
１００-８３０７ アコム (株),東京都,千代田区,丸の内,２-１－１

１００-８５５０ 旭化成工業 (株),東京都,千代田区,内幸町,１-１－１

１００-８１０３ 朝日生命保険 相互会社,東京都,千代田区,大手町,２-６－１

１００-８１３６ アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業,

１００-８１３６ 東京都,千代田区,大手町,１－１－１

１００-８３３３ ＥＬＣジャパン (株),東京都,千代田区,丸の内,３－２－３

１００-８５０６ 飯野海運 (株),東京都,千代田区,内幸町,２-１－１

１００-８１８２ 石川島播磨重工業 (株),東京都,千代田区,大手町,２-２－１

１００-８１２６ 一般(財) 電力中央研究所,東京都,千代田区,大手町,１-６－１

１００-８１８７ 一般社団法人 経団連事業サービス,東京都,千代田区,大手町,１-３番２号

１００-８２１６ 一般社団法人 全国銀行協会,東京都,千代田区,丸の内,１-３－１

１００-８０８０ 一般社団法人 読売調査研究機構,東京都,千代田区,大手町,１－７－１

１００-８３２１ 出光興産 (株),東京都,千代田区,丸の内,３-１－１

１００-６０８０ 伊藤忠テクノソリューションズ (株),東京都,千代田区,霞が関,３-２－５

１００-８１５０ ウシオ電機 (株),東京都,千代田区,丸の内,１-６－５

１００-８２６０ 宇宙航空研究開発機構,東京都,千代田区,丸の内,１-６－５

１００-８２３４ ＡＩＵ損害保険 (株),東京都,千代田区,丸の内,１-８番３号

１００-８３２５ ＳＭＢＣ日興証券 (株),東京都,千代田区,丸の内,２００３/３/１

１００-８１２８ ＮＴＴコミュニケーションズ (株),東京都,千代田区,一ツ橋,１-２－２

１００-８０１９ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ (株),東京都,千代田区,大手町,２－３－１

１００-６２５５ エヌエスパーソネルサービス (株),東京都,千代田区,丸の内,１-１１－１

１００-８１０８ ＮＳユナイテッド海運 (株),東京都,千代田区,大手町,１-５－１

１００-８９４１ 会計検査院,東京都,千代田区,霞が関,３-２－２

１００-８９７６ 海上保安庁,東京都,千代田区,霞が関,２００２/１/３

１００-８９３２ 海上保安庁 海洋情報部,東京都,千代田区,霞が関,３－１－１

１００-８１０１ (株) クニエ,東京都,千代田区,大手町,２-３番２号

１００-８１４０ (株) 産業経済新聞社サンケイスポーツ,東京都,千代田区,大手町,１-７－２

１００-８１６０ (株) 産業経済新聞社夕刊フジ,東京都,千代田区,大手町,１-７－２

１００-８３８８ (株) 三菱ＵＦＪ銀行,東京都,千代田区,丸の内,２００２/７/１

１００-８１３１ (株) ＨＳ情報システムズ,東京都,千代田区,大手町,１-２－３

１００-６１５０ (株) エヌ・ティ・ティ・ドコモ,東京都,千代田区,永田町,２-１１－１

１００-８７９４ (株) かんぽ生命保険,東京都,千代田区,大手町,２００２/３/１

１００-６２６０ (株) クラスト,東京都,千代田区,丸の内,１-１１－１

１００-８１１５ (株) クラレ,東京都,千代田区,大手町,１-１－３

１００-８１４４ (株) 国際協力銀行,東京都,千代田区,大手町,１-４番１号

１００-８５８８ (株) コスモスイニシア,東京都,千代田区,内幸町,１-３－２

１００-８６４９ (株) 産業経済新聞社,東京都,千代田区,大手町,１-７－２

１００-８６４４ (株) 産業経済新聞社,東京都,千代田区,大手町,１-７－２

１００-８１１０ (株) 産経デジタル,東京都,千代田区,大手町,１-７－２

１００-８４３０ (株) サンケイリビング新聞社,東京都,千代田区,有楽町,２-２－１

１００-８３４１ (株) ＪＥＣＣ,東京都,千代田区,丸の内,３-４－１

１００-６７５１ (株) 大和証券グループ 本社,東京都,千代田区,丸の内,１-９－１

１００-６７５６ (株) 大和ネクスト銀行,東京都,千代田区,丸の内,１-９－１

１００-８１５２ (株) 中央公論新社,東京都,千代田区,大手町,１-７番１号

１００-８５０２ (株) 中日新聞社 日比谷分室,東京都,千代田区,内幸町,２-１－４

１００-８５５８ (株) 帝国ホテル,東京都,千代田区,内幸町,１-１－１

１００-８９８３ (株) トクヤマ,東京都,千代田区,霞が関,３-２番１号

１００-８３３１ (株) ニコン,東京都,千代田区,有楽町,１－１２－１

１００-８１７８ (株) 日本政策投資銀行,東京都,千代田区,大手町,２００１/９/６

１００-８４３９ (株) ニッポン放送,東京都,千代田区,有楽町,１-９－３

１００-８０６６ (株) 日本経済新聞社,東京都,千代田区,大手町,１-３－７

１００-８１２５ (株) 日本工業新聞社,東京都,千代田区,大手町,１-７－２

１００-８４５６ (株) 日本製鋼所,東京都,千代田区,有楽町,１-１－２

１００-８４８８ (株) 阪急百貨店 有楽町阪急,東京都,千代田区,有楽町,２-５－１

１００-８２２８ (株) パソナ,東京都,千代田区,大手町,２-６－４

１００-８３０６ (株) フジクラ・ダイヤケーブル,東京都,千代田区,丸の内,３－３－１

１００-８１３４ (株) ベネフィット・ワン,東京都,千代田区,大手町,２－６－２

１００-８２３５ (株) 丸和運輸機関,東京都,千代田区,丸の内,１－８－２

１００-８２４１ (株) みずほ銀行,東京都,千代田区,丸の内,１-３-３号

１００-８１７６ (株) みずほ銀行 本店,東京都,千代田区,大手町,１-５番５号

１００-８２４１ (株) みずほフィナンシャルグループ,東京都,千代田区,丸の内,１-３-３号

１００-８１７６ (株) みずほフィナンシャルグループ,東京都,千代田区,大手町,１-５番５号

１００-８２０１ (株) 三井住友銀行,東京都,千代田区,丸の内,１-３－２

１００-８１４１ (株) 三菱総合研究所,東京都,千代田区,永田町,２-１０番３号

１００-８１８１ (株) ユーエフジェイカード,東京都,千代田区,大手町,２-６－１

１００-６１５１ (株) ユーズパートナーサービス,東京都,千代田区,永田町,２-１１－１

１００-８７９３ (株) ゆうちょ銀行,東京都,千代田区,大手町,２００２/３/１

１００-８９９６ (株) ゆうちょ銀行 本店,東京都,千代田区,丸の内,２００２/７/２

１００-８１５１ (株) 読売巨人軍,東京都,千代田区,大手町,１-７－１

１００-８０５５ (株) 読売新聞 東京本社,東京都,千代田区,大手町,２００１/７/１

１００-８５４０ 川崎汽船 (株),東京都,千代田区,内幸町,２００２/１/１

１００-８９７５ 環境省,東京都,千代田区,霞が関,１-２－２

１００-８９１９ 外務省,東京都,千代田区,霞が関,２-２－１

１００-８４１０ 休暇村東京センター,東京都,千代田区,有楽町,２-１０－１

１００-８５６７ 九州石油 (株),東京都,千代田区,丸の内,１-６－６

１００-８１８５ 協和発酵キリン (株),東京都,千代田区,大手町,１-６番１号

１００-８１１１ 宮内庁,東京都,千代田区,千代田,１－１

１００-８３５１ グリーンスタンプ (株),東京都,千代田区,丸の内,３-３－１

１００-８９７４ 警察庁,東京都,千代田区,霞が関,２-１－２

１００-８９０１ 経済産業省,東京都,千代田区,霞が関,１-３－１

１００-８９０２ 経済産業省 大臣官房調査統計グループ,東京都,千代田区,霞が関,１-３－１

１００-８９２９ 警視庁,東京都,千代田区,霞が関,２-１－１

１００-８９８６ 原子力・安全保安院,東京都,千代田区,霞が関,１-３－１

１００-８９５５ 公益社団法人 日本道路協会,東京都,千代田区,霞が関,３－３－１

１００-８９８７ 公正取引委員会 事務総局,東京都,千代田区,霞が関,１-１－１

１００-８９１６ 厚生労働省,東京都,千代田区,霞が関,１-２－２

１００-８１８６ 国際電信電話 (株) 営業本部,東京都,千代田区,大手町,１-８－１
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１００-８９７８ 国税庁,東京都,千代田区,霞が関,３-１－１

