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業   態 数件数件
工場 492492
オフィス 470470
金融機関 322322
スーパー 678678
コンビニ 135135135

公共・病院・学校・福祉 183183183
パチンコ・遊技場・ボーリング場 304304

娯楽施設・ｺﾞﾙﾌ場・ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ・健康ﾗﾝﾄﾞ 9393
倉庫 2727

宿泊施設・結婚式場 9494
飲食業 774774774

小売専門店 612612
その他 0505
海外 7373
合　　計 4,2174,2174,217

納入先件数一覧

IZ◇SEACS　資料⑤



納品先名 所在地 納品先名 所在地 納品先名 所在地

1 朝日電子 富山県 26 関東三洋電子　粕川事業所 群馬県 51 市光工業 郡馬県

2 朝日分光　栃木工場 栃木県 27 キューピー　五霞工場 茨城県 52 市光工業　大泉製造所 群馬県

3 味の素製油　横浜工場 神奈川県 28 キューピー　中河原工場 東京都 53 シャープ　通信システム事業本部 広島県

4 味の素製油　千葉工場 千葉県 29 キューピー　鳥栖工場 佐賀県 54 シャープ　東広島工場 広島県

5 ＮＥＣＳＨＯＴＴコンポーネンツ 滋賀県 30 クボタ　久宝寺工場 大阪府 55 住化カラー　大阪工場 兵庫県

6 ＮＥＣ関西 滋賀県 31 クボタ　堺製造所　トラクタ製造部 大阪府 56 住友ゴム工業　加古川工場 兵庫県

7 ＮＥＣアクセステクニカ 静岡県 32 健康マヨネーズ　山梨工場 山梨県 57 住友ゴム工業　市島工場 兵庫県

8 オリエンタル酵母工業株式会社　びわ工場 滋賀県 33 健康マヨネーズ株式会社　西神戸工場 兵庫県 58 住友ゴム工業　本社 兵庫県

9 オリエンタル酵母工業株式会社　長浜研究所 滋賀県 34 小島プレス工業 愛知県 59 住友ゴム工業　白河工場 福島県

10 オリエンタル酵母工業株式会社　大阪工場 大阪府 35 小島プレス工業　高岡工場 愛知県 60 住友電工　横浜営業所 神奈川県

11 オリエンタル酵母工業株式会社　関西物流センター 大阪府 36 三栄化学 埼玉県 61 昭和電工 栃木県

12 オリエンタル酵母工業株式会社　修善寺ＬＡセンター 静岡県 37 三栄電子 群馬県 62 昭和電工　小山事業所 栃木県

13 オリエンタル酵母工業株式会社　東京工場 東京都 38 三洋シリコン電子 栃木県 63 昭和電線電纜 神奈川県

14 オリエンタル酵母工業株式会社　関東物流センター 埼玉県 39 三洋電機　空調　生産技術部 栃木県 64 清浄野菜普及研究所 兵庫県

15 オリエンタル酵母工業株式会社　埼玉工場 埼玉県 40 三洋電機　システムモジュール事業部 群馬県 65 清浄野菜普及研究所　第二工場 兵庫県

16 オリエンタル酵母工業株式会社　千葉工場 千葉県 41 三洋電機　セミコンダクターカンパニー 群馬県 66 積水ハウス　滋賀工場 滋賀県

17 オリエンタル酵母工業株式会社　富里工場 千葉県 42 三洋電機　食品システム事業部 群馬県 67 積水ハウス　総合住宅研究所 京都府

18 オリンパス光学工業　コーポレートセンター 東京都 43 三洋電機　ソフトエナジーカンパニー 兵庫県 68 積水化学工業　水無瀬研究所 大阪府

19 オリンパス光学工業　日の出工場 東京都 44 三洋電機　テレコミニケーションズ 大阪府 69 積水化学工業　尼崎工場 兵庫県

20 オリンパス光学工業　立川事業所 東京都 45 三洋電機　マルチメディアカンパニー　 大阪府 70 ソニーＣＰラボラトリーズ 静岡県

21 株式会社ロッテ　狭山工場 埼玉県 46 三洋電機　記録メディア事業部 大阪府 71 ソニーイーエムシーエス　埼玉テック　岩槻工場 埼玉県

22 株式会社ロッテ　新宿工場 東京都 47 三洋電機　住道工場 大阪府 72 ソニーマックス 埼玉県

23 カルソニックカンセイ　大宮工場 埼玉県 48 三洋電機　電子部品 大阪府 73 ソニーマニュファクチュアリングシステムズ 埼玉県

24 カルソニックハリソン 栃木県 49 サンワアルテック 群馬県 74 ソマール 埼玉県

25 関東三洋電子　大間々営業所 群馬県 50 サンワプレシジョン 群馬県 75 ソマール　ＰＥ工事部 埼玉県

工場工場工場工場 工場工場工場工場工場工場工場工場
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納品先名 所在地 納品先名 所在地 納品先名 所在地

76 太平洋工業 愛知県 101 トステム綾部 京都府 126 阪神エレクトリック　本社工場 兵庫県

77 太平洋工業　北大垣工場 岐阜県 102 トステム小山 栃木県 127 日立エレクトロニクス　十王工場 茨城県

78 太陽鉄工　山口工場 山口県 103 トヨタ自動車　ＰＥ室 愛知県 128 日立建機　土浦事業所 茨城県

79 太陽鉄工　本社工場 大阪府 104 トヨタ自動車　本社事務棟 愛知県 129 日立製作所　水戸工場 茨城県

80 大日本インキ化学工業　群馬工場 群馬県 105 豊田スチールセンター株式会社 愛知県 130 日立電線　日高工場 茨城県

81 大日本インキ化学工業　埼玉工場 埼玉県 106 豊田自動織機　高浜工場　 愛知県 131 日立プラント建設　松戸研究所 千葉県

82 大日本インキ化学工業　鹿島工場 茨城県 107 豊田紡織 愛知県 132 日立化成工業　五井工場 千葉県

83 第一製袋 京都府 108 長島食品　本社工場 静岡県 133 日立機電工業　搬送システム事業部 栃木県

84 第一製薬　静岡工場 静岡県 109 長島食品　本通店 静岡県 134 日立金属　ＯＥデバイス部 栃木県

85 宝酒造　松戸工場 千葉県 110 日新製鋼　市川製造所 千葉県 135 日立金属　熊谷事業所 埼玉県

86 宝酒造　伏見工場 京都府 111 日新電機 京都府 136 日立金属　熊谷磁材工場 埼玉県

87 東レ　岡崎工場 愛知県 112 ニッタ　奈良工場 奈良県 137 日立製作所　中央研究所 東京都

88 東レ　瀬田工場 滋賀県 113 ニッタムアー　名張工場 三重県 138 日立製作所　生産技術研究所 神奈川県

89 東レフィルム加工 静岡県 114 日本ハム　関西特販部 大阪府 139 日立電子エンジニアリング 神奈川県

90 東芝　ケミカル　生産技術推進部 埼玉県 115 日本ハム　竹島工場 大阪府 140 日立建機ティエラ　滋賀事業所 滋賀県

91 東芝　プラント建設　厚木技術センター 神奈川県 116 日本化学工業　福島第一工場 福島県 141 富士通　明石工場 兵庫県

92 東芝　ライテック　横須賀工場 神奈川県 117 日本科学工業　愛知工場 愛知県 142 富士電機　神戸工場 兵庫県

93 東芝　生産技術センター 神奈川県 118 日本電波工業　狭山事業所 埼玉県 143 富士電機　総務部環境施設課 東京都

94 東芝　ライテック　鹿沼工場 栃木県 119 日本電波工業　狭山事業所 埼玉県 144 富士電機　日野工場 東京都

95 東芝　家電機器社　大阪工場 大阪府 120 ノリタケスーパーアブレーシブ　ビトホイール工場 愛知県 145 ブリヂストン　甘木工場 福岡県

96 東芝　機械環境センター 静岡県 121 ノリタケスーパーアブレーシブ　電着工場 愛知県 146 ブリヂストン　鳥栖工場 佐賀県

97 東洋ゴム工業　兵庫工場 兵庫県 122 橋本金属工業　加古川工場 兵庫県 147 ブリヂストン　栃木工場 栃木県

98 東洋ゴム工業　明石工場 兵庫県 123 橋本金属工業　播磨工場 兵庫県 148 ブリヂストン　那須工場 栃木県

99 トステム　岩井工場 茨城県 124 橋本金属工業　明石工場 兵庫県 149 ブリヂストン　防府工場 山口県

100 トステム　福島工場 福島県 125 阪神エレクトリック　北摂工場 兵庫県 150 ブリヂストン化成品製造 三重県

工場工場工場工場 工場工場工場工場工場工場工場工場
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納品先名 所在地 納品先名 所在地 納品先名 所在地

151 ＨＯＹＡ　ビジョンケアカンパニー 東京都 176 三菱マテリアル　筑波研究所 茨城県 201 伊藤忠ウインドウズ　名古屋工場 愛知県

152 ＨＯＹＡ　熊本工場 熊本県 177 三菱重工業　横浜製作所 神奈川県 202 イナックス　知多工場 愛知県

153 北東工業　玉造営業所 大阪府 178 三菱重工業　下関造船所 山口県 203 岡本製作所 愛知県

154 北東工業　寺田町営業所 大阪府 179 三菱重工業　神戸造船所（１号館） 兵庫県 204 久米工業 愛知県

155 北東工業　大淀営業所 大阪府 180 三菱重工業　神戸造船所（２号館） 兵庫県 205 コクブ精機 愛知県

156 北東工業　天満営業所 大阪府 181 三菱重工業　神戸造船所（本館） 兵庫県 206 小林記録紙　安城工場 愛知県

157 北東工業　野江営業所 大阪府 182 三菱電機　京都製作所 京都府 207 五色そうめん株式会社 愛媛県

158 北陸電気工業　圧電部品工場 富山県 183 村田ツ－ル 岐阜県 208 中央発條　三好工場 愛知県

159 北陸電気工業　下富居工場 富山県 184 村田機械　犬山工場 愛知県 209 トヨシマ電機 愛知県

160 北陸電気工業　高周波部品事業所 富山県 185 村田機械　本社第４工場 愛知県 210 トリニティ工業 愛知県

161 堀江金属工業　アスノホリエ 愛知県 186 明治製菓　関東工場 埼玉県 211 日本車輌製造　豊川工場 愛知県

162 堀江金属工業　厚生センター 愛知県 187 明治製菓　小田原工場 神奈川県 212 日本水産　安城工場 愛知県

163 堀江金属工業　広田工場 愛知県 188 明治製菓　大阪工場 大阪府 213 日本特殊陶業　小牧工場 愛知県

164 堀江金属工業　本社 愛知県 189 森永製菓　三島工場 静岡県 214 バニティー 愛知県

165 堀江金属工業　流通センター 愛知県 190 森永製菓　小山工場 栃木県 215 半田ミツカン　半田工場 愛知県

166 松下技研 東京都 191 森永製菓　塚口工場 兵庫県 216 平和鈑金工業 愛知県

167 松下電工　バスシステム事業部 栃木県 192 森永製菓　鶴見工場 神奈川県 217 豊和繊維工業　犬山工場 愛知県

168 松下電工　伊賀上野工場 三重県 193 リケン　熊谷事業所 埼玉県 218 マルヤス工業　岡崎工場 愛知県

169 松下電工　彦根工場 滋賀県 194 リケン　研究センター 埼玉県 219 茨城ゼロックス 茨城県

170 松下電工創研 大阪府 195 リコー　厚木事業所 神奈川県 220 小沢食品 茨城県

171 松下電子応用機器　一般技術課 大阪府 196 リコー　泰野事業所 神奈川県 221 くめ・クオリティ・プロダクツ　高柿工場 茨城県

172 松下電子応用機器　高槻工場 大阪府 197 リコー　沼津営業所 静岡県 222 テネックスファインプロダクツ 茨城県

173 松下電子応用機器　平出工場 栃木県 198 リコーエンジニアリング　やしろ事業所 兵庫県 223 プリマハム 茨城県

174 松下電子部品　抵抗器事業部 大阪府 199 アイカ工業 愛知県 224 ユポコーポレーション　３号系電気室B 茨城県

175 松下電池工業　リチュウム電池事業部 大阪府 200 アイシン・エーアイ　テクノセンター 愛知県 225 大東ニット　本社工場 岩手県

工場工場工場工場 工場工場工場工場工場工場工場工場
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納品先名 所在地 納品先名 所在地 納品先名 所在地

226 浅井硝子 大阪府 251 丸全ゴム 大阪府 276 善友印刷 神奈川県

227 宇部興産　堺工場 大阪府 252 宮崎 大阪府 277 エスイ－シ－　京都工場 京都府

228 株式会社　天辻鋼球製作所 大阪府 253 モリ工業 大阪府 278 京都加工蔬菜 京都府

229 甲陽工作所 大阪府 254 カモ井食品工業 岡山県 279 京都精練染色 京都府

230 コロナ印刷 大阪府 255 陶吉 岡山県 280 タツタ電線　福知山工場 京都府

231 コンパス 大阪府 256 長谷川精工　岡山工場 岡山県 281 戸川 京都府

232 シマナカ 大阪府 257 ミヨシ屋 岡山県 282 大恵ウール 京都府

233 集英 大阪府 258 西むらフードセンター 沖縄県 283 田中板金 京都府

234 ジョプラックス 大阪府 259 エース食品株式会社 香川県 284 日本ルナ 京都府

235 伸栄産業 大阪府 260 四国明治乳業株式会社 香川県 285 日本新薬 京都府

236 新光テック 大阪府 261 オーネックス 神奈川県 286 足立産業 岐阜県

237 相互製あん 大阪府 262 オスラム・メルコ・東芝ライティング 神奈川県 287 協同印刷 岐阜県

238 第一樹脂工業 大阪府 263 鋼管電設工業 神奈川県 288 クロスプラス　中部センター 岐阜県

239 大国フーズ 大阪府 264 セントラル自動車 神奈川県 289 東海興産 岐阜県

240 ダイベヤ　堺工場 大阪府 265 徳力精工 神奈川県 290 アイテック 群馬県

241 大和エンジニアリング 大阪府 266 ニフコ　相模原工場 神奈川県 291 小倉クラッチ　第一工場 群馬県

242 田岡化学 大阪府 267 日本ペルノックス 神奈川県 292 サンノーバ 群馬県

243 千代田化成　第２工場 大阪府 268 日本治金工業　川崎製造所 神奈川県 293 したら 群馬県

244 天辻鋼球製作所 大阪府 269 日本板硝子　相模原工場 神奈川県 294 チノー 郡馬県

245 電研工業 大阪府 270 ハリソン東芝ラインティング 神奈川県 295 中央電子工業 群馬県

246 内外電機　京阪奈工場 大阪府 271 ホーム食品　第一工場及第二工場 神奈川県 296 中国化薬　吉井工場 群馬県

247 日清紡ブレーキ販売 大阪府 272 守山乳業　平塚工場 神奈川県 297 藤田テクノ 群馬県

248 日本ファインフード 大阪府 273 星野食品 神奈川県 298 日野自動車　新田工場 群馬県

249 日本精線　枚方工場 大阪府 274 山下サーキットテック歌部 神奈川県 299 ポッカコーポレーション　群馬工場 群馬県

250 ホリクロ 大阪府 275 ヨシケイ北横浜 神奈川県 300 森六 郡馬県

工場工場工場工場 工場工場工場工場工場工場工場工場
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納品先名 所在地 納品先名 所在地 納品先名 所在地

301 山田製作所 郡馬県 326 大橋珍味堂 滋賀県 351 山崎製パン　千葉工場 千葉県

302 吉野工業所　伊勢崎工場 郡馬県 327 大光海運 滋賀県 352 アドバンスアンドテクノロジー 東京都

303 アケボノ食品 埼玉県 328 秦食品 滋賀県 353 有沢製作所　東京支店 東京都

304 エーザイ株式会社　美里工場 埼玉県 329 比叡ゆば本舗ゆば八 滋賀県 354 石川島播磨重工業　航空宇宙事業本部　瑞穂工場 東京都

305 関東日立 埼玉県 330 福地製薬 滋賀県 355 エーエヌオフセット 東京都

306 北関東第一興商 埼玉県 331 マックスファクター　滋賀工場 滋賀県 356 オリックス・レンテック 東京都

307 共和真空技術　埼玉工場 埼玉県 332 明文舎印刷商事 滋賀県 357 小宮山製作所 東京都

308 鷺宮製作所 埼玉県 333 竜王村田 滋賀県 358 三和電気工業 東京都

309 サイボウ 埼玉県 334 アサヒ物産 静岡県 359 しずわさび 東京都

310 サッポロビール　埼玉工場 埼玉県 335 オカモト　静岡工場 静岡県 360 砂押商店 東京都

311 サミー　埼玉工場 埼玉県 336 カネ松製茶 静岡県 361 正電社 東京都

312 昭興電器製作所 埼玉県 337 杉山 静岡県 362 大東通信機 東京都

313 白山製作所　飯能事業所 埼玉県 338 タイガースポリマー株式会社　静岡工場 静岡県 363 トキコテクノ 東京都

314 信越ポリマー 埼玉県 339 東海クノール食品 静岡県 364 日本ＢＣＧ製造　清瀬工場 東京都

315 大日本印刷　情報記録製造本部生産技術部 埼玉県 340 日本硝子産業　静岡工場 静岡県 365 ヒューグルスエレクトロニクス　板橋工場 東京都

316 大鵬薬品工業 埼玉県 341 ハマキョーレックス 静岡県 366 ヒロセ　東京工場 東京都

317 タミー食品工業 埼玉県 342 明電舎　沼津事業所 静岡県 367 赤石工業 栃木県

318 東京セキスイ工業 埼玉県 343 焼津水産化学工業株式会社　大東工場 静岡県 368 旭化学工業　益子事業所 栃木県

319 バルチック･システム 埼玉県 344 株式会社アボットジャパン　松戸第二工場 千葉県 369 石塚工業 栃木県

320 藤森工業 埼玉県 345 高周波精密 千葉県 370 いすゞ自動車　栃木工場 栃木県

321 堀川製作所 埼玉県 346 合同酒精　東京工場 千葉県 371 エバラ食品工業 栃木県

322 三国サービス 埼玉県 347 コスモ石油　千葉製油場 千葉県 372 関東セミコンダクターズ 栃木県

323 三倉精機　埼玉工場 埼玉県 348 二宮産業 千葉県 373 関東鋼線 栃木県

324 みすゞ機械工業 埼玉県 349 北越製紙　関東工場 千葉県 374 関東住電電子ワイヤー 栃木県

325 佐賀三洋工業　牛津工場 佐賀県 350 ヤマサ醤油 千葉県 375 ココファームワイナリー 栃木県

工場工場工場工場 工場工場工場工場工場工場工場工場
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納品先名 所在地 納品先名 所在地 納品先名 所在地

376 小島デリカ 栃木県 401 筒中プラスチック　奈良工場西棟 奈良県 426 前原製粉 兵庫県

377 小俣プラスティック工業 栃木県 402 ハウス食品　奈良工場 奈良県 427 メック研究所 兵庫県

378 柴崎製作所　野木工場 栃木県 403 クラレエンジニアリング　設計ＫＥＣ中条 新潟県 428 コーコス信岡 広島県

379 千住金属工業　栃木事業所 栃木県 404 日東シンコー 福井県 429 ソシオダイヤシステムズ 広島県

380 タツミ 栃木県 405 日本食品　古賀工場 福岡県 430 寺田鉄工所　本社 広島県

381 デュポン 栃木県 406 平野屋物産　吉井工場 福岡県 431 神戸製鋼所　大安工場 三重県

382 栃木富士産業 栃木県 407 やまやコミュニケーションズ 福岡県 432 光洋精工　亀山工場 三重県

383 ニッカポリマ 栃木県 408 ザッツ福島 福島県 433 サラヤ　伊賀工場 三重県

384 日本電産コパル電子 栃木県 409 エヌケーケー条鋼　姫路製鋼所 兵庫県 434 フジシール　名張工場 三重県

385 ピーエフ工業 栃木県 410 おかや 兵庫県 435 古川電気工業　三重事業所 三重県

386 深井製作所 栃木県 411 カネス製麺 兵庫県 436 加工連　仙南シンケンファクトリー 宮城県

387 藤井産業 栃木県 412 カマタニ 兵庫県 437 凸版印刷 宮城県

388 本田技術研究所　栃木研究所 栃木県 413 川西給食センター 兵庫県 438 宮崎ワコール縫製 宮崎県

389 真岡松下電工 栃木県 414 協同食品センター　兵庫工場 兵庫県 439 カンロ　ひかり工場 山口県

390 ライテック 栃木県 415 シスメックス　テクノセンター 兵庫県 440 八木ノースイ 山口県

391 渡辺製作所 栃木県 416 新明和工業　小野工場　産機システム事業部 兵庫県 441 コニカミノルタサプライズ 山梨県

392 渡邊商事 栃木県 417 菅哉物産 兵庫県 442 東レ　三島工場 静岡県

393 ＹＫＫ　黒部事業所 富山県 418 誠工社 兵庫県 443 ベルク物流センター 埼玉県

394 シキノハイテック 富山県 419 千寿製薬 兵庫県 444 大日本印刷　オプトマテイアル事業部 広島県

395 日本カーバイト　早月工場 富山県 420 東新電子 兵庫県 445 シチズンミヨタ 長野県

396 阪神化成工業 富山県 421 トクセン工業 兵庫県 446 旭硝子　関西工場 兵庫県

397 水橋電子 富山県 422 長田産業 兵庫県 447 コクヨ工業　滋賀工場 滋賀県

398 長崎ニチレイフーズ 長崎県 423 ハイパック　竜野工場 兵庫県 448 住友精密工業 兵庫県

399 安曇富士 長野県 424 バンドー化学　加古川工場 兵庫県 449 積水樹脂工業　竜王製造所 滋賀県

400 イムラ封筒 奈良県 425 兵庫スリ－ボンド化学 兵庫県 450 テイカ製薬 富山県

工場工場工場工場 工場工場工場工場工場工場工場工場
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451 矢崎計器　島田製作所 静岡県 476 藤本食品　滋賀工場 滋賀県

452 富士通　那須工場 栃木県 477 小寺製作所 大阪府

453 富士通アクセス 茨城県 478 山喜産業 兵庫県

454 松下電器産業　米子工場 鳥取県 479 中井産業 大阪府

455 矢崎部品　千浜作業所 静岡県 480 東尾メック 大阪府

456 矢崎部品　大東工場 静岡県 481 オリエンタル酵母　東京工場 東京都

457 矢崎部品　三浜分工場 静岡県 482 エイケン工業 静岡県

458 カズッテック 京都府 483 三井化学　袖ヶ浦研究センター 千葉県

459 マツイカガク 京都府 484 ブリヂストン　彦根工場 滋賀県

460 ジーエス・ユアサパワーサプライ 京都府 485 ブリヂストン　東京工場 東京都

461 横井製作所 京都府 486 NEC　アクセステクニカ 静岡県

462 福田金属箔粉工業 京都府 489 八千代工業四日市製作所 三重県

463 志のぶ商事 京都府 490 矢崎部品　大東工場 静岡県

464 エスケーフーズ 埼玉県 491 トヨタ自動車　元町工場 愛知県

465 日本電産コパル電子　佐野事業所 栃木県 492 フジクラ 鈴鹿事業所 三重県

466 タンガロイ　いわき工場 福島県

467 千住スプリンクラー 岩手県

468 日本電産コパル電子　田尻事業所 宮城県

469 日野自動車　新田工場 群馬県

470 日立建機　土浦事業所 茨城県

471 千住金属工業 栃木県

472 トステム　石下工場 茨城県

473 ポリマテック　福島工場 福島県

474 タカノフーズ　水戸第二工場 茨城県

475 明和食品 大阪府

工場工場工場工場
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納品先名 所在地 納品先名 所在地 納品先名 所在地

