丁⽬８６番地
2025-08-16
 
ワ,224542,株式会社ワークシステムサービス
〒182-0035,東京都調布市上⽯原３丁⽬１０番３７号
2025-04-01
http://www.wss.co.jp/
 
ワ,106697,有限会社ワークス
〒188-0012,東京都⻄東京市南町３−３−１５
2025-06-24
 
ワ,211449,株式会社ワークス
〒144-0047,東京都⼤⽥区萩中３−１８−１３
2025-11-25
 
ワ,106836,ワークスアイディ株式会社
〒150-0002,東京都渋⾕区渋⾕２−１５−１ 渋⾕クロスタワー２３Ｆ
2025-12-21
https://www.worksid.co.jp/company/outline.html
 
ワ,217830,有限会社ワークスエンジニアリング
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾２−１−２１−１３０５
2023-06-23
 



ワ,216061,株式会社ワークスター
〒164-0012,東京都中野区本町１−２−４−１０２号
2025-02-19
 
ワ,219555,株式会社ワークテック
〒232-0064,神奈川県横浜市南区別所６ー５ー２
2024-04-13
 
ワ,128665,株式会社ワーク・メイツ
〒108-0023,東京都港区芝浦４−３−４ ⽥町きよたビル５Ｆ
2025-09-20
http://www.workmates.co.jp
 
ワ,210024,株式会社Ｗｏｒｋ Ｌｉｎｅ
〒121-0816,東京都⾜⽴区梅島１ー２ー３１
2023-10-27
http://www.workline.co.jp
 
ワ,214447,株式会社ワーデン
〒115-0045,東京都北区⾚⽻２丁⽬４５番８号
2025-10-31
https://www.worden.co.jp/
 
ワ,127464,株式会社ワールド
〒252-0143,神奈川県相模原市緑区橋本５−１７−２０ ３Ｆ
2024-10-16
http://www.world-group.co.jp
 
ワ,210160,株式会社ワールド・アッシュー
〒196-0001,東京都昭島市美堀町２−１９−４０
2024-01-28
 
ワ,129710,株式会社ワールドインテック
〒803-0814,福岡県北九州市⼩倉北区⼤⼿町１１−２
2024-12-18
http://www.witc.co.jp
 
ワ,215723,株式会社ワールド技建
〒410-0873,静岡県沼津市⼤諏訪４８３番地の２
2021-11-06
http://www.world-giken.jp/
 
ワ,223923,ワールド建資株式会社
〒664-0842,兵庫県伊丹市森本７丁⽬６３番
2024-12-01
 
ワ,219903,ワールド建設⼯業株式会社
〒601-8136,京都府京都市南区上⿃⽻岩ノ本町８９番地
2024-06-22
 
ワ,213843,株式会社ワールドコーポレーション
〒102-0084,東京都千代⽥区⼆番町３ー５
2024-09-15
https://worldcorp-jp.com/
 



ワ,229458,ワールド⼯業株式会社
〒355-0204,埼⽟県⽐企郡嵐⼭町花⾒台１１番２
2026-01-22
http://www.world-kogyo.com
 
ワ,500035,株式会社 ワールドサプライ
〒135-0063,東京都江東区有明１−２−２２
2023-07-29
 
ワ,231837,株式会社ワールドサポート
〒290-0062,千葉県市原市⼋幡１６９４−１−１０４号室
2026-03-28
https://world-support.wixsite.com/home/
 
ワ,120593,ワールド産業株式会社
〒212-0053,川崎市幸区下平間２０−９
2023-11-11
http://world-sangyou.net
 
ワ,228356,ワールド産業株式会社
〒166-0011,東京都杉並区梅⾥２丁⽬４０番１９号
2024-08-10
http://www.g-world.co.jp/
 
ワ,505447,株式会社ワールドスタッフィング
〒812-0011,福岡県福岡市博多区博多駅前２丁⽬１番１号
2023-08-05
https://www.wsff.co.jp/corporate/
 
ワ,502698,株式会社ワールドソフト・イーエス
〒152-0035,東京都⽬黒区⾃由が丘１−３−２２ ⾃由が丘ＮＥＸＴ・ＯＮＥビル２Ｆ
2024-07-27
https://www.worldsoft.co.jp/
 
ワ,222487,ワールド東海株式会社
〒453-0031,愛知県名古屋市中村区新富町４ー３ー１４
2023-12-01
 
ワ,125901,株式会社ワールドネーム
〒462-0803,愛知県名古屋市北区上飯⽥東町５−４２−４１
2023-10-18
http://www.worldname.co.jp
 
ワ,104998,ワールドネジ株式会社
〒132-0021,東京都江⼾川区中央２−６−１７
2023-12-19
http://www.worldneji.co.jp/
 
ワ,230084,株式会社ワールド避雷針⼯業
〒152-0023,東京都⽬黒区⼋雲⼆丁⽬８番２号
2025-05-17
http://www.wlp.co.jp/
 
ワ,216231,有限会社ワールド美術塗装
〒260-0022,千葉県千葉市中央区神明町１−１５



2025-03-26
 
ワ,504661,株式会社ワールドフェイマス
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋２−１−５ Ｓ−Ｇｌａｎｚ ＫＵＤＡＮ ＢＬＤ．１Ｆ
2026-06-07
https://world-famous.co.jp/
 
ワ,100697,有限会社ワールド翻訳サービス
〒300-1206,茨城県⽜久市ひたち野⻄３−１２−２ オリンピアＡ−５
2026-04-15
http://www.worldts.com
 
ワ,127602,株式会社ワールド⼭内
〒004-0054,札幌市厚別区厚別中央４条３−３−３５
2024-12-04
http://www.world-yamauchi.co.jp
 
ワ,128670,ワールドリンクシステム株式会社
〒532-0005,⼤阪市淀川区三国本町１−１４−６ 新⼤阪ＴＴＭビル４階
2025-03-13
http://www.wlsystem.co.jp
 
ワ,105192,株式会社Ｙ．Ｅ．Ｓ
〒239-0831,神奈川県横須賀市久⾥浜３−３７−１４
2024-07-26
https://yes-co.jp
 
ワ,106491,ワイ・イー・イー株式会社
〒214-0012,神奈川県川崎市多摩区中野島３−１８−９
2025-01-12
 
ワ,101627,株式会社ワイ・ジェー・エス．
〒532-0021,⼤阪府⼤阪市淀川区⽥川北２−５−１３
2024-08-27
https://www.ujs.co.jp
 
ワ,127727,株式会社ワイ・デー・ケー九州
〒841-0201,佐賀県三養基郡基⼭町⼩倉３４−４
2025-02-05
http://www.ydkinc.co.jp
 
ワ,105035,株式会社ワイ・ディ・シー
〒141-0032,東京都品川区⼤崎１−２−２ アートヴィレッジ⼤崎セントラルタワー
2024-02-08
https://www.ydc.co.jp/
 
ワ,501473,株式会社ワイイーシーソリューションズ
〒231-0023,神奈川県横浜市中区⼭下町２２番地
2025-01-22
https://www.yec.ne.jp/
 
ワ,118476,株式会社ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ
〒802-0003,北九州市⼩倉北区⽶町２−１−２１
2025-07-22
https://www.ye-digital.com



 
ワ,502179,株式会社 ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ Ｋｙｕｓｈｕ
〒802-0001,福岡県北九州市⼩倉北区浅野３丁⽬８−１ ＡＩＭビル６Ｆ
2026-02-15
http://www.openkit.com/
 
ワ,117070,ワイエイシイエレックス株式会社
〒578-0912,⼤阪府東⼤阪市⾓⽥２−１−３６
2023-05-31
http://www.yacelex.co.jp
 
ワ,126140,ワイエイシイガーター株式会社
〒198-0023,東京都⻘梅市今井３−５−１３
2025-08-03
http://www.garter.co.jp/
 
ワ,102394,株式会社ワイエイシイデンコー
〒198-0023,東京都⻘梅市今井３−７−８
2025-03-01
http://www.yac-denko.co.jp/
 
ワ,111512,ワイエイシイメカトロニクス株式会社
〒196-0021,東京都昭島市武蔵野３−１１−１０
2023-12-04
http://www.yac.co.jp
 
ワ,211021,ＹＨＫ株式会社
〒310-0847,茨城県⽔⼾市⽶沢町３３３番地２
2025-04-06
 
ワ,220403,ワイエスイー株式会社
〒121-0062,東京都⾜⽴区南花畑１−９−１８
2024-10-26
https://www.yse-ltd.co.jp/
 