１００-８９１８ 国土交通省,東京都,千代田区,霞が関,２-１－３

１００-８９２１ 国立研究開発法人 産業技術総合研究所,東京都,千代田区,霞が関,１-３－１

１００-８５７７ 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 東京事務所,

１００-８５７７ 東京都,千代田区,内幸町,２-２番２号

１００-８９２４ 国立国会図書館,東京都,千代田区,永田町,１-１０－１

１００-８２８５ 佐藤商事 (株),東京都,千代田区,丸の内,１－８－１

１００-８１５４ 三愛石油 (株),東京都,千代田区,大手町,２－３－２

１００-８４８４ 三機工業 (株),東京都,千代田区,有楽町,１-４－１

１００-８９６１ 参議院,東京都,千代田区,永田町,１-７－１

１００-８９６２ 参議院議員会館,東京都,千代田区,永田町,２-１－１

１００-８６６５ 産業経済新聞社,東京都,千代田区,大手町,１-７－２

１００-８４０２ (財) 企業経営通信学院,東京都,千代田区,有楽町,１-７－１

１００-８４４８ (財) 企業経営通信学院,東京都,千代田区,有楽町,２-１０－１

１００-８１３５ (財) 国語作文教育研究所,東京都,千代田区,一ツ橋,１－１－１

１００-８９１７ (財) 全国老人クラブ連合会,東京都,千代田区,霞が関,３-３－２

１００-８１３９ (財) 逓信協会,東京都,千代田区,大手町,２-３－１

１００-８９４０ 財務省,東京都,千代田区,霞が関,３-１－１

１００-８９３１ 資源エネルギー庁,東京都,千代田区,霞が関,１-３－１

１００-８１３２ シティグループ・サービス・ジャパン (株),東京都,千代田区,大手町,１-１番１号

１００-８１３２ シティグループ・ジャパン・ホールディングス 合同会社,

１００-８１３２ 東京都,千代田区,大手町,１-１番１号

１００-８１３２ シティグループ証券 (株),東京都,千代田区,大手町,１-１番１号

１００-８１３２ シティバンク、エヌ・エイ 東京支店,東京都,千代田区,大手町,１-１番１号

１００-８９８０ 社会福祉法人 全国社会福祉協議会,東京都,千代田区,霞が関,３-３－２

１００-８９４５ 社会保険庁,東京都,千代田区,霞が関,１-２－２

１００-８９０９ 社会民主党全国連合,東京都,千代田区,永田町,１-８－１

１００-８１８８ 社団法人 日本経済団体連合会,東京都,千代田区,大手町,１-３－２

１００-８５４３ 社団法人 日本新聞協会,東京都,千代田区,内幸町,２-２－１

１００-８１７１ 社団法人 日本民営鉄道協会,東京都,千代田区,大手町,２-６－１

１００-８２８３ シャングリ・ラホテル東京,東京都,千代田区,丸の内,１-８－３

１００-８９６０ 衆議院,東京都,千代田区,永田町,１-７－１

１００-８９８１ 衆議院第一議員会館,東京都,千代田区,永田町,２-２－１

１００-８９８２ 衆議院第二議員会館,東京都,千代田区,永田町,２-１－２

１００-８９７３ 出入国在留管理庁,東京都,千代田区,霞が関,２００１/１/１

１００-８９３０ 首都高速道路 (株),東京都,千代田区,霞が関,１-４－１

１００-８９５８ 消費者庁,東京都,千代田区,霞が関,２００３/１/１

１００-８９２７ 消防庁,東京都,千代田区,霞が関,２-１－２

１００-８３８３ 新東亜交易 (株) 本店 (ＳＨＩＮＴＯＡ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ）ａｎｄ

 （Ｓ-ＨＩＮＴＯＡ ＫＯＥＫＩ ＫＡＩＳＨＡ．ＬＴＤ．）,東京都,千代田区,丸の内,１－６－１

１００-８１６８ 新日石トレーディング (株),東京都,千代田区,大手町,２-６番３号

１００-８１６９ 新日石プラスト (株),東京都,千代田区,大手町,２-６番３号

１００-８０７０ ＪＦＥ商事 (株),東京都,千代田区,大手町,１-９番５号

１００-８９５３ ジブラルタ生命保険 (株),東京都,千代田区,永田町,２-１３－１０

１００-８９１０ 自由民主党本部,東京都,千代田区,永田町,１-１１－２３

１００-８９１３ 人事院 事務総局,東京都,千代田区,霞が関,１-２－３

１００-８９０７ 水産庁,東京都,千代田区,霞が関,１-２－１

１００-８６０１ 住友商事 (株),東京都,千代田区,大手町,２－３－２

１００-８２７０ 住友林業 (株),東京都,千代田区,大手町,１-３－２

１００-８５１１ 石油公団,東京都,千代田区,内幸町,２-２－２

１００-８９２６ 総務省,東京都,千代田区,霞が関,２-１－２

１００-８９６５ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),東京都,千代田区,霞が関,３-７－３