1 ＮＴＴ　霞ヶ関ビル（別館） 東京都 26 NTT　世田谷電話局 東京都 51 ＮＴＴ　鎌ヶ谷ビル 千葉県

2 ＮＴＴ　霞ヶ関ビル（本館） 東京都 27 ＮＴＴ　成増事務棟ビル 東京都 52 NTT　鴨川ビル 千葉県

3 ＮＴＴ　葛飾ビル 東京都 28 ＮＴＴ　青山営業所 東京都 53 ＮＴＴ　館山ＬＭＣ 千葉県

4 ＮＴＴ　葛西ＬＭＣ 東京都 29 ＮＴＴ　石原ビル 東京都 54 ＮＴＴ　鬼高ビル 千葉県

5 ＮＴＴ　茅場兜ビル 東京都 30 ＮＴＴ　赤坂電話局 東京都 55 ＮＴＴ　高洲ビル 千葉県

6 NTT　京橋ビル 東京都 31 ＮＴＴ　巣鴨ビル 東京都 56 NTT　佐原ビル 千葉県

7 NTT　錦町ビル 東京都 32 NTT　蔵前ビル 東京都 57 ＮＴＴ　佐倉ビル 千葉県

8 ＮＴＴ　銀座ビル 東京都 33 NTT　大久保ビル 東京都 58 ＮＴＴ　市川ＬＭＣ 千葉県

9 ＮＴＴ　江戸川ビル 東京都 34 ＮＴＴ　大崎ビル 東京都 59 ＮＴＴ　市川ビル 千葉県

10 NTT　江東ビル　局舎① 東京都 35 NTT　池袋電話局 東京都 60 ＮＴＴ　市川中山ビル 千葉県

11 NTT　江東ビル　局舎② 東京都 36 ＮＴＴ　築地ビル 東京都 61 ＮＴＴ　松戸ビル 千葉県

12 ＮＴＴ　国分寺ビル 東京都 37 NTT　田端テクノビル 東京都 62 ＮＴＴ　成田赤坂ビル 千葉県

13 NTT　三田ビル 東京都 38 ＮＴＴ　南板橋ビル 東京都 63 ＮＴＴ　千葉ＬＭＣ 千葉県

14 ＮＴＴ　四谷ビル 東京都 39 ＮＴＴ　馬込別館ビル 東京都 64 ＮＴＴ　千葉南ビル 千葉県

15 NTT　芝ビル 東京都 40 ＮＴＴ　白金ビル 東京都 65 ＮＴＴ　千葉富士見ビル 千葉県

16 ＮＴＴ　駿河台ビル 東京都 41 ＮＴＴ　品川ビル 東京都 66 ＮＴＴ　千葉別館 千葉県

17 ＮＴＴ　昭島ビル 東京都 42 NTT　浜町電話局ビル 東京都 67 ＮＴＴ　船橋ＬＭＣ 千葉県

18 ＮＴＴ　上野ビル（旧館） 東京都 43 ＮＴＴ　武蔵府中ビル 東京都 68 ＮＴＴ　船橋ビル 千葉県

19 ＮＴＴ　上野ビル（新館） 東京都 44 ＮＴＴ　武蔵野ビル 東京都 69 ＮＴＴ　船橋本町ビル 千葉県

20 ＮＴＴ　城東（事務棟）ビル 東京都 45 ＮＴＴ　武蔵野研究開発センター 東京都 70 NTT　船橋湊ビル 千葉県

21 ＮＴＴ　新宿ビル 東京都 46 ＮＴＴ　武蔵野研究開発センター　7号館 東京都 71 NTT　銚子ビル 千葉県

22 ＮＴＴ　新明神ビル 東京都 47 ＮＴＴ　武蔵野研究開発センター　精密機械棟 東京都 72 ＮＴＴ　柏ビル 千葉県

23 NTT　新有明ビル 東京都 48 ＮＴＴ　目黒電報電話局 東京都 73 ＮＴＴ　八日市場ビル 千葉県

24 ＮＴＴ　新立川局ビル 東京都 49 NTT　練馬ビル 東京都 74 ＮＴＴ　豊四季ビル 千葉県

25 ＮＴＴ　神田ビル 東京都 50 ＮＴＴ　鎌ヶ谷ＬＭＣ 千葉県 75 ＮＴＴ　幕張ＬＭＣ 千葉県

オフィスオフィスオフィスオフィス オフィスオフィスオフィスオフィス オフィスオフィスオフィスオフィス
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76 ＮＴＴ　幕張ビル 千葉県 101 ＮＴＴ　白幡ビル 埼玉県 126 ＮＴＴ　川崎北ビル 神奈川県

77 ＮＴＴ　木更津ＬＭＣ 千葉県 102 ＮＴＴ　本庄ＬＭＣ 埼玉県 127 ＮＴＴ　川崎臨港ビル 神奈川県

78 ＮＴＴ　木更津ビル 千葉県 103 ＮＴＴ　伊勢原ビル 神奈川県 128 ＮＴＴ　泉ビル 神奈川県

79 ＮＴＴ　木更津別館ビル 千葉県 104 ＮＴＴ　横須賀別館ビル 神奈川県 129 ＮＴＴ　大塚ビル 神奈川県

80 ＮＴＴ　薬園台ビル 千葉県 105 ＮＴＴ　横浜ビル 神奈川県 130 ＮＴＴ　大和ビル 神奈川県

81 NTT　祐光ビル 千葉県 106 ＮＴＴ　横浜港ビル 神奈川県 131 ＮＴＴ　中里機械ビル 神奈川県

82 ＮＴＴ　浦和ＬＭＣ 埼玉県 107 ＮＴＴ　横浜中ＬＭＣ 神奈川県 132 ＮＴＴ　鶴見ビル 神奈川県

83 ＮＴＴ　浦和高砂ビル 埼玉県 108 ＮＴＴ　横浜長者町ビル 神奈川県 133 ＮＴＴ　藤沢ビル 神奈川県

84 ＮＴＴ　越谷ＬＭＣ 埼玉県 109 ＮＴＴ　横浜南ビル 神奈川県 134 ＮＴＴ　平塚ビル 神奈川県

85 ＮＴＴ　越谷蒲生ビル 埼玉県 110 ＮＴＴ　横浜北ＬＭＣ 神奈川県 135 ＮＴＴ　伊勢崎ビル 群馬県

86 ＮＴＴ　岩槻ＬＭＣ 埼玉県 111 ＮＴＴ　保土ヶ谷ビル 神奈川県 136 ＮＴＴ　群馬別館ビル 群馬県

87 ＮＴＴ　熊谷ＬＭＣ 埼玉県 112 ＮＴＴ　海老名ビル 神奈川県 137 ＮＴＴ　群馬本館(旧棟）ビル 群馬県

88 ＮＴＴ　熊谷本町ビル 埼玉県 113 ＮＴＴ　希望が丘ビル 神奈川県 138 ＮＴＴ　群馬本館(新棟）ビル 群馬県

89 ＮＴＴ　熊谷末広ビル 埼玉県 114 ＮＴＴ　久里浜ビル 神奈川県 139 ＮＴＴ　太田九合ビル 群馬県

90 ＮＴＴ　鴻巣ＬＭＣ 埼玉県 115 ＮＴＴ　戸塚ＬＭＣ 神奈川県 140 ＮＴＴ　太田別館 群馬県

91 ＮＴＴ　所沢ＬＭＣ 埼玉県 116 ＮＴＴ　戸塚ビル 神奈川県 141 ＮＴＴ　野中営業所 群馬県

92 ＮＴＴ　上尾ビル 埼玉県 117 ＮＴＴ　厚木ＬＭＣ 神奈川県 142 ＮＴＴ　宇都宮ビル 栃木県

93 ＮＴＴ　川越ＬＭＣ 埼玉県 118 ＮＴＴ　厚木ビル 神奈川県 143 ＮＴＴ　宇都宮ビル　平出付属舎 栃木県

94 ＮＴＴ　川越新宿ビル 埼玉県 119 ＮＴＴ　幸ビル 神奈川県 144 ＮＴＴ　小山ビル 栃木県

95 ＮＴＴ　川口ＬＭＣ 埼玉県 120 NTT　港南ビル 神奈川県 145 ＮＴＴ　東ビル 栃木県

96 ＮＴＴ　川口ビル 埼玉県 121 ＮＴＴ　綱島ビル 神奈川県 146 ＮＴＴ　アクセスサービス研究所 茨城県

97 ＮＴＴ　草加ＬＭＣ 埼玉県 122 ＮＴＴ　小田原ビル 神奈川県 147 ＮＴＴ　つくばビル 茨城県

98 ＮＴＴ　太田窪ビル 埼玉県 123 ＮＴＴ　新谷津ビル 神奈川県 148 ＮＴＴ　笠原ビル 茨城県

99 ＮＴＴ　大宮ビル 埼玉県 124 ＮＴＴ　杉田ビル 神奈川県 149 ＮＴＴ　水戸旧棟ビル 茨城県

100 ＮＴＴ　秩父ＬＭＣ 埼玉県 125 ＮＴＴ　川崎ビル 神奈川県 150 ＮＴＴ　水戸大町ビル 茨城県

オフィスオフィスオフィスオフィス オフィスオフィスオフィスオフィスオフィスオフィスオフィスオフィス
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151 ＮＴＴ　筑波研究開発センター 茨城県 176 NTT　覚王山ビル 愛知県 201 ＮＴＴ　三条ビル 京都府

152 ＮＴＴ　土浦ＬＭＣ 茨城県 177 NTT　刈谷ビル 愛知県 202 ＮＴＴ　宇須別館 和歌山県

153 ＮＴＴ　土浦別館 茨城県 178 NTT　菊井ビル 愛知県 203 ＮＴＴ　海南別館 和歌山県

154 ＮＴＴ　竜ヶ崎ＬＭＣ 茨城県 179 NTT　金山ビル 愛知県 204 ＮＴＴ　京橋別館 和歌山県

155 ＮＴＴ　明石通ビル 新潟県 180 NTT　笹島ビル 愛知県 205 ＮＴＴ　東別館 和歌山県

156 ＮＴＴ　プラザビル 新潟県 181 NTT　春日井ビル 愛知県 206 ＮＴＴ　三条ビル 奈良県

157 ＮＴＴ　関屋恵町ビル 新潟県 182 NTT　上前津ビル 愛知県 207 ＮＴＴ　大安寺ビル 奈良県

158 ＮＴＴ　神道寺ビル 新潟県 183 NTT　中ビル 愛知県 208 ＮＴＴ　岡山支店 岡山県

159 ＮＴＴ　川岸ビル 新潟県 184 NTT　豊橋ビル 愛知県 209 ＮＴＴ　博多ビル 福岡県

160 ＮＴＴ　川岸ビル（旧館） 新潟県 185 NTT　豊田ビル 愛知県 210 ＮＴＴ　比恵ビル 福岡県

161 ＮＴＴ　甲府ビル 山梨県 186 NTT　伊賀上野ビル 三重県 211 NTT　盛岡第1ビル 岩手県

162 ＮＴＴ　甲府北ビル 山梨県 187 NTT　伊勢志摩ビル 三重県 212 NTT　盛岡第3ビル 岩手県

163 ＮＴＴ　小笠原ビル 山梨県 188 NTT　四日市ミツ谷ビル 三重県 213 ＮＴＴ都市開発　上本町ビル 大阪府

164 ＮＴＴ　韮崎ビル 山梨県 189 NTT　四日市元新町ビル 三重県 214 ＮＴＴ都市開発　新風館 京都府

165 NTT　沼津ビル 静岡県 190 NTT　松坂石津ビル 三重県 215 ＮＴＴファシリティーズ　沖縄支店 沖縄県

166 NTT　電電ビル 静岡県 191 NTT　津阿漕ビル 三重県 216 ＮＴＴドコモ  高崎中央店 群馬県

167 NTT　浜松ビル 静岡県 192 ＮＴＴ　津丸の内ビル 三重県 217 ＮＴＴドコモ　島根支店 島根県

168 ＮＴＴ　加納ビル 岐阜県 193 NTT　尾鷲ビル 三重県 218 ＮＴＴドコモ　山口支店 山口県

169 ＮＴＴ　長森ビル 岐阜県 194 NTT　ＯＣＢビル 大阪府 219 ＮＴＴドコモ　錦町ビル 香川県

170 ＮＴＴ　長良ビル 岐阜県 195 NTT　阿波座ビル 大阪府 220 ＮＴＴドコモ　博多ビル 福岡県

171 ＮＴＴ　梅ヶ枝ビル 岐阜県 196 NTT　堂島ビル 大阪府 221 ＮＴＴドコモ　高知支店 高知県

172 ＮＴＴ　北島ビル 岐阜県 197 ＮＴＴ　馬場町ビル 大阪府 222 アーバンエース　三ノ宮 兵庫県

173 ＮＴＴ　本荘ビル 岐阜県 198 NTT　淀川ビル１ 大阪府 223 アーバンエース　東天満 大阪府

174 NTT　一宮ビル 愛知県 199 NTT　淀川ビル２ 大阪府 224 愛知海運　本社 愛知県

175 NTT　岡崎ビル 愛知県 200 NTT　淀川ビル３ 大阪府 225 愛知海運　西部流通センター 愛知県
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226 新本エージェンシー 宮城県 251 ダスキン　東堀切営業所 東京都 276 鈴与　豊橋事務所 愛知県

227 新本エージェンシー　石巻店 宮城県 252 田辺製薬　加島事業所　厚生会館 大阪府 277 鈴与　本社 静岡県

228 エフアンドエム　大阪本社ビル 大阪府 253 田辺製薬　本町ビル 大阪府 278 イノアック工業 愛知県

229 エフアンドエム　東京支社 東京都 254 翼システム 福岡県 279 共生　カルモア事業部 愛知県

230 川重商事　加古川事業所 兵庫県 255 翼システム　岐阜支店 岐阜県 280 ケイ・ビイ・エム 愛知県

231 川重商事　坂出営業所 香川県 256 翼システム　松本支店 長野県 281 シーテック 愛知県

232 クロスプラス　第2ビル 愛知県 257 翼システム　本社 東京都 282 杉浦製作所 愛知県

233 クロスプラス　本社ビル東館 愛知県 258 東芝　横浜事務所 神奈川県 283 中日本観光自動車 愛知県

234 昭和　三郷出張所 埼玉県 259 東芝関西情報システム 大阪府 284 中部資材　本社ビル 愛知県

235 昭和　北関東支店 埼玉県 260 東鉄工業 東京都 285 日本電通工業株式会社 愛媛県

236 昭和　東京第1センター 東京都 261 東鉄工業　市谷本社 東京都 286 半田港運 愛知県

237 綜合警備保障　近畿警送支社 大阪府 262 中川安　滋賀営業所 滋賀県 287 東予産業創造センター 愛媛県

238 綜合警備保障　滋賀支社 京都府 263 中川安　吹田営業所 大阪府 288 森松 愛知県

239 綜合警備保障　神戸ビル 兵庫県 264 中川安　南館 京都府 289 ジョンソン設備管理　本社ビル 秋田県

240 綜合警備保障　南多摩支社 東京都 265 中川安　北分室 京都府 290 住友林業　水戸支店 茨城県

241 綜合警備保障　福岡支社 福岡県 266 中川安　本館 京都府 291 アキツ工業 大阪府

242 ダイカン　ＯＣＳ営業所 大阪府 267 ナムコ 東京都 292 イシコテック 大阪府

243 ダイカン　大阪営業所 大阪府 268 ナムコ　仲町台スタジオ 神奈川県 293 伊東工業 大阪府

244 ダイカン　ヴォイスメールセンター 東京都 269 日本コムシス　四国支店 愛媛県 294 大橋金属工芸 大阪府

245 ダイカン　神戸営業所 兵庫県 270 日本コムシス　東海支店 愛知県 295 兼松管財　ＴＭＭビル 大阪府

246 大和ハウス工業 三重県 271 不二ラテックス　 栃木県 296 川正染工　本社ビル 大阪府

247 大和証券　所沢支店 埼玉県 272 不二熱学サービス 大阪府 297 国際通信社 大阪府

248 ダスキン　初代営業所 東京都 273 不二熱学工業 大阪府 298 建設企画コンサルタント 大阪府

249 ダスキン　中池上営業所 東京都 274 北陸コンピュータサービス 富山県 299 サンビー 大阪府

250 ダスキン　中野坂上 東京都 275 北陸電気工業　品質保証部 富山県 300 角森印刷 大阪府
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301 ゼネラルスタッフ　大阪本部ビル 大阪府 326 でいごプラザ 沖縄県 351 エクノスワタナベ 静岡県

302 全日空　西本町ビル 大阪府 327 株式会社カナック　香川事務所 香川県 352 柏興業株式会社　鈴与建設ビル 静岡県

303 大丸情報センター 大阪府 328 東ソー株式会社　東京研究センター 神奈川県 353 株式会社　高田薬局 静岡県

304 大伍貿易　本社ビル 大阪府 329 みずほ野　大和甲羅本店 神奈川県 354 米久 静岡県

305 大伸社 大阪府 330 リスタ横浜 神奈川県 355 ザ・サードプラネット　本社ビル 静岡県

306 瀧本 大阪府 331 五健堂 京都府 356 清水ナショナルトレーニングセンター 静岡県

307 玉川薬品　本社ビル 大阪府 332 堂本 京都府 357 すみや電器　本社 静岡県

308 千島堺筋ビル 大阪府 333 ニッセン　通販棟 京都府 358 中村組 静岡県

309 辻川　本社 大阪府 334 ファルコバイオシステムズ 京都府 359 藤枝事務器 静岡県

310 天王寺ターミナルビル 大阪府 335 マグニフィセント・ネットワークサービス　本社ビル 京都府 360 村上開明堂　藤枝事業所 静岡県

311 内外電機　京阪奈工場 大阪府 336 よねはら　本社ビル 京都府 361 ヤマハ発動機 静岡県

312 日本タクシー 大阪府 337 セキノス 群馬県 362 ＪＡＬグループ　ＴＦＫ 千葉県

313 日本ハム　近畿販売部 大阪府 338 和興エンジニアリング 群馬県 363 島村楽器　ピアノアート松戸店 千葉県

314 橋詰電気工業所 大阪府 339 シグマ 佐賀県 364 タクト 千葉県

315 林産業　ティアンドエス 大阪府 340 ハットリ工業　本社ビル 佐賀県 365 東明地所 千葉県

316 フジシール　R&Dセンター 大阪府 341 山下医科器械 佐賀県 366 ＣＳＫ 東京都

317 本町近畿ビル 大阪府 342 新日本無線　川越営業所 埼玉県 367 ＧＩＳクレオス柳橋ビル 東京都

318 ミカサ商事 大阪府 343 高橋組 埼玉県 368 JＴＢエステート 東京都

319 名山堂印刷 大阪府 344 武蔵産業　本部 埼玉県 369 アクロネット 東京都

320 モンドフィル 大阪府 345 ユタカ技研 埼玉県 370 アニメ・インターナショナルカンパニー 東京都

321 ユニオン 大阪府 346 ＭＡＵ 滋賀県 371 石川島造船化工機 東京都

322 芳武印刷 大阪府 347 滋賀特機　本社ビル 滋賀県 372 インスペクション 東京都

323 荒木組 岡山県 348 大生産業 滋賀県 373 エスケーフーヅ株式会社 東京都

324 キタック西日本販売　本社ビル 岡山県 349 南産業 滋賀県 374 楽コ－ポレ－ション 東京都

325 クラレ　岡山営業所 岡山県 350 旭テック 静岡県 375 かしこ 東京都
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376 共栄工業 東京都 401 ジェイセレモ 栃木県 426 伊勢湾倉庫 三重県

377 錦糸町ステーションビル 東京都 402 トヨタウッドユーホーム 栃木県 427 大日本製薬　鈴鹿工場 三重県

378 康安 東京都 403 那須精器 栃木県 428 シーガル 宮城県

379 小松建物 東京都 404 ライテック 栃木県 429 チキータビル 山口県

380 三晃空調 東京都 405 西海建設 長崎県 430 山梨ナショナル家電販売 山梨県

381 三平建設　本社ビル 東京都 406 ワキ製薬 奈良県 431 株式会社東栄 静岡県

382 三陽商会　第五別館 東京都 407 大成ロテック 広島県 432 NTT　弥生ビル 石川県

383 ジプロ 東京都 408 武田組 広島県 433 NTT　金沢大手ビル 石川県

384 泰正社 東京都 409 中国電力　技術研究センター 広島県 434 NTT　成田赤坂ビル 千葉県

385 ディオプラニング 東京都 410 東亜地所 広島県 435 NTT　松森ビル 青森県

386 テルモ 東京都 411 アオイ　本社ビル 兵庫県 436 NTT　横浜ビル 神奈川県

387 独立行政法人　情報通信研究機構 東京都 412 オーギ屋電機　本社ビル 兵庫県 437 日本電話施設　浜松支店 静岡県

388 日本ペイント販売　東日本 東京都 413 カラーダンス 兵庫県 438 NTT　千葉別館 千葉県

389 日本航空　乗員訓練センター 東京都 414 キリンビバレッジ　神戸支社 兵庫県 439 NTT　愛媛支店山越北ビル 愛媛県

390 明電興産ビル 東京都 415 在日本大韓民国民団　兵庫県地方本部 兵庫県 440 NTT　愛媛支店若草付属棟 愛媛県

391 橋本産業 東京都 416 山栄建機リース 兵庫県 441 NTT　愛媛支店松山研修センター座学棟 愛媛県

392 フルキャスト　本社ビル 東京都 417 新保　哲也アトリエ 兵庫県 442 NTT　愛媛支店付属棟（1） 愛媛県

393 フロムＡ 東京都 418 大通 兵庫県 443 NTT　愛媛支店付属棟（2） 愛媛県

394 ホーチキ 東京都 419 ダイニッカ 兵庫県 444 NTT　愛媛支店松山研修センター3棟 静岡県

395 三鷹市芸術文化センター 東京都 420 盛茂証券 福井県 445 NTT　愛媛支店松山研修センター管理棟 静岡県

396 水戸工業 東京都 421 彩文ビル（天神） 福岡県 446 旭硝子　ダイヤビル 東京都

397 モリガング 東京都 422 翔薬 福岡県 447 エイケン工業 静岡県

398 リコーテクノシステムズ 東京都 423 平野屋物産　本社 福岡県 448 DTS 東京都

399 出雲産業 栃木県 424 ユニカ 福岡県 449 NTT　群馬ビル別館 群馬県

400 生活共同組合連合会　北関東共同センター 栃木県 425 福居建設 北海道 450 NTT　船橋本町ビル 千葉県
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451 白山製作所　飯能事業所 埼玉県