ワ,105561,ワイエスエレクトロニクス株式会社
〒112-0011,東京都⽂京区千⽯４−２７−１４
2025-05-20
https://yselect.co.jp/
 
ワ,104621,株式会社ＹＳＫ
〒581-0813,⼤阪府⼋尾市泉町１−１７
2025-12-22
http://www.shaft.co.jp
 
ワ,103314,株式会社ワイ・エス・ティ
〒581-0042,⼤阪府⼋尾市南⽊の本１−６２
2023-07-28
 
ワ,104932,ワイエステクノ株式会社
〒231-0023,神奈川県横浜市中区⼭下町８９−６ プライムタワー横浜５階
2023-09-14
http://www.ystechno.com
 
ワ,214341,ワイ・エス販売株式会社



〒420-0813,静岡県静岡市葵区⻑沼２ー１４ー３４
2025-08-30
http://www.ys-h.co.jp
 
ワ,103672,株式会社ワイ・エヌ・エンジニアリング
〒193-0813,東京都⼋王⼦市四⾕町６１２−３
2024-02-27
 
ワ,218325,有限会社ワイ・エヌ⼯業
〒652-0815,兵庫県神⼾市兵庫区三川⼝町３丁⽬４番１９号１Ｆ
2023-09-01
 
ワ,215267,株式会社ワイエム
〒593-8326,⼤阪府堺市⻄区鳳⻄町三丁１番５ー１０１号
2024-03-06
 
ワ,231635,ＹＭ株式会社
〒950-0031,新潟県新潟市東区船江町⼆丁⽬１８番１９号
2026-02-07
 
ワ,223371,株式会社ワイエムエコフューチャー
〒340-0002,埼⽟県草加市⻘柳２丁⽬７番４５号
2024-07-01
http://www.ym-e.com
 
ワ,101726,ＹＭＯ株式会社
〒310-0818,茨城県⽔⼾市東台２−１１−１６
2024-10-04
http://www.ymo-co.com/
 
ワ,220883,株式会社ワイ・エム・ケー
〒424-0065,静岡県静岡市清⽔区⻑崎７０３番地の１
2025-03-22
https://www.y-m-k.jp
 
ワ,105926,株式会社ワイエムシィ
〒600-8106,京都市下京区五条通烏丸⻄⼊醍醐町２８４ ＹＭＣ烏丸五条ビル
2026-06-01
https://www.ymc.co.jp/
 
ワ,126553,ワイエムシステムズ株式会社
〒600-8815,京都市下京区中堂寺粟⽥町９３ 京都リサーチパークＳＣＢ３号館
2024-02-08
http://www.ym-systems.co.jp
 
ワ,105716,株式会社ワイエム紙販
〒350-0126,埼⽟県⽐企郡川島町⼤字⼭ヶ⾕⼾６４１−１
2025-10-16
http://www.ymshihan.co.jp
 
ワ,100440,株式会社ＹＭＧソリューション
〒105-0021,東京都港区東新橋２−９−３ ラ・ピアッツォーラ４階
2025-12-07
http://www.ymg-sl.co.jp/
 



ワ,218142,有限会社ワイエムテック
〒640-0402,和歌⼭県紀の川市貴志川町北⼭４８３
2023-08-04
 
ワ,213368,和以貴建設株式会社
〒677-0018,兵庫県⻄脇市富⽥町３６
2023-08-05
 
ワ,210819,有限会社ワイクラフト
〒133-0052,東京都江⼾川区東⼩岩２ー４ー３ファミリーハウス１Ｆ
2022-01-06
 
ワ,216351,株式会社ＹＫＳ
〒619-0205,京都府⽊津川市⼭城町椿井松尾崎２５
2022-04-23
 
ワ,229574,株式会社ＹＫＫ ＡＰ沖縄
〒904-2234,沖縄県うるま市字州崎１２番３６
2026-03-17
 
ワ,118360,株式会社ワイケーシー
〒208-0023,東京都武蔵村⼭市伊奈平１−３２−３
2023-08-12
http://www.ykc-j.com/
 
ワ,507107,ＹＫアクロス株式会社
〒105-8568,東京都港区芝公園⼆丁⽬４番１号
2026-04-05
 
ワ,118600,ＹＫＫ株式会社
〒101-8642,東京都千代⽥区神⽥和泉町１
2023-08-26
http://www.ykk.co.jp
 
ワ,221518,ＹＫＫ ＡＰ株式会社
〒101-8642,東京都千代⽥区神⽥和泉町１番地
2025-04-01
https://www.ykkap.co.jp/
 
ワ,214486,株式会社ワイケイ⼯業
〒065-0011,北海道札幌市東区北⼗⼀条東１１丁⽬３ー１７
2025-11-29
http://yk-kogyo.com/
 
ワ,219013,ワイケイシステム株式会社
〒140-0001,東京都品川区北品川２ー２０ー１９
2024-02-02
 
ワ,128620,ＹＫＴ株式会社
〒151-8567,東京都渋⾕区代々⽊５−７−５
2024-12-22
http://www.ykt.co.jp
 
ワ,127473,ワイコム株式会社
〒537-0023,⼤阪府⼤阪市東成区⽟津１−９−１０



2024-10-23
 
ワ,118678,株式会社ワイ・シー・シー
〒400-0035,甲府市飯⽥３−１−２
2024-01-26
http://www.ycc.co.jp
 
ワ,118670,株式会社ＹＣＣ情報システム
〒990-0023,⼭形市松波４−５−１２
2023-11-26
http://www.yamagata-ycc.co.jp
 
ワ,212471,株式会社ワイジーオー
〒254-0052,神奈川県平塚市平塚１丁⽬２２番２５号
2025-02-13
https://www.ygo.co.jp/
 
ワ,100550,株式会社ワイズ
〒341-0035,埼⽟県三郷市鷹野５−５１８−１
2023-11-07
 
ワ,219104,株式会社ワイズ
〒332-0012,埼⽟県川⼝市本町４丁⽬５番３２−２０７号
2024-02-16
 
ワ,503329,株式会社ワイズ
〒380-0803,⻑野県飯⼭市⼤字常盤１２４０番地
2024-12-24
https://www.wise.co.jp/
 
ワ,220895,ワイズエンジニアリング株式会社
〒861-5515,熊本県熊本市北区四⽅寄町６０１番地１
2025-03-22
 
ワ,218275,有限会社ワイズオン
〒164-0002,東京都中野区上⾼⽥２−２１−１４
2023-08-25
 
ワ,230394,Ｙ’ｓコーポレーション株式会社
〒135-0046,東京都江東区牡丹⼀丁⽬１５番５号
2025-07-12
https://www.yscorptokyo.co.jp
 
ワ,219179,株式会社ワイズテック
〒656-0025,兵庫県洲本市本町１丁⽬５番１１号
2024-03-02
 
ワ,219638,ワイズテック株式会社
〒468-0058,愛知県名古屋市天⽩区植⽥⻄２−２１０
2024-04-20
 
ワ,230747,ワイズトラスト株式会社
〒559-0014,⼤阪府⼤阪市住之江区北島１−１−２グリッター住ノ江１Ｆ
2025-08-23
https://www.ys-trust0122.co.jp



 
ワ,225385,株式会社ワイセム
〒640-8483,和歌⼭県和歌⼭市園部６４１番地の７
2025-06-01
 
ワ,108763,ワイヂーエル株式会社
〒960-2153,福島県福島市庄野字清⽔尻１−９
2025-10-21
http://www.ygl.co.jp/
 
ワ,215709,ｙｔｓ株式会社
〒116-0003,東京都荒川区南千住２−１５−７
2024-10-30
 
ワ,129143,株式会社ワイテック
〒959-0113,新潟県燕市笈ケ島１９４７
2023-10-29
http://y-teck.co.jp
 
ワ,218810,合同会社ｗａｉーｔｅｃ（その他）
〒242-0024,神奈川県⼤和市福⽥２１６９ー５
2023-12-22
 
ワ,220724,株式会社ワイテック
〒812-0016,福岡県福岡市博多区博多駅南⼆丁⽬２番７号
2025-02-21
http://www.y-tech.biz/
 