１００-８４１１ 第一生命保険 (株),東京都,千代田区,有楽町,１-１３－１

１００-６７５２ 大和証券 (株),東京都,千代田区,丸の内,１-９－１

１００-６７５５ 大和証券 (株) 本店,東京都,千代田区,丸の内,１-９－１

１００-６７５４ 大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ (株),

１００-６７５４ 東京都,千代田区,丸の内,１-９－１

１００-６７５３ 大和証券投資信託委託 (株),東京都,千代田区,丸の内,２００１/９/１

１００-８１０５ チッソ (株),東京都,千代田区,大手町,２-２－１

１００-８５３３ 中越パルプ工業 (株),東京都,千代田区,内幸町,１-３番２号

１００-８９１２ 中小企業庁,東京都,千代田区,霞が関,１-３－１

１００-８５０５ 中日新聞社 東京本社,東京都,千代田区,内幸町,２-１－４

１００-８５５５ ティ・アンド・ディ・フィナンシャル生命保険 (株),

１００-８５５５ 東京都,千代田区,内幸町,１-５－２

１００-６１７２ ＤＢ信託 (株),東京都,千代田区,永田町,２-１１－１

１００-８１１８ 電気事業連合会,東京都,千代田区,大手町,１-３－２

１００-８０５０ 東京海上日動火災保険 (株),東京都,千代田区,丸の内,１-２－１

１００-８９５６ 東京家庭裁判所,東京都,千代田区,霞が関,１-１－２

１００-８９７１ 東京簡易裁判所,東京都,千代田区,霞が関,１-１－２

１００-８９０４ 東京高等検察庁,東京都,千代田区,霞が関,１-１－１

１００-８９３３ 東京高等裁判所,東京都,千代田区,霞が関,１-１－４

１００-８１０２ 東京国税局,東京都,千代田区,大手町,１-３－３

１００-８３８０ 東京商工会議所,東京都,千代田区,丸の内,３-２－２

１００-８１１９ 東京消防庁,東京都,千代田区,大手町,１-３－５

１００-８９０３ 東京地方検察庁,東京都,千代田区,霞が関,１-１－１

１００-８９２０ 東京地方裁判所,東京都,千代田区,霞が関,１-１－４

１００-８９９４ 東京中央郵便局,東京都,千代田区,丸の内,２-７－２

１００-８５６０ 東京電力ホールディングス (株),東京都,千代田区,内幸町,２００１/１/３

１００-８５０３ 東芝機械 (株),東京都,千代田区,内幸町,２-２－２

１００-８４１５ 東宝 (株),東京都,千代田区,有楽町,１-２－２

１００-８２０７ 東邦亜鉛 (株),東京都,千代田区,丸の内,２００１/８/２

１００-８４２１ ＴＯＨＯシネマズ (株),東京都,千代田区,有楽町,１-２－２

１００-８５２２ 東洋製罐 (株),東京都,千代田区,内幸町,１-３－１

１００-８９１５ 特許庁,東京都,千代田区,霞が関,３-４－３

１００-６１７３ ドイチェ・アセット・マネジメント (株),東京都,千代田区,永田町,２-１１－１

１００-６１７４ ドイツ・リアルエステイト・コンサルティング 有限会社,

１００-６１７４ 東京都,千代田区,永田町,２-１１－１

１００-６１７５ ドイツ銀キャピタル・パートナーズ (株),東京都,千代田区,永田町,２-１１－１



１００-６１７０ ドイツ銀行 東京支店,東京都,千代田区,永田町,２-１１－１

１００-６１７１ ドイツ証券 (株),東京都,千代田区,永田町,２-１１－１

１００-８２８２ 同和鉱業 (株),東京都,千代田区,丸の内,１-８－２

１００-８９６８ 内閣官房,東京都,千代田区,永田町,１-６－１

１００-８９７０ 内閣府,東京都,千代田区,霞が関,３-１－１

１００-８９６９ 内閣府,東京都,千代田区,霞が関,１-２－２

１００-８９１４ 内閣府,東京都,千代田区,永田町,１-６－１

１００-８９８９ 内閣府 食品安全委員会,東京都,千代田区,永田町,１-６－１

１００-８３５５ 中村合同特許法律事務所,東京都,千代田区,丸の内,３-３－１

１００-８１２４ 西村あさひ法律事務所,東京都,千代田区,大手町,１－１－２

１００-８２１９ ニッセイアセットマネジメント (株),東京都,千代田区,丸の内,１-６－６

１００-８１５８ 日本紙通商 (株),東京都,千代田区,一ツ橋,１-２－２

１００-８９３７ 日本金属工業 (株),東京都,千代田区,霞が関,３-２－６

１００-８２４６ 日本ゼオン (株),東京都,千代田区,丸の内,１-６－２

１００-８７９１ 日本郵政 (株),東京都,千代田区,大手町,２００２/３/１

１００-８７９２ 日本郵便 (株),東京都,千代田区,大手町,２００２/３/１

１００-８４５０ 日本映画放送 (株),東京都,千代田区,有楽町,１－１－３

１００-８２８８ 日本生命保険 相互会社,東京都,千代田区,丸の内,１-６－６

１００-８４４４ 日本生命保険 相互会社,東京都,千代田区,有楽町,１-１－１

１００-８１６５ 日本曹達 (株),東京都,千代田区,大手町,２-２－１

１００-８９７９ 日本道路公団,東京都,千代田区,霞が関,３-３－２

１００-８１８４ 日本橋税務署,東京都,千代田区,大手町,１-３番３号

１００-８３４５ 日本ロレックス (株),東京都,千代田区,丸の内,２-３－２

１００-８９５０ 農林水産省,東京都,千代田区,霞が関,１-２－１

１００-８１２０ 農林中央金庫,東京都,千代田区,大手町,１-８－３

１００-８４２０ 農林中央金庫,東京都,千代田区,有楽町,１-１３－２

１００-８１３０ 野村證券 (株),東京都,千代田区,大手町,２-２－２

１００-８３０２ 白銅 (株),東京都,千代田区,丸の内,２-５－２

１００-８２６２ バイエルクロップサイエンス (株),東京都,千代田区,丸の内,１-６－５

１００-８２６８ バイエルホールディング (株),東京都,千代田区,丸の内,１-６－５

１００-８２６５ バイエル薬品 (株),東京都,千代田区,丸の内,１-６－５

１００-８４２４ パーク２４ (株),東京都,千代田区,有楽町,２-７－１

１００-８１２１ 日立造船 (株) 東京支社,東京都,千代田区,一ツ橋,１-１－１

１００-８１６６ 日立電線 (株),東京都,千代田区,大手町,１-６－１

１００-８５０７ 日比谷中日ビルディング,東京都,千代田区,内幸町,２-１－４

１００-６２７７ フォーシーズンズホテル丸の内 東京,東京都,千代田区,丸の内,１-１１－１

１００-８５２０ 富国生命保険 相互会社,東京都,千代田区,内幸町,２-２－２

１００-８３７０ 古河機械金属 (株),東京都,千代田区,丸の内,２-２－３

１００-８３２２ 古河電気工業 (株),東京都,千代田区,丸の内,２-２－３

１００-８５７５ プラチナ・ギルド・インターナショナル (株),東京都,千代田区,内幸町,１-１－１

１００-８９７７ 法務省,東京都,千代田区,霞が関,１-１－１

１００-８２０３ 丸善 丸の内本店,東京都,千代田区,丸の内,１-６－４

１００-８２４１ みずほ証券 (株),東京都,千代田区,丸の内,１-３-３号

１００-８２４１ みずほ信託銀行 (株),東京都,千代田区,丸の内,１-３-３号

１００-８２３３ 三井住友信託銀行 (株),東京都,千代田区,丸の内,１-４番１号

１００-８２３２ 三井住友信託銀行 (株),東京都,千代田区,丸の内,１-６番１号

１００-８１２３ 三井生命保険 (株),東京都,千代田区,大手町,２００２/１/１

１００-８６３１ 三井物産 (株),東京都,千代田区,大手町,１-２－１

１００-８３２４ 三菱ガス化学 (株),東京都,千代田区,丸の内,２-５－２

１００-８２５１ 三菱ケミカル (株),東京都,千代田区,丸の内,１－１－１

１００-８３５０ 三菱商事プラスチック (株),東京都,千代田区,丸の内,２００１/８/３

１００-８１３３ 三菱地所 (株),東京都,千代田区,大手町,１-１番１号

１００-８１１３ 三菱地所リアルエステートサービス (株),東京都,千代田区,大手町,２-２－１

１００-８１８９ 三菱地所レジデンス (株),東京都,千代田区,大手町,１-９番２号

１００-８３３２ 三菱重工業 (株),東京都,千代田区,丸の内,３-２番３号

１００-８３１０ 三菱電機 (株),東京都,千代田区,丸の内,２-２－３

１００-８３０３ 三菱電線工業 (株),東京都,千代田区,丸の内,３-４－１

１００-８３３８ 三菱マテリアル (株),東京都,千代田区,丸の内,３-３－１

１００-８１１７ 三菱マテリアル (株),東京都,千代田区,丸の内,３-２番３号

１００-８１２７ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 (株),東京都,千代田区,大手町,１-９番２号

１００-６２６２ メールボックス・エトセトラ 東京駅店,東京都,千代田区,丸の内,１-１１－１

１００-８３１１ 明和産業 (株),東京都,千代田区,丸の内,３-３－１

１００-６０６６ 森六 (株),東京都,千代田区,霞が関,３-２－５霞ヶ関ビル６階

１００-８１０９ モルガン・スタンレー・グループ,東京都,千代田区,大手町,１－９－７

１００-８１０４ モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 (株),東京都,千代田区,大手町,１－９－７