452 三共精機 京都府

453 タケサンフーズ 香川県

454 幸南食糧 大阪府

455 ビオトープ 兵庫県

456 伊藤清商店 愛知県

457 トーベル　大阪本社 大阪府

458 トーベル　東京支社 東京都

459 サンエース　春日事務所 大阪府

460 大喜建設 兵庫県

461 NTT  青森松原ビル 青森県

462 NTT　福島LMC 福島県

463 NTT　福島花園局 福島県

464 NTT　群馬支店 群馬県

465 NTT　武蔵野研究所 東京都

466 八千代工業本社 埼玉県

467 NTT　帯広西ビル 北海道

468 NTT　4丁目ビルビル 北海道

469 ワンダイニング本社 大阪府

470 アレクソン　本社 兵庫県

オフィスオフィスオフィスオフィス
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1 三菱東京ＵＦＪ銀行　金山支店 愛知県 26 三菱東京ＵＦＪ銀行　今池支店 愛知県 51 三菱東京ＵＦＪ銀行　猪子石出出張所 愛知県

2 三菱東京ＵＦＪ銀行  鶴舞支店 愛知県 27 三菱東京ＵＦＪ銀行　桜本町集金センター 愛知県 52 三菱東京ＵＦＪ銀行　津島支店 愛知県

3 三菱東京ＵＦＪ銀行　かすもり支店 愛知県 28 三菱東京ＵＦＪ銀行　事務センター分室 愛知県 53 三菱東京ＵＦＪ銀行　田原支店 愛知県

4 三菱東京ＵＦＪ銀行　滝子支店 愛知県 29 三菱東京ＵＦＪ銀行　柴田支店 愛知県 54 三菱東京ＵＦＪ銀行　土古支店　 愛知県

5 三菱東京ＵＦＪ銀行　安城支店 愛知県 30 三菱東京ＵＦＪ銀行　守山支店　 愛知県 55 三菱東京ＵＦＪ銀行　東海支店 愛知県

6 三菱東京ＵＦＪ銀行　一宮支店 愛知県 31 三菱東京ＵＦＪ銀行　春日井支店 愛知県 56 三菱東京ＵＦＪ銀行　東刈谷支店 愛知県

7 三菱東京ＵＦＪ銀行　一宮東支店 愛知県 32 三菱東京ＵＦＪ銀行　勝川支店 愛知県 57 三菱東京ＵＦＪ銀行　藤ヶ丘支店 愛知県

8 三菱東京ＵＦＪ銀行　一色支店 愛知県 33 三菱東京ＵＦＪ銀行　小田井支店 愛知県 58 三菱東京ＵＦＪ銀行　内海支店 愛知県

9 三菱東京ＵＦＪ銀行　稲沢支店 愛知県 34 三菱東京ＵＦＪ銀行　小牧支店 愛知県 59 三菱東京ＵＦＪ銀行　内田橋支店 愛知県

10 三菱東京ＵＦＪ銀行　押切支店　 愛知県 35 三菱東京ＵＦＪ銀行　上飯田支店　 愛知県 60 三菱東京ＵＦＪ銀行　日進支店 愛知県

11 三菱東京ＵＦＪ銀行　岡崎駅前支店 愛知県 36 三菱東京ＵＦＪ銀行　常滑支店 愛知県 61 三菱東京ＵＦＪ銀行　八事支店 愛知県

12 三菱東京ＵＦＪ銀行　岡崎支店 愛知県 37 三菱東京ＵＦＪ銀行　新城支店 愛知県 62 三菱東京ＵＦＪ銀行　半田支店 愛知県

13 三菱東京ＵＦＪ銀行　蟹江支店 愛知県 38 三菱東京ＵＦＪ銀行　新端橋支店　 愛知県 63 三菱東京ＵＦＪ銀行　尾西支店 愛知県

14 三菱東京ＵＦＪ銀行　覚王山支店 愛知県 39 三菱東京ＵＦＪ銀行　瑞穂通支店 愛知県 64 三菱東京ＵＦＪ銀行　尾張旭支店 愛知県

15 三菱東京ＵＦＪ銀行　笠寺支店　 愛知県 40 三菱東京ＵＦＪ銀行　瀬戸支店 愛知県 65 三菱東京ＵＦＪ銀行　尾張新川支店 愛知県

16 三菱東京ＵＦＪ銀行　蒲郡支店 愛知県 41 三菱東京ＵＦＪ銀行　西春支店 愛知県 66 三菱東京ＵＦＪ銀行　尾頭橋支店 愛知県

17 三菱東京ＵＦＪ銀行　刈谷支店 愛知県 42 三菱東京ＵＦＪ銀行　西尾支店 愛知県 67 三菱東京ＵＦＪ銀行　枇杷島支店 愛知県

18 三菱東京ＵＦＪ銀行　吉良支店 愛知県 43 三菱東京ＵＦＪ銀行　石川橋支店 愛知県 68 三菱東京ＵＦＪ銀行　武豊支店 愛知県

19 三菱東京ＵＦＪ銀行　犬山支店 愛知県 44 三菱東京ＵＦＪ銀行　千種通支店 愛知県 69 三菱東京ＵＦＪ銀行　碧南支店 愛知県

20 三菱東京ＵＦＪ銀行　幸田支店 愛知県 45 三菱東京ＵＦＪ銀行　祖父江支店 愛知県 70 三菱東京ＵＦＪ銀行　豊橋支店 愛知県

21 三菱東京ＵＦＪ銀行　江南支店 愛知県 46 三菱東京ＵＦＪ銀行　則武支店 愛知県 71 三菱東京ＵＦＪ銀行　豊橋東支店 愛知県

22 三菱東京ＵＦＪ銀行　高畑支店　 愛知県 47 三菱東京ＵＦＪ銀行　大曽根支店　 愛知県 72 三菱東京ＵＦＪ銀行　豊川支店 愛知県

23 三菱東京ＵＦＪ銀行　高浜支店 愛知県 48 三菱東京ＵＦＪ銀行　大府支店 愛知県 73 三菱東京ＵＦＪ銀行　豊田支店 愛知県

24 三菱東京ＵＦＪ銀行　国府支店 愛知県 49 三菱東京ＵＦＪ銀行　知多支店 愛知県 74 三菱東京ＵＦＪ銀行　豊田東支店 愛知県

25 三菱東京ＵＦＪ銀行　黒川支店　 愛知県 50 三菱東京ＵＦＪ銀行　知立支店 愛知県 75 三菱東京ＵＦＪ銀行　北岡崎支店 愛知県

金融機関金融機関金融機関金融機関 金融機関金融機関金融機関金融機関 金融機関金融機関金融機関金融機関
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76 三菱東京ＵＦＪ銀行　堀田支店　 愛知県 101 静岡銀行　相生支店 静岡県 126 静岡銀行　下香貫支店 静岡県

77 三菱東京ＵＦＪ銀行　名古屋港支店 愛知県 102 静岡銀行　浅井支店 静岡県 127 静岡銀行　下田支店 静岡県

78 三菱東京ＵＦＪ銀行　鳴海支店 愛知県 103 静岡銀行　浅羽支店 静岡県 128 静岡銀行　下土狩支店 静岡県

79 三菱東京ＵＦＪ銀行　鳴子出張所 愛知県 104 静岡銀行　有玉支店 静岡県 129 静岡銀行　榛原支店 静岡県

80 三菱東京ＵＦＪ銀行　木曽川支店 愛知県 105 静岡銀行　安西支店 静岡県 130 静岡銀行　相良支店 静岡県

81 三菱東京ＵＦＪ銀行　木田支店 愛知県 106 静岡銀行　池田支店 静岡県 131 静岡銀行　館山寺支店 静岡県

82 三菱東京ＵＦＪ銀行　野並支店　 愛知県 107 静岡銀行　入野支店 静岡県 132 静岡銀行　出伝町支店 静岡県

83 三菱東京ＵＦＪ銀行　弥富支店 愛知県 108 静岡銀行　磐田支店 静岡県 133 静岡銀行　天竜支店 静岡県

84 三菱東京ＵＦＪ銀行　有松出張所 愛知県 109 静岡銀行　大須賀支店 静岡県 134 静岡銀行　登呂支店 静岡県

85 三菱東京ＵＦＪ銀行　六番町支店　 愛知県 110 静岡銀行　大東支店 静岡県 135 静岡銀行　名残出張所 静岡県

86 三菱東京ＵＦＪ銀行　清水支店 静岡県 111 静岡銀行　修善寺支店 静岡県 136 静岡銀行　名塚支店 静岡県

87 三菱東京ＵＦＪ銀行　伊勢支店 三重県 112 静岡銀行　金谷支店 静岡県 137 静岡銀行　沼津金岡支店 静岡県

88 三菱東京ＵＦＪ銀行　桑名支店 三重県 113 静岡銀行　可美支店 静岡県 138 静岡銀行　沼津支店 静岡県

89 三菱東京ＵＦＪ銀行　四日市支店 三重県 114 静岡銀行　河津支店 静岡県 139 静岡銀行　沼津西支店 静岡県

90 三菱東京ＵＦＪ銀行　松阪支店 三重県 115 静岡銀行　北安東支店 静岡県 140 静岡銀行　函南支店 静岡県

91 三菱東京ＵＦＪ銀行　津支店 三重県 116 静岡銀行　沓谷支店 静岡県 141 静岡銀行　初倉支店 静岡県

92 三菱東京ＵＦＪ銀行　富田支店 三重県 117 静岡銀行　興津支店 静岡県 142 静岡銀行　浜岡支店 静岡県

93 三菱東京ＵＦＪ銀行　鈴鹿支店 三重県 118 静岡銀行　小笠支店 静岡県 143 静岡銀行　浜松西支店 静岡県

94 三菱東京ＵＦＪ銀行　可児支店 岐阜県 119 静岡銀行　御前崎支店 静岡県 144 静岡銀行　原町支店 静岡県

95 三菱東京ＵＦＪ銀行　各務原支店 岐阜県 120 静岡銀行　御殿場支店 静岡県 145 静岡銀行　引佐支店 静岡県

96 三菱東京ＵＦＪ銀行　岐阜駅前支店 岐阜県 121 静岡銀行　御殿場西支店 静岡県 146 静岡銀行　広見支店 静岡県

97 三菱東京ＵＦＪ銀行　岐阜支店 岐阜県 122 静岡銀行　小松支店 静岡県 147 静岡銀行　福田支店 静岡県

98 三菱東京ＵＦＪ銀行　大垣支店 岐阜県 123 静岡銀行　ささがせ支店 静岡県 148 静岡銀行　藤枝駅支店 静岡県

99 静岡銀行　名古屋支店 愛知県 124 静岡銀行　島田東支店 静岡県 149 静岡銀行　藤枝支店 静岡県

100 静岡銀行　豊橋南支店 愛知県 125 静岡銀行　清水中央支店 静岡県 150 静岡銀行　藤枝中央支店 静岡県

金融機関金融機関金融機関金融機関金融機関金融機関金融機関金融機関金融機関金融機関金融機関金融機関
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151 静岡銀行　富士川支店 静岡県 176 静岡銀行　丸子支店 静岡県 201 静岡銀行　馬淵支店 静岡県

152 静岡銀行　富士中央支店 静岡県 177 静岡銀行　菊川支店 静岡県 202 静岡銀行　浜松支店 静岡県

153 静岡銀行　富士宮北支店 静岡県 178 静岡銀行　吉原支店 静岡県 203 静岡銀行　浜松中央支店 静岡県

154 静岡銀行　細江支店 静岡県 179 静岡銀行　吉原北支店 静岡県 204 静岡銀行　浜北支店 静岡県

155 静岡銀行　本店営業部 静岡県 180 静岡銀行　呉服支店 静岡県 205 静岡銀行　富士駅南支店 静岡県

156 静岡銀行　松崎支店 静岡県 181 静岡銀行　山下支店 静岡県 206 静岡銀行　富士宮支店 静岡県

157 静岡銀行　三方が原支店 静岡県 182 静岡銀行　篠原支店 静岡県 207 静岡銀行　富士宮東支店 静岡県

158 静岡銀行　三島駅北支店 静岡県 183 静岡銀行　住吉支店 静岡県 208 静岡銀行　富士支店 静岡県

159 静岡銀行　三島支店 静岡県 184 静岡銀行　小林支店 静岡県 209 静岡銀行　富塚支店 静岡県

160 静岡銀行　見付支店 静岡県 185 静岡銀行　沼津駅北支店 静岡県 210 静岡銀行　舞阪支店 静岡県

161 静岡銀行　焼津駅支店 静岡県 186 静岡銀行　上新屋支店 静岡県 211 静岡銀行　豊田支店 静岡県

162 静岡銀行　焼津支店 静岡県 187 静岡銀行　上島支店 静岡県 212 静岡銀行　本町支店 静岡県

163 静岡銀行　焼津南支店 静岡県 188 静岡銀行　新通支店 静岡県 213 静岡銀行　本部　東館 静岡県

164 静岡銀行　用務宗支店　 静岡県 189 静岡銀行　森町支店 静岡県 214 静岡銀行　本部　南館 静岡県

165 静岡銀行　吉田支店 静岡県 190 静岡銀行　裾野支店 静岡県 215 静岡銀行　由比支店 静岡県

166 静岡銀行　竜洋支店 静岡県 191 静岡銀行　裾野北支店 静岡県 216 静岡銀行　雄踏支店 静岡県

167 静岡銀行　浜松支店（南館） 静岡県 192 静岡銀行　成子支店 静岡県 217 静岡銀行　蜆塚支店 静岡県

168 静岡銀行　しずはた支店 静岡県 193 静岡銀行　清水町支店 静岡県 218 静岡銀行　伝馬町支店 静岡県

169 静岡銀行　葵町支店 静岡県 194 静岡銀行　西鹿島支店 静岡県 219 静岡銀行　大井町支店 東京都

170 静岡銀行　伊東支店 静岡県 195 静岡銀行　袋井支店 静岡県 220 静岡銀行　池袋支店 東京都

171 静岡銀行　伊豆長岡支店 静岡県 196 静岡銀行　袋井西支店 静岡県 221 静岡銀行　新宿支店 東京都

172 静岡銀行　稲取支店 静岡県 197 静岡銀行　大仁支店 静岡県 222 静岡銀行　辻堂支店 神奈川県

173 静岡銀行　下島支店 静岡県 198 静岡銀行　鷹岡支店 静岡県 223 静岡銀行　平塚支店 神奈川県

174 静岡銀行　掛川支店 静岡県 199 静岡銀行　中島支店 静岡県 224 静岡銀行　中山支店 神奈川県

175 静岡銀行　蒲原支店 静岡県 200 静岡銀行　島田支店 静岡県 225 静岡銀行　白楽支店 神奈川県

金融機関金融機関金融機関金融機関金融機関金融機関金融機関金融機関金融機関金融機関金融機関金融機関
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226 静岡銀行　大阪支店 大阪府 251 北おおさか信用金庫　古川橋支店 大阪府 276 名古屋銀行　師勝支店 愛知県

227 あいおい損保　新宿支店 東京都 252 北おおさか信用金庫　江坂店 大阪府 277 名古屋銀行　浄心支店 愛知県

228 あいおい損保　東京北支店 東京都 253 北おおさか信用金庫　香里支店 大阪府 278 名古屋銀行　東新町支店 愛知県

229 びわこ銀行　堅田支店 滋賀県 254 北おおさか信用金庫　高槻支店 大阪府 279 三重銀行　蟹江支店 愛知県

230 びわこ銀行　事務センター 滋賀県 255 北おおさか信用金庫　小曽根支店 大阪府 280 三重銀行　港支店 愛知県

231 びわこ銀行　膳所支店 滋賀県 256 北おおさか信用金庫　城東営業部 大阪府 281 三重銀行　佐古木支店 愛知県

232 びわこ銀行　能登川支店 滋賀県 257 北おおさか信用金庫　寝屋川支店 大阪府 282 三重銀行　名古屋北支店 愛知県

233 びわこ銀行　本社 滋賀県 258 北おおさか信用金庫　深沢支店 大阪府 283 三重銀行　鳴海支店 愛知県

234 びわこ銀行　本店 滋賀県 259 北おおさか信用金庫　神埼川支店 大阪府 284 三重銀行　鵜方支店 三重県

235 みなと銀行　住吉支店 兵庫県 260 北おおさか信用金庫　正省支店 大阪府 285 三重銀行　上野支店 三重県

236 みなと銀行　春日支店 兵庫県 261 北おおさか信用金庫　石橋支店 大阪府 286 三重銀行　日永支店 三重県

237 みなと銀行　水道筋支店 兵庫県 262 北おおさか信用金庫　大池支店 大阪府 287 三重銀行　平田町駅前支店 三重県

238 みなと銀行　板宿支店 兵庫県 263 北おおさか信用金庫　片山支店 大阪府 288 三重銀行　鈴鹿中央支店 三重県

239 みなと銀行　舞子支店 兵庫県 264 北おおさか信用金庫　豊中営業部 大阪府 289 栃木銀行　駅前支店 栃木県

240 兵庫信用金庫　御旅支店 兵庫県 265 北おおさか信用金庫　豊津支店 大阪府 290 栃木銀行　研修センター 栃木県

241 兵庫信用金庫　事務センター 兵庫県 266 北おおさか信用金庫　豊里大橋支店 大阪府 291 栃木銀行　御幸ヶ原店 栃木県

242 りそな総合サービス 東京都 267 北おおさか信用金庫　本町支店 大阪府 292 紀陽銀行　橋向支店 和歌山県

243 りそな銀行　玉造支店 大阪府 268 北おおさか信用金庫　門真支店 大阪府 293 紀陽銀行　波止支店 和歌山県

244 りそな銀行　守口支店 大阪府 269 愛知銀行　中根支店 愛知県 294 蒲郡信用金庫　三ヶ根支店 愛知県

245 りそな銀行　長瀬支店 大阪府 270 愛知銀行　名古屋港支店 愛知県 295 北国銀行　寺町支店 石川県

246 関西アーバン銀行　香里支店 大阪府 271 中京銀行　浄心支店 愛知県 296 常陽銀行　土浦支店 茨城県

247 関西アーバン銀行　高安支店 大阪府 272 中京銀行　中村支店 愛知県 297 近畿大阪銀行　十三支店 大阪府

248 関西アーバン銀行　深江支店 大阪府 273 中京銀行　本店 愛知県 298 八光信用金庫　山本支店 大阪府

249 北おおさか信用金庫　茨木本部 大阪府 274 名古屋銀行　稲永支店 愛知県 299 横浜銀行　阪東橋支店 神奈川県

250 北おおさか信用金庫　蛍池支店 大阪府 275 名古屋銀行　港支店 愛知県 300 横浜信用金庫　根岸橋支店 神奈川県

金融機関金融機関金融機関金融機関金融機関金融機関金融機関金融機関金融機関金融機関金融機関金融機関
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納品先名 所在地 納品先名 所在地 納品先名 所在地

301 三井住友銀行　溝の口支店 神奈川県

302 関信用金庫 岐阜県

303 九州労働金庫　熊本県本部 熊本県

304 焼津信用金庫　長田支店 静岡県

305 東京三菱銀行　日本橋別館 東京都

306 八千代銀行　西池袋支店 東京都

307 足利銀行　宇都宮出張所 栃木県

308 北陸銀行　小杉店 富山県

309 アルプス中央信用金庫　宮田支店 長野県

310 福井銀行　丸岡支店 福井県

311 姫路信用金庫　広畑支店 兵庫県

312 呉信用金庫　中通支店 広島県

313 広島信用金庫 広島県

314 西京銀行　櫛ヶ浜支店 山口県

315 浜松信用金庫　有玉支店 静岡県

316 浜松信用金庫　磐田支店 静岡県

317 京都銀行　大久保支店 京都府

318 京都銀行　小倉支店 京都府

319 京都銀行　松尾支店 京都府

320 京都銀行　富野荘支店 京都府

321 京都銀行　西京極支店 京都府

322 千葉銀行　おおたかのもり店 千葉県

金融機関金融機関金融機関金融機関
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納品先名 所在地 納品先名 所在地 納品先名 所在地

1 フジシティオ　稲田堤店 神奈川県 26 オークワ　橿原常盤店 奈良県 51 フレスコ　山科西野店 京都府

2 フジシティオ　鵠沼店 神奈川県 27 オークワ　橿原畝傍店 奈良県 52 フレスコ　東寺店 京都府

3 フジシティオ　倉見店 神奈川県 28 オークワ　橿原醍醐店 奈良県 53 フレスコ　木幡店 京都府

4 フジシティオ　佐原店 神奈川県 29 オークワ　橿原坊城店 奈良県 54 フレスコ　北花山店 京都府

5 フジシティオ　根岸橋店 神奈川県 30 オークワ　香芝逢坂店 奈良県 55 フレスコ　大宮店 京都府

6 フジシティオ　野庭店 神奈川県 31 オークワ　香芝南店 奈良県 56 フレスコ　帷子ノ辻店 京都府

7 フジシティオ　羽田店 神奈川県 32 オークワ　香芝尼寺店 奈良県 57 フレスコ　川端店 京都府

8 フジシティオ　馬場店 神奈川県 33 オークワ　高田神楽店 奈良県 58 フレスコ　修学院店 京都府

9 フジシティオ　百草園店 東京都 34 オークワ　生駒東山店 奈良県 59 フレスコ　白川店 京都府

10 フジシティオ　五月台店 東京都 35 オークワ　大和小泉店 奈良県 60 フレスコ　寺町店 京都府

11 ウェルマート　新西目店 秋田県 36 オークワ　天理南店 奈良県 61 フレスコ　花山店 京都府

12 ウェルマート　新仁賀保店 秋田県 37 オークワ　天理北店 奈良県 62 フレスコ　堀川店 京都府

13 ウェルマート　新川口店 秋田県 38 オークワ　岩出西店 和歌山県 63 フレスコ　丸太町店 京都府

14 ウェルマート　広面店 秋田県 39 オークワ　紀三井寺店 和歌山県 64 フレスコ　樫原店 京都府

15 オークワ　スカイシティ泉南店 大阪府 40 オークワ　粉河店 和歌山県 65 フレスコ　川端店 京都府

16 オークワ　わくわくシティ尾崎店 大阪府 41 オークワ　鳴神店 和歌山県 66 フレスコ　勧修店 京都府

17 オークワ　岸和田八田店 大阪府 42 フレスコ　宝塚店 兵庫県 67 フレスコ　向島店 京都府

18 オークワ　狭山店 大阪府 43 フレスコ　伊丹店 兵庫県 68 フレスコ　三条店 京都府

19 オークワ　寝屋川店 大阪府 44 フレスコ　守口店 大阪府 69 フレスコ　四ノ宮店 京都府

20 オークワ　大東店 大阪府 45 フレスコ　鮎川店 大阪府 70 フレスコ　四条店 京都府

21 オークワ　南摂津駅前店 大阪府 46 フレスコ　大津店 滋賀県 71 フレスコ　生鮮館 京都府

22 オークワ　和泉小田店 大阪府 47 フレスコ　みどり店 滋賀県 72 フレスコ　膳所店 京都府

23 オークワ　河内長野店 大阪府 48 フレスコ　瓢箪山店 大阪府 73 フレスコ　丹波橋店 京都府

24 オークワ　ウィンディ岸和田店 大阪府 49 フレスコ　桃山店 京都府 74 フレスコ　本社 京都府

25 オークワ　和泉中央店 大阪府 50 フレスコ　嵯峨店 京都府 75 フレスコ　嵯峨野店 京都府

スーパースーパースーパースーパー スーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパー
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納品先名 所在地 納品先名 所在地 納品先名 所在地