ワ,503823,株式会社ワイテム
〒959-3132,新潟県村上市坂町２７５９−１
2023-09-12
https://www.z-ytm.co.jp
 
ワ,118640,株式会社ワイ・デー・ケー
〒206-0811,東京都稲城市押⽴１７０５
2023-10-18
http://www.ydkinc.co.jp
 
ワ,505754,株式会社ＹＢ
〒970-8024,福島県いわき市平北⽩⼟字穂積４５−２
2025-10-26
 
ワ,226500,株式会社ワイビーケー
〒231-0011,神奈川県横浜市中区太⽥町四丁⽬４８番地川島ビル
2026-03-01
http://www.ybk-mm.co.jp
 
ワ,212311,株式会社ワイビーテクノ
〒311-1536,茨城県鉾⽥市⼤和⽥１４１０番地
2024-08-29
http://www.yb-techno.jp/
 
ワ,231509,株式会社Ｙ．Ｐ．Ｓ
〒241-0022,神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰⼀丁⽬８４番地
2025-12-27



 
ワ,105448,ＹＰＣ株式会社
〒538-0052,⼤阪市鶴⾒区横堤５−６−３４
2025-02-08
https://www.ypc-g.com/ypc/
 
ワ,505079,株式会社Ｙ４．ｃｏｍ
〒100-0004,東京都千代⽥区⼤⼿町１−５−１ ⼤⼿町ファーストスクエアイーストタワー４Ｆ
2024-06-15
http://y-4.jp
 
ワ,219088,合同会社ＹーＰＬＡＮ（その他）
〒240-0002,神奈川県横浜市保⼟ケ⾕区宮⽥町２−１５８番地７ＫＡＫビル４階
2024-02-09
 
ワ,118682,株式会社ワイム
〒173-0022,東京都板橋区仲町４３−３−１０１
2023-07-21
http://www5.ocn.ne.jp/~waimu/
 
ワ,217426,株式会社ワイム
〒990-2211,⼭形県⼭形市⼤字⼗⽂字字韮窪１３１８ー５
2026-01-07
https://www.yamagatadenki.co.jp/
 
ワ,218644,若井⼯業株式会社
〒212-0006,神奈川県川崎市幸区遠藤町１６−１０
2023-11-17
https://wakaikogyo.com/
 
ワ,128314,若井産業株式会社
〒577-8503,⼤阪府東⼤阪市森河内⻄１−６−３０
2025-09-21
http://www.wakaisangyo.co.jp/
 
ワ,104476,株式会社若井製作所
〒959-0224,新潟県燕市野本７０２−１
2025-07-20
http://wswsws.co.jp
 
ワ,224176,株式会社ワカエビス
〒751-0817,⼭⼝県下関市⼀の宮卸本町１番８号
2025-02-01
 
ワ,101092,株式会社若⽊製作所
〒141-0033,東京都品川区⻄品川１−１９−１１
2024-02-24
http://www.wakaki-seisakusyo.co.jp/
 
ワ,211248,株式会社ワカサキ⼯業
〒340-0811,埼⽟県⼋潮市⼤字２丁⽬１６０ー３０１
2025-06-29
 
ワ,118750,若佐⼯業株式会社
〒230-0046,横浜市鶴⾒区⼩野町３２



2024-02-08
 
ワ,128295,株式会社若狹製作所
〒211-0006,神奈川県川崎市中原区丸⼦通２−６８２
2022-09-12
 
ワ,215532,若狭ビルド株式会社
〒919-2382,福井県⼤飯郡⾼浜町東三松第２号１番地９
2024-08-21
 
ワ,211461,株式会社若杉組
〒437-1412,静岡県掛川市千浜６１４１番地
2025-12-02
http://www.wakasugigumi.co.jp/
 
ワ,108830,株式会社ワカ製作所
〒160-0023,東京都新宿区⻄新宿１−２０−３ ⻄新宿⾼⽊ビル６Ｆ
2025-06-30
http://www.waka.co.jp
 
ワ,210917,株式会社若⽵鉄筋
〒673-0898,兵庫県明⽯市樽屋町２２番３号
2025-02-17
 
ワ,225074,株式会社ワカツキ
〒290-0511,千葉県市原市⽯川１１７６番地２
2025-04-01
http://www.kk-wakatuki.co.jp
 
ワ,225898,若槻⼯業株式会社
〒734-0024,広島県広島市南区仁保新町１丁⽬３番７号
2025-08-01
 
ワ,101303,株式会社若⽉ワーク
〒421-3301,静岡県富⼠市北松野６３１−８
2024-04-25
 
ワ,124485,若津精密⼯機株式会社
〒514-0051,三重県津市納所町１２５−２
2025-09-15
 
ワ,104814,株式会社ワカテック
〒231-0063,神奈川県横浜市中区花咲町１−１２−１ プラザ桜⽊町１０２
2026-06-14
http://wakatec.co.jp/
 
ワ,218882,ワカナ有限会社
〒311-1504,茨城県鉾⽥市安房１３６５ー６
2024-01-12
 
ワ,230853,株式会社若原組
〒501-0471,岐⾩県本巣市政⽥１２３番地
2025-09-20
http://www.waka-g.jp/
 



ワ,106105,株式会社ワカバ
〒140-0015,東京都品川区⻄⼤井６−１０−１０ 福ビル１階
2023-12-08
 
ワ,106488,若葉電⼯株式会社
〒595-0001,⼤阪府泉⼤津市綾井７４−１
2025-01-11
 
ワ,218486,株式会社ワカバヤシ
〒142-0052,東京都品川区東中延２−４−１０
2023-10-06
https://www.wakabayashi.tv/
 
ワ,127365,若林⼯業株式会社
〒519-0131,三重県⻲⼭市井尻町字六反⽥１５５７
2024-09-05
http://www.w-wintec.co.jp/
 
ワ,219399,株式会社若林⼯業
〒108-0073,東京都港区三⽥２丁⽬８番１７号
2024-03-23
 
ワ,221575,株式会社若林⼯務店
〒253-0085,神奈川県茅ヶ崎市⽮畑２６５番地１
2025-04-01
 
ワ,218397,若林設備⼯業株式会社
〒541-0054,⼤阪府⼤阪市中央区南本町⼆丁⽬４番１５号南本町若林ビル
2023-09-15
 
ワ,218964,株式会社若林電気⼯事
〒247-0073,神奈川県鎌倉市植⽊６８３ー２２
2024-01-26
https://www.wakabayashidenkikouji.com/
 
ワ,214463,株式会社若穂鐵筋⼯業
〒381-0022,⻑野県⻑野市⼤字⼤⾖島３３９７番地１２
2025-11-15
https://wakatetsu.jp/
 
ワ,216584,有限会社ワカマツ
〒466-0848,愛知県名古屋市昭和区⻑⼾町六丁⽬１番地の２９
2025-06-04
 
ワ,221613,若松クレーン株式会社
〒781-5101,⾼知県⾼知市布師⽥５７８ー１０
2025-04-01
http://www.wakamatsu-c.com/
 
ワ,210349,株式会社若松建装
〒900-0037,沖縄県那覇市辻１−１４−１２
2024-06-05
 
ワ,219644,若松物産株式会社
〒460-0012,愛知県名古屋市中区千代⽥⼀丁⽬５番１号



2024-04-20
 
ワ,222334,株式会社若宮塗装⼯業所
〒920-0968,⽯川県⾦沢市幸町９ー１７
2023-11-01
http://www.wakamiyatosou.co.jp/
 
ワ,118685,ワカムラ電機株式会社
〒505-0301,岐⾩県加茂郡⼋百津町⼋百津４３４７
2025-06-26
 
ワ,232020,株式会社若森
〒501-6005,岐⾩県⽻島郡岐南町若宮地⼆丁⽬７番地の１
2026-05-23
 
ワ,229670,和歌⼭共同建材株式会社
〒640-8404,和歌⼭県和歌⼭市湊１３４２番地４
2026-04-23
 
ワ,220844,株式会社和歌⼭電機製作所
〒640-8443,和歌⼭県和歌⼭市延時１７番地
2025-03-15
http://www.wakayamadenki.co.jp/
 
ワ,217847,和歌⼭ベストン株式会社
〒640-8451,和歌⼭県和歌⼭市中１４９番地１
2023-06-30
 
ワ,230605,株式会社和歌⼭防災設備
〒640-8286,和歌⼭県和歌⼭市湊御殿三丁⽬４番地の６
2025-08-02
 
ワ,219570,有限会社若和⼯業
〒945-0307,新潟県刈⽻郡刈⽻村⼤字刈⽻３７９５番地３
2024-04-13
 
ワ,220929,有限会社和賀産業
〒847-0115,佐賀県唐津市佐志浜町４３０２番地１
2025-03-29
http://www.wagasangyo.com
 