１００-８２１４ ＵＦＪ信託銀行 (株),東京都,千代田区,丸の内,１-４－３

１００-６１５２ Ｕ’ｓ音楽出版 (株),東京都,千代田区,永田町,２-１１－１

１００-８１７２ 有限責任 あずさ監査法人,東京都,千代田区,大手町,１－９－７

１００-８１７４ 有限責任 あずさ監査法人,東京都,千代田区,大手町,１-９－２

１００-８２１５ ランクセス (株),東京都,千代田区,丸の内,１-６－５

１００-８９５２ 林野庁,東京都,千代田区,霞が関,１-２－１

１００-８４２７ (株) 関電工 中央支社,東京都,千代田区,有楽町,２-１０－１

１００-８９６７ 金融庁,東京都,千代田区,霞が関,３-２－１合同庁舎７号館

１００-８９０５ 公認会計士・監査審査会,東京都,千代田区,霞が関,３-２－１

１００-８９５１ 国立教育政策研究所,東京都,千代田区,霞が関,３-２－２

１００-８９２２ 証券取引等監視委員会,東京都,千代田区,霞が関,３-２－１

１００-６１７７ 消費者委員会,東京都,千代田区,永田町,２-１１－１

１００-８５８５ 帝人 (株) 東京本社,東京都,千代田区,霞が関,３-２－１

１００-８９５９ 文部科学省,東京都,千代田区,霞が関,３-２－２

１００-８０５１ (株) 毎日新聞社 東京本社,東京都,千代田区,一ツ橋,１-１－１

１００-６０５１ (株) ＪＴＢ法人東京 霞が関営業部,東京都,千代田区,霞が関,３－２－５

１００-６１６２ ディ・エグゼクティブ・センター・ジャパン (株),東京都,千代田区,永田町,２－１１－１

１００-８０７８ (株) 産業経済新聞社,東京都,千代田区,大手町,１-７－２

１００-８０７９ (株) 産業経済新聞社,東京都,千代田区,大手町,１-７－２

１００-８０７７ (株) 産業経済新聞社,東京都,千代田区,大手町,１-７－２

１００-８０８６ 三菱商事 (株),東京都,千代田区,丸の内,２-３－１

１０１-８４８０ 旭化成アミダス (株),東京都,千代田区,神田錦町,３-２２

１０１-８４８１ 旭化成ファーマ (株),東京都,千代田区,神田美土代町,９-１



１０１-８６０４ アルファ債権回収 (株),東京都,千代田区,外神田,３-１２番８号

１０１-８５１２ アルフレッサ (株),東京都,千代田区,神田美土代町,７-

１０１-８４４５ イオンクレジットサービス (株）,東京都,千代田区,神田錦町,１-１

１０１-８９８６ 一般(財) 日本建築センター,東京都,千代田区,神田錦町,１－９

１０１-８５５５ 一般(財) 日本品質保証機構,東京都,千代田区,神田須田町,１-２５番

１０１-８５３４ 一般社団法人 全国信用保証協会連合会,東京都,千代田区,神田司町,２-１

１０１-８６１１ 一般社団法人 東京都交友会,東京都,千代田区,神田駿河台,２－１１－１

１０１-８３６２ ＮＥＣトーキン (株）,東京都,千代田区,西神田,３-８－１

１０１-８５３２ ＮＥＣプラットフォームズ (株),東京都,千代田区,神田司町,２-３

１０１-８３４７ ＮＴＴコムソリューションズ (株),東京都,千代田区,猿楽町,１-５番１５号

１０１-８５３５ 大塚製薬 (株),東京都,千代田区,神田司町,２-９

１０１-８３５３ 大原法律専門学校,東京都,千代田区,西神田,２-５－４

１０１-８３５２ 大原簿記学校,東京都,千代田区,西神田,１-３－６－８Ｆ

１０１-８２２８ 大林道路 (株),東京都,千代田区,猿楽町,２-８番８号

１０１-８５０４ オザックス (株),東京都,千代田区,神田三崎町,３－１－１６

１０１-８５８６ 貝印 (株),東京都,千代田区,岩本町,３-９－５

１０１-８６２７ 加賀電子 (株) 環境事業部、技術統括部 他,東京都,千代田区,神田松永町,１９

１０１-８６２９ 加賀電子 (株) 管理本部、秘書・広報室,東京都,千代田区,神田松永町,１９

１０１-８６２８ 加賀電子 (株) 電子事業部、営業推進事業部、特販事業部,

１０１-８６２８ 東京都,千代田区,神田松永町,１９

１０１-８５４３ (株） 樫村,東京都,千代田区,鍛冶町,１-６－１４

１０１-８５２６ (株） アクティブ,東京都,千代田区,内神田,２-１６－１１

１０１-８４４９ (株) ＩＣＳコンベンションデザイン,東京都,千代田区,猿楽町,１-５－１８

１０１-８９７３ (株) アクセル,東京都,千代田区,外神田,４-１４－１

１０１-８３５５ (株) 朝日出版社,東京都,千代田区,西神田,３-３－５

１０１-８２０２ (株) アスクレップ,東京都,千代田区,神田練塀町,３-

１０１-８６１５ (株) アプラス,東京都,千代田区,外神田,３－１２－８

１０１-８４６９ (株) アンビット ニンドリ編集部,東京都,千代田区,神田錦町,３-６

１０１-８５５８ (株) イワキ,東京都,千代田区,神田須田町,２-６－６

１０１-８２０１ (株) インテージ,東京都,千代田区,神田練塀町,３-

１０１-８２０４ (株) インテージ・アソシエイツ,東京都,千代田区,神田練塀町,３

１０１-８４６７ (株) エス・エス・コミュニケーションズ,東京都,千代田区,神田錦町,３-１８－３

１０１-８５１７ (株) ＬＳＩメディエンス,東京都,千代田区,内神田,１-１３番４号

１０１-８４６０ (株) オーム社,東京都,千代田区,神田錦町,３-１

１０１-８４６１ (株) 宙出版,東京都,千代田区,神田錦町,３-１７-廣瀬第１ビル

１００-８６３２ (株) 角川ＳＳコミュニケーションズ,東京都,千代田区,神田錦町,３-１８－３

１０１-８６２４ (株) かんそうしん,東京都,千代田区,外神田,２-１８－１０

１０１-８４７６ (株） キッズステーション,東京都,千代田区,神田錦町,３-２６

１０１-８５８９ (株) 極東商会／(株) カパス,東京都,千代田区,外神田,２００４/１０/６

１０１-８６７２ (株) 極東書店,東京都,千代田区,三崎町,２－７－１０

１０１-８５６０ (株) 近代映画社,東京都,千代田区,神田小川町,２－１２－１４

１０１-８３１６ (株) 鴻池組 東京本店,東京都,千代田区,神田駿河台,２-３－１１

１０１-８５６８ (株) コクゴ,東京都,千代田区,神田富山町,２５

１０１-８３７１ (株) 三省堂,東京都,千代田区,三崎町,２-２２－１４

１０１-８４１０ (株) シノテスト,東京都,千代田区,神田駿河台,２００３/７/９

１０１-８４４８ (株) 島津製作所 東京支社,東京都,千代田区,神田錦町,１-３

１０１-８５２２ (株) 社会保険研究所,東京都,千代田区,内神田,２-４－６

１０１-８０５０ (株) 集英社,東京都,千代田区,一ツ橋,２-５－１０

１０１-８０５４ (株) 集英社 私書箱１９号,東京都,千代田区,一ツ橋,２００２/５/１０

１０１-８００１ (株) 小学館,東京都,千代田区,一ツ橋,２-３－１

１０１-８４１５ (株) 小学館集英社プロダクション,東京都,千代田区,神田神保町,２-３０

１０１-８３８８ (株) 少年画報社,東京都,千代田区,三崎町,３-３－１２

１０１-８５８８ (株) 白石,東京都,千代田区,神田岩本町,１-１４

１０１-８４５０ (株) シンコーミュージック・エンタテイメント,東京都,千代田区,神田錦町,１-１４

１０１-８４７５ (株) シンコーミュージック・エンタテイメント,東京都,千代田区,神田小川町,２-１

１０１-８４２１ (株) じほう,東京都,千代田区,猿楽町,１－５－１５

１０１-８６３６ (株) スズケン,東京都,千代田区,神田佐久間河岸,５９

１０１-８４６５ (株) スミテックス,東京都,千代田区,神田錦町,３-２４－１

１０１-８４１８ (株) ゼンリン,東京都,千代田区,西神田,２００１/１/１