76 フレスコ　烏丸店 京都府 101 マックスバリュ　琴丘店 秋田県 126 たつみチェーン　常盤台店 東京都

77 フレスコ　今熊野店 京都府 102 マックスバリュ　大館西店 秋田県 127 たつみチェーン　東本郷店 埼玉県

78 フレスコ　千本店 京都府 103 マックスバリュ　金浦店 秋田県 128 ミートモリタヤ　大塚店 大阪府

79 フレスコ　深草店 京都府 104 マックスバリュ　新稲川店 秋田県 129 ミートモリタヤ　佐井寺店 大阪府

80 フレスコ　御前店 京都府 105 マックスバリュ　新雄物川店 秋田県 130 八百彦商店　香芝店 奈良店

81 フレスコ　大宅店 京都府 106 マックスバリュ　武道島店 秋田県 131 八百彦商店　畠田店 奈良店

82 フレスコ　三条店 京都府 107 マックスバリュ　御門町店 秋田県 132 ディスカウントパール　竹ノ塚店 東京都

83 フレスコ　山科店 京都府 108 マックスバリュ　釈迦内店 秋田県 133 ディスカウントパール　浦和辻店 東京都

84 フレスコ　天神川店 京都府 109 マックスバリュ　新川口店 秋田県 134 ディスカウントパール　武里店 埼玉県

85 フレスコ　西大路店 京都府 110 マックスバリュ　鶴岡南店 山形県 135 山彦　生鮮館やまひこ南大通店 愛知県

86 フレスコ　招醍店 大阪府 111 マックスバリュ　余目店 山形県 136 ミナック 岩手県

87 フレスコ　藤坂店 大阪府 112 マックスバリュ　最上店 山形県 137 スーパーたかはし 愛媛県

88 フレスコ　仰木ノ里店 滋賀県 113 マックスバリュ　東根温泉店 山形県 138 波越食料品店 愛媛県

89 フレスコ　神嶺店 滋賀県 114 マックスバリュ　酒田北店 山形県 139 林フードセンター 愛媛県

90 フレスコ　国分店 滋賀県 115 マックスバリュ　中田店 山形県 140 シッピング吉田 大分県

91 マックスバリュ　青森東店 青森県 116 マックスバリュ　米沢城南店 山形県 141 トキハインダストリー　鶴見園店 大分県

92 マックスバリュ　八戸城下店 青森県 117 マックスバリュ　遊佐エルバ店 山形県 142 サンクス 大阪府

93 マックスバリュ　浪岡店 青森県 118 業務用食品スーパー　伊川谷店 兵庫県 143 阪急オアシス　摂津富田店 大阪府

94 マックスバリュ　天王店 秋田県 119 業務用食品スーパー　深井店 大阪府 144 東貝塚センター商業協同組合 大阪府

95 マックスバリュ　西馬音内店 秋田県 120 いしかわ　小曽根店 大阪府 145 日吉台彩市場 大阪府

96 マックスバリュ　能代店 秋田県 121 いしかわ　上野店 大阪府 146 豊幸流通サ－ビス 大阪府

97 マックスバリュ　新面目店 秋田県 122 オリンピックハイパーストア　府中店 東京都 147 マルシゲ　百鮮　野江店 大阪府

98 マックスバリュ　茨島店 秋田県 123 オリンピックハイパーマーケット　高井戸店 東京都 148 ミカワヤ食品 大阪府

99 マックスバリュ　飯島店 秋田県 124 繁輪　シゲワ八尾店 大阪府 149 食品センター　シオタ 香川県

100 マックスバリュ　男鹿店 秋田県 125 繁輪　ループ別府店 大阪府 150 浪越食料品店 香川県

スーパースーパースーパースーパー スーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパー
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納品先名 所在地 納品先名 所在地 納品先名 所在地

151 マルミヤ食料品店 香川県 176 サラダ館 広島県 196 コープ新琴似南店

152 いづつ屋 京都府 177 しわづくし 広島県

153 スマイル三室戸 京都府 178 清水商店 広島県

154 パスタビーノ　もずめ店 京都府 179 田中食料品店 広島県

155 ファミリーマツオ 京都府 180 新鮮館コスモ　木幡店 京都府

156 和晃商事 京都府 181 新鮮館コスモ　久我の社店 京都府

157 オザム 埼玉県 182 新鮮館コスモ　樫原店 京都府

158 ハッピー六原　草津店 滋賀県 183 新鮮館コスモ　醍醐店 京都府

159 モリタ屋　鴻池店 滋賀県 184 新鮮館コスモ　桂店 京都府

160 八百亀 滋賀県 185 業務スーパー　西向日店 京都府

161 静鉄ストア　いろは町店 静岡県 186 業務スーパー　九条店 京都府

162 アジャンタ 東京都 187 業務スーパー　六地蔵店 京都府

163 エスマート 東京都 188 業務スーパー　伊勢田店 京都府

164 スーパーアコー 東京都 189 にしがき大宮バイパス店 京都府

165 スーパーサカガミ　清瀬店 東京都 190 コープこくば 沖縄県

166 するがや 東京都 191 コープ小禄店 沖縄県

167 フレッシュフードFUJI 東京都 192 パリスコ久留米 福岡県

168 ワイズマート　小岩駅前店 東京都 193 コープ北広島店 北海道

169 スペシャルマート　セイユー 栃木県 194 コープ野幌店 北海道

170 とちぎコープ生活協同組合 栃木県 195 コープあいの里店 北海道

171 エース　園田店 兵庫県 196 コープ岩見沢店 北海道

172 黒田食品　兵庫突堤冷蔵庫 兵庫県 192 コープ倶知安店 北海道

173 スーパーつかもと 兵庫県 193 コープ星置店 北海道

174 月見山公設市場協同組合 兵庫県 194 コープひばりヶ丘店 北海道

175 Ｖマート 広島県 195 コープみどり店 北海道

スーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパースーパー
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1 ジャスコ　勝田店 茨城県 26 ジャスコ　東雲店 東京都 51 ジャスコ　名護店 沖縄県

2 ジャスコ　下妻店 茨城県 27 ジャスコ　日吉津店 鳥取県 52 マックスバリュ　豊見城店 沖縄県

3 ジャスコ　野田阪神店 大阪府 28 ジャスコ　桜井店 奈良県 53 ジャスコ　新茨木店 大阪府

4 ジャスコ　藤井寺店 大阪府 29 ジャスコ　奈良橿原店 奈良県 54 ジャスコ　赤穂店 兵庫県

5 ジャスコ　りんくう泉南店 大阪府 30 ジャスコ　伊丹店 兵庫県 55 ジャスコ　相模原店 神奈川県

6 ジャスコ　金沢シーサイド店 神奈川県 31 ジャスコ　土山店 兵庫県 56 ジャスコ　具志川店 沖縄県

7 ジャスコ　秦野店 神奈川県 32 ジャスコ　和田山店 兵庫県 57 ジャスコ　南風原店 沖縄県

8 ジャスコ　藤沢店 神奈川県 33 ジャスコ　宇品店 広島県 58 ジャスコ　北谷店 沖縄県

9 ジャスコ　京都五条店 京都府 34 ジャスコ　新名張店 三重県 59 マックスバリュ　とよみ店 沖縄県

10 ジャスコ　福知山店 京都府 35 ジャスコ　仙台幸町店 宮城県 60 マックスバリュ　なご店 沖縄県

11 ジャスコ　洛南店 京都府 36 ジャスコ　富谷店 宮城県 61 マックスバリュ　安謝店 沖縄県

12 ジャスコ　北戸田店 埼玉県 37 ジャスコ　三川店 山形県 62 マックスバリュ　一日橋店 沖縄県

13 スーパーセンター　佐賀店 佐賀県 38 ジャスコ　斑鳩店 奈良県 63 マックスバリュ　佐敷店 沖縄県

14 ジャスコ　出雲パラオ店 島根県 39 ジャスコ　宇品店 広島県 64 マックスバリュ　牧志店 沖縄県

15 ジャスコ　出雲店 島根県 40 ジャスコ　ノア店 千葉県 65 ジャスコ　猪名川店 兵庫県

16 ジャスコ　大田店 島根県 41 ジャスコ　東海店 茨城県 66 ジャスコ　鳥取北店 鳥取県

17 ジャスコ　菅田店 島根県 42 ジャスコ　那珂町店 茨城県 67 ジャスコ　佐賀大和店 佐賀県

18 ジャスコ　臼井店 千葉県 43 ジャスコ　栃木店 栃木県 68 ジャスコ　香椎浜店 福岡県

19 ジャスコ　大網白里店 千葉県 44 ジャスコ　大和鶴間店 神奈川県 69 ジャスコ　穂波店 福岡県

20 ジャスコ　鎌ケ谷店 千葉県 45 スーパーセンター　志摩店 福岡県 70 ジャスコ　鹿児島店 鹿児島県

21 ジャスコ　津田沼店 千葉県 46 ジャスコ　南砂店 東京都 71 スーパーセンター　大木店 福岡県

22 ジャスコ　八街店 千葉県 47 ジャスコ　常陸大宮店 茨城県 72 スーパーセンター　岡垣店 福岡県

23 ジャスコ　八千代緑が丘店 千葉県 48 ジャスコ　三木店 兵庫県 73 ジャスコ　旭川西店 北海道

24 ジャスコ　葛西店 東京都 49 ジャスコ　高砂店 兵庫県 74 ジャスコ　釧路昭和店 北海道

25 ジャスコ　品川シーサイド店 東京都 50 ジャスコ　登美ヶ丘店 奈良県 75 ジャスコ　札幌桑園店 北海道

スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売） スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）
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76 ジャスコ　札幌苗穂店 北海道 101 ジャスコ　有家店 長崎県 126 イオン　富士南ショッピングセンター 静岡県

77 ジャスコ　札幌発寒店 北海道 102 ジャスコ　岡垣店 福岡県 127 ジャスコ　新洲本店 兵庫県

78 ジャスコ　札幌平岡店 北海道 103 マックスバリュ　新都心めかる店 沖縄県 128 ジャスコ　喜連瓜破駅前店 大阪府

79 ジャスコ　札幌元町店 北海道 104 マックスバリュ　もとぶ店 沖縄県 129 ジャスコ　川之江店 愛媛県

80 ポスフール　藻岩店 北海道 105 マックスバリュ　伊祖店 沖縄県 130 ジャスコ　大村店 長崎県

81 ポスフール　江別店 北海道 106 マックスバリュ　金武店 沖縄県 131 ジャスコ　三光店 大分県

82 ポスフール　千歳店 北海道 107 マックスバリュ　坂田店 沖縄県 132 ジャスコ　若松店 福岡県

83 ポスフール　岩見沢店 北海道 108 マックスバリュ　糸満北店 沖縄県 133 ジャスコ　直方店 福岡県

84 ポスフール　小樽店 北海道 109 マックスバリュ　小禄店 沖縄県 134 イオン八幡東ショッピングセンター 福岡県

85 ポスフール　伊達店 北海道 110 マックスバリュ　石川店 沖縄県 135 ジャスコ　錦店 熊本県

86 ポスフール　室蘭店 北海道 111 マックスバリュ　知花店 沖縄県 136 ジャスコ　本渡店 熊本県

87 ポスフール　登別店 北海道 112 マックスバリュ　田場店 沖縄県 137 ジャスコ　パークプレイス大分店 大分県

88 ポスフール　静内店 北海道 113 マックスバリュ　読谷店 沖縄県 138 戸畑サティ 福岡県

89 ポスフール　根室店 北海道 114 マックスバリュ　八重瀬店 沖縄県 139 ジャスコ　宮崎店 宮崎県

90 ポスフール　釧路店 北海道 115 マックスバリュ　泡瀬店 沖縄県 140 隼人国分サティ店 鹿児島県

91 ポスフール　帯広店 北海道 116 ザ・ビッグ　西原店 沖縄県 141 ジャスコ　大塔店 長崎県

92 ポスフール　北見店 北海道 117 マックスバリュ　都屋店 沖縄県 142 ジャスコ　佐世保店 長崎県

93 ポスフール　紋別店 北海道 118 ジャスコ　つくしが丘店 兵庫県 143 ジャスコ　宇土店 熊本県

94 ポスフール　永山店 北海道 119 ジャスコ　新居浜店 愛媛県 144 ジャスコ　福岡伊都店 福岡県

95 ポスフール　名寄店 北海道 120 ジャスコ　姫路リバーシティ店 兵庫県 145 大野城サティ 福岡県

96 スーパーセンター　石狩緑苑台店 北海道 121 スーパーセンター　大木店 福岡県 146 姶良サティ 鹿児島県

97 スーパーセンター　手稲山口店 北海道 122 ジャスコ　垂水店 兵庫県 147 ジャスコ　福岡東店 福岡県

98 スーパーセンター　三笠店 北海道 123 ジャスコ　西大津店 滋賀県 148 スーパーセンター　一関店 岩手県

99 徳力サティ 福岡県 124 ジャスコ　堺北花田店 大阪府 149 スーパーセンター　金ヶ崎店 岩手県

100 ジャスコ　延岡店 宮崎県 125 ジャスコ　新潟南店 新潟県 150 スーパーセンター　十和田店 青森県

スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売） スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）
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151 スーパーセンター　盛岡渋民店 岩手県 176 ジャスコ　土崎港店 秋田県 201 西新井サティ 東京都

152 スーパーセンター　横手南店 秋田県 177 ジャスコ　能代店 秋田県 202 天王町サティ 神奈川県

153 スーパーセンター　五城目店 秋田県 178 ジャスコ　時津店 長崎県 203 東神奈川サティ 神奈川県

154 スーパーセンター　大館店 秋田県 179 ジャスコ　クレア熊本店 熊本県 204 北千里サティ 大阪府

155 スーパーセンター　本荘店 秋田県 180 ジャスコ　狭間店 大分県 205 マックスバリュ　琴海店 長崎県

156 スーパーセンター　加美店 宮城県 181 ジャスコ　唐津店 佐賀県 206 マックスバリュ　メルクス長崎店 長崎県

157 スーパーセンター　鏡石店 福島県 182 ジャスコ　東長崎店 長崎県 207 マックスバリュ　大村諏訪店 長崎県

158 スーパーセンター　湯沢店 秋田県 183 原サティ 福岡県 208 マックスバリュ　基山店 佐賀県

159 スーパーセンター　涌谷店 宮城県 184 ジャスコ　甘木店 福岡県 209 マックスバリュ　長嶺店 熊本県

160 スーパーセンター　鈎取店 宮城県 185 ジャスコ　高城店 大分県 210 マックスバリュ　サンロードシティ熊本店 熊本県

161 スーパーセンター　石巻東店 宮城県 186 福岡東サティ 福岡県 211 マックスバリュ　中里店 長崎県

162 イオンナゴヤドーム前SC 愛知県 187 ジャスコ　光吉店 大分県 212 マックスバリュ　佐々店 長崎県

163 金沢フォーラス 石川県 188 マックスバリュ　石垣店 沖縄県 213 マックスバリュ　佐賀西店 佐賀県

164 ダイエー　船堀店 東京都 189 マックスバリュ　平真店 沖縄県 214 マックスバリュ　川尻店 熊本県

165 ジャスコ　鶴見店 大阪府 190 ジャスコ　那覇店 沖縄県 215 マックスバリュ　有田店 佐賀県

166 ジャスコ　京都西店 京都府 191 マックスバリュ　やいま店 沖縄県 216 マックスバリュ　早岐店 長崎県

167 ジャスコ　気仙沼店 宮城県 192 マックスバリュ　新川店 沖縄県 217 マックスバリュ　小倉愛宕店 福岡県

168 ジャスコ　郡山フェスタ店 福島県 193 マックスバリュ　宮古西里店 沖縄県 218 マックスバリュ　都北店 宮崎県

169 ジャスコ　盛岡店 岩手県 194 ジェームス山サティ 兵庫県 219 マックスバリュ　伊万里駅店 佐賀県

170 ジャスコ　石巻店 宮城県 195 茅ヶ崎サティ 神奈川県 220 マックスバリュ　武雄店 佐賀県

171 ジャスコ　仙台中山店 宮城県 196 金沢サティ 石川県 221 マックスバリュ　空港通り店 長崎県

172 ジャスコ　前沢店 岩手県 197 熊谷サティ 埼玉県 222 マックスバリュ　長与店 長崎県

173 ジャスコ　多賀城店 宮城県 198 市川妙典サティ 千葉県 223 マックスバリュ　長崎インター店 長崎県

174 ジャスコ　大曲店 秋田県 199 新座サティ 埼玉県 224 マックスバリュ　大在店 大分県

175 ジャスコ　藤崎店 青森県 200 新潟サティ 新潟県 225 マックスバリュ　くらし館高田店 大分県

スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売） スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）
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226 マックスバリュ　綾店 宮崎県 251 ジャスコ　日向店 宮崎県 276 ジャスコ　十日町店 新潟県

227 マックスバリュ　うきのじょう店 宮崎県 252 上峰サティ 佐賀県 277 マックスバリュ　サンリバー店 三重県

228 マックスバリュ　宮崎駅東店 宮崎県 253 ジャスコ　新宮店 和歌山県 278 マックスバリュ　生桑店 三重県

229 マックスバリュ　学園木花台店 宮崎県 254 ジャスコ　阿児店 三重県 279 マックスバリュ　四日市店 三重県

230 マックスバリュ　都城店 宮崎県 255 ジャスコ　久居店 三重県 280 マックスバリュ　鈴鹿中央店 三重県

231 マックスバリュ　御幸笛田店 熊本県 256 ジャスコ　南陽店 愛知県 281 マックスバリュ　鈴鹿住吉店 三重県

232 マックスバリュ　南延岡店 宮崎県 257 ジャスコ　新小松店 石川県 282 マックスバリュ　津東店 三重県

233 マックスバリュ　戸島店 熊本県 258 ジャスコ　杜の里店 石川県 283 マックスバリュ　津北店 三重県

234 マックスバリュ　くらし館国府店 熊本県 259 ジャスコ　高岡店 富山県 284 マックスバリュ　垂水店 三重県

235 マックスバリュ　新土河原店 熊本県 260 イオンかほくSC 石川県 285 マックスバリュ　松阪中央店 三重県

236 マックスバリュ　田崎店 熊本県 261 マックスバリュ　ハロー野芥店 福岡県 286 マックスバリュ　サンフラワー店 三重県

237 マックスバリュ　桜山店 熊本県 262 マックスバリュ　八反田店 熊本県 287 マックスバリュ　ララパーク店 三重県

238 マックスバリュ　永江団地店 熊本県 263 マックスバリュ　八女本町店 福岡県 288 マックスバリュ　名張店 三重県

239 マックスバリュ　山鹿店 熊本県 264 マックスバリュ　三日月店 佐賀県 289 マックスバリュ　八日市店 滋賀県

240 マックスバリュ　西原店 鹿児島県 265 マックスバリュ　白岳店 長崎県 290 マックスバリュ　駒井沢店 滋賀県

241 マックスバリュ　くらし館岩川店 鹿児島県 266 マックスバリュ　賀来店 大分県 291 マックスバリュ　甲南店 滋賀県

242 マックスバリュ　くらし館末吉店 鹿児島県 267 マックスバリュ　佐伯駅前店 大分県 292 ジャスコ　村上東店 新潟県

243 マックスバリュ　くらし館市浜店 大分県 268 マックスバリュ　くらし館筑紫駅前店 福岡県 293 ジャスコ　上越店 新潟県

244 マックスバリュ　下郡店 大分県 269 マックスバリュ　くらし館川西店 鹿児島県 294 イオン新発田SC 新潟県

245 マックスバリュ　池野店 長崎県 270 ジャスコ　大津店 熊本県 295 イオン佐野新都市SC 栃木県

246 マックスバリュ　宇美店 福岡県 271 大分フォーラス 大分県 296 イオン塩釜SC 宮城県

247 マックスバリュ　上の原店 福岡県 272 ジャスコ　六日町店 新潟県 297 イオン仙台泉大沢SC 宮城県

248 スーパーセンター　古賀店 福岡県 273 ジャスコ　今市店 栃木県 298 マックスバリュ　くらし館ＪＲ南福岡店 福岡県

249 ジャスコ　菊陽店 熊本県 274 マックスバリュ　横浜新吉田店 神奈川県 299 マックスバリュ　南片江店 福岡県

250 ジャスコ　小川店 熊本県 275 ジャスコ　久里浜店 神奈川県 300 マックスバリュ　高鍋店 宮崎県

スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売） スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）
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301 マックスバリュ　霧島店 宮崎県 326 大久保サティ 京都府 351 マックスバリュ　北勢店 三重県

302 マックスバリュ　くらし館田野店 宮崎県 327 亀岡サティ 京都府 352 マックスバリュ　菰野店 三重県

303 秋田サティ 秋田県 328 向日町サティ 京都府 353 マックスバリュ　笹川店 三重県

304 いわきサティ 岩手県 329 鴻池サティ 大阪府 354 マックスバリュ　亀山みずほ店 三重県

305 福島サティ 福島県 330 布施駅前サティ 大阪府 355 バリューセンター　夏見橋店 三重県

306 北浦和サティ 埼玉県 331 和泉府中サティ 大阪府 356 バリューセンター　松阪高町店 三重県

307 大宮サティ 埼玉県 332 小野サティ 兵庫県 357 ジャスコ　尾鷲店 三重県

308 狭山サティ 埼玉県 333 姫路サティ 兵庫県 358 マックスバリュ　鵜方店 三重県

309 稲毛サティ 千葉県 334 明石ビブレ 兵庫県 359 マックスバリュ　ユーズ店 三重県

310 本牧サティ 神奈川県 335 明石サティ 兵庫県 360 マックスバリュ　岡田店 三重県

311 橋本サティ 神奈川県 336 防府サティ 山口県 361 マックスバリュ　鈴鹿店 三重県

312 つきみ野サティ 神奈川県 337 高松サティ 香川県 362 ジャスコ　浜松西店 静岡県

313 飯田サティ 長野県 338 桑名サティ 三重県 363 イオン大高SC 愛知県

314 津サティ 三重県 339 今治サティ 愛媛県 364 マックスバリュ花巻店 岩手県

315 マックスバリュ　昭和橋通店 愛知県 340 マックスバリュ　一志店 三重県 365 マックスバリュ西根店 岩手県

316 マックスバリュ　篠原橋東店 愛知県 341 マックスバリュ　芸濃店 三重県 366 マックスバリュ盛岡津志田店 岩手県

317 マックスバリュ　鳩岡店 愛知県 342 マックスバリュ　港町店 三重県 367 ダイエーいちかわコルトンプラザ店 千葉県

318 マックスバリュ　砂田橋店 愛知県 343 マックスバリュ　学園前店 三重県 368 ダイエーおおとり店 大阪府

319 マックスバリュ　くらし館猪野店 大分県 344 マックスバリュ　上野東ｲﾝﾀｰ店 三重県 369 ダイエーショッパーズモールなかま東館店 福岡県

320 マックスバリュ　溝陸店 長崎県 345 マックスバリュ　大台店 三重県 370 ダイエーショッパーズ福岡店 福岡県

321 マックスバリュ　八代店 熊本県 346 マックスバリュ　福船店 愛知県 371 ダイエーマリナタウン店 福岡県

322 マックスバリュ　鹿屋寿店 鹿児島県 347 新百合丘サティ 神奈川県 372 ダイエーメイトピア店 愛知県

323 ジャスコ　みゆき店 広島県 348 マックスバリュ　扶桑店 愛知県 373 ダイエー東大島店 東京都

324 ジャスコ　光店 山口県 349 マックスバリュ　小牧堀の内店 愛知県 374 ダイエー藤原台店 兵庫県

325 イオン浦和美園SC 埼玉県 350 マックスバリュ　稲永店 愛知県 375 ダイエー銅座店 長崎県

スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売） スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）
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376 ダイエー富雄店 奈良県 401 ダイエー光明池店 大阪府 426 ダイエー西宮店 兵庫県