ワ,216175,株式会社わき
〒892-0836,⿅児島県⿅児島市錦江町２番２７号
2025-03-19
 
ワ,221369,株式会社脇川⼯務店
〒038-2503,⻘森県⻄津軽郡深浦町⼤字関字⼩島崎１７０−１
2022-04-01
 
ワ,216053,株式会社脇建⼯
〒739-0321,広島県広島市安芸区中野７丁⽬３７番１号
2025-02-19
 
ワ,214753,有限会社ワキタ建興
〒410-0822,静岡県沼津市下⾹貫⼋重２９ー２



2023-05-30
 
ワ,100069,株式会社脇電業商会
〒553-0006,⼤阪府⼤阪市福島区吉野５−１３−８
2025-07-26
 
ワ,224628,株式会社ワキメタル
〒981-3331,宮城県富⾕市東向陽台１丁⽬４番２０号
2025-04-01
http://www.wakimetal.com/
 
ワ,230689,有限会社脇本電気⼯事
〒740-0034,⼭⼝県岩国市南岩国町四丁⽬６４番２９号
2025-08-09
 
ワ,118614,株式会社脇⼭製作所
〒847-0804,佐賀県唐津市後川内１４０１−１
2023-09-13
http://wakiyamaseisakusyo.jp/
 
ワ,220254,和協産業株式会社
〒130-0026,東京都墨⽥区両国⼀丁⽬１２番１０号
2024-09-14
https://www.wakyo.co.jp
 
ワ,210315,湧井建設株式会社
〒323-0012,栃⽊県⼩⼭市⼤字⽻川８０２ー１
2024-05-14
 
ワ,215424,株式会社和久産業イースト
〒104-0033,東京都中央区新川１丁⽬６番１１号
2024-05-29
 
ワ,224003,株式会社和久産業ＷＥＳＴ
〒460-0007,愛知県名古屋市中区新栄２丁⽬１番９号
2025-01-01
 
ワ,215752,株式会社湧⽥鉄筋
〒130-0024,東京都墨⽥区菊川１丁⽬１番１５号杉本ビル１Ｆ
2024-11-13
http://wakutatekkin.co.jp/
 
ワ,211462,ワクラス株式会社
〒731-5128,広島県広島市佐伯区五⽇市中央４丁⽬３ー２６ー４
2025-12-02
 
ワ,100802,株式会社ワクラ村⽥製作所
〒926-0173,⽯川県七尾市⽯崎町ウ部１
2023-06-27
http://www.murata.co.jp
 
ワ,118611,株式会社和気
〒574-0044,⼤阪府⼤東市諸福５−１−２７
2023-10-25
http://www.e-wake.co.jp



 
ワ,213453,分部⽊材有限会社
〒510-0265,三重県鈴⿅市三宅町２１３２ー１
2023-09-30
 
ワ,211032,株式会社和建企画
〒343-0023,埼⽟県越⾕市東越⾕六丁⽬３１番地５
2025-04-13
http://www.waken.ne.jp/
 
ワ,101439,株式会社ワコー
〒102-0072,東京都千代⽥区飯⽥橋３−１１−７
2024-06-28
http://www.waco.co.jp
 
ワ,105076,株式会社ＷＡＫＯ
〒399-0034,⻑野県松本市野溝東１−１６−１５
2024-03-28
http://www.wako-terminal.co.jp
 
ワ,118735,株式会社ワコー
〒116-0014,東京都荒川区東⽇暮⾥２−４２−８ 荒川ビル１Ｆ
2024-02-23
 
ワ,230575,ワコーエンジニアリング株式会社
〒596-0003,⼤阪府岸和⽥市中井町⼀丁⽬１８番９号
2025-08-02
https://wakoengi.wixsite.com/wako-eng
 
ワ,124577,株式会社ワコー技研
〒230-0045,横浜市鶴⾒区末広町１−１−５０
2025-11-05
http://www.wacogiken.jp/
 
ワ,218611,ワコー建設株式会社
〒226-0028,神奈川県横浜市緑区いぶき野４３−５
2023-11-10
http://www.wakoace.co.jp/
 
ワ,125365,ワコースチール株式会社
〒287-0211,千葉県成⽥市所１０７２
2023-04-01
http://www.wako-stl.co.jp/
 
ワ,231586,株式会社ワコー製作所
〒761-8042,⾹川県⾼松市御厩町９７６番地３
2026-01-24
 
ワ,108703,ワコー電⼦株式会社
〒543-0055,⼤阪市天王寺区悲⽥院町８−２２
2025-09-24
http://www.wako-clinac.co.jp/
 
ワ,108843,ワコー電⼦株式会社
〒223-8585,横浜市港北区綱島⻄６−１３−３２



2026-02-17
http://www.wakoelc.co.jp
 
ワ,125686,株式会社ワコー電⼦
〒240-0042,神奈川県横浜市保⼟ヶ⾕区上星川２−３−２
2023-07-26
https://www.wako-elc.co.jp/
 
ワ,118657,株式会社和光
〒223-0057,神奈川県横浜市港北区新⽻町１２００
2023-09-02
http://www.wako-ss.jp
 
ワ,118708,和光株式会社
〒370-0523,群⾺県⾢楽郡⼤泉町⼤字吉⽥１２２１−３
2024-03-29
http://www.wacohkk.co.jp/
 
ワ,120183,株式会社和広
〒194-0215,東京都町⽥市⼩⼭ヶ丘２−２−５
2023-07-31
http://www.wakoh-h1.co.jp/
 
ワ,127326,和光株式会社
〒813-0062,福岡市東区松島３−１２−５
2024-08-14
 
ワ,211198,株式会社和幸
〒802-0804,福岡県北九州市⼩倉南区下城野１ー９ー１７−２０２号
2025-06-04
 
ワ,215408,株式会社和興
〒367-0047,埼⽟県本庄市前原１−６−１
2024-05-29
 
ワ,215732,株式会社和光
〒986-0022,宮城県⽯巻市⿂町２丁⽬１０番地２５
2024-11-06
 
ワ,220821,株式会社和晃
〒529-1422,滋賀県東近江市五個荘⼩幡町５５番地６
2025-03-15
https://siteoffice-wako.co.jp/
 
ワ,230569,株式会社和興
〒762-0083,⾹川県丸⻲市飯⼭町下法軍寺８６７番地３
2025-07-26
http://wako2929.com/
 
ワ,128645,株式会社和興エンジニアリング
〒319-1413,茨城県⽇⽴市⼩⽊津町ホロ輪１０６０
2025-08-24
http://www.wakoh-engr.co.jp/
 
ワ,217379,和光エンジニアリング株式会社



〒339-0053,埼⽟県さいたま市岩槻区城町２ー６ー６２
2025-12-17
https://www.wako-eng.com/
 
ワ,108505,和光化学株式会社
〒370-0006,群⾺県⾼崎市問屋町３−２−３
2024-12-22
http://www.wakou-kagaku.co.jp/
 
ワ,106008,和光化成株式会社
〒635-0801,奈良県北葛城郡広陵町⼤場１６２−１
2023-08-28
 
ワ,118964,和晃技研株式会社
〒601-8448,京都市南区⻄九条豊⽥町２６
2024-09-01
http://www.wako-kyoto.com
 
ワ,125858,和幸技研株式会社
〒336-0026,埼⽟県さいたま市南区辻４−１１−１３
2023-10-03
http://www.wakoj.co.jp
 
ワ,220007,有限会社和興空調
〒739-0302,広島県広島市安芸区上瀬野町１ー８０
2024-07-13
 
ワ,125109,株式会社和興計測
〒213-0032,川崎市⾼津区久地８６４−１
2026-01-19
https://wako-keisoku.co.jp/
 
ワ,225333,和興建材株式会社
〒350-0031,埼⽟県川越市⼤字⼩仙波９３７番地１
2025-06-01
https://wako-kenzai.co.jp/
 
ワ,214577,株式会社和光建設
〒251-0002,神奈川県藤沢市⼤鋸１ー１８ー１７
2026-02-14
 
ワ,218004,株式会社和⾼建設
〒241-0005,神奈川県横浜市旭区⽩根６ー３６ー１１
2023-07-28
 
ワ,215003,和光⼯業株式会社
〒731-0139,広島県広島市安佐南区⼭本新町２ー３ー５
2023-09-19
 
ワ,221870,和光⼯業株式会社
〒690-0021,島根県松江市⽮⽥町２５０ー２１３
2025-08-01
http://www.wako-kk.co.jp/
 