１０１-８６１０ (株) ソフマップ,東京都,千代田区,外神田,１-１６－９

１０１-８６３８ (株) ソラスト,東京都,千代田区,神田佐久間町,３-２番

１０１-８３３５ (株) 損保會舘,東京都,千代田区,神田淡路町,２-９

１０１-８４６６ (株) 大修館書店,東京都,千代田区,神田錦町,３-２４

１０１-８５７７ (株) タジマ,東京都,千代田区,外神田,４－１４－１

１０１-８６１９ (株) ダイドーリミテッド,東京都,千代田区,外神田,３-１－１６

１０１-８４０８ (株) つり人社,東京都,千代田区,神田神保町,１-３０－１３

１００-８６１０ (株) ディーエムエス,東京都,千代田区,神田小川町,１-１１

１０１-８４７０ (株) ディーエムエス,東京都,千代田区,神田小川町,１-１１

１０１-８６６７ (株) デック,東京都,千代田区,神田須田町,１-２３

１０１-８６３１ (株) 東和エンジニアリング,東京都,千代田区,東神田,１－７－８

１０１-８３６５ (株) 桃園書房,東京都,千代田区,三崎町,２-１１－７

１０１-８５４８ (株) 徳力本店,東京都,千代田区,鍛冶町,２-９番１２号

１０１-８４１９ (株) 二玄社,東京都,千代田区,神田神保町,２-２

１０１-８３２３ (株) 日本経済広告社,東京都,千代田区,神田小川町,２-１０

１０１-８５７６ (株) 日本法令,東京都,千代田区,岩本町,２-１－７

１０１-８５６１ (株) 日本マンパワー,東京都,千代田区,神田東松下町, 1-４７

１０１-８９０１ (株) 日本マンパワー内かんぽＬＣ事務局,東京都,千代田区,神田東松下町, 1-４７

１０１-８６１３ (株) 農協観光,東京都,千代田区,外神田,１-１６－８

１０１-８４５４ (株) バーン・コーポレーション,東京都,千代田区,神田小川町,２-１番

１０１-８５６５ (株) 東日本銀行 神田支店,東京都,千代田区,神田富山町,２

１０１-８５６２ (株) 東日本銀行 事務センター,東京都,千代田区,神田富山町,２-

１０１-８９４１ (株) 日立ビルシステム,東京都,千代田区,神田淡路町,２-１０１番

１０２-８６４４ (株) ビーエス日本（ビーエス日テレ）,東京都,千代田区,二番町,１４-

１０１-８１８９ (株) 富士薬品,東京都,千代田区,神田錦町,２-２-１

１０１-８４０５ (株) 二見書房,東京都,千代田区,三崎町,２-１８－１１

１０１-８３８１ (株) ベースボール・マガジン社,東京都,千代田区,三崎町,３-１０－１０

１０１-８４２３ (株) 放送出版エージェンシー,東京都,千代田区,神田神保町,２－７－３

１０１-８４２４ (株) 放送出版プロモーション 日本アマチュア歌謡連盟 本部事務局,



１０１-８４２４ 東京都,千代田区,神田神保町,２－７－３

１０１-８９７２ (株) ミツウロコ,東京都,千代田区,外神田,４-１４－１

１０１-８３０５ (株) メディアワークス,東京都,千代田区,神田駿河台,１-８

１０１-８６４８ (株) 薬事日報社,東京都,千代田区,神田和泉町,１

１０１-８５６６ (株) ヤマヤコーポレーション,東京都,千代田区,神田富山町,２２

１０１-８５１９ (株) ラーニングネット,東京都,千代田区,内神田,２-５－６

１０１-８４１３ (株) 旅行読売出版社,東京都,千代田区,岩本町,１－１０－５

１０１-８３２５ 管工業健康保険組合,東京都,千代田区,神田駿河台,２-１

１０１-８３４５ 神田社会保険事務所,東京都,千代田区,猿楽町,２-７－８

１０１-８４６４ 神田税務署,東京都,千代田区,神田錦町,３-３

１０１-８７１２ 神田物産 (株）,東京都,千代田区,内神田,２-１６－１３

１０１-８３５１ 学校法人 大原学園,東京都,千代田区,西神田,２-４－１１

１０１-８４３３ 学校法人 共立女子学園,東京都,千代田区,一ツ橋,２-２－１

１０１-８３１３ 学校法人 駿河台学園 駿台予備学校,東京都,千代田区,神田駿河台,２-５－１７

１０１-８４５６ 学校法人 正則学園,東京都,千代田区,神田錦町,３-１

１０１-８３０１ 学校法人 明治大学,東京都,千代田区,神田駿河台,１-１

１０１-８３１１ キョーリン製薬ホールディングス (株),東京都,千代田区,神田駿河台,４－６

１０１-８５１０ 協同クレジットサービス (株),東京都,千代田区,内神田,１-１－１２

１０１-８３１７ 協同リース (株),東京都,千代田区,神田駿河台,２-９－１７

１０１-８４３７ 共立女子大学,東京都,千代田区,一ツ橋,２-２－１

１０１-８６２１ (株） 共立メンテナンス,東京都,千代田区,外神田,２-１８－８

１０１-８６４５ キリンビバレッジ (株),東京都,千代田区,神田和泉町,１

１０１-８６４１ 近畿日本ツーリスト (株),東京都,千代田区,東神田,１－７－８

１０１-８３５６ (株） 銀英社,東京都,千代田区,西神田,２-８－９

１０１-８５４５ くめ・クオリティ・プロダクツ (株),東京都,千代田区,神田東松下町,１４-

１０１-８４２７ 栗田出版販売 (株),東京都,千代田区,神田神保町,３－２５

１０１-８９７７ グローリー (株) 東京本部,東京都,千代田区,外神田,４-１４－１

１０１-８３７２ 公益(財) 結核予防会 総合健診推進センター,

１０１-８３７２ 東京都,千代田区,三崎町,１-３－１２

１０１-８３７８ 公益社団法人 全日本病院協会,東京都,千代田区,猿楽町,２-８番８号

１０１-８５５９ 佐藤金属 (株),東京都,千代田区,神田須田町,２-１３

１０１-８５８３ サンデンホールディングス (株) 東京本社,東京都,千代田区,外神田,１－１８－１３

１０１-８６８２ 三洋貿易 (株）,東京都,千代田区,神田錦町,２-１１

１０１-８３３３ (財) 産業経理協会,東京都,千代田区,神田淡路町,１-１５

１０１-８３４６ (財) 日本眼科学会,東京都,千代田区,猿楽町,２-４－１１－４０２

１０１-８３５８ (財) 日本書道教育学会,東京都,千代田区,西神田,２-２－３

１０１-８９８３ (財) 母子衛生研究会,東京都,千代田区,外神田,２-１８－７

１０１-８５８１ (財） ポスタルサービスセンター,東京都,千代田区,鍛冶町,１-８－３

１０１-８４１２ 社会福祉法人 全国盲ろう者協会,東京都,千代田区,神田神保町,２-５

１０１-８６４３ 社会福祉法人 三井記念病院,東京都,千代田区,神田和泉町,１

１０１-８４５９ 社団法人 学士会,東京都,千代田区,神田錦町,３-２８

１０１-８５４４ 社団法人 産業環境管理協会,東京都,千代田区,鍛冶町,２-２－１

１０１-８５５２ 社団法人 ジャパンケネルクラブ,東京都,千代田区,神田須田町,１-５

１０１-８３２８ 社団法人 東京都医師会,東京都,千代田区,神田駿河台,２-５

１０１-８３２６ 社団法人 東京都教職員互助会 三楽病院,東京都,千代田区,神田駿河台,２-５

１０１-８３０７ 社団法人 日本化学会,東京都,千代田区,神田駿河台,１-５

１０１-８４６８ ショーボンド建設 (株),東京都,千代田区,神田錦町,３-１８

１０１-８３３０ 商船三井ロジスティクス (株),東京都,千代田区,神田駿河台,４－３

１０１-８５２１ 昭和産業 (株),東京都,千代田区,内神田,２-２－１

１０１-８６１６ シンキ (株),東京都,千代田区,外神田,３-１２－８

１０１-８４５１ 新生紙パルプ商事 (株),東京都,千代田区,神田錦町,１-８

１０１-８６０３ 新生フィナンシャル (株),東京都,千代田区,外神田,３-１２番８号

１０１-８４４７ (株） ジーアンドシー,東京都,千代田区,神田錦町,２-１１

１０１-８５１８ ＪＡ全農たまご (株),東京都,千代田区,内神田,１－１－１２