377 ダイエー武蔵村山店 東京都 402 ダイエー向ヶ丘店 神奈川県 427 ダイエー西神中央店 兵庫県

378 ダイエー福重店 福岡県 403 ダイエー港南台店 神奈川県 428 ダイエー西台店 東京都

379 ダイエー南行徳店 千葉県 404 ダイエー三ツ境店 神奈川県 429 ダイエー西八王子店 東京都

380 ダイエー二日市店 福岡県 405 ダイエー三宮駅前店 兵庫県 430 ダイエー赤羽北本通店 東京都

381 ダイエー日田店 大分県 406 ダイエー三田店 兵庫県 431 ダイエー摂津富田店 大阪府

382 ダイエー芦屋浜店 兵庫県 407 ダイエー市川店 千葉県 432 ダイエー仙台店 宮城県

383 ダイエー綾瀬店 神奈川県 408 ダイエー鹿児島中央店 鹿児島県 433 ダイエー千歳店 北海道

384 ダイエー伊勢原店 神奈川県 409 ダイエー鹿児島店 鹿児島県 434 ダイエー千葉長沼店 千葉県

385 ダイエー壱岐店 長崎県 410 ダイエー十日市場店 神奈川県 435 ダイエー曽根店 大阪府

386 ダイエー栄町店 北海道 411 ダイエー所沢店 埼玉県 436 ダイエー相模原店 神奈川県

387 ダイエー横須賀店 神奈川県 412 ダイエー小平店 東京都 437 ダイエー大月店 山梨県

388 ダイエー下大利店 福岡県 413 ダイエー松戸西口店 千葉県 438 ダイエー大島店 東京都

389 ダイエー海老名店 神奈川県 414 ダイエー湘南台店 神奈川県 439 ダイエー滝川店 北海道

390 ダイエー鴨居店 神奈川県 415 ダイエー上磯店 北海道 440 ダイエー長浦店 千葉県

391 ダイエー吉塚パピヨンプラザ店   福岡県 416 ダイエー上溝店 神奈川県 441 ダイエー長吉店 大阪府

392 ダイエー宮崎店 宮崎県 417 ダイエー上飯田店 愛知県 442 ダイエー長崎店 長崎県

393 ダイエー琴似店 北海道 418 ダイエー新さっぽろ店 北海道 443 ダイエー塚口店 兵庫県

394 ダイエー金剛店 大阪府 419 ダイエー新浦安店 千葉県 444 ダイエー東札幌店 北海道

395 ダイエー金沢八景店 神奈川県 420 ダイエー新松戸店 千葉県 445 ダイエー八王子店 東京都

396 ダイエー熊本店 熊本県 421 ダイエー神戸学園前店 兵庫県 446 ダイエー板宿店 兵庫県

397 ダイエー君津店 千葉県 422 ダイエー吹田店 大阪府 447 ダイエー碑文谷店 東京都

398 ダイエー桂南店 京都府 423 ダイエー水巻店 福岡県 448 ダイエー宝塚中山店 兵庫県

399 ダイエー古川橋駅前店 大阪府 424 ダイエー成増店 東京都 449 ダイエー北本店 埼玉県

400 ダイエー戸塚店 神奈川県 425 ダイエー西浦和店 埼玉県 450 ダイエー北野田店 大阪府

スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売） スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売） スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）

30



納品先名 所在地 納品先名 所在地 納品先名 所在地

451 ダイエー麻生店 北海道 476 グルメシティ 津久野店 大阪府

452 ダイエー名古屋東店 愛知県 477 グルメシティ 土井店 福岡県

453 ダイエー竜野店 兵庫県 478 グルメシティ 東川口店 埼玉県

454 ダイエー鈴蘭台店 兵庫県 479 グルメシティ 湯川店 北海道

455 ダイエー練馬店 東京都

456 グルメシティ 八王子大和田店 東京都

457 グルメシティ 八幡町店 東京都

458 グルメシティ 弁天店 北海道

459 グルメシティ 万代店 北海道

460 グルメシティ 野芥店 福岡県

461 グルメシティ 矢上団地店 長崎県

462 グルメシティ ひよどり台店 兵庫県

463 グルメシティ 井尻駅前店 福岡県

464 グルメシティ 花野団地店 鹿児島県

465 グルメシティ 叶谷店 東京都

466 グルメシティ 国立店 東京都

467 グルメシティ 雑餉隈店 福岡県

468 グルメシティ 四条畷店 京都府

469 グルメシティ 住吉店 兵庫県

470 グルメシティ 小金井店 東京都

471 グルメシティ 大橋店 福岡県

472 グルメシティ 長田店 兵庫県

473 グルメシティ 湯布院店 大分県

474 グルメシティ 柏木店 北海道

475 グルメシティ 八雲店 北海道

スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売） スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売） スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）スーパー　（システム販売）
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納品先名 所在地 納品先名 所在地 納品先名 所在地

1 ローソン　信龍堂店 東京都 26 ローソン　九軒町店 広島県 51 ファミリーマート　七宮店　（黒田食品） 兵庫県

2 ローソン　南雪谷三丁目店 東京都 27 ローソン　御条店 広島県 52 ファミリーマート　奈良教育大学前店 奈良県

3 ローソン　平井一丁目店 東京都 28 ローソン　口田南店 広島県 53 ＴＯＨＯ　ファミリーマート　鴨池新町店 鹿児島県

4 ローソン　木曽店 東京都 29 ローソン　向島川尻店 広島県 54 ＴＯＨＯ　ファミリーマート　きしゃば店 鹿児島県

5 ローソン　目黒東山店 東京都 30 ローソン　高美が店 広島県 55 ＴＯＨＯ　ファミリーマート　日当平店 鹿児島県

6 ローソン　横浜子安一丁目店 神奈川県 31 ローソン　舟入町店 広島県 56 ＴＯＨＯ　ファミリーマート　鴨池新町店 鹿児島県

7 ローソン　下馬伏店 大阪府 32 ローソン　大宮店 広島県 57 ＴＯＨＯ　ファミリーマート　祇園之州店 鹿児島県

8 ローソン　寺川3丁目店 大阪府 33 ローソン　東広島向原店 広島県 58 ＴＯＨＯ　ファミリーマート　上荒田店 鹿児島県

9 ローソン　吹田　末広町店 大阪府 34 ローソン　東広島宗吉店 広島県 59 ＴＯＨＯ　ファミリーマート　日当平店 鹿児島県

10 ローソン　西冠店 大阪府 35 ローソン　東広島西条寺店 広島県 60 デイリーヤマザキ　喜多見５丁目店 東京都

11 ローソン　長栄寺店 大阪府 36 ローソン　八丁堀店 広島県 61 デイリーヤマザキ　渋谷橋店 東京都

12 ローソン　佃２丁目店 大阪府 37 ローソン　尾道高須店 広島県 62 デイリーヤマザキ　守口神田店 大阪府

13 ローソン　土師町南店 大阪府 38 ローソン　一宮店 香川県 63 デイリーヤマザキ　東淀川駅前店 大阪府

14 ローソン　日の出町店 大阪府 39 ファミリーマート　コーエイ下丸子店 東京都 64 デイリーヤマザキ　門真新橋店 大阪府

15 ローソン　北加賀屋５丁目店 大阪府 40 ファミリーマート　ワタナベ南千住店 東京都 65 デイリーヤマザキ　元宮店 神奈川県

16 ローソン　北浜2丁目店 大阪府 41 ファミリーマート　長居西店 大阪府 66 デイリーヤマザキ　錦小路店 京都府

17 ローソン　枚方香里ヶ丘１０丁目店 大阪府 42 ファミリーマート　藤沢石橋店 大阪府 67 デイリーヤマザキ　宇品神田５丁目店 広島県

18 ローソン　紫竹上ノ岸店 京都府 43 ファミリーマート　同心町店 大阪府 68 デイリーヤマザキ　島田住宅店 愛知県

19 ローソン　加古川新在家店 兵庫県 44 ファミリーマート　冨川桑津店 大阪府 69 ヤマザキデイリーストア　富之坂駅前店 大阪府

20 ローソン　岩塚本通３丁目店 愛知県 45 ファミリーマート　松下住宅前店　 愛知県 70 Ｙショップ　柴田酒店 長崎県

21 ローソン　高岳店 愛知県 46 ファミリーマート　お酒の共和国 京都府 71 Yショップ　前原西店 千葉県

22 ローソン　小牧南店 愛知県 47 ファミリーマート  赤石太寺店 兵庫県 72 Ｙショップ　竹内　吉島店 広島県

23 ローソン　安芸府中本町店 広島県 48 ファミリーマート　駒ヶ林店 兵庫県 73 Ｙショップ　徳水店 愛媛県

24 ローソン　海田国信店 広島県 49 ファミリーマート　須磨浦店 兵庫県 74 ミニストップ　片平店 東京都

25 ローソン　観音本町店 広島県 50 ファミリーマート　長田天神店 兵庫県 75 ミニストップ　北大塚1丁目店 東京都

コンビニコンビニコンビニコンビニ コンビニコンビニコンビニコンビニコンビニコンビニコンビニコンビニ
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納品先名 所在地 納品先名 所在地 納品先名 所在地

76 ミニストップ　大栄町吉岡店 千葉県 101 くらしハウス　物集女店 京都府 126 加倉井商店 千葉県

77 ミニストップ　川根町店 静岡県 102 くらしハウス　めかた北大路店 京都府 127 Ｚ－Ｏｎｅ 東京都

78 ミニストップ　大垣綾野店 岐阜県 103 くらしハウス　北伊丹店 兵庫県 128 スリーエイト　光が丘 東京都

79 ミニストップ　泉中田東店 神奈川県 104 サンクス　天保山店 大阪府 129 モンマート　いしもと屋 東京都

80 ミニストップ　神梄日川店 茨城県 105 サンクス　参宮橋駅前店 東京都 130 ユア－ズ 東京都

81 ミニストップ　御堂筋本町店（直営店） 大阪府 106 サンクス　東上野店 東京都 131 リカー＆フーズイシイ 東京都

82 ミニストップ　三筒６丁目店 大阪府 107 サンクス　墨田石原店 東京都 132 三浦屋商店 東京都

83 ミニストップ　七条高倉店 京都府 108 サンクス　保土ヶ谷店 神奈川県 133 ハートイン　JR明石駅店 兵庫県

84 ミニストップ　池上台店 愛知県 109 ポプラ　新百合が丘店 東京都 134 本郷開発　リック 広島県

85 ミニストップ　田村店 三重県 110 ポプラ　中洲二丁目店 福岡県 135 ミニストップ　泉中田東店 神奈川県

86 ファーストサービス　ミニストップ 千葉県 111 ポプラ　横川店（甫出酒店） 広島県

87 ａｍｐｍ　外苑前店 東京都 112 ポプラ　長束店（ジョイ・オー企画）　 広島県

88 ａｍｐｍ　市川南八幡5丁目店 千葉県 113 コミュニティーストア　うえまつ 大阪府

89 ａｍｐｍ　関東油脂興産　 埼玉県 114 コミュニティーストア　アサイ 愛知県

90 ａｍｐｍ　ウッディ中央店 兵庫県 115 ショップ　ふじや 愛知県

91 ａｍｐｍ　テクノパ－ク店 兵庫県 116 三好酒店 愛媛県

92 ａｍｐｍ　三田市役所前店 兵庫県 117 ヤマサン　 愛知県

93 くらしハウス　ますだ店 東京都 118 ステップ　新大阪店 大阪府

94 くらしハウス　いわもと店 京都府 119 ティーシー 沖縄県

95 くらしハウス　たなか店 京都府 120 オールウェイズ　坂本商店 神奈川県

96 くらしハウス　丸天酒店 京都府 121 ココストア　ココグルメ伏見店 京都府

97 くらしハウス　向日店 京都府 122 マエダ 京都府

98 くらしハウス　松ヶ崎店 京都府 123 桝太　マスタ商店 滋賀県

99 くらしハウス　深草店 京都府 124 ジャストスポット　中山店 千葉県

100 くらしハウス　丹波店 京都府 125 ホットスパー　習志野大久保店 千葉県

コンビニコンビニコンビニコンビニ コンビニコンビニコンビニコンビニコンビニコンビニコンビニコンビニ
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納品先名 所在地 業種 納品先名 所在地 業種 納品先名 所在地 業種

1 国土交通省　福山河川国道事務所 広島県 官公庁 26 ＪＲ　森電放出派出 大阪府 公共施設 51 ＪＨ　朝比奈ＩＣ料金所管理棟 神奈川県 公共施設

2 国土交通省　倉吉河川国道事務所 鳥取県 官公庁 27 ＪＲ　ユニバーサルシティ駅 大阪府 公共施設 52 ＪＨ　三木サービスエリア 兵庫県 公共施設

3 名古屋税関　金城出張所 愛知県 官公庁 28 ＪＲ　尼崎電車区 兵庫県 公共施設 53 和歌山市河西コミュニティセンター 和歌山県 公共施設

4 名古屋税関　中出張所 愛知県 官公庁 29 ＪＲ　塚口駅 兵庫県 公共施設 54 和歌山市河北コミュニティセンター 和歌山県 公共施設

5 名古屋検疫所 愛知県 官公庁 30 ＪＲ　伊丹駅 兵庫県 公共施設 55 和歌山市河南コミュニティセンター 和歌山県 公共施設

6 大東市役所 大阪府 官公庁 31 ＪＲ　北伊丹駅 兵庫県 公共施設 56 和歌山市東部コミュニティセンター 和歌山県 公共施設

7 広島市水道局　緑井浄水場 広島県 官公庁 32 ＪＲ　宝塚駅 兵庫県 公共施設 57 名古屋市昭和区社会福祉協議会 愛知県 公共施設

8 神戸市役所 兵庫県 官公庁 33 ＪＲ　大保尼崎管理室 兵庫県 公共施設 58 マイドーム大阪 大阪府 公共施設

9 大阪府庁本館・別館　ＥＳＣＯ事業（別館） 大阪府 官公庁 34 ＪＲ　宝塚保線区 兵庫県 公共施設 59 大阪府泉南府民センター 大阪府 公共施設

10 芸西村役場 高知県 官公庁 35 ＪＲ　奈良電車区 奈良県 公共施設 60 神奈川県立武道館 神奈川県 公共施設

11 ＪＲ　天王寺駅 大阪府 公共施設 36 ＪＲ　宇土駅 熊本県 公共施設 61 兵庫県民会館 兵庫県 公共施設

12 ＪＲ　天王寺車掌区 大阪府 公共施設 37 ＪＲ　熊本駅 熊本県 公共施設 62 加古川刑務所 兵庫県 公共施設

13 ＪＲ　弁天町駅 大阪府 公共施設 38 ＪＲ　三角駅 熊本県 公共施設 63 和歌山市立　教育研究所 和歌山県 公共施設

14 ＪＲ　京橋駅 大阪府 公共施設 39 ＪＲ　水前寺駅 熊本県 公共施設 64 五色台広域施設組合　五色台聖苑 和歌山県 公共施設

15 ＪＲ　大阪設備区 大阪府 公共施設 40 ＪＲ　玉名駅工務センター 熊本県 公共施設 65 ＪＡ　西条 愛媛県 JA

16 ＪＲ　大阪駐在 大阪府 公共施設 41 ＪＲ　交通博物館 大阪府 公共施設 66 ＪＡ　国東　西部本部 大分県 JA

17 ＪＲ　大阪電車区 大阪府 公共施設 42 ＪＲ　天王寺ターミナルビル 大阪府 公共施設 67 ＪＡ　国東　西部大田支所 大分県 JA

18 ＪＲ　大阪土木技術センター 大阪府 公共施設 43 ＪＲ　天王寺電車区 大阪府 公共施設 68 JA　富士開拓　(冷蔵倉庫） 静岡県 JA

19 ＪＲ　乗車券管理センター 大阪府 公共施設 44 ＪＲ　天保森ノ宮管理室 大阪府 公共施設 69 ＪＡ　静岡経済連　袋井パールセンター　（倉庫） 静岡県 JA

20 ＪＲ　天保天王寺管理室 大阪府 公共施設 45 大阪市営地下鉄　日本橋駅 大阪府 公共施設 70 ＪＡ　静岡経済連　パールライス　袋井工場 静岡県 JA

21 ＪＲ　日根野電車区 大阪府 公共施設 46 大阪市営地下鉄　谷町六丁目駅 大阪府 公共施設 71 西条中央病院 愛媛県 病院

22 ＪＲ　星田駅 大阪府 公共施設 47 大阪市営地下鉄　中崎町駅 大阪府 公共施設 72 中央動物病院 愛媛県 病院

23 ＪＲ　宮原運転所 大阪府 公共施設 48 社団法人　中国建設弘済会　岡山支部 岡山県 公共施設 73 医療法人　厚友会　城西病院 茨城県 病院

24 ＪＲ　宮原操車場駅 大阪府 公共施設 49 社団法人　中国建設弘済会　広島支部 広島県 公共施設 74 小田林病院 茨城県 病院

25 ＪＲ　桃谷駅 大阪府 公共施設 50 社団法人　中国建設弘済会　山口支部 山口県 公共施設 75 医療法人　もみじの手　箕面レディースクリニック 大阪府 病院
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76 医療法人　愛仁会　千船病院 大阪府 病院 101 秀島病院 東京都 病院 126 川崎市立養護学校 神奈川県 学校

77 医療法人　光愛会　光愛病院 大阪府 病院 102 南千住病院 東京都 病院 127 滋賀学園 滋賀県 学校

78 高槻赤十字病院 大阪府 病院 103 今井耳鼻咽喉科 徳島県 病院 128 静岡英和学院大学 静岡県 学校

79 日赤　高槻病院 大阪府 病院 104 高田整形外科病院 徳島県 病院 129 コヤマドライビングスクール 東京都 学校

80 矢吹産婦人科 大阪府 病院 105 森本医院 徳島県 病院 130 奈良自動車学校 奈良県 学校

81 アンジェリッククリニック浦田 大分県 病院 106 山田眼科 徳島県 病院 131 芦屋大学 兵庫県 学校

82 大分医師会立　アルメイダ病院 大分県 病院 107 小山脳神経センター 栃木県 病院 132 学校法人　雲雀丘学園 兵庫県 学校

83 桂林胃腸病院 大分県 病院 108 宏クリニック 福岡県 病院 133 和歌山県立　紀伊コスモス養護学校 和歌山県 学校

84 天心堂へつぎ病院 大分県 病院 109 安本病院 福岡県 病院 134 和歌山県立伊都高等学校 和歌山県 学校

85 医療法人社団　増田厚生会　清川遠寿病院 神奈川県 病院 110 神戸医科　歯科技術研究所 兵庫県 病院 135 和歌山市立　和歌山商業高等学校 和歌山県 学校

86 医療法人社団　久世会　竹田駅前なぐらクリニック 京都府 病院 111 兵庫県立　淡路病院 兵庫県 病院 136 北倭保育園 奈良県 保育園

87 川村産婦人科 京都府 病院 112 今井医院 広島県 病院 137 悠々の里 愛知県 福祉施設

88 宏愛会　第二リハビリテーション病院 群馬県 病院 113 加藤耳鼻咽喉科 広島県 病院 138 桜樹の森 神奈川県 福祉施設

89 上牧温泉病院 群馬県 病院 114 東北大学　医学部付属病院 宮城県 病院 139
社会福祉法人　ひがし福祉会　飛翔の里　第二生活の家

岐阜県 福祉施設

90 医療法人共生会　下司病院 高知県 病院 115 三浦病院 宮城県 病院 140 社会福祉法人　協和福祉会　ケアハウス山科 京都府 福祉施設

91 医療法人薫風会　毛山病院 高知県 病院 116 緑ヶ丘病院 宮城県 病院 141 瑞穂町総合保健福祉センター 京都府 福祉施設

92 独立行政病院　国立病院機構　高知病院 高知県 病院 117 岩城デンタルクリニック 東京都 歯科医院 142 社会福祉法人　ゆりえ会 熊本県 福祉施設

93 医療法人社団　みどり会　武里病院 埼玉県 病院 118 金澤歯科医院 東京都 歯科医院 143 伊豆福祉センター 静岡県 福祉施設

94 春日部厚生病院 埼玉県 病院 119 石井歯科医院 東京都 歯科医院 144
社会福祉法人　初倉厚生会　在宅介護支援センター　みどりの園

静岡県 福祉施設

95 戸田中央病院 埼玉県 病院 120 石上歯科 東京都 歯科医院 145 老人福祉　健祥会 徳島市 福祉施設

96 ＮＴＴ　伊豆病院 静岡県 病院 121 中部学院大学 愛知県 歯科医院 146 きずな苑 奈良県 福祉施設

97 木村ペインクリニック 千葉県 病院 122 盛岡中央高等学校 岩手県 学校 147 知的障害者更生施設　しんわ苑 山口県 福祉施設

98 医療法人財団　桜会　桜会病院 東京都 病院 123 コンピューター総合学園ＨＡＬ 大阪府 学校 148 ゼクスコミュニティ　ボンセジュールたまプラーザ 東京都 老人ホーム

99 駒崎医院 東京都 病院 124 大阪学院大学１６号館 大阪府 学校 149 ゼクスコミュニティ　ボンセジュール羽田 東京都 老人ホーム

100 半蔵門病院 東京都 病院 125 津守自動車学校 大阪府 学校 150 ゼクスコミュニティ　ボンセジュール四ツ木 東京都 老人ホーム
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151 ゼクスコミュニティ　ボンセジュール白糸台 東京都 老人ホーム 176 長岡記念財団　長岡病院 京都府 病院

152 ゼクスコミュニティ　ボンセジュール湘南台 神奈川県 老人ホーム 177 湊川病院 兵庫県 病院

153 ゼクスコミュニティ　ボンセジュール川口 埼玉県 老人ホーム 178 JA全農山口 山口県 JA

154 医療法人社団　正生会　岩倉 京都府 老人ホ－ム 179 阪神電鉄 尼崎車両区 兵庫県 公共施設

155 医療法人社団　正生会　山科 京都府 老人ホ－ム 180 南海電鉄㈱泉佐野駅 大阪府 公共施設

156 介護老人保健施設　聖陵ストリーム 大分県 老人ホーム 181 かぐや第三幼稚園 岐阜県 幼稚園

157 社会福祉法人　松稲会　アプリケア 大阪府 老人ホ－ム 182 倉敷仁風ホスピタル 岡山県 病院

158 社会福祉法人　福友会　うぐいすの里 大阪府 老人ホーム 183 世田谷区立総合運動場 東京都 その他

159 社会福祉法人　健寿会　プルミエ岡山 岡山県 老人ホーム

160 特別養護老人ホーム　愛の村 沖縄県 老人ホーム

161 パラダイス港南 神奈川県 老人ホーム

162 医療法人　一心会　介護老人保健施設一心館 埼玉県 老人ホーム

163 共済福祉会　白寿園老人ホーム 静岡県 老人ホーム

164 社会福祉法人　ゆりの木会　ゆりの木苑 千葉県 老人ホーム

165 すずうらホーム 東京都 老人ホ－ム

166 介護老人福祉施設　愛香苑 福岡県 老人ホーム

167 ハピ－タウンＫＯＢＥ 兵庫県 老人ホ－ム

168 社会福祉法人　あさなぎ 兵庫県 老人ホーム

169 社会福祉法人　家島ホーム 兵庫県 老人ホーム

170 特別養護老人ホーム　山彦ホーム 兵庫県 老人ホーム

171 鶴岡市立荘内病院 山形県 病院

172 小畠病院 広島県 病院

173 倉敷中央病院 岡山県 病院

174 箕面レディースクリニック 大阪府 病院

175 タカガワ徳島本校 徳島県 学校
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1 ＡＢＣ　盤田浅羽店 静岡県 パチンコ 26 ヴィーナス　旭店 千葉県 パチンコ 51 喜久家　岩倉店 愛知県 パチンコ