ワ,127772,和幸ゴム⼯業株式会社



〒336-0024,埼⽟県さいたま市南区根岸５−９−１６
2025-03-05
http://www.wako-r.co.jp/
 
ワ,118676,和興産業株式会社
〒437-1502,静岡県菊川市古⾕５６３−１
2023-11-19
http://www.wako-sz.co.jp
 
ワ,118952,有限会社和光産業
〒640-0304,和歌⼭市平尾８７５−５
2024-08-04
 
ワ,128610,株式会社和功産業
〒113-0033,東京都⽂京区本郷３−３−１
2024-11-21
http://www.wako-t.co.jp/
 
ワ,214826,和光産業株式会社
〒536-0022,⼤阪府⼤阪市城東区永⽥４丁⽬１６番３号
2023-07-04
 
ワ,505744,和幸産業株式会社
〒652-0883,神⼾市兵庫区明和通３−１−１
2025-09-08
http://www.wakosangyo.jp/
 
ワ,128605,和光紙器株式会社
〒332-0016,埼⽟県川⼝市幸町１−９−１７
2025-05-18
https://www.wakosiki.co.jp/
 
ワ,118655,株式会社和光商會
〒930-0010,富⼭市稲荷元町１−８−２
2024-12-24
 
ワ,222381,株式会社和光商会
〒238-0013,神奈川県横須賀市平成町２ー７ー１
2023-11-01
 
ワ,101789,株式会社和光精機
〒224-0053,神奈川県横浜市都筑区池辺町３４３９
2024-10-16
http://www.wakoseiki.biz/
 
ワ,120578,有限会社和光精機
〒370-0043,群⾺県⾼崎市⾼関町４４７
2023-11-05
 
ワ,105126,株式会社和光製作所
〒612-8296,京都府京都市伏⾒区横⼤路柿ノ本町７
2024-05-17
http://www.wako-ss.co.jp/
 
ワ,106572,株式会社和光製作所



〒343-0851,埼⽟県越⾕市七左町６−１８２−２
2025-02-17
 
ワ,118609,有限会社和光製作所
〒325-0012,栃⽊県那須塩原市越堀６２５−７
2023-09-27
 
ワ,122818,株式会社和興製作所
〒359-0011,埼⽟県所沢市南永井４７−３
2024-11-26
 
ワ,128692,株式会社和幸製作所
〒330-0042,埼⽟県さいたま市浦和区⽊崎１−３−２３
2026-02-15
http://www.wakoindustries.com
 
ワ,230422,和光設計⼯事株式会社
〒530-0041,⼤阪府⼤阪市北区天神橋⼆丁⽬５番２１号
2025-07-12
 
ワ,128685,和光電気株式会社
〒101-0021,東京都千代⽥区外神⽥５−５−１５
2025-09-26
http://www.wako-dnk.co.jp/
 
ワ,210385,和光電気⼯事株式会社
〒751-0822,⼭⼝県下関市宝町６ー３
2024-06-18
 
ワ,106678,株式会社若⽣電機製作所
〒984-0014,宮城県仙台市若林区六丁の⽬元町１２−６
2025-06-06
 
ワ,108993,和光電材株式会社
〒191-0065,東京都⽇野市旭が丘１−１９−２７
2026-06-23
http://www.wako-denzai.co.jp
 
ワ,231677,和幸電通株式会社
〒690-0012,島根県松江市古志原⼆丁⽬２２番１４号
2026-02-14
http://www.wako-grp.com/5.html
 
ワ,220229,和光冷熱⼯業株式会社
〒272-0813,千葉県市川市中⼭１−１６−１５
2024-09-07
 
ワ,102471,株式会社ワコム電創
〒100-0005,東京都千代⽥区丸ノ内１−６−５
2025-03-14
 
ワ,124757,ワゴジャパン株式会社
〒136-0071,東京都江東区⻲⼾１−５−７ 錦⽷町プライムタワー
2025-12-22
http://www.wago.co.jp/



 
ワ,220732,株式会社ワシオ
〒024-0021,岩⼿県北上市上野町⼀丁⽬２番２１号
2025-03-01
https://washio-kogyo.com/
 
ワ,128602,ワシノ機⼯株式会社
〒460-0012,名古屋市中区千代⽥１−８−２１
2025-10-17
http://www.washino-kiko.co.jp/
 
ワ,108067,ワシノ商事株式会社
〒446-0007,愛知県安城市東栄町２−１−２０
2026-03-12
http://www.wasinosj.co.jp
 
ワ,118616,株式会社和⽣製作所
〒561-0894,⼤阪府豊中市勝部３−３−２０
2023-11-15
http://www.washo-s.com/
 
ワ,211518,株式会社和信
〒371-0804,群⾺県前橋市六供町７２６ー３３
2026-01-20
 
ワ,100239,和進商⼯株式会社
〒550-0003,⼤阪市⻄区京町堀２−１２−１８
2025-08-30
 
ワ,211782,和島⼯業株式会社新潟⼯場（その他）
〒950-0213,新潟県新潟市江南区⽊津⼯業団地６−１０
2023-07-27
 
ワ,231253,株式会社渡井電⼯
〒418-0051,静岡県富⼠宮市淀師１３２２番地
2025-11-08
 
ワ,103522,株式会社渡兼
〒403-0022,⼭梨県南都留郡⻄桂町⼩沼２０４
2023-11-26
http://www.wataken.org/
 
ワ,220316,株式会社ワタケン
〒814-0015,福岡県福岡市早良区室⾒５丁⽬１３−２８号グランツリー室⾒２階
2024-10-05
 
ワ,223655,株式会社ワタザイ
〒963-8041,福島県郡⼭市富⽥町字池ノ上２９ー１
2024-10-01
http://watazai.co.jp
 
ワ,221586,株式会社渡清
〒963-0547,福島県郡⼭市喜久⽥町卸１丁⽬６１番地１
2025-04-01
https://www.watasei.com/



 
ワ,211089,株式会社ワタゼン商会
〒693-0004,島根県出雲市渡橋町７１０ー５
2025-04-27
 
ワ,212833,株式会社ワタデン
〒306-0122,茨城県古河市上和⽥９８ー１
2025-09-18
http://wataden.co.jp/
 
ワ,227442,株式会社渡籐⼯業所
〒957-0103,新潟県北蒲原郡聖籠町⼤字網代浜９５６番地２
2024-02-22
 
ワ,104485,株式会社ワタナベ
〒959-1273,新潟県燕市杉名９４１
2025-07-25
http://www.hq-watanabe.com/
 
ワ,210391,株式会社渡辺
〒111-0052,東京都台東区柳橋１丁⽬２４番１号
2024-06-23
 
ワ,216577,株式会社ワタナベ
〒003-0028,北海道札幌市⽩⽯区平和通４丁⽬南３−１３パークマンション１Ｆ
2022-06-04
 
ワ,221054,有限会社わたなべ
〒963-6200,福島県⽯川郡浅川町⼤字浅川字本町７３
2023-09-01
 
ワ,217077,渡辺アーステック株式会社
〒328-0024,栃⽊県栃⽊市樋ノ⼝町６４ー８
2025-09-10
http://www.watanabe-earthtech.co.jp
 
ワ,215159,有限会社渡辺圧送
〒476-0002,愛知県東海市名和町寝覚２５６番地
2023-12-26
 
ワ,220114,株式会社渡辺管⼯業
〒231-0861,神奈川県横浜市中区元町１丁⽬１８番地
2024-07-27
 
ワ,221625,渡辺硝⼦⼯事株式会社
〒530-0045,⼤阪府⼤阪市北区天神⻄町４番６号
2025-04-01
_
 
ワ,220503,株式会社渡邉機設⼯業
〒311-0108,茨城県那珂市額⽥北郷６１番地４
2024-11-30
 
ワ,101784,渡辺⾦属株式会社
〒322-0016,栃⽊県⿅沼市流通センター４３



2024-10-16
http://www.w-kinzoku.co.jp
 
ワ,223255,有限会社渡辺組
〒693-0004,島根県出雲市渡橋町７１０ー５
2024-06-01
 
ワ,225431,株式会社渡辺組
〒890-0045,⿅児島県⿅児島市武⼆丁⽬４番１号
2022-06-01
http://www.k-watanabegumi.co.jp/
 