１０１-８４３０ 情報・システム研究機構 国立情報学研究所,東京都,千代田区,一ツ橋,２-１－２

１０１-８６３３ スガツネ工業 (株),東京都,千代田区,岩本町,２００２/９/１３

１０１-８４５３ 住商エレクトロニクス (株),東京都,千代田区,神田錦町,３-１１

１０１-８４２５ 学校法人 専修大学,東京都,千代田区,神田神保町,３-８－１

１０１-８５２５ 専門学校 神田外語学院（学校法人 佐野学園）,東京都,千代田区,内神田,２-１３－１３

１０１-８５０８ 全国森林組合連合会,東京都,千代田区,内神田,１-１－１２

１０１-８５０９ (社） 全国地方銀行協会,東京都,千代田区,内神田,３-１－２

１０１-８５０１ 全国農業協同組合連合会全農東京支所,東京都,千代田区,内神田,１-１－１２

１０１-８５０２ 全農物流 (株),東京都,千代田区,神田錦町,３-１３－７

１０１-８４１６ 太平電業 (株),東京都,千代田区,神田神保町,２-４

１０１-８４４４ 大鵬薬品工業 (株),東京都,千代田区,神田錦町,１-２７

１０１-８３２１ 高砂熱学工業 (株),東京都,千代田区,神田駿河台,４-２－５

１０１-８５７５ 田島ルーフィング (株),東京都,千代田区,岩本町,２００３/１１/１３

１０１-８５７９ 田島ルーフィング (株),東京都,千代田区,外神田,４－１４－１

１０１-８３８３ タック (株),東京都,千代田区,三崎町,３-２－１８

１０１-８９５０ 大建工業 (株),東京都,千代田区,外神田,３-１２－８

１０１-８３２４ 中央大学 駿河台記念館,東京都,千代田区,神田駿河台,３-１１－５

１０１-８６４６ 鶴岡 (株),東京都,千代田区,神田和泉町,２

１０１-８３６６ 鉄建建設 (株）,東京都,千代田区,三崎町,２-５－３

１０１-８７０３ トーア再保険 (株),東京都,千代田区,神田駿河台,３-６

１０１-８５３０ 東亜商事 (株),東京都,千代田区,神田司町,２-１９

１０１-８５３３ 東京都 小型コンピュータソフトウェア 産業健康保険組合 神田支部,

１０１-８５３３ 東京都,千代田区,神田須田町,２-７

１０１-８５２７ 東京都職業能力開発協会,東京都,千代田区,内神田,１－１－５

１０１-８５２３ 東京都水道局 千代田営業所,東京都,千代田区,内神田,２-１－１２

１０１-８５２０ 東京都千代田都税事務所,東京都,千代田区,内神田,２-１－１２

１０１-８５１５ 東京ロイヤルプラザ 管理組合,東京都,千代田区,内神田,１-１８－１１

１０１-８３５０ 東光電気工事 (株),東京都,千代田区,西神田,１-４－５

１０１-８３２７ 東邦ホールディングス (株),東京都,千代田区,神田駿河台,２-５－２３

１０１-８６３０ 東浴 信用組合,東京都,千代田区,東神田,１-１０－２

１０１-８４１１ 図書印刷 (株),東京都,千代田区,神田神保町,２-１７

１０１-８６１２ (株） トランスネット,東京都,千代田区,外神田,１-１７－４

１０１-８６１７ 同和鉱業 (株),東京都,千代田区,外神田,４-１４－１

１０１-８００８ 独立行政法人 宇宙航空研究開発機構,東京都,千代田区,神田駿河台,４-６番



１０１-８３５９ 独立行政法人 日本貿易保険,東京都,千代田区,西神田,３-８－１

１０１-８６６２ (株） 西村書店,東京都,千代田区,神田錦町,１-１０

１０１-８６８８ (株） ニチイ学館,東京都,千代田区,神田駿河台,２-９

１０１-８４８３ ニチモ (株),東京都,千代田区,神田美土代町,７

１０１-８６０９ ニチモコミュニティ (株),東京都,千代田区,外神田,６-５－１２

１０１-８４４１ 日清製粉 (株),東京都,千代田区,神田錦町,１-２５

１０１-８２１０ 日本紙通商 (株),東京都,千代田区,神田駿河台,４-６番

１０１-８２１５ 日本製紙クレシア (株),東京都,千代田区,神田駿河台,４－６

１０１-８２１３ 日本製紙木材 (株),東京都,千代田区,神田駿河台,４-６番

１０１-８９４６ ニッポンレンタカーアーバンネット (株) 東京ディビジョン,

１０１-８９４６ 東京都,千代田区,東神田,２-１－１１

１０１-８７１０ 日本出版販売 (株）,東京都,千代田区,神田駿河台,４-３

１０１-８３１０ 日本大学 歯学部,東京都,千代田区,神田駿河台,１-８－１３

１０１-８３５４ 日本大学 通信教育部,東京都,千代田区,三崎町,２-２－３

１０１-８３７５ 日本大学 法学部,東京都,千代田区,三崎町,２-３－１

１０１-８３０８ 日本大学 理工学部,東京都,千代田区,神田駿河台,１-８－１４

１０１-８７０７ (株） 日本パーソナルセンター,東京都,千代田区,神田須田町,１-５

１０１-８４０７ (株）日本文芸社,東京都,千代田区,神田神保町,１-７

１０１-８５０６ 農林漁業信用基金,東京都,千代田区,内神田,１-１－１２

１０１-８５０７ 農林中央金庫,東京都,千代田区,内神田,１-１－１２

１０１-８７１１ (株） 白泉社,東京都,千代田区,西神田,３-６－４

１０１-８６０５ 橋本産業 (株）,東京都,千代田区,神田紺屋町,３４

１０１-８４６２ パシフィックコンサルタンツ (株),東京都,千代田区,神田錦町,３-２２-

１０１-８３０２ 日立化成商事 (株),東京都,千代田区,神田駿河台,２００２/５/１

１０１-８９７１ 日立電線 (株）,東京都,千代田区,外神田,４-１４－１

１０１-８４３９ 一橋大学 千代田キャンパス,東京都,千代田区,一ツ橋,２-１－２

１０１-８６３４ ビー・アップル (株),東京都,千代田区,東神田,１-１１－１

１０１-８５２８ ピップ (株),東京都,千代田区,内神田,２００３/３/７

１０１-８３１４ 富士ゼロックスオフィスサプライ (株),東京都,千代田区,神田駿河台,２-５－１２

１０１-８６２５ 富士電機リテイルシステムズ (株),東京都,千代田区,外神田,６-１５－１２

１０１-８５４２ フジパン (株） 関東事業部,東京都,千代田区,神田富山町,１０-１

１０１-８４５２ 富士フイルムグラフィックシステムズ (株),東京都,千代田区,神田錦町,３-１３

１０１-８６０６ フマキラー (株),東京都,千代田区,神田美倉町,１１

１０１-８９７０ 古河スカイ (株),東京都,千代田区,外神田,４-１４－１

１０１-８４０９ 平和出版 (株),東京都,千代田区,神田駿河台,２-３－１３

１０１-８３２２ 丸紅エネルギー (株),東京都,千代田区,神田駿河台,２-２

１０１-８３３１ 丸紅ガスエナジー (株),東京都,千代田区,神田駿河台,２-２

１０１-８３６３ 丸紅テレコム (株）,東京都,千代田区,西神田,３-８－１

１０１-８４７７ ミズノ (株),東京都,千代田区,神田小川町,３-２２

１０１-８２１９ みずほ証券 (株),東京都,千代田区,神田駿河台,４－６

１０１-８４４３ みずほ情報総研 (株),東京都,千代田区,神田錦町,２-３

１０１-８４２９ 三谷産業 (株),東京都,千代田区,神田神保町,２－３６－１

１０１-８４５８ 三井住友海上あいおい生命保険 (株),東京都,千代田区,神田錦町,２００３/１１/１

１０１-８０１１ 三井住友海上火災保険 (株),東京都,千代田区,神田駿河台,３-９

１０１-８６０７ 三菱文具 (株),東京都,千代田区,外神田,２-１７－３アヤベビル４Ｆ

１０１-８３３８ 三菱マテリアル (株),東京都,千代田区,内神田,２-１６－１１

１０１-８６３７ 三菱ＵＦＪファクター (株),東京都,千代田区,神田淡路町,２-１０１番

１０１-８６７６ (株） 武蔵野銀行 東京支店,東京都,千代田区,内神田,２-１５－９