2 ＡＢＣ　磐田今ノ浦店 静岡県 パチンコ 27 ヴィーナス　海上店 千葉県 パチンコ 52 喜久家　春日井店 愛知県 パチンコ

3 ＡＢＣ　富士宮万野原店 静岡県 パチンコ 28 ヴィーナス　船橋店 千葉県 パチンコ 53 喜久家　寒川店 神奈川県 パチンコ

4 ＪＡＬＡ　ＳＴ店 島根県 パチンコ 29 ヴィーナス　富里店 千葉県 パチンコ 54 喜久家　関店 岐阜県 パチンコ

5 ＪＡＬＡ　江津店 島根県 パチンコ 30 ウチダ　スーパーライト店 広島県 パチンコ 55 喜久家　川越店 埼玉県 パチンコ

6 ＰＡＯ　泉大津店 大阪府 パチンコ 31 ウチダ　銀座店 広島県 パチンコ 56 喜久家　長森店 岐阜県 パチンコ

7 ＰＡＯ　大和小泉店 奈良県 パチンコ 32 エメラルドプレイランド　岩規店 埼玉県 パチンコ 57 喜久家　長良店 岐阜県 パチンコ

8 THE CLUB DAIEI 大阪府 パチンコ 33 エメラルドプレイランド　佐野店 埼玉県 パチンコ 58 喜久家　六条店 岐阜県 パチンコ

9 THE CLUB Utopia 大阪府 パチンコ 34 エメラルドプレイランド　春日部店 埼玉県 パチンコ 59 喜久家　稲毛店 千葉県 パチンコ

10 ZOOM　幸手店 埼玉県 パチンコ 35 エメラルドプレイランド　庄和店 埼玉県 パチンコ 60 喜久家　千葉店 千葉県 パチンコ

11 ZOOM　春日部店 埼玉県 パチンコ 36 エリート　多田店 兵庫県 パチンコ 61 喜久家　昭島店 東京都 パチンコ

12 アクセス　日田店 大分県 パチンコ 37 エリート　大和田店 大阪府 パチンコ 62 金馬車　世安店 熊本県 パチンコ

13 アクセス　大川店 大分県 パチンコ 38 エリート　池田店 大阪府 パチンコ 63 金馬車　大津店 熊本県 パチンコ

14 アクセス　ＺＥＳＴ野間店 福岡県 パチンコ 39 エリート　東住吉店 大阪府 パチンコ 64 コア21店 宮崎県 パチンコ

15 アクセス　中川店 福岡県 パチンコ 40 おもしろ広場100万ドル　あづさ店 長野県 パチンコ 65 コア505店 宮崎県 パチンコ

16 アクセス　博多店 福岡県 パチンコ 41 おもしろ広場100万ドル　あづみ野店 長野県 パチンコ 66 ゴールデンピカソ　伊邦店 長野県 パチンコ

17 アクセス　北湊店 福岡県 パチンコ 42 おもしろ広場100万ドル　いいやま店 長野県 パチンコ 67 ゴールデンピカソ　塩尻店 長野県 パチンコ

18 アクセス　野間店 福岡県 パチンコ 43 おもしろ広場100万ドル　おおまち店 長野県 パチンコ 68 ゴールデンピカソ　岡谷店 長野県 パチンコ

19 いこい　焼津店 静岡県 パチンコ 44 おもしろ広場100万ドル　グッドラック渚店 長野県 パチンコ 69 讃岐屋銀次郎　志度店 香川県 パチンコ

20 いこい　静岡曲金店 静岡県 パチンコ 45 おもしろ広場100万ドル　ささが店 長野県 パチンコ 70 讃岐屋銀次郎　浜街道店 香川県 パチンコ

21 いこい　大洲店 静岡県 パチンコ 46 おもしろ広場100万ドル　しおじり店 長野県 パチンコ 71 サントロペ 東京都 パチンコ

22 いこい　本店 静岡県 パチンコ 47 おもしろ広場100万ドル　松川店 長野県 パチンコ 72 サントロペ　松戸店 千葉県 パチンコ

23 いこい　本部事務所 静岡県 パチンコ 48 おもしろ広場100万ドル　深志店 長野県 パチンコ 73 サンパワー　スペース遊　ＰａｒｔⅡ 千葉県 パチンコ

24 いこい　藪田店 静岡県 パチンコ 49 おもしろ広場100万ドル　千曲店 長野県 パチンコ 74 サンパワー　パーラーひまわり　荒川店 東京都 パチンコ

25 ヴィーナス　水元店 東京都 パチンコ 50 おもしろ広場100万ドル　豊科インター店 長野県 パチンコ 75 サンパワー　パーラーひまわり　町田店 東京都 パチンコ
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76 サンパワー　パーラーひまわり　新城店 神奈川県 パチンコ 101 タイホー　高丘店 静岡県 パチンコ 126 ニューパティオ　寝屋川店 大阪府 パチンコ

77 サンパワー　パーラーひまわり　川口店 埼玉県 パチンコ 102 タイホー　高尾店 静岡県 パチンコ 127 パーラーアネシス　茨木店 大阪府 パチンコ

78 ジュピター　銚子店 千葉県 パチンコ 103 タイホー　小笠店 静岡県 パチンコ 128 パーラーアネシス　門真店 大阪府 パチンコ

79 ジュピター　富里店 千葉県 パチンコ 104 タイホー　相良店 静岡県 パチンコ 129 パーラーパティオ　豊中店 大阪府 パチンコ

80 シルクハット　笠懸店 群馬県 パチンコ 105 タイホー　袋井店 静岡県 パチンコ 130 パーラーパティオⅡ 大阪府 パチンコ

81 シルクハット　桐生店 群馬県 パチンコ 106 タイホー　島田店 静岡県 パチンコ 131 パーラームサシ 東京都 パチンコ

82 シルクハット　前橋店 群馬県 パチンコ 107 タイホー　藤枝店 静岡県 パチンコ 132 パーラームサシⅡ 埼玉県 パチンコ

83 シルクハット　大間々店 群馬県 パチンコ 108 タイホー　磐田店 静岡県 パチンコ 133 パール　大袋店 埼玉県 パチンコ

84 シルクハット　佐野店 栃木県 パチンコ 109 タイホー　浜松西店 静岡県 パチンコ 134 パールパートⅡ 埼玉県 パチンコ

85 シンワ　高城店 宮城県 パチンコ 110 タイホー　浜松店 静岡県 パチンコ 135 パチンコ玉五郎　北見店 北海道 パチンコ

86 シンワ　志比田店 宮崎県 パチンコ 111 タイホー　浜北永島店 静岡県 パチンコ 136 パチンコ玉五郎　湧別店 北海道 パチンコ

87 スターズゲット 岡山県 パチンコ 112 タイホー　浜北店 静岡県 パチンコ 137 パチンコ玉三郎　三条南店 新潟県 パチンコ

88 スターズサウス 岡山県 パチンコ 113 タイホー　富士店 静岡県 パチンコ 138 パチンコ玉三郎　上越店 新潟県 パチンコ

89 スロットパール　川口店 埼玉県 パチンコ 114 タイヨー　千日前店 大阪府 パチンコ 139 パチンコ玉三郎　上越南店 新潟県 パチンコ

90 スロットパール　大袋店 埼玉県 パチンコ 115 タイヨー　放出店 大阪府 パチンコ 140 パチンコ玉三郎　新井店 新潟県 パチンコ

91 大将軍パート３ 長野県 パチンコ 116 タイヨー会館 大阪府 パチンコ 141 パチンコ玉三郎　柏崎店 新潟県 パチンコ

92 大将軍パート４ 長野県 パチンコ 117 ドリームドリーム 京都府 パチンコ 142 パチンコ玉三郎　朝霞店 埼玉県 パチンコ

93 大将軍パート５ 長野県 パチンコ 118 ドリームベガス 京都府 パチンコ 143 パルク　ニューはまの店 千葉県 パチンコ

94 大将軍本陣 長野県 パチンコ 119 西日本観光　ドーム店 香川県 パチンコ 144 パルク　茂原店 千葉県 パチンコ

95 タイホー　ＢＩＧ１ 静岡県 パチンコ 120 西日本観光　ホームラン坂出店 香川県 パチンコ 145 パルク　神田店 東京都 パチンコ

96 タイホー　掛川大池店 静岡県 パチンコ 121 ニチエイ　コア野溝店 長野県 パチンコ 146 パルク　大井町店 東京都 パチンコ

97 タイホー　掛川店 静岡県 パチンコ 122 ニチエイ　駅前店 長野県 パチンコ 147 風月荘　ＨＯＰＥ 大阪府 パチンコ

98 タイホー　吉田店 静岡県 パチンコ 123 ニチエイ　岡田店 長野県 パチンコ 148 風月荘　ミッチー 大阪府 パチンコ

99 タイホー　金谷店 静岡県 パチンコ 124 ニチエイ　松川店 長野県 パチンコ 149 風月荘　西陣 大阪府 パチンコ

100 タイホー　五和店 静岡県 パチンコ 125 ニューパティオ　茨木店 大阪府 パチンコ 150 富士開発　ニュータウン店 岡山県 パチンコ

パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場 パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場
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納品先名 所在地 業種 納品先名 所在地 業種 納品先名 所在地 業種

151 富士開発　井原銀座店 岡山県 パチンコ 176 モコ　板宿店 兵庫県 パチンコ 201 布施観光商事 大阪府 パチンコ

152 マルハン　元塩店 愛知県 パチンコ 177 モコ　有馬口店 兵庫県 パチンコ 202 マジックマッシュルーム 大阪府 パチンコ

153 マルハン　茨島店 秋田県 パチンコ 178 モコ　鈴蘭台店 兵庫県 パチンコ 203 ミラージュ 大阪府 パチンコ

154 マルハン　追分店 秋田県 パチンコ 179 ライオンズ　岸和田店 大阪府 パチンコ 204 モナコ会館 大阪府 パチンコ

155 マルハン　臨海店 秋田県 パチンコ 180 ライオンズ　阪南店 大阪府 パチンコ 205 ツモクボウリング 岡山県 パチンコ

156 マルハン　北加賀屋店 大阪府 パチンコ 181 ライオンズ　忠岡店 大阪府 パチンコ 206 ホームラン 岡山県 パチンコ

157 マルハン　ツインパーク　貝塚店 大阪府 パチンコ 182 善都　吉原店 愛知県 パチンコ 207 パーラースパーク 神奈川県 パチンコ

158 マルハン　茨木店 大阪府 パチンコ 183 ビクトリー大洲店 愛媛県 パチンコ 208 ハイパーパチンコＧ７ 神奈川県 パチンコ

159 マルハン　羽曳野店 大阪府 パチンコ 184 振興ＤＯパチンコ 岩手県 パチンコ 209 プレステージ一兆　舟倉店 神奈川県 パチンコ

160 マルハン　貝塚堤店 大阪府 パチンコ 185 宇佐サミット　 大分県 パチンコ 210 ホープ 神奈川県 パチンコ

161 マルハン　摂津店 大阪府 パチンコ 186 ＮＥＸ 大阪府 パチンコ 211 エンポリアム 京都府 パチンコ

162 マルハン　新宿店 東京都 パチンコ 187 アムパチーノ 大阪府 パチンコ 212 ニュー丸の内　笠懸店 群馬県 パチンコ

163 マルハン　プレンティー店 兵庫県 パチンコ 188 京橋会館 大阪府 パチンコ 213 ＡＲＫ　玉村店 郡馬県 パチンコ

164 マルハン　神戸西店 兵庫県 パチンコ 189 国際通商 大阪府 パチンコ 214 パーラ南部 群馬県 パチンコ

165 マルハン　赤松台店 兵庫県 パチンコ 190 ゴルフ３ 大阪府 パチンコ 215 パチンコサ－ド 群馬県 パチンコ

166 マルハン　美しが丘店 北海道 パチンコ 191 ザ・パチーノ 大阪府 パチンコ 216 フェニックス　川内店 群馬県 パチンコ

167 モコ　トマト 兵庫県 パチンコ 192 ジャンボ東三国 大阪府 パチンコ 217 ペックコーポレーション　ＡＲＫ箕郷 群馬県 パチンコ

168 モコ　ワールド　次屋店 兵庫県 パチンコ 193 スーパーゴルフ 大阪府 パチンコ 218 丸三飲料 群馬県 パチンコ

169 モコ　園田店 兵庫県 パチンコ 194 東亜観光　上新庄一番店 大阪府 パチンコ 219 源　パーラーイーグル 群馬県 パチンコ

170 モコ　加古川店 兵庫県 パチンコ 195 ニューコトブキ 大阪府 パチンコ 220 パーラーサンコー 佐賀県 パチンコ

171 モコ　次屋店 兵庫県 パチンコ 196 ニューメトロ　石切店 大阪府 パチンコ 221 パーラーラッキー　下田店 佐賀県 パチンコ

172 モコ　田尾寺店 兵庫県 パチンコ 197 ニュー新世紀 大阪府 パチンコ 222 キハラ企画 埼玉県 パチンコ

173 モコ　東山店 兵庫県 パチンコ 198 パーラーコスモ　豊中店 大阪府 パチンコ 223 ザ・ベスト(ムサシⅡ） 埼玉県 パチンコ

174 モコ　尼崎1店 兵庫県 パチンコ 199 パチンコＵＦＯ 大阪府 パチンコ 224 ニューダイエイ 埼玉県 パチンコ

175 モコ　尼崎2店 兵庫県 パチンコ 200 パチンコキトラ 大阪府 パチンコ 225 福太郎　本店 埼玉県 パチンコ

パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場 パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場
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納品先名 所在地 業種 納品先名 所在地 業種 納品先名 所在地 業種

226 蕨ＴＯＰＳ 埼玉県 パチンコ 251 パーラーセブン　尾道店 広島県 パチンコ 276 パールレーン　武里店 埼玉県 ボーリング場

227 エースワン21　江津店 島根県 パチンコ 252 Ａパーク薬院 福岡県 パチンコ 277 ビリヤード　アルピノ 京都府 ビリヤード場

228 丸三 島根県 パチンコ 253 一銀商事 福岡県 パチンコ 278 ＭＥＤＩＡ　ＰＡＣＫ 東京都 遊技場

229 グランド　鎌ヶ谷店 千葉県 パチンコ 254 スロットクラブ380 福岡県 パチンコ 279 アミューズメントパーク　サムワン 宮城県 遊技場

230 新柏　日の丸 千葉県 パチンコ 255 高田屋大五郎　美幌店 北海道 パチンコ 280 扇屋商事　パラディソ 宮城県 遊技場

231 パーラー薬円台 千葉県 パチンコ 256 21世紀浜店 宮崎県 パチンコ 281 タイヨウ／SUN 大阪府 遊技場

232 マリオン 浦安店 千葉県 パチンコ 257 プレスタＧ７ 宮城県 パチンコ 282 ワイワイゲームシティ 東京都 遊技場

233 おうみ 東京都 パチンコ 258 二和産業 和歌山県 パチンコ 283 勝央グランド 岡山県 パチンコ

234 キングスエンタープライズ 東京都 パチンコ 259 カサビーノ 埼玉県 カラオケ 284 ニューシルク 群馬県 パチンコ

235 戸越銀座会館 東京都 パチンコ 260 ナムコランド　多賀城店 宮城県 ゲームセンター 285 ゴールドラッシュ 兵庫県 パチンコ

236 ジーナス 東京都 パチンコ 261 ナムコランド　名取店 宮城県 ゲームセンター 286 ランドマーク　広畑店 兵庫県 パチンコ

237 トーヨー会館 東京都 パチンコ 262 ナムコランド　小倉店 福岡県 ゲームセンター 287 5カラット　小野店 兵庫県 パチンコ

238 成増会館Ⅰ 東京都 パチンコ 263 ナムコＰＬＡＢＯ　枚方店 大阪府 ゲームセンター 288 2号線姫路 兵庫県 パチンコ

239 パーラーロイヤル 東京都 パチンコ 264 ナムコＰＬＡＢＯ　仙台泉店 宮城県 ゲームセンター 289 イチバン・コーポレーション　イチバン久御山淀店 京都府 パチンコ

240 パチンコバリバリ 東京都 パチンコ 265 ナムコＰＬＡＢＯ　酒田店 山形県 ゲームセンター 290 ケイ・キャット　京都南店 京都府 ゲームセンター

241 マタハリー　PIA雑食店 東京都 パチンコ 266 ナムコＰＬＡＢＯ　前原店 福岡県 ゲームセンター 291 ＪＪクラブ　尼崎店 兵庫県 遊技場

242 ラビオス　大泉学園店 東京都 パチンコ 267 ナムコＰＬＡＢＯ　いわき店 福島県 ゲームセンター 292 パチンコ　パーラー花花 兵庫県 パチンコ

243 パチンコ団地　２号店 栃木県 パチンコ 268 ケイ・キャット　紀ノ川店 和歌山県 ゲームセンター 293 パチンコ　加西ニュースイス 兵庫県 パチンコ

244 パチンコ徳川　赤見店 栃木県 パチンコ 269 ケイ・キャット　京八幡店 京都府 ゲームセンター 294 ウィング四日市中央店 三重県 パチンコ

245 パチンコマルユー 栃木県 パチンコ 270 オアシスプレイランド 群馬県 ゲームセンター 295 ウィング垂井店 岐阜県 パチンコ

246 ギャロ 兵庫県 パチンコ 271 万年屋　ビリヤードパル 東京都 ゲームセンター 296 ベストワン　BM守山店 滋賀県 パチンコ

247 パチンコニューウェーブ 兵庫県 パチンコ 272 タイトー 東京都 ゲームセンター 297 ベストワン　BM石部店 滋賀県 パチンコ

248 フェリス・リュオ　市川店 兵庫県 パチンコ 273 スーパーボウル　三田 兵庫県 ボーリング場 298 ベストワン　BM八日市店 滋賀県 パチンコ

249 フェルサリオ　網干店 兵庫県 パチンコ 274 スーパーボウル　名張 三重県 ボーリング場 299 ベストワン　ニューメトロ守山店 滋賀県 パチンコ

250 パーラージョワ 広島県 パチンコ 275 スーパーボウル　大宮店 埼玉県 ボーリング場 300 ベストワン　マンボウ八日市店 滋賀県 パチンコ

パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場 パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場
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納品先名 所在地 業種 納品先名 所在地 業種 納品先名 所在地 業種

301 ベストワン　甲西ミリオン８号店 滋賀県 パチンコ

302 ベストワン　竜王ミリオン21号店 滋賀県 パチンコ

303 タイガー小野店 兵庫県 パチンコ

304 タイガー高砂店 兵庫県 パチンコ

パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場 パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場パチンコ・遊技場・ボーリング場
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納品先名 所在地 業種 納品先名 所在地 業種 納品先名 所在地 業種

1 玉泉洞王国村 沖縄県 娯楽施設 26 ニスポスイムクラブ　西大津店 滋賀県 スポーツクラブ

2 Ｋ＆Ｋスポーツセンター 広島県 娯楽施設 27 セントラルフィットネスクラブ府中 東京都 スポーツクラブ

3 タカガワあいらんど　東徳島ゴルフ倶楽部 徳島県 ゴルフ場 28 宮城厚生年金スポーツセンター 宮城県 スポーツクラブ

4 タカガワエージェンシー　新伊予ゴルフ倶楽部 愛媛県 ゴルフ場 29 アゼロン神の楢（鹿島店） 茨城県 健康ランド

5 チャーミングリゾート　関越ハイランドゴルフクラブ 群馬県 ゴルフ場 30 八尾アスレチックセンター 大阪府 健康ランド

6 チャーミングリゾート　藤岡ゴルフ倶楽部 群馬県 ゴルフ場 31 やしま　第一健康ランド 香川県 健康ランド

7 白沢高原開発　初穂カントリークラブ 群馬県 ゴルフ場 32 ラドン＆サウナ東京 東京都 健康ランド

8 奈良ロイヤルクラブ 奈良県 ゴルフ場 33 湯あそびひろばスパ昭島 東京都 健康ランド

9 半田ゴルフリンクス 愛知県 ゴルフ場 34 金剛の湯 奈良県 健康ランド

10 甲賀カントリー倶楽部 滋賀県 ゴルフ場 35 ローズビレッジ 広島県 健康ランド

11 バイロンネルソンカントリークラブ 福島県 ゴルフ場 36 ユニチカスイミングスクール長尾 京都府 スポーツクラブ

12 滝谷イトマンスイミングスクール 大阪府 スポーツクラブ 37 ユニチカフィットネスクラブ城陽 京都府 スポーツクラブ

13 近江八幡イトマンスイミングスクール 滋賀県 スポーツクラブ 38 サンタウンスイミングスクールユニチカ 京都府 スポーツクラブ

14 草津イトマンフィットネスクラブ 滋賀県 スポーツクラブ 39 チャーミングリゾート　都ゴルフ倶楽部 山梨県 ゴルフ場

15 甲西イトマンスイミングスクール 滋賀県 スポーツクラブ

16 彦根イトマンスイミングスクール 滋賀県 スポーツクラブ

17 守山イトマンスイミングスクール 滋賀県 スポーツクラブ

18 新世紀トータルライフ 茨城県 スポーツクラブ

19 ウエイビー喜連 大阪府 スポーツクラブ

20 スポーツスクエアースターザップ 大阪府 スポーツクラブ

21 スポーツパレス　ジスタス 沖縄県 スポーツクラブ

22 ロイヤルスポーツクラブ 京都府 スポーツクラブ

23 アビリティー 滋賀県 スポーツクラブ

24 オーパスフィットネスクラブ水口 滋賀県 スポーツクラブ

25 トータルスポーツ 滋賀県 スポーツクラブ

娯楽施設・ｺﾞﾙﾌ場・ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ・健康ﾗﾝﾄﾞ娯楽施設・ｺﾞﾙﾌ場・ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ・健康ﾗﾝﾄﾞ娯楽施設・ｺﾞﾙﾌ場・ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ・健康ﾗﾝﾄﾞ娯楽施設・ｺﾞﾙﾌ場・ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ・健康ﾗﾝﾄﾞ 娯楽施設・ｺﾞﾙﾌ場・ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ・健康ﾗﾝﾄﾞ娯楽施設・ｺﾞﾙﾌ場・ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ・健康ﾗﾝﾄﾞ娯楽施設・ｺﾞﾙﾌ場・ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ・健康ﾗﾝﾄﾞ娯楽施設・ｺﾞﾙﾌ場・ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ・健康ﾗﾝﾄﾞ
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納品先名 所在地 納品先名 所在地 納品先名 所在地