ワ,226609,株式会社渡辺組
〒503-0653,岐⾩県海津市海津町⾼須町７２０番地の１
2026-04-01
 
ワ,118642,渡辺ケミカル株式会社
〒541-0046,⼤阪市中央区平野町３−６−１
2026-04-12
http://www.wacc.co.jp
 
ワ,214756,株式会社渡辺建材
〒959-1306,新潟県加茂市⼤字鵜森甲１１３番地⼦
2026-06-06
 
ワ,214115,株式会社渡部建設
〒431-3113,静岡県浜松市東区⼤瀬町１８２７ー２
2025-04-05
https://www.wataken-hamamatsu.jp/
 
ワ,226655,渡辺建設⼯業株式会社
〒242-0028,神奈川県⼤和市桜森１丁⽬１０番２４−２０２号
2026-04-01
 
ワ,212693,株式会社ワタナベ建装
〒963-8815,福島県郡⼭市⽔⾨町１８５ー１
2025-06-20
https://wataken-pride.com/
 
ワ,222822,株式会社渡辺建鉄⼯業
〒344-0014,埼⽟県春⽇部市豊野町２ー３２ー１６
2024-03-01
 
ワ,105325,渡辺⼯業株式会社
〒468-0065,愛知県名古屋市天⽩区中砂町３４０
2024-10-29
http://www.sheet-metal.co.jp
 
ワ,106763,有限会社渡辺⼯業
〒308-0101,茨城県筑⻄市井上１１６２−１
2025-08-29
 
ワ,122955,ワタナベ⼯業株式会社
〒712-8001,岡⼭県倉敷市連島町⻄之浦６５７−４
2025-01-07



http://www.watanabe-ind.co.jp/
 
ワ,129877,渡辺⼯業有限会社
〒851-2214,⻑崎県⻑崎市鳴⾒町６６６−７４
2025-04-02
http://www.watanabe-k-co.com/
 
ワ,211734,有限会社渡辺⼯業
〒444-3231,愛知県豊⽥市花沢町的場２４ー１５
2023-06-29
 
ワ,214363,有限会社渡辺⼯業
〒295-0012,千葉県南房総市千倉町南朝夷２０６９
2025-09-06
 
ワ,216681,渡辺⼯業株式会社
〒134-0081,東京都江⼾川区北葛⻄２丁⽬２０番１８号エスポワール１０１
2025-06-18
https://www.watanabe-kogyo.jp/
 
ワ,217793,渡邊⼯業有限会社
〒741-0083,⼭⼝県岩国市御庄４ー１１６ー３
2026-06-16
 
ワ,227441,渡邊⼯業株式会社
〒985-0804,宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜３２−４
2024-02-22
http://www.watanabe-kogyo.com
 
ワ,129844,有限会社渡辺⼯作所
〒990-0301,⼭形県東村⼭郡⼭辺町⼤字⼭辺３００９
2025-03-25
 
ワ,210060,有限会社渡辺⼯務店
〒683-0001,⿃取県⽶⼦市皆⽣温泉２ー１ー２９
2023-11-21
 
ワ,210746,有限会社渡辺⼯務店
〒461-0040,愛知県名古屋市東区⽮⽥４丁⽬３１番１２号
2021-12-02
 
ワ,213071,株式会社渡辺⼯務店
〒486-0949,愛知県春⽇井市惣中町２丁⽬６番地
2026-02-26
 
ワ,218227,株式会社ワタナベ⼯務店
〒182-0015,東京都調布市⼋雲台２丁⽬４番地１８
2023-08-18
http://katawakukoji.com/
 
ワ,226597,渡部⼯務店株式会社
〒188-0011,東京都⻄東京市⽥無町三丁⽬４番３１号
2026-04-01
 
ワ,230114,株式会社渡辺⼯務店



〒173-0004,東京都板橋区板橋三丁⽬４０番１８号
2025-05-24
 
ワ,211914,渡辺産業株式会社
〒464-0850,愛知県名古屋市千種区今池４丁⽬１番２９号
2023-11-17
 
ワ,222151,渡辺産業株式会社
〒322-0026,栃⽊県⿅沼市茂呂８０８ー３
2026-04-01
http://www.watanabe-sangyo.co.jp/
 
ワ,212588,渡辺産商株式会社
〒952-0014,新潟県佐渡市両津湊３５２番地１０
2025-04-24
http://www.wsansyou.com
 
ワ,128630,株式会社渡辺商⾏
〒103-0022,東京都中央区⽇本橋室町４−２−１６
2025-01-30
https://www.m-watanabe.co.jp/
 
ワ,226139,株式会社渡邊商店
〒531-0041,⼤阪府⼤阪市北区天神橋７丁⽬６番１９号
2025-11-01
 
ワ,101936,有限会社渡辺真空
〒224-0044,神奈川県横浜市都筑区川向町９２２−４６
2024-11-21
http://www.watanabevac.co.jp/
 
ワ,212105,株式会社渡邉重機
〒275-0002,千葉県習志野市実籾４−３７−１８
2024-03-23
 
ワ,106951,有限会社渡辺⽔道
〒297-0004,千葉県茂原市⼩轡５６３−４
2026-04-25
 
ワ,122708,渡辺製⽸株式会社
〒441-1201,愛知県豊川市東上町炭焼平１５７−１
2024-10-28
 
ワ,101891,株式会社渡辺精機
〒409-3606,⼭梨県⻄⼋代郡市川三郷町⾼⽥５２７−１
2024-11-09
http://www.watanabe-sk.co.jp/
 
ワ,102799,株式会社渡辺精機
〒990-1304,⼭形県⻄村⼭郡朝⽇町⼤字⼤⾕字⾼野１０４７−４
2025-09-30
http://www.w-seiki.co.jp
 
ワ,126369,株式会社渡辺精機
〒143-0015,東京都⼤⽥区⼤森⻄２−９−６



2023-12-13
 
ワ,128682,渡辺精⼯株式会社
〒445-0807,愛知県⻄尾市伊藤１−１０−２１
2026-02-14
 
ワ,118200,株式会社渡辺精⼯社
〒145-0072,東京都⼤⽥区⽥園調布本町５７−４
2026-07-11
http://www.wskvsc.com
 
ワ,102694,有限会社渡辺製作所
〒994-0054,⼭形県天童市⼤字荒⾕字堂ノ前１０００−１１
2025-07-18
 
ワ,126555,株式会社渡辺製作所
〒561-0841,⼤阪府豊中市名神⼝３−７−６
2024-02-08
http://watanabe-mfg.co.jp/
 
ワ,128672,株式会社渡邊製作所
〒959-1327,新潟県加茂市千刈１−１−１２
2026-01-31
http://www.watanabe-lab.co.jp/
 
ワ,216835,有限会社渡辺設備⼯業所
〒272-0136,千葉県市川市新浜１丁⽬２３番１１号７０７
2025-07-09
http://www.watanabe-setsubi.jp/
 
ワ,230716,渡部設備 渡部英男（その他）
〒018-0133,秋⽥県にかほ市象潟町関字建⽯４５番地３９
2025-08-16
 
ワ,127588,有限会社渡辺鋳造所
〒990-2351,⼭形市鋳物町２１
2024-11-28
http://www.watana-f.com
 
ワ,101154,株式会社ワタナベテクノス
〒820-0062,福岡県飯塚市⽬尾３９５−１５
2024-03-12
http://www.watanabe-tec.co.jp/
 
ワ,118612,有限会社渡辺鉄⼯
〒809-0003,福岡県中間市上底井野４２２−１
2023-02-26
http://www.watanabetekko.com
 
ワ,216961,渡辺鉄⼯株式会社
〒959-3124,新潟県村上市⾦屋字柳島３１９１−９４
2025-07-30
http://watatetu.co.jp/
 
ワ,217526,株式会社渡辺鉄⼯所



〒779-4806,徳島県三好市井川町⻄井川３番地
2026-01-28
http://www.watanabeiron-tokushima.co.jp/
 
ワ,222771,株式会社渡辺鉄⼯所
〒421-0103,静岡県静岡市駿河区丸⼦６２８０番地の１
2024-03-01
http://nabetetsu.com/
 
ワ,105997,有限会社渡辺電機製作所
〒324-0058,栃⽊県⼤⽥原市紫塚３−２６４４−６
2023-08-07
 
ワ,211079,渡辺電業株式会社
〒208-0022,東京都武蔵村⼭市榎３丁⽬５５番地３
2025-04-20
https://watanabedengyo.co.jp/
 