１０１-８５５４ メタウォーター (株),東京都,千代田区,神田須田町,１-２５番

１０１-８５７８ 持田商工 (株）,東京都,千代田区,岩本町,２-１０－１２

１０１-８６２６ ヤマキ (株) 東京支店,東京都,千代田区,外神田,２００４/８/２

１０１-８６２０ ヤマギワ (株),東京都,千代田区,外神田,３-１２－４

１０１-８５８５ 山崎製パン (株),東京都,千代田区,岩本町,３-１０－１

１０１-８５８０ ユアサ商事 (株),東京都,千代田区,神田美土代町,７番

１０１-８５３１ 有限会社 科学評論社,東京都,千代田区,神田司町,２-１０－８

１０１-８４２２ 郵船トラベル (株）,東京都,千代田区,神田神保町,２-２

１０１-８３３６ リケンテクノス (株),東京都,千代田区,神田淡路町,２-１０１-

１０１-８３７０ 理研ビタミン (株),東京都,千代田区,三崎町,２-９－１８

１０１-８４４６ 菱栄 (株）,東京都,千代田区,神田錦町,１-１３

１０１-８３８５ (社） 倫理研究所,東京都,千代田区,三崎町,３-１－１０

１０１-８３１５ 労働金庫会館,東京都,千代田区,神田駿河台,２-５－１５

１０１-８６４２ ＹＫＫ (株),東京都,千代田区,神田和泉町,１

１０１-８１０１ 旭化成 (株),東京都,千代田区,神田神保町,１-１０５-

１０１-８００２ (株) 岩波書店,東京都,千代田区,一ツ橋,２-５－５

１０１-８０７７ (株) 飛鳥新社,東京都,千代田区,神田神保町,３-１０

１０１-８６５５ 朝日火災海上保険 (株),東京都,千代田区,神田美土代町,７-

１０１-８６５４ 石福金属興業 (株),東京都,千代田区,内神田,３-２０－７

１０１-８７０１ (株) 祥伝社,東京都,千代田区,神田神保町,３-６－５

１０４-８６５０ (株) ディーエムエス,東京都,千代田区,神田小川町,１-１１

１０１-８７１８ (株) 日本醫事新報社,東京都,千代田区,神田駿河台,２-９

１０１-８７１５ 全日本書芸文化院,東京都,千代田区,神田錦町,３-２０

１０１-８６７０ 東京セールスプロデュース (株),東京都,千代田区,神田小川町,１-１１

１０１-８６５１ 丸高興業 (株),東京都,千代田区,神田淡路町,１-７

１０２-８４５０ (株） イトーヨーカ堂,東京都,千代田区,二番町,８-８

１０２-８３５３ (株） ソニー・ミュージックエンタテインメント,東京都,千代田区,六番町,４－５

１０２-８６１８ (株） 読売情報開発,東京都,千代田区,平河町,２-１３－３

１０２-８６１９ (株） 読売ハートサービス,東京都,千代田区,平河町,２-１３－３

１０２-８０５５ 赤坂プリンスクラシックハウス,東京都,千代田区,紀尾井町,１-２

１０２-８１２８ アコム (株),東京都,千代田区,飯田橋,２-１０－１０

１０２-８１５０ アコム (株),東京都,千代田区,富士見,２-１５－１１

１０２-８３１０ 朝日エティック (株),東京都,千代田区,九段南,４-７－１３

１０２-８６３９ あしなが育英会,東京都,千代田区,平河町,２－７－５

１０２-８３８１ 英国大使館,東京都,千代田区,一番町,１

１０２-８２３１ 石垣食品 (株),東京都,千代田区,九段北,１-９－１２

１０２-８５０２ 一般(財) 歯科医療振興財団,東京都,千代田区,九段北,２００４/１/２０

１０２-８１１９ 一般(財) 全国消防協会,東京都,千代田区,麹町,１－６－２

１０２-８４１４ 一般社団法人 日本病院会,東京都,千代田区,三番町,９－１５

１０２-８５６１ 一般社団法人 倫理研究所,東京都,千代田区,紀尾井町,４番５号



１０２-８５５３ 伊藤園 新俳句大賞事務局,東京都,千代田区,紀尾井町,３-２３

１０２-８１６６ 伊藤忠テクノソリューションズ (株),東京都,千代田区,富士見,１-１１－５

１０２-８６１３ 伊藤忠フアインケミカル (株),東京都,千代田区,平河町,１-２－１０

１０２-８５０８ 医療法人社団 こころとからだの元氣プラザ,東京都,千代田区,飯田橋,３-６番５号

１０２-８５８６ エイチアールティーニューオータニ (株),東京都,千代田区,紀尾井町,４番１号

１０２-８０２２ ＳＡＰジャパン (株),東京都,千代田区,麹町,１-６番４号

１０２-８５７１ ＳＪハウス,東京都,千代田区,紀尾井町,７－１

１０２-８６０６ ＬＶＭＨフレグランスブランズ (株),東京都,千代田区,平河町,２-１番１号

１０２-８４２０ オーロラ (株),東京都,千代田区,麹町,１-７番２号

１０２-８１１５ オンワード商事 (株),東京都,千代田区,飯田橋,２-１０－１０

１０２-８５４１ 海洋水産資源開発センター,東京都,千代田区,紀尾井町,３-２７

１０２-８３１３ 角川シネプレックス (株),東京都,千代田区,麹町,４－３－２９

１０２-８３７０ (株) 伊勢半,東京都,千代田区,４番町,６－１１

１０２-８５８０ (株) インフィニトラベルインフォメーション,東京都,千代田区,紀尾井町,６－１２

１０２-８５５２ (株) ＫＡＤＯＫＡＷＡ,東京都,千代田区,富士見,２-１３－１２

１０２-８０７７ (株) ＫＡＤＯＫＡＷＡ,東京都,千代田区,五番町,３－１

１０２-８１７７ (株) ＫＡＤＯＫＡＷＡ,東京都,千代田区,富士見,２-１３番３号

１０２-８０７８ (株) ＫＡＤＯＫＡＷＡ,東京都,千代田区,富士見,１-８番１９号

１０２-８５８４ (株) ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス事業局,

１０２-８５８４ 東京都,千代田区,富士見,１-８番１９号

１０２-８０２４ (株) ＫＡＤＯＫＡＷＡ 営業企画局,東京都,千代田区,富士見,１-８番１９号

１０２-８３０２ (株) ＫＡＤＯＫＡＷＡ 映像事業局,東京都,千代田区,富士見,１-８番１９号

１０２-８２０５ (株) テクノ大手,東京都,千代田区,九段北,１-１４－１６

１０２-８３５０ (株) 日新,東京都,千代田区,三番町,５

１０２-８４０５ (株) ぶんか社,東京都,千代田区,一番町,６－２９

１０２-８４０７ (株) ぶんか社 編集局,東京都,千代田区,一番町,６－２９

１０２-８１３０ (株) ホテルエドモント,東京都,千代田区,飯田橋,３-１０－８

１０２-８３２４ (株) リビングくらしＨＯＷ研究所,東京都,千代田区,紀尾井町,３番２３号

１０２-８５０６ (株) ワコール 東京支社,東京都,千代田区,麹町,１-１－１

１０２-８１０３ (株) アイ・イーシー,東京都,千代田区,麹町,３－２

１０２-８１２４ (株) ＩＤＣフロンティア,東京都,千代田区,紀尾井町,１－３

１０２-８１４１ (株) ＩＤＧコミュニケーションズ,東京都,千代田区,富士見,１-２－２７

１０２-８６６０ (株) あおぞら銀行,東京都,千代田区,麹町,６－１－１

１０２-８１０１ (株) 秋田書店,東京都,千代田区,飯田橋,２-１０－８

１０２-８１０９ (株) アシスト,東京都,千代田区,九段北,４-２－１

１０２-８５１１ (株) アダック,東京都,千代田区,麹町,４-５

１０２-８１１０ (株) 潮出版社,東京都,千代田区,一番町,６一番町ＳＱＵＡＲＥ

１０２-８５３３ (株) エスコム,東京都,千代田区,麹町,４-４－１

１０２-８６７１ (株) エルヴィジョン,東京都,千代田区,九段南,３-５－９

１０２-８３４９ (株) オークネット,東京都,千代田区,三番町,８－１

１０２-８５６５ (株) オータニコーポレーション,東京都,千代田区,紀尾井町,４-１

１０２-８５７３ (株) 大塚商会,東京都,千代田区,飯田橋,２-１８－４

１０２-８０２５ (株) オズマピーアール,東京都,千代田区,紀尾井町,３-２３