1 上組　豊橋支店 愛知県 26 花王　沼南センター 千葉県 51 田中倉庫運輸 広島県

2 上組　名古屋支店　多目的定温倉庫 愛知県 27 花王　仙台センター 宮城県 52 エイシン 福岡県

3 上組　豊橋支店　豊橋定温倉庫 愛知県 28 生川倉庫　本社 三重県 53 日本通運　福岡航空支店　定温倉庫 福岡県

4 上組　福岡支店　香椎物流センター 福岡県 29 生川倉庫　大谷営業所 三重県 54 ヤマリ　定温倉庫 三重県

5 上組　姫路支店 兵庫県 30 ジャレード　ＳＣＰセンター 静岡県 55 四日市食糧共同組合　定温倉庫 三重県

6 新生倉庫運輸　岡山支店 岡山県 31 ジャレード　第２センター 静岡県 56 長谷川冷機 和歌山県

7 新生倉庫運輸　流通センター 岡山県 32 昭和 愛知県 57 カワタキコーポレーション 京都府

8 新生倉庫運輸　広島西部支店 広島県 33 大阪協同物流センター 大阪府 58 ジャレード 静岡県

9 新生倉庫運輸　広島東部支店 広島県 34 おおさかベジタブルセンター 大阪府 59 西濃運輸　堺支店 大阪府

10 新生倉庫運輸　本社 広島県 35 スーパーレックス　枚方事業所 大阪府 60 西濃運輸　大阪西支店 大阪府

11 三井倉庫　名古屋統括４倉庫 愛知県 36 センコー商事 大阪府 61 西濃運輸　河内支店 大阪府

12 三井倉庫　名古屋統括1倉庫 三重県 37 住友倉庫 大阪府 62 西濃運輸　滋賀支店 滋賀県

13 日本トランスシティー　南営業所 三重県 38 大日商運 大阪府 63 西濃運輸　京都南支店 京都府

14 日本トランスシティー　埠頭倉庫 三重県 39 浪速運送　東大阪第５センター物流倉庫 大阪府 64 西濃運輸　市川支店 千葉県

15 日本トランスシティー　名古屋支店 三重県 40 ヤング　摂津物流センター 大阪府 65 西濃運輸　長野支店 長野県

16 日本トランスシティー　塩浜倉庫 三重県 41 五健堂　東倉庫 京都府 66 西濃運輸　さいたま支店 埼玉県

17 日本トランスシティー　朝明倉庫 三重県 42 丹後農産物流センター 京都府 67 西濃運輸　姫路支店 兵庫県

18 日本トランスシティー　福岡営業所 福岡県 43 同和産業株式会社 高知県 68 西濃運輸　小牧物流センター 愛知県

19 西濃運輸　岐阜物流センター 岐阜県 44 富士急スペースプランニング 静岡県 69 西濃運輸　新潟支店 新潟県

20 西濃運輸　名古屋東支店 愛知県 45 平和倉庫　焼津物流センター 静岡県 70 北部市場運送　本社 大阪府

21 鈴江コーポレーション　大黒定温倉庫 神奈川県 46 ソニーテクノクリエイト 東京都 71 北部市場運送　第二低温倉庫 大阪府

22 鈴江コーポレーション　大黒埠頭倉庫 神奈川県 47 東京システム運輸 東京都 72 北部市場運送　イトーヨーカドー棟 大阪府

23 鈴江コーポレーション　お台場流通センター 東京都 48 日本製紙物流 東京都

24 花王　堺センター 大阪府 49 渡辺商事 栃木県

25 花王　金沢センター 石川県 50 藤原産業 兵庫県

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫 倉庫倉庫倉庫倉庫
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納品先名 所在地 業種 納品先名 所在地 業種 納品先名 所在地 業種

1 ビバリーヒルズの白い家　郡山店 奈良県 宿泊施設 26 石倉 東京都 宿泊施設

2 ビバリーヒルズの白い家　奈良店 奈良県 宿泊施設 27 久米川ビジネスイン純和 東京都 宿泊施設

3 プロバンスの街に　堺店 大阪府 宿泊施設 28 慶和　ホテルラフェスタ横田 東京都 宿泊施設

4 プロバンスの街に　都島店 大阪府 宿泊施設 29 虎の門パストラル 東京都 宿泊施設

5 プロバンスの街に　難波店 大阪府 宿泊施設 30 ドーミー・イン浅草 東京都 宿泊施設

6 錦水館　別館 広島県 宿泊施設 31 山岸 東京都 宿泊施設

7 錦水館　本館 広島県 宿泊施設 32 チャーミングリゾート　那須グリーンホテル 栃木県 宿泊施設

8 フォーシーズン 大分県 宿泊施設 33 真岡井頭温泉 栃木県 宿泊施設

9 サント・マリー　平野店 大阪府 宿泊施設 34 栂池高原ホテル 長野県 宿泊施設

10 創愛　陽気なこびと 大阪府 宿泊施設 35 ホテルいづみ 新潟県 宿泊施設

11 ホテルルヴアール 大阪府 宿泊施設 36 志んぐ荘 兵庫県 宿泊施設

12 マドリードの街に　平野店 大阪府 宿泊施設 37 国民宿舎　仙酔島 広島県 宿泊施設

13 ローズリップス　心斎橋店 大阪府 宿泊施設 38 竹原ステーションビル 広島県 宿泊施設

14 ホテルサン沖縄 沖縄県 宿泊施設 39 福山オリエンタルホテル 広島県 宿泊施設

15 ブリーズベイホテル 神奈川県 宿泊施設 40 ホテルパテオ 広島県 宿泊施設

16 横浜グリーンサラウンドシティ 神奈川県 宿泊施設 41 まつの 広島県 宿泊施設

17 都観光　ホテルジォーヌボンボン 岐阜県 宿泊施設 42 日本閣　南柏店 東京都 結婚式場

18 叡麓館 京都府 宿泊施設 43 つま恋 静岡県 宿泊施設

19 清和荘 京都府 宿泊施設 44 京都堀川イン 京都府 宿泊施設

20 ホテル竜宮 熊本県 宿泊施設 45 京都第一ホテル 京都府 宿泊施設

21 ボストンプラザ草津 滋賀県 宿泊施設 46 十二坊温泉 滋賀県 宿泊施設

22 八日市ロイヤルホテル 滋賀県 宿泊施設 47 マリントピアリゾート 京都府 宿泊施設

23 株式会社つま恋 静岡県 宿泊施設 48 セレス高田馬場 東京都 結婚式場

24 上代 島根県 宿泊施設 49 サンエース　パルティ会館 大阪府 葬儀会館

25 浅草しろバラホテル 東京都 宿泊施設

宿泊施設・結婚式場宿泊施設・結婚式場宿泊施設・結婚式場宿泊施設・結婚式場宿泊施設・結婚式場宿泊施設・結婚式場宿泊施設・結婚式場宿泊施設・結婚式場
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1 ロイヤルホスト　狛江店 東京都 26 和民　大森山王店 東京都 51 和民　高幡不動店 東京都

2 ロイヤルホスト　桜丘店 東京都 27 和民　御茶ノ水店 東京都 52 和民　田町店 東京都

3 ロイヤルホスト　西新井大師店 東京都 28 和民　御徒町店 東京都 53 和民　ときわ台店 東京都

4 ロイヤルホスト　大森北店 東京都 29 和民　葛西店 東京都 54 和民　戸越銀座店 東京都

5 ロイヤルホスト　尾山台店 東京都 30 和民　上板橋店 東京都 55 和民　中野2号店 東京都

6 ロイヤルホスト　幸町店 千葉県 31 和民　川崎井門ビル店 東京都 56 和民　中延駅前店 東京都

7 ロイヤルホスト　船橋北店 千葉県 32 和民　神田北口店 東京都 57 和民　中目黒店 東京都

8 ロイヤルホスト　鎌倉山店 神奈川県 33 和民　菊川店 東京都 58 和民　西日暮里店 東京都

9 ロイヤルホスト　上大岡店 神奈川県 34 和民　北久里浜店 東京都 59 和民　西日暮里増床店 東京都

10 ロイヤルホスト　反町店 神奈川県 35 和民　北千住店 東京都 60 和民　幡ヶ谷店 東京都

11 ロイヤルホスト　新座店 埼玉県 36 和民　吉祥寺店 東京都 61 和民　東久留米店 東京都

12 ロイヤルホスト　川越店 埼玉県 37 和民　久米川店 東京都 62 和民　ひばりが丘店 東京都

13 ロイヤルホスト　東松山店 埼玉県 38 和民　高円寺南口店 東京都 63 和民　広尾店 東京都

14 和民　池袋東口店 東京都 39 和民　小伝馬店 東京都 64 和民　船橋店 東京都

15 和民　新所沢西口駅前店 東京都 40 和民　桜台店 東京都 65 和民　町屋店 東京都

16 和民　中山駅前店 東京都 41 和民　渋谷千歳会館店 東京都 66 和民　瑞江駅前店 東京都

17 和民　宮崎台駅前店 東京都 42 和民　志村坂上店 東京都 67 和民　両国店 東京都

18 和民　ＪＲ亀戸駅前店 東京都 43 和民　下赤塚町店 東京都 68 和民　六本木店 東京都

19 和民　青物横丁店 東京都 44 和民　十条店 東京都 69 和民　池袋東口店 東京都

20 和民　浅草雷門店 東京都 45 和民　新大久保店 東京都 70 和民　新所沢西口駅前店 東京都

21 和民　飯田橋東口店 東京都 46 和民　新中野店 東京都 71 和民　中山駅前店 東京都

22 和民　池袋東口フジビル店 東京都 47 和民　水道局店 東京都 72 和民　宮崎台駅前店 東京都

23 和民　石神井公園店 東京都 48 和民　数奇屋橋店 東京都 73 和民　三鷹店 東京都

24 和民　板橋駅前店 東京都 49 和民　仙川店 東京都 74 和民　三田店 東京都

25 和民　王子店 東京都 50 和民　高田馬場店 東京都 75 和民　四谷店 東京都

飲食業飲食業飲食業飲食業 飲食業飲食業飲食業飲食業 飲食業飲食業飲食業飲食業
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76 和民　新宿サンパーク店 東京都 101 和民　西川口東口店 埼玉県 126 和民　東岡崎店 愛知県

77 和民　新宿御苑店 東京都 102 和民　東松山店 埼玉県 127 和民　江坂店 大阪府

78 和民　神保町店 東京都 103 和民　みずほ台店 埼玉県 128 和民　大阪日本橋店 大阪府

79 和民　水道橋西口店 東京都 104 和民　志木南口店 埼玉県 129 和民　お初天神店 大阪府

80 和民　西大島店 東京都 105 和民　草加店 埼玉県 130 和民　京橋店 大阪府

81 和民　鶴川店 東京都 106 和民市場　大宮店 埼玉県 131 和民　香里園店 大阪府

82 和民　八重洲店 東京都 107 和民　相武台店 神奈川県 132 和民　心斎橋店 大阪府

83 和民　練馬店 東京都 108 和民　二俣川店 神奈川県 133 和民　千日前店 大阪府

84 和民　錦糸町店 東京都 109 和民　久里浜店 神奈川県 134 和民　高槻店 大阪府

85 和民　五反田西口店 東京都 110 和民　横浜西口店 神奈川県 135 和民　谷町店 大阪府

86 和民　中野店 東京都 111 和民　大船店 神奈川県 136 和民　なんばオリエンタルホテル店 大阪府

87 和民市場　高田馬場店 東京都 112 和民　水戸店 茨城県 137 和民　肥後橋店 大阪府

88 和民市場　上野浅草口店 東京都 113 和民　東武宇都宮駅前店 栃木県 138 和民　守口店 大阪府

89 和民市場　立川南口店 東京都 114 和民　宇都宮駅東店 栃木県 139 和民　八尾店 大阪府

90 和民　新八柱店 千葉県 115 和民　沼津店 静岡県 140 和民　吉本ビル店 大阪府

91 和民　千葉３号店 千葉県 116 和民　静岡御幸町店 静岡県 141 和民　堺筋本町駅前店 大阪府

92 和民　成田店 千葉県 117 和民　静岡青葉通り店 静岡県 142 和民　上本町店 大阪府

93 和民　西船橋店 千葉県 118 和民　静岡南口店 静岡県 143 和民　南船場心斎橋筋店 大阪府

94 和民　本八幡店 千葉県 119 和民　富士駅前店 静岡県 144 和民　布施店 大阪府

95 和民　我孫子店 千葉県 120 和民　浜松有楽街店 静岡県 145 和民　北新地御堂筋店 大阪府

96 和民　北習志野店 千葉県 121 和民　新岐阜駅前店 岐阜県 146 和民　北新地店 大阪府

97 和民　上尾店 埼玉県 122 和民　錦３丁目店 愛知県 147 和民　本町店 大阪府

98 和民　久喜店 埼玉県 123 和民　金山北口店 愛知県 148 和民　大阪住道店 大阪府

99 和民　小手指店 埼玉県 124 和民　名駅４丁目店 愛知県 149 和民　東三国駅前店 大阪府

100 和民　さいたま新都心店 埼玉県 125 和民　名古屋原ビル店 愛知県 150 和民　庄内店 大阪府
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151 和民　大阪淡路店 大阪府 176 坐・和民　下北沢店 東京都 201 坐・和民　梅田阪急東通店 大阪府

152 和民　大阪日本橋店 大阪府 177 坐・和民　金町北口駅前店 東京都 202 坐・和民　京阪京橋店 大阪府

153 和民　天満橋店 大阪府 178 坐・和民　銀座店 東京都 203 坐・和民　サンキタ通り店 兵庫県

154 和民　都島店 大阪府 179 坐・和民　渋谷神南店 東京都 204 坐・和民　阪急岡本駅前店 兵庫県

155 和民　豊中店 大阪府 180 坐・和民　上野駅前店 東京都 205 坐・和民　京都五条店 京都府

156 和民　三条河原町店 京都府 181 坐・和民　上野店 東京都 206 坐・和民　広島店 広島県

157 和民　河原町店 京都府 182 坐・和民　新宿西口店 東京都 207 坐・和民　久留米店 福岡県

158 和民　木屋町店 京都府 183 坐・和民　新宿靖国通店 東京都 208 坐・和民　小倉巴ビル店 福岡県

159 和民　ＪＲ奈良店 奈良県 184 坐・和民　神田南口駅前店 東京都 209 坐・和民　西鉄二日市東口店 福岡県

160 和民　川西能勢口店 兵庫県 185 坐・和民　竹ノ塚東口駅前店 東京都 210 坐・和民　博多西新店 福岡県

161 和民　三宮店 兵庫県 186 坐・和民　日暮里駅前店 東京都 211 坐・和民　呉店 広島県

162 和民　ＪＲ神戸北口駅前店 兵庫県 187 坐・和民　門前仲町店 東京都 212 坐・和民　福山会館店 広島県

163 和民　三宮フラワー通店 兵庫県 188 坐・和民　和歌山店 和歌山県 213 わたみん家　八王子店 東京都

164 和民　塚口南口店 兵庫県 189 坐・和民　大宮店 埼玉県 214 わたみん家　西台店 東京都

165 和民　立花店 兵庫県 190 坐・和民　蕨東口駅前店 埼玉県 215 わたみん家　船堀店 東京都

166 和民　阪神尼崎店 兵庫県 191 坐・和民　横須賀中央店 神奈川県 216 わたみん家　五反田店 東京都

167 和民　姫路駅前店 兵庫県 192 坐・和民　横浜西口店 神奈川県 217 わたみん家　高田馬場店 東京都

168 和民　広島天満屋前店 広島県 193 坐・和民　湘南台店 神奈川県 218 わたみん家　上野浅草店 東京都

169 和民　奈良王子店 奈良県 194 坐・和民　青葉台店 神奈川県 219 わたみん家　新宿小滝橋通り店 東京都

170 和民　小倉魚町店 福岡県 195 坐・和民　名古屋広小路プレス店 愛知県 220 わたみん家　横須賀中央店 神奈川県

171 和民　天神明治通り店 福岡県 196 坐・和民　名古屋伏見店 愛知県 221 わたみん家　横浜日の出町店 神奈川県

172 和民　博多駅前店 福岡県 197 坐・和民　柏店 千葉県 222 わたみん家　西川口店 埼玉県

173 坐・和民　吉祥寺店 東京都 198 坐・和民　阪急茨木店 大阪府 223 わたみん家　津田沼北口店 千葉県

174 坐・和民　立川南口店 東京都 199 坐・和民　十三店 大阪府 224 わたみん家　道頓堀店 大阪府

175 坐・和民　渋谷喜山ビル店 東京都 200 坐・和民　西中島南方駅前店 大阪府 225 ゴハン　赤坂見附店 東京都
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226 ゴハン　秋葉原店 東京都 251 ぎゅあん　四条畷店 大阪府 276 有頂天　川中島店 長野県

227 ゴハン　亀戸店 東京都 252 ぎゅあん　長田店 大阪府 277 ちゃんと　原宿店 東京都

228 ゴハン　神田東口店 東京都 253 ぎゅあん　高石店 大阪府 278 ちゃんと　江坂店 大阪府

229 ゴハン　吉祥寺店 東京都 254 ぎゅあん　八尾店 大阪府 279 ちゃんと　阪急東通店 大阪府

230 ゴハン　神保町店 東京都 255 ぎゅあん　塚口店 兵庫県 280 ちゃんと熱烈食堂　阿倍野店 大阪府

231 ゴハン　立川店 東京都 256 ぎゅあん　夙川店 兵庫県 281 橙家　心斎橋店 大阪府

232 ゴハン　萩窪店 東京都 257 ぎゅあん　加古川店 兵庫県 282 橙家　阪急東通店 大阪府

233 ゴハン　東池袋店 東京都 258 ぎゅあん　川西店 兵庫県 283 ＫＥＮ’Ｓ　ＤＩＮＩＮＧ　新宿店 東京都

234 ゴハン　目黒店 東京都 259 いちばん　新発田店 新潟県 284 ＫＥＮ’Ｓ　ＤＥＬＩ　ＣＡＦＥ 東京都

235 ゴハン　八重洲店 東京都 260 いちばん　取手店 茨城県 285 コメダ珈琲　浦里店 愛知県

236 ゴハン　巣鴨店 東京都 261 いちばん　我孫子店 千葉県 286 コメダ珈琲　松和花壇店 愛知県

237 ゴハン　新宿ニューサンパーク店 東京都 262 いちばん　平野店 大阪府 287 コメダ珈琲　植田店　 愛知県

238 ゴハン　藤沢南口店 神奈川県 263 いちばん　南茨城店 大阪府 288 コメダ珈琲　東海荒尾店 愛知県

239 ゴハン　横須賀中央店 神奈川県 264 いちばん　守口店 大阪府 289 ドトールコーヒー　渋谷桜丘店 東京都

240 ゴハン　小田原店 神奈川県 265 いちばん　東大阪店 大阪府 290 ドトールコーヒー　神田駅前店 東京都

241 ゴハン　たまプラーザ店 神奈川県 266 いちばん　大蔵谷店 兵庫県 291 ドトールコーヒー　人形町店 東京都

242 ゴハン　船橋店 千葉県 267 いちばん　新三田店 兵庫県 292 ドトールコーヒー　なんさん通り店 大阪府

243 ゴハン　津田沼店 千葉県 268 えびす　春日野店 新潟県 293 ドトールコーヒー　京橋店 大阪府

244 ゴハン　川口店 埼玉県 269 えびす　新発田店 新潟県 294 ドトールコーヒー　谷町２丁目店 大阪府

245 ぎゅあん　大津店 滋賀県 270 えびす　しおだ野店 長野県 295 ドトールコーヒー　南船場1丁目店 大阪府

246 ぎゅあん　大和郡山店 奈良県 271 えびす　更埴店 長野県 296 ドトールコーヒー　日本橋4丁目店 大阪府

247 ぎゅあん　岡山西店　 岡山県 272 えびす　佐久平店 長野県 297 ドトールコーヒー　平野町店 大阪府

248 ぎゅあん　松本店 長野県 273 えびす　西尾張部店 長野県 298 印度屋カレー　京橋店 大阪府

249 ぎゅあん　谷和原店 茨城県 274 有頂天　長岡喜多町店 新潟県 299 印度屋カレー　十三店 大阪府

250 ぎゅあん　上野芝店 大阪府 275 有頂天　西尾張部店 長野県 300 印度屋カレー　千林店 大阪府
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301 支留比亜　菊井店 愛知県 326 ＺＥＴＴＯＮＺ　ｎｉｓｈｉｋｉ 愛知県 351 焼肉小倉優子　南インター店 京都府

302 支留比亜　中野橋店 愛知県 327 ピザーラ　小牧店 愛知県 352 焼肉小倉優子　外環醍醐店 京都府

303 支留比亜　天神山店 愛知県 328 ピザーラ　一宮店 愛知県 353 居酒屋ももじろう　九条署前店 京都府

304 支留比亜　徳川本店 愛知県 329 サブウェイ　北心斎橋店 大阪府 354 居酒屋ももじろう　ＪＲ西大路駅前店 京都府

305 よってこや　鶴見横堤店 大阪府 330 サブウェイ　御堂筋本町店 大阪府 355 居酒屋ももじろう　ＪＲ山科駅前店 京都府

306 よってこや　豊中店 大阪府 331 あきんどスシロー　北加賀屋2号店 大阪府 356 居酒屋ももじろう　龍大前店 京都府

307 よってこや　枚方バイパス店 大阪府 332 回転寿司　回遊 大阪府 357 居酒屋ももじろう　百万遍店 京都府

308 ラーメン家族　東三国店 大阪府 333 石焼地鶏石庵　東通り店 大阪府 358 どんぐり　新堀川店 京都府

309 ラーメン家族　上新庄駅前店 大阪府 334 ももじろう　四条河原町阪急南店 京都府 359 どんぐり　山科店 京都府

310 華屋　与兵衛　保塚店 東京都 335 ケンタッキーフライドチキン　大和田店 埼玉県 360 どんぐり　四条烏丸店 京都府

311 華屋　与兵衛　高島平店 東京都 336 サイゼリア三郷店 埼玉県 361 どんぐり　三条木屋町店 京都府

312 びっくりドンキー　朝霞幸町店 埼玉県 337 マクドナルド　鶴瀬フェスト店 埼玉県 362 ぎゅあん　長野東店 長野県

313 びっくりドンキー　河原町店 京都府 338 カルビ大帝　長岡店 新潟県 363 つる蔵　岡谷店 長野県

314 びっくりドンキー　宝塚店 兵庫県 339 優曇華　春日野店 新潟県 364 つる蔵　上田国分店 長野県

315 びっくりドンキー　青江店 岡山県 340 塩沢産業　レストラン山水 長野県 365 つる蔵　佐久平店 長野県

316 びっくりドンキー　津島店 岡山県 341 カーラジェンテ　府中並木通店 東京都 366 つる蔵　信州中野店 長野県

317 松屋　駒込店 東京都 342 すかいらーく　水元店 東京都 367 つる蔵　しおだ野店 長野県

318 松屋　武蔵開店 東京都 343 フィリピンパブ　ラスベガス 東京都 368 いちばん　大和高田店 奈良県

319 イタリアントマト　ＪＲ新宿東口店 東京都 344 串八珍　新宿大通り店 東京都 369 ぎゅあん　岡山中央店 岡山県

320 イタリアントマト 神奈川県 345 手作り厨房　赤羽東口駅前店 東京都 370 ぎゅあん　姫路店 兵庫県

321 貴鶏屋　大国町本店 大阪府 346 然の家　錦糸町店 東京都 371 ぎゅあん　広島店 広島県

322 貴鶏屋　大国町駅前店 大阪府 347 ＹＡＭＡＴＯ 宮城県 372 ぎゅあん　相模原店 神奈川県

323 ＺＥＴＴＯＮ 愛知県 348 焼肉　久太郎 大阪府 373 ぎゅあん　浜松中央店 静岡県

324 ＺＥＴＴＯＮ　ＯＤＥＯＮ 愛知県 349 ステップ 京都府 374 ぎゅあん　浜松志都呂店 静岡県

325 ＺＥＴＴＯＮＺ　ｎａｇｏｙａ 愛知県 350 焼肉小倉優子　久御山大久保店 京都府 375 ぎゅあん　上永谷店 神奈川県
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376 ぎゅあん　藤沢店 神奈川県 （他 376拠点　　計 7774拠点）