ワ,218927,渡辺電業株式会社
〒135-0002,東京都江東区住吉１丁⽬１７番２０号
2024-01-19
http://www.w-dengyo.co.jp/
 
ワ,230299,株式会社渡辺電業舎
〒792-0852,愛媛県新居浜市東⽥⼆丁⽬甲１７６１番地の１
2025-06-28
 
ワ,220860,渡辺電⼯有限会社
〒735-0008,広島県安芸郡府中町鶴江⼀丁⽬１１番２８号
2025-03-15
 
ワ,221576,株式会社渡辺電設
〒771-0144,徳島県徳島市川内町榎瀬５０２−９７
2022-04-01
 
ワ,221404,株式会社渡辺藤吉本店
〒812-8718,福岡県福岡市博多区店屋町７番１８号
2025-04-01
https://www.wtnb-t.co.jp/
 
ワ,219838,有限会社渡辺塗装
〒940-0853,新潟県⻑岡市中沢２−６−１１
2024-06-08
 
ワ,212790,株式会社渡辺塗装⼯業
〒424-0911,静岡県静岡市清⽔区宮加三２２５番地の２
2025-08-16
http://tosow.co.jp/
 
ワ,229033,株式会社渡辺⼟⽊
〒960-8166,福島県福島市仁井⽥字前林川原２ー８
2025-05-31
 
ワ,229473,株式会社渡辺⼟⽊
〒210-0821,神奈川県川崎市川崎区殿町１丁⽬４番１０号



2023-02-05
 
ワ,125767,渡辺ハガネ株式会社
〒329-4307,栃⽊県栃⽊市岩⾈町静２２２５−１
2023-09-06
http://www.t-cnet.or.jp/~w-hagane/
 
ワ,215887,有限会社渡辺はつり⼯業
〒329-1225,栃⽊県塩⾕郡⾼根沢町⼤字⽯末２１９８
2024-12-25
 
ワ,218266,渡辺板⾦株式会社
〒323-0025,栃⽊県⼩⼭市城⼭町２−１２−２７
2023-08-25
 
ワ,232012,渡辺パイプ株式会社
〒104-0045,東京都中央区築地五丁⽬６番１０号
2026-05-23
https://www.sedia-system.co.jp/
 
ワ,215768,渡辺美装株式会社
〒536-0006,⼤阪府⼤阪市城東区野江４丁⽬３番２２号
2024-11-20
 
ワ,217754,株式会社渡辺備装
〒173-0037,東京都板橋区⼩茂根４ー１８ー１２
2026-05-26
https://w-bisoh.co.jp
 
ワ,129809,ワタナベラバー株式会社
〒485-0046,愛知県⼩牧市堀の内５−５５
2025-03-04
http://nb-rubber.jp
 
ワ,211648,渡辺リアル株式会社
〒359-1127,埼⽟県所沢市星の宮１丁⽬１６番９号
2026-05-19
_
 
ワ,223695,綿半ソリューションズ株式会社
〒395-0193,⻑野県飯⽥市北⽅１０２３番地１
2024-11-01
http://watahan.co.jp/group/solutions/
 
ワ,101787,有限会社綿引製作所
〒309-1701,茨城県笠間市⼩原１２１９−１
2024-10-16
 
ワ,225958,ワタヒョウ株式会社
〒984-8676,宮城県仙台市若林区卸町３丁⽬４番地の２
2025-09-01
http://www.watahyou.co.jp/
 
ワ,211351,株式会社渡部⼯業所
〒583-0886,⼤阪府⽻曳野市恵我之荘２ー１０ー３２



2025-09-03
http://www.kkwatabe.co.jp/
 
ワ,229518,有限会社渡部⼯務店
〒249-0003,神奈川県逗⼦市池⼦１丁⽬４番１４号
2026-02-21
 
ワ,226432,ワタベ産業株式会社
〒130-0005,東京都墨⽥区東駒形４丁⽬１３番３号
2026-03-01
http://www.watabesangyou.co.jp/
 
ワ,100872,株式会社渡部製作所
〒959-3132,新潟県村上市坂町２９５４
2023-09-16
 
ワ,122430,有限会社渡部製作所
〒174-0071,東京都板橋区常盤台１−６７−１
2024-09-11
 
ワ,224380,渡部⼟⽊株式会社
〒971-8111,福島県いわき市⼩名浜⼤原字東⽥２７−３
2022-04-01
 
ワ,102218,渡部プラント⼯業株式会社
〒512-8061,三重県四⽇市市広永町１３３６−１
2025-01-25
http://www.wpi-web.jp
 
ワ,210596,株式会社綿屋林三商店
〒470-3233,愛知県知多郡美浜町⼤字奥⽥字海道⽥７５ー１
2024-10-06
 
ワ,102196,株式会社渡來製作所
〒370-0723,群⾺県⾢楽郡千代⽥町⼤字昭和２−５
2025-01-22
 
ワ,227520,株式会社渡会電気⼟⽊
〒997-0341,⼭形県鶴岡市下⼭添字⼀⾥塚３６番地
2024-02-28
http://www.watarai-ec.co.jp
 
ワ,214629,株式会社ワタラグリーン
〒982-0032,宮城県仙台市太⽩区富沢１丁⽬１２ー２
2023-03-14
 
ワ,210502,株式会社ワタリ・アドヴァンス
〒260-0017,千葉県千葉市中央区要町７ー１１ー５０２
2024-08-28
 
ワ,118715,株式会社渡商会
〒221-0021,横浜市神奈川区⼦安通り２−２３４
2024-02-21
http://www.watari.co.jp
 



ワ,118635,株式会社亘製作所
〒152-0011,東京都⽬黒区原町１−１４−１１
2024-06-13
 
ワ,118627,株式会社和⽥機械製作所
〒410-0001,静岡県沼津市⾜⾼字尾上２９４−２６
2023-08-23
http://www.wada-machine.co.jp/
 
ワ,118675,和⽥⼯業株式会社
〒223-0059,横浜市港北区北新横浜２−８−１２
2025-04-03
http://www.wadakogyo.co.jp
 
ワ,216662,和⽥商事株式会社
〒811-4341,福岡県遠賀郡遠賀町⿁津丁⼝１６６２
2022-06-18
http://www.wada-shoji.co.jp
 
ワ,231076,株式会社和⽥商事
〒665-0822,兵庫県宝塚市安倉中六丁⽬５番１号
2025-10-18
https://wada-shoji.com/
 
ワ,211232,株式会社和⽥商店
〒673-0423,兵庫県三⽊市宿原１２６５ー２４
2025-06-29
http://www.yarimasu.com
 
ワ,229424,株式会社和⽥商店
〒104-0061,東京都中央区銀座１ー１４ー７
2025-12-13
 
ワ,105921,和⽥ステンレス⼯業株式会社
〒959-0215,新潟県燕市吉⽥下中野１４７３
2026-05-21
http://www.wada-st.co.jp/
 
ワ,105605,有限会社和⽥精密
〒370-0726,群⾺県⾢楽郡千代⽥町上五箇１５６−６
2025-06-26
https://kazuh8.wixsite.com/wada
 
ワ,231797,和⽥⽯材建設株式会社
〒552-0012,⼤阪府⼤阪市港区市岡⼆丁⽬１番２５号
2026-03-20
 
ワ,220129,有限会社和⽥設備
〒203-0042,東京都東久留⽶市⼋幡町１−９−２８ Ｂ７０７
2024-08-03
 
ワ,228431,和⽥装備株式会社
〒962-0001,福島県須賀川市森宿字ヒジリ⽥５５番地の１
2024-08-25
http://www.wadasoubi.jp/



 
ワ,225009,有限会社和⽥造園
〒733-0871,広島県広島市⻄区⾼須３丁⽬４番２８号
2025-04-01
 
ワ,221698,和⽥⼤理⽯⼯業株式会社
〒503-2305,岐⾩県安⼋郡神⼾町神⼾１１８９ー３
2022-06-01
 
ワ,222951,株式会社和⽥⼤理⽯北陸
〒910-0843,福井県福井市⻄開発３丁⽬５０４
2024-04-01
 
ワ,129630,轍産業株式会社
〒232-0057,神奈川県横浜市南区若宮町４−５２
2024-11-27
http://www.wadachi.co.jp/
 
ワ,210480,株式会社和⽥鉄⼯建設
〒933-0803,富⼭県⾼岡市出来⽥１４番地
2024-08-12
http://www.wadatekko.com/
 
ワ,118695,和⽥電機株式会社
〒530-0001,⼤阪府⼤阪市北区梅⽥３−４−５ 毎⽇インテシオ１４階
2025-09-04
http://wada-elec.co.jp
 
ワ,121925,和⽥電器株式会社
〒571-0034,⼤阪府⾨真市東⽥町１６−１８
2024-07-09
http://www.wadatechno.co.jp
 
ワ,219008,有限会社和⽥電気⼯事
〒354-0013,埼⽟県富⼠⾒市⽔⾕東３丁⽬３２番１８号
2024-02-02
 
ワ,227523,和⽥電気⼯事株式会社
〒985-0003,宮城県塩竈市北浜１ー４ー２６
2024-02-28
 
ワ,230585,和⽥電気⼯事株式会社
〒327-0003,栃⽊県佐野市⼤橋町２０３２番地１
2025-08-02
 
ワ,231117,和⽥板⾦⼯業株式会社
〒958-0876,新潟県村上市塩町１１番４９号
2025-10-18
 
ワ,218620,株式会社和⽥本舗
〒542-0082,⼤阪府⼤阪市中央区島之内２ー１０ー３
2025-04-01
 
ワ,211856,株式会社和智組
〒409-0125,⼭梨県上野原市野⽥尻６０４



2023-10-06
 
ワ,213664,株式会社和知⼯業
〒982-0026,宮城県仙台市太⽩区⼟⼿内１丁⽬１３ー１２
2024-04-07
 
ワ,210188,和知商事株式会社
〒310-0013,茨城県⽔⼾市若宮１丁⽬２番７号
2024-02-24
http://www.wachisyouji.co.jp
 
ワ,231549,株式会社和知鐵⼯所
〒963-7881,福島県⽯川郡⽯川町字⼤橋２番地の２６
2026-01-10
 
ワ,125814,ワッティー株式会社
〒152-0013,東京都⽬黒区南１−２３−１１
2023-09-20
http://www.watty.co.jp
 
ワ,230116,ワットラインサービス株式会社
〒349-0101,埼⽟県蓮⽥市⼤字黒浜桜ケ丘３５０６番地３
2025-05-24
http://wattlineservice.co.jp/
 
ワ,108613,ワデン⼯業株式会社
〒577-0016,⼤阪府東⼤阪市⻑⽥⻄５−１−３５
2025-07-20
http://www.waden-kogyo.co.jp/
 
ワ,215972,和電⼯業株式会社
〒167-0021,東京都杉並区井草２丁⽬１９番１６号
2025-01-29
_
 
ワ,219927,有限会社ワトーテック
〒039-3215,⻘森県上北郡六ヶ所村⼤字倉内字芋ヶ崎３１２ー２
2024-06-29
 
ワ,214419,株式会社ＷＡＴＯＫＵ
〒299-0257,千葉県袖ケ浦市神納１ー１９ー３
2025-10-04
 
ワ,222613,株式会社和中
〒564-0062,⼤阪府吹⽥市垂⽔町３丁⽬２８番３１号
2024-01-01
 
ワ,101416,ワナミ株式会社
〒103-0025,東京都中央区⽇本橋茅場町１−４−５
2024-06-14
http://www.d1.dion.ne.jp/~wanami
 
ワ,229501,株式会社ワプル
〒263-0002,千葉県千葉市稲⽑区⼭王町６８
2026-02-15



http://www.waproo.co.jp
 
ワ,230384,株式会社ＷＡＹＯ
〒730-0831,広島県広島市中区江波⻄⼆丁⽬８番２号
2025-07-12
https://www.wayo0215.co.jp
 
ワ,118645,ワラシナ⼯業株式会社
〒426-0002,静岡県藤枝市横内８００−１０
2024-07-28
http://warashinakogyo.com/
 
ワ,218377,有限会社藁昇建設
〒418-0007,静岡県富⼠宮市外神東町１９５−２
2023-09-08
 
ワ,102875,株式会社ワン
〒210-0006,神奈川県川崎市川崎区砂⼦２−６−２７ 横⼭ビル３階−Ａ
2025-11-11
http://www.j-one.ne.jp/
 
ワ,212414,株式会社ワン・アップ
〒157-0063,東京都世⽥⾕区粕⾕１丁⽬９番２３−５０１号
2024-12-12
 
ワ,210701,湾建株式会社
〒590-0975,⼤阪府堺市堺区⼤浜中町３丁１２番２４号２Ｆ
2024-11-12
http://www.wanken.co.jp/
 
ワ,104235,株式会社ＯＮＥ ＣＯＭＰＡＴＨ
〒108-0023,東京都港区芝浦３−１９−２６ トッパン芝浦ビル
2025-01-13
 
ワ,213220,株式会社ワンステップ
〒639-1056,奈良県⼤和郡⼭市泉原町８番地２
2026-05-02
 
ワ,210061,有限会社ワンズジョブ
〒550-0023,⼤阪府⼤阪市⻄区千代崎２丁⽬１７番１５号
2020-11-21
http://www.onesjob.net/
 
ワ,217911,有限会社ワンダーワークス
〒520-3011,滋賀県栗東市下⼾⼭１１６０−１
2023-07-07
 
ワ,228905,ワンダテクノ株式会社
〒969-1128,福島県本宮市本宮字舘町１８４番地の１
2025-03-02
 
ワ,217712,株式会社Ｏｎｅ Ｔｅａｍ
〒107-0052,東京都港区⾚坂七丁⽬９番１号ＶＰＯ⾚坂
2026-04-14
https://oneteam.inc/



 
ワ,219727,株式会社ワン・バイ・ワン
〒578-0903,⼤阪府東⼤阪市今⽶２丁⽬１番３９号
2024-05-11
https://www.onebyone.ne.jp
 
ワ,104816,ワンフォオール株式会社
〒522-0025,滋賀県彦根市野⽥⼭町７５５−１
2026-06-14
http://www.onefor-all.co.jp/
 
ヲ,219063,を組株式会社
〒969-0401,福島県岩瀬郡鏡⽯町岡ノ内４１６番地
2024-02-09
 
ヴ,502684,ヴァイタル・インフォメーション株式会社
〒160-0022,東京都新宿区新宿２丁⽬１３番１２号 住友不動産新宿御苑ビル
2024-07-26
http://www.vitals.co.jp/
 
ヴ,504472,株式会社ヴァリューシステム
〒460-0003,愛知県名古屋市中区錦⼀丁⽬５番１３号 オリックス名古屋錦ビル５Ｆ
2024-10-01
http://www.value-system.co.jp/
 
ヴ,105165,株式会社ヴァルテック
〒450-0003,愛知県名古屋市中村区名駅南１−２１−１９
2024-06-25
http://www.valtech.co.jp
 
ヴ,210526,株式会社ヴァルベクトル
〒532-0011,⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島５丁⽬１２番１４号
2024-09-11
 
ヴ,505448,株式会社ヴァンクールプロモーション
〒106-0047,東京都港区南⿇布４−１２−２５ 南⿇布セントレ６階
2023-08-07
http://v-promotion.net/
 
ヴ,104345,株式会社ヴィーネックス
〒768-0021,⾹川県観⾳寺市吉岡町２６２
2025-03-28
 
ヴ,231263,株式会社ｖｉｚｆ
〒231-0013,神奈川県横浜市中区住吉町⼀丁⽬１２番地５
2025-11-08
 
ヴ,230158,株式会社ヴィンテージ
〒233-0007,神奈川県横浜市港南区⼤久保三丁⽬２７番１０号
2025-05-31
 
ヴ,106457,株式会社ヴイ・エス・テクノロジー
〒106-0041,東京都港区⿇布台１−９−１９ エナ⿇布台
2024-12-20
https://vst.co.jp



 
ヴ,213486,株式会社ヴェールコーポレーション
〒581-0041,⼤阪府⼋尾市北⽊ノ本３丁⽬２３ー１
2023-10-28
 
ヴ,505345,Ｖａｄｅ Ｊａｐａｎ株式会社
〒106-0032,東京都港区六本⽊７丁⽬７番７号Ｔｒｉ−ＳｅｖｅｎＲｏｐｐｏｎｇｉ８階
2026-02-19
https://www.vadesecure.com/ja/
 
ヴ,228453,ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
〒108-0022,東京都港区海岸３丁⽬２０番２０号ヨコソーレインボータワー
2024-09-04
https://www.veolia.jp/ja
 
ヴ,213813,株式会社ヴェリテ稲本
〒617-0003,京都府向⽇市森本町⽯⽥１５ー４
2024-08-25