377 ぎゅあん　港北店 神奈川県

378 ぎゅあん　茅ヶ崎店 神奈川県

379 ぎゅあん　橿原店 奈良県

380 ぎゅあん　清水店 静岡県

381 ぎゅあん　曲金店 静岡県

382 ぎゅあん　野田店 千葉県

383 ぎゅあん　秦野店 神奈川県

384 ぎゅあん　福田店 大阪府

385 ぎゅあん　三島長泉店 静岡県

386 大起水産回転寿司　堺店 大阪府

387 大起水産回転寿司　りんくうシークル店 大阪府

388 大起水産回転寿司　紀ノ川店 和歌山県

389 うつぼどんたく 大阪府

390 笹屋伊織 京都府

391 岡山フードサービス　福牛 兵庫県

392 中華料理　丸正 大阪府

393 豊中物産　菜香楼 石川県

394 ワンカルビ尼崎店 兵庫県

395 ワンカルビ王寺店 奈良県

396 ワンカルビ守口店 大阪府

397 ワンカルビ平野北店 大阪府

398 ワンカルビ羽曳野店 大阪府

399 きんのぶた草津店 滋賀県

400 ワンカルビ今福店 大阪府
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1 ユニクロ　原宿店 東京都 衣料品店 26 メンズプラザアオキ　朝霞台店 埼玉県 衣料品店 51 ＴＳＵＴＡＹＡ　小倉店 京都府 レンタルビデオ

2 ユニクロ　各務ヶ原三ツ池店 岐阜県 衣料品店 27 メンズプラザアオキ　網島東店 神奈川県 衣料品店 52 ＴＳＵＴＡＹＡ　松ヶ崎店 京都府 レンタルビデオ

3 ユニクロ　梅田店 大阪府 衣料品店 28 メンズプラザアオキ　厚木林店 神奈川県 衣料品店 53 ＴＳＵＴＡＹＡ　堅田店 滋賀県 レンタルビデオ

4 ユニクロ　西淀川店 大阪府 衣料品店 29 メンズプラザアオキ　すみれが丘店 神奈川県 衣料品店 54 ＴＳＵＴＡＹＡ　八幡店 滋賀県 レンタルビデオ

5 ユニクロ　横堤店 大阪府 衣料品店 30 メンズプラザアオキ　横浜金沢文庫店 神奈川県 衣料品店 55 キリン堂　藤井寺店 大阪府 ドラッグストア

6 ユニクロ　明石大久保店 兵庫県 衣料品店 31 メンズプラザアオキ　橋本店 神奈川県 衣料品店 56 キリン堂　鴻池新田店 大阪府 ドラッグストア

7 ユニクロ　大蔵谷店 兵庫県 衣料品店 32 メンズプラザアオキ　大和南店 神奈川県 衣料品店 57 キリン堂　長尾店 大阪府 ドラッグストア

8 ユニクロ　広島八木店 広島県 衣料品店 33 メンズプラザアオキ　つくば学園店 茨城県 衣料品店 58 キリン堂　吹田山田店 大阪府 ドラッグストア

9 ユニクロ　福山明神店 広島県 衣料品店 34 メンズプラザアオキ　水戸店 茨城県 衣料品店 59 キリン堂　城陽店 京都府 ドラッグストア

10 ユニクロ　宇部清水川店 山口県 衣料品店 35 メンズプラザアオキ　大阪千里総本店 大阪府 衣料品店 60 キリン堂　御所店 奈良県 ドラッグストア

11 メンズプラザアオキ　葛西店 東京都 衣料品店 36 メンズプラザアオキ　岸和田店 大阪府 衣料品店 61 キリン堂　近江八幡店 滋賀県 ドラッグストア

12 メンズプラザアオキ　小平店 東京都 衣料品店 37 メンズプラザアオキ　堺泉北店 大阪府 衣料品店 62 キリン堂　野州店 滋賀県 ドラッグストア

13 メンズプラザアオキ　昭島店 東京都 衣料品店 38 メンズプラザアオキ　夙川店 兵庫県 衣料品店 63 キリン堂　南彦根店 滋賀県 ドラッグストア

14 メンズプラザアオキ　多摩NT掘の内店 東京都 衣料品店 39 メンズプラザアオキ　尼崎塚口店 兵庫県 衣料品店 64 キリン堂　名張中央店 三重県 ドラッグストア

15 メンズプラザアオキ　東陽町店 東京都 衣料品店 40 メンズプラザアオキ　田富リバシティ店 山梨県 衣料品店 65 ドラッグユタカ　入舟店 岐阜県 ドラッグストア

16 メンズプラザアオキ　八王子大田和店 東京都 衣料品店 41 メンズプラザアオキ　台泉店 宮城県 衣料品店 66 ドラッグユタカ　笠松店 岐阜県 ドラッグストア

17 メンズプラザアオキ　習志野台店 千葉県 衣料品店 42 メンズプラザアオキ　更埴店 長野県 衣料品店 67 ドラッグユタカ　北方高屋店 岐阜県 ドラッグストア

18 メンズプラザアオキ　東寺山店 千葉県 衣料品店 43 メンズプラザアオキ　佐久平駅前店 長野県 衣料品店 68 ドラッグユタカ　真正店 岐阜県 ドラッグストア

19 メンズプラザアオキ　幕張店 千葉県 衣料品店 44 メンズプラザアオキ　岡山青江店 岡山県 衣料品店 69 ドラッグユタカ　墨俣店 岐阜県 ドラッグストア

20 メンズプラザアオキ　船橋市場店 千葉県 衣料品店 45 ＴＳＵＴＡＹＡ　町屋店 東京都 レンタルビデオ 70 ドラッグユタカ　多治見旭ヶ丘店 岐阜県 ドラッグストア

21 メンズプラザアオキ　南行徳店 千葉県 衣料品店 46 ＴＳＵＴＡＹＡ　東大島店 東京都 レンタルビデオ 71 ドラッグユタカ　築捨店 岐阜県 ドラッグストア

22 メンズプラザアオキ　南柏店 千葉県 衣料品店 47 ＴＳＵＴＡＹＡ　梅島店 東京都 レンタルビデオ 72 ドラッグユタカ　林店 岐阜県 ドラッグストア

23 メンズプラザアオキ　和光光が丘店 埼玉県 衣料品店 48 ＴＳＵＴＡＹＡ　八潮店 埼玉県 レンタルビデオ 73 ドラッグユタカ　ひるい店 岐阜県 ドラッグストア

24 メンズプラザアオキ　戸田店 埼玉県 衣料品店 49 ＴＳＵＴＡＹＡ　住之江店 大阪府 レンタルビデオ 74 ドラッグユタカ　安井店 岐阜県 ドラッグストア

25 メンズプラザアオキ　草加店 埼玉県 衣料品店 50 ＴＳＵＴＡＹＡ　園部店 京都府 レンタルビデオ 75 ドラッグユタカ　羽島丸の内店 岐阜県 ドラッグストア

小売専門店小売専門店小売専門店小売専門店小売専門店小売専門店小売専門店小売専門店 小売専門店小売専門店小売専門店小売専門店
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76 ドラッグユタカ　稲沢小池店 愛知県 ドラッグストア 101 ドラッグユタカ　一乗寺店 京都府 ドラッグストア 126 ホームセンター　アグロ　赤穂店 兵庫県 ホームセンター

77 ドラッグユタカ　桶狭間店 愛知県 ドラッグストア 102 ドラッグユタカ　醍醐店 京都府 ドラッグストア 127 ホームセンター　アグロ　上群店 兵庫県 ホームセンター

78 ドラッグユタカ　津島店 愛知県 ドラッグストア 103 ドラッグユタカ　槇島店 京都府 ドラッグストア 128 ホームセンター　アグロ　篠山店 兵庫県 ホームセンター

79 ドラッグユタカ　東刈谷店 愛知県 ドラッグストア 104 ドラッグユタカ　三山木店 京都府 ドラッグストア 129 ホームセンター　アグロ　作用店 兵庫県 ホームセンター

80 ドラッグユタカ　平手南店 愛知県 ドラッグストア 105 ドラッグユタカ　敦賀店 福井県 ドラッグストア 130 ホームセンター　アグロ　新山崎店 兵庫県 ホームセンター

81 ドラッグユタカ　稲永店 愛知県 ドラッグストア 106 サ－バ　茨木中穂積店 大阪府 ドラッグストア 131 ホームセンター　アグロ　星陵台店 兵庫県 ホームセンター

82 ドラッグユタカ　押切店 愛知県 ドラッグストア 107 サ－バ　南吹田店 大阪府 ドラッグストア 132 ホームセンター　アグロ　龍野店 兵庫県 ホームセンター

83 ドラッグユタカ　佐屋店 愛知県 ドラッグストア 108 サ－バ　伊丹空港店 兵庫県 ドラッグストア 133 ホームセンター　アグロ　姫路店 兵庫県 ホームセンター

84 ドラッグユタカ　本地ヶ原店 愛知県 ドラッグストア 109 サ－バ　伊丹千憎店 兵庫県 ドラッグストア 134 ホームセンター　アグロ　福崎店 兵庫県 ホームセンター

85 ドラックユタカ　東郷店 愛知県 ドラックストア 110 サ－バ　伊丹尼崎東店 兵庫県 ドラッグストア 135 コメリ　牡丹山店 新潟県 ホームセンター

86 ドラッグユタカ　真野店 滋賀県 ドラッグストア 111 サ－バ　伊丹北野店 兵庫県 ドラッグストア 136 コメリ　パワー黒崎店　A棟 新潟県 ホームセンター

87 ドラッグユタカ　西大津店 滋賀県 ドラッグストア 112 サ－バ　川西西店 兵庫県 ドラッグストア 137 ディック　神戸北町店 兵庫県 ホームセンター

88 ドラッグユタカ　長浜八幡中山店 滋賀県 ドラッグストア 113 サ－バ　川西東店 兵庫県 ドラッグストア 138 ディック　三田店 兵庫県 ホームセンター

89 ドラッグユタカ　日野店 滋賀県 ドラッグストア 114 サ－バ　東灘深江店 兵庫県 ドラッグストア 139 ダイキ　舟入南店 広島県 ホームセンター

90 ドラッグユタカ　彦根店 滋賀県 ドラッグストア 115 サ－バ　宝塚東店 兵庫県 ドラッグストア 140 ダイキ　焼山店 広島県 ホームセンター

91 ドラッグユタカ　木之本店 滋賀県 ドラッグストア 116 サ－バプラス　伊丹新巻店 兵庫県 ドラッグストア 141 ジュンテンドー　玖珂店 山口県 ホームセンター

92 ドラッグユタカ　野洲店 滋賀県 ドラッグストア 117 コメヤ薬局 石川県 ドラッグストア 142 コーナン　京田辺店 京都府 ホームセンター

93 ドラッグユタカ　安曇川店 滋賀県 ドラッグストア 118 アマノドラッグ　庄内通店 愛知県 ドラッグストア 143 ホームセンター　マルニ　高須店 高知県 ホームセンター

94 ドラッグユタカ　近江八幡店 滋賀県 ドラッグストア 119 アマノドラッグ　高蔵寺店 愛知県 ドラッグストア 144 第十興産　宮元町ＳＳ 神奈川県 ガソリンスタンド

95 ドラッグユタカ　信楽店 滋賀県 ドラッグストア 120 アカカベ　長尾元町 大阪府 薬局 145 第十興産  港北東ＳＳ 神奈川県 ガソリンスタンド

96 ドラッグユタカ　八日市店 滋賀県 ドラッグストア 121 アカカベ　阪奈薬店 大阪府 薬局 146 カギの救急車　渋谷店 東京都 鍵屋

97 ドラッグユタカ　南草津店 滋賀県 ドラッグストア 122 アカカベ　香里店　本部 大阪府 薬局 147 カギの救急車　上野店 東京都 鍵屋

98 ドラッグユタカ　日夏店 滋賀県 ドラッグストア 123 アカカベ　吉田薬局 大阪府 薬局 148 カギの救急車　新宿店　 東京都 鍵屋

99 ドラッグユタカ　くずは店 大阪府 ドラッグストア 124 ダルマ薬局　多賀城駅前店 宮城県 薬局 149 カギの救急車　大和店 東京都 鍵屋

100 ドラッグユタカ　山科店 京都府 ドラッグストア 125 松井薬局　ハッピー六原 滋賀県 薬局 150 カギの救急車　等々力店 東京都 鍵屋

小売専門店小売専門店小売専門店小売専門店小売専門店小売専門店小売専門店小売専門店 小売専門店小売専門店小売専門店小売専門店
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151 カギの救急車　船橋店 千葉県 鍵屋 176 宮脇書店　千里ヶ丘店 大阪府 書店 201 プラスワン・ジョイ　瀬古店 静岡県 小売店

152 カギの救急車　横浜店 神奈川県 鍵屋 177 イエローハット　松任店 石川県 小売店 202 100円ショップｏｎｅｏｈｏｈ・りんくうタウン店 大阪府 小売店

153 カギの救急車　川崎駅東店 神奈川県 鍵屋 178 イエローハット　荏田店 神奈川県 小売店 203 はるやま商事　新岸和田店 大阪府 小売店

154 カギの救急車　藤沢店　 神奈川県 鍵屋 179 イエローハット　越谷店 埼玉県 小売店 204 ダスキンレントオール　江坂店 大阪府 小売店

155 カギの救急車　越谷店 埼玉県 鍵屋 180 イエローハット　諏訪インター店 長野県 小売店 205 タキシタ家具　近江八幡店 滋賀県 小売店

156 カギの救急車　大阪本部 大阪府 鍵屋 181 イエローハット　田富店 山梨県 小売店 206 カゴモトプランニング 大阪府 小売店

157 明林堂書店　荒尾店 宮崎県 書店 182 イエローハット　石和店 山梨県 小売店 207 シャトレーゼ　松永店 広島県 パン・洋菓子

158 明林堂書店　浮之城店 宮崎県 書店 183 イエローハット　富士吉田店 山梨県 小売店 208 シャトレーゼ　橿原店 奈良県 パン・洋菓子

159 明林堂書店　佐土原店 宮崎県 書店 184 イエローハット　韮崎店 山梨県 小売店 209 シャトレーゼ　箕面店 大阪府 パン・洋菓子

160 明林堂書店　新山鹿店 宮崎県 書店 185 イエローハット　岡崎緑丘店 愛知県 小売店 210 アーサ　元八事店 愛知県 酒屋

161 明林堂書店　都北店 宮崎県 書店 186 イエローハット　岡崎大樹寺店 愛知県 小売店 211 アーサ　東郷店 愛知県 酒屋

162 明林堂書店　新周船寺店 福岡県 書店 187 イエローハット　掛川店 静岡県 小売店 212 アーサ　藤が丘店 愛知県 酒屋

163 明林堂書店　那珂川店 福岡県 書店 188 イエローハット　榛原吉田店 静岡県 小売店 213 アーサ　緑店 愛知県 酒屋

164 明林堂書店　佐賀北店 佐賀県 書店 189 カーコンビ二倶楽部　高松店 香川県 小売店 214 ジョワイヨ正美堂　駒川本店 大阪府 宝石店

165 明林堂書店　新南佐賀店 佐賀県 書店 190 のぶちゃんマン　家具の宝島　山科店 京都府 小売店 215 ジョワイヨ正美堂　空堀店 大阪府 宝石店

166 明林堂書店　鳥栖店 佐賀県 書店 191 のぶちゃんマン　家具の宝島　四日市店 三重県 小売店 216 ジョワイヨ正美堂　千林店 大阪府 宝石店

167 明林堂書店　青山店 大分県 書店 192 のぶちゃんマン　家具の宝島　松阪店 三重県 小売店 217 ジョワイヨ正美堂　粉浜店 大阪府 宝石店

168 明林堂書店　日出店 大分県 書店 193 のぶちゃんマン　家具の宝島　鈴鹿サーキット通店 三重県 小売店 218 ジョワイヨ正美堂　立花店 兵庫県 宝石店

169 明林堂書店　大分本店 大分県 書店 194 のぶちゃんマン　家具の宝島　水口店 滋賀県 小売店 219 ゆう美容院　長久手店 愛知県 理容・美容

170 明林堂書店　別府本店 大分県 書店 195 三木楽器　アメリカ村店 大阪府 小売店 220 ゆう美容院　徳重店 愛知県 理容・美容

171 明林堂書店　メカメディア青山店 大分県 書店 196 三木楽器　梅田店 大阪府 小売店 221 ダイキ　伊予店 愛媛県 ホームセンター

172 福音館書店　ブックセンター 埼玉県 書店 197 ベスト電器　小国店 熊本県 小売店 222 ダイキ　近見店 愛媛県 ホームセンター

173 福音館書店 東京都 書店 198 ベスト電器　高千穂店 宮崎県 小売店 223 ダイキ　朝生田店 愛媛県 ホームセンター

174 八文字屋　泉店 新潟県 書店 199 ベスト電器　矢部町店 熊本県 小売店 224 ダイキ　朝生田店 愛媛県 ホームセンター

175 八文字屋　山形北店 山形県 書店 200 プラスワン・ジョイ　城北店 静岡県 小売店 225 ダイキ　白島店 広島県 ホームセンター

小売専門店小売専門店小売専門店小売専門店小売専門店小売専門店小売専門店小売専門店 小売専門店小売専門店小売専門店小売専門店
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226 ダイキ　別府店 兵庫県 ホームセンター

227 ダイキ　和泉中央店 大阪府 ホームセンター

228 ダイキ　宇和うつのみや店 愛媛県 ホームセンター

229 ニトリ　柏店 千葉県 ホームセンター

230 ダイキ　EX松前店 愛媛県 ホームセンター

231 ダイキ　平田店 愛媛県 ホームセンター

232 ダイキ　三原南店 兵庫県 ホームセンター

233 薬王堂　盛岡みたけ店 岩手県 ホームセンター

234 ディオニー 京都府 酒卸し

235 リサイクル宝島 京都府 小売店

236 ダイキ黒崎店 福岡県 ホームセンター

237 ニトリ諫早店 長崎県 ホームセンター

（他 375拠点　　計 612拠点）

小売専門店小売専門店小売専門店小売専門店
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1 三越　花見川店 千葉県 百貨店 26 孝和堂 埼玉県 ビル管理 1 スズラン百貨店　前橋店 群馬県 百貨店

2 岡山トヨタ自動車 岡山県 ショールーム 27 ケーオーカンパニー 京都府 ビル管理 2 スズラン百貨店　高崎店 群馬県 百貨店

3 栃木トヨペット　宝木営業所 栃木県 ショールーム 28 日活　横浜会館 神奈川県 劇場

4 大阪トヨペット　西営業所 大阪府 ショールーム 29 ウッディーシアター劇場 東京都 劇場

5 ネッツトヨタ京都　本社 京都府 ショールーム 30 劇団ひまわり 東京都 劇場

6 ネッツトヨタ京都　樫原店 京都府 ショールーム 31 初音湯 東京都 銭湯

7 トヨタカローラ沖縄　南風原店 沖縄県 ショールーム 32 やすらぎの湯　 栃木県 銭湯

8 ホンダ　江東 東京都 ショールーム 33 緑地イオンハウス 大阪府 銭湯

9 ホンダ　松戸 東京都 ショールーム 34 加守湯 大阪府 銭湯

10 ホンダ　葛飾 東京都 ショールーム 35 寿温泉 大阪府 銭湯

11 ホンダ　新小岩 東京都 ショールーム 36 昭和湯 大阪府 銭湯

12 ホンダ　春日部 東京都 ショールーム 37 鶴の湯 大阪府 銭湯

13 ホンダ　一之江 東京都 ショールーム 38 薬師寺 千葉県 寺院

14 ホンダクリオ東京 東京都 ショールーム 39 日蓮宗　法音寺 兵庫県 寺院

15 日産サティオ東京　杉並店 東京都 ショールーム 40 宗教法人　阿部王子神社 大阪府 神社

16 日産サティオ東京　府中店 東京都 ショールーム 41 純福音東京教会 東京都 教会

17 日産サティオ　宇都宮営業所 栃木県 ショールーム 42 西多摩衛生組合環境センター 東京都 ゴミ処理場

18 高知日産プリンス販売　南御座店 高知県 ショールーム 43 深山園 群馬県 その他

19 南大阪三菱自動車 大阪府 ショールーム 44 大和百貨店香林坊店 石川県 百貨店

20 山口マツダ 山口県 ショールーム 45 大和百貨店富山店 富山県 百貨店

21 タマオキトモヒロダンススクール 東京都 ダンススクール 46 大和百貨店高岡店 富山県 百貨店

22 清水ダンス教室 東京都 ダンススクール 47 LIXIL東北 茨城県 ショールーム

23 永和第五ビル 東京都 ビル管理 48 三洋電機　貝塚事業所 大阪府 事業所

24 明治通りコバヤシビル 東京都 ビル管理

25 ミワ 大阪府 ビル管理

その他（システム販売）その他（システム販売）その他（システム販売）その他（システム販売）その他その他その他その他 その他その他その他その他
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1 Singapore Police Force シンガポール 公共施設 1 松青超市 台湾 スーパー 1 Bsc Entertainmennt Co., Ltd. タイ ボーリング場

2 Ngee Ann Polytechnic シンガポール 学校 2 楽山超市 台湾 スーパー 2 Thaiken Maintenance & Servise Co, Ltd. タイ オフィス

3 Chong Boon Secondary School シンガポール 学校 3 台湾電通 台湾 オフィス

4 Institute of Technical Education シンガポール 学校 4 新力美科技 台湾 オフィス （他 8拠点　　計 10拠点）

5 Nee Soon South Constituency Office シンガポール ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 5 怡富証券 台湾 オフィス

6 Hong Joo Auto Centre Pte Ltd シンガポール ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ

7 Shell Eastern Petroluem Pte Ltd シンガポール ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ （他 5拠点　　計 10拠点）

8 NTUC シンガポール ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ

9 Cheers シンガポール ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ

10 Copper Belt Racing Stables Pte Ltd シンガポール 競馬用馬舎

11 Silver Fern Racing Pte Ltd シンガポール 競馬用馬舎

12 P.M.Busuttin シンガポール 競馬用馬舎

13 Michael J.Clements Racing Stables シンガポール 競馬用馬舎

14 Charles Leck Thoroughbreds Racing Pte Ltd シンガポール 競馬用馬舎

15 Tim Pinfield Racing シンガポール 競馬用馬舎

16 Charles Leck Thoroughbreds Racing Pte Ltd シンガポール 競馬用馬舎

17 Nee Soon Sports Stadium シンガポール ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

海外（台湾）海外（台湾）海外（台湾）海外（台湾）海外（シンガポール）海外（シンガポール）海外（シンガポール）海外（シンガポール） 海外（タイ）海外（タイ）海外（タイ）海外（タイ）
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