１０２-８５０３ (株) オリエントコーポレーション,東京都,千代田区,麹町,５-２－１

１０２-８５０４ (株) オリエントコーポレーション 首都圏管理センター

,１０-２８５０４ 東京都,千代田区,麹町,５-２－１

１０２-８６２２ (株) カービュー,東京都,千代田区,紀尾井町,１番３号

１０２-８６８５ (株) 角川ヘラルド・ピクチャーズ,東京都,千代田区,紀尾井町,３－６

１０２-８５４０ (株) かんき出版,東京都,千代田区,麹町,４-１－４

１０２-８２２８ (株) カントー,東京都,千代田区,九段北,１-１１－２

１０２-８５２２ (株) 協同宣伝,東京都,千代田区,三番町,３－８泉館三番町

１０２-８１５２ (株) 研究社本社,東京都,千代田区,富士見,２-１１－３

１０２-８２３０ (株) コーエーテクモゲームス,東京都,千代田区,九段北,４-１番３４号

１０２-８５１５ (株) サンケイリビング新聞社,東京都,千代田区,紀尾井町,３－２３

１０２-８４４０ (株) サンテック,東京都,千代田区,二番町,３－１３

１０２-８６１１ (株) システム収納センター,東京都,千代田区,平河町,２-４－１６

１０２-８２３２ (株) 少年写真新聞社,東京都,千代田区,九段南,４-７番１６号

１０２-８２３８ (株) 昭文社,東京都,千代田区,麹町,３-－１

１０２-８２２１ (株) Ｊコミックテラス,東京都,千代田区,紀尾井町,１－３

１０２-８６１２ (株) 水中造形センター,東京都,千代田区,麹町,１－７

１０２-８５５８ (株) スタッフ・サービス 千代田支社,東京都,千代田区,紀尾井町,３-１２

１０２-８４８８ (株) スポーツマーケティングプロパティーズ,東京都,千代田区,九段北,１-１１－５

１０２-８５２８ (株) 生産日本社,東京都,千代田区,麹町,３－２

１０２-８１８７ (株) 世界文化社,東京都,千代田区,九段北,４-２－２９

１０２-８１９４ (株) 世界文化ライフケア,東京都,千代田区,九段北,２００４/２/２９

１０２-８１９１ (株) 世界文化リテイリング,東京都,千代田区,九段北,２００４/２/２９

１０２-８１９２ (株) 世界文化ワンダークリエイト,東京都,千代田区,九段北,２００４/２/２９

１０２-８１９３ (株) 世界文化ワンダー販売,東京都,千代田区,九段北,２００４/２/２９

１０２-８４３７ (株) セブン・カードサービス,東京都,千代田区,二番町,４－５

１０２-８４２６ (株) セブン・ミールサービス,東京都,千代田区,二番町,８－８

１０２-８４５５ (株) セブン―イレブン・ジャパン,東京都,千代田区,二番町,８－８

１０２-８４５２ (株) セブン＆アイ・ホールディングス,東京都,千代田区,二番町,８－８

１０２-８４６６ (株) セブンドリーム・ドットコム,東京都,千代田区,二番町,８－８

１０２-８２１１ (株) 千修,東京都,千代田区,九段北,４-２－４

１０２-８６２７ (株) 全日本通教,東京都,千代田区,九段南,３-５番９号

１０２-８６３７ (株) 全日本通販,東京都,千代田区,九段南,３-５番９号

１０２-８６７９ (株) ソニー・マガジンズ,東京都,千代田区,五番町,１２－１

１０２-８６３３ (株) たいよう共済,東京都,千代田区,平河町,２-３－６

１０２-８３８８ (株) 宝島社,東京都,千代田区,一番町,２５

１０２-８１３９ (株) 田中歯科器械店,東京都,千代田区,富士見,１-３－８

１０２-８１８６ (株) 椿本チエイン 東京支社,東京都,千代田区,九段北,３-２－４

１０２-８１４２ (株) 鐵原,東京都,千代田区,富士見,１-４－４

１０２-８６１７ (株) ディーエムジェイ,東京都,千代田区,九段南,３-５番９号

１０２-８１８１ (株) 日刊工業新聞社,東京都,千代田区,九段北,１-８－１０

１０２-８１１７ (株) 日建設計,東京都,千代田区,飯田橋,２-１８－３

１０２-８５６９ (株) ニッポン放送プロジェクト,東京都,千代田区,紀尾井町,３－６

１０２-８５１２ (株) 日本エディターズ,東京都,千代田区,九段南,４－６－１３－７０４

１０２-８５７８ (株) ニュー・オータニ,東京都,千代田区,紀尾井町,４番１号



１０２-８２６０ (株) 培風館,東京都,千代田区,九段南,４-３－１２

１０２-８１９０ (株) Ｂｅｇｉｎ,東京都,千代田区,九段北,２００４/２/２９

１０２-８０２６ (株) 美術出版社,東京都,千代田区,五番町,４-５号

１０２-８３３１ (株) ＰＨＰ研究所,東京都,千代田区,一番町,２１

１０２-８１４４ (株) 富士見書房,東京都,千代田区,富士見,２－１３－３

１０２-８６２０ (株) ブティック社,東京都,千代田区,平河町,１-８－３

１０２-８４０６ (株) ぶんか社 営業局,東京都,千代田区,一番町,６－２９

１０２-８３０３ (株) プレゼントハウス,東京都,千代田区,九段南,４-６－１３－７０４

１０２-８６０４ (株) 放送出版エージェンシー,東京都,千代田区,麹町,３-７－４

１０２-８６０２ (株) 放送出版プロモーション,東京都,千代田区,麹町,３-７－４

１０２-８１５５ (株) 保健同人社,東京都,千代田区,一番町,４-４

１０２-８４３３ (株) 細川洋行,東京都,千代田区,二番町,１１－５

１０２-８５１９ (株) ポプラ社,東京都,千代田区,麹町,４-２-６

１０２-８０１９ (株) マッグガーデン,東京都,千代田区,五番町,６－２

１０２-８５２０ (株) ミカミ,東京都,千代田区,麹町,１-１０－１

１０２-８６２１ (株) みらい建設グループ,東京都,千代田区,平河町,１-４－９

１０２-８３７２ (株) 明光商会,東京都,千代田区,五番町,１－１

１０２-８６４２ (株) ユーラシア旅行社,東京都,千代田区,平河町,２-７－４

１０２-８４１７ (株) ヨークマート,東京都,千代田区,二番町,８－８

１０２-８６０９ (株) 読売情報開発 読売ファミリー・サークル,東京都,千代田区,平河町,２-１３－３

１０２-８４０１ (株) リビングプロシード,東京都,千代田区,紀尾井町,３－２３

１０２-８３５７ 学校法人 大妻学院 大妻女子大学,東京都,千代田区,三番町,１２-

１０２-８３５７ 学校法人 大妻学院 大妻女子大学短期大学部,東京都,千代田区,三番町,１２-

１０２-８３５７ 学校法人 大妻学院 大妻中学校,東京都,千代田区,三番町,１２-

１０２-８３５７ 学校法人 大妻学院 大妻高等学校,東京都,千代田区,三番町,１２-

１０２-８１７８ 学校法人 嘉悦学園,東京都,千代田区,富士見,２-１５－１

１０２-８１８５ 学校法人 白百合学園,東京都,千代田区,九段北,２-４－１

１０２-８３４１ 学校法人 東京家政学院,東京都,千代田区,三番町,２２

１０２-８３３６ 学校法人 二松学舎,東京都,千代田区,三番町,６－１６

１０２-８４７０ 学校法人 雙葉学園,東京都,千代田区,六番町,１－１４

１０２-８６２８ きんでん 東京本社,東京都,千代田区,九段南,２-１－２１

１０２-８３６４ 九段ＰＦＩサービス (株）,東京都,千代田区,九段南,１-２－１

１０２-８５３１ クレジット債権管理組合,東京都,千代田区,麹町,１-６－９

１０２-８５８８ 警察共済組合 本部,東京都,千代田区,三番町,６－８

１０２-８６０７ 警察職員生活協同組合,東京都,千代田区,三番町,６－８

１０２-８４６１ ＫＤＤＩ (株),東京都,千代田区,飯田橋,３-１０－１０

１０２-８４６２ ＫＤＤＩ (株),東京都,千代田区,飯田橋,３-１０－１０

１０２-８４６０ ＫＤＤＩ (株),東京都,千代田区,飯田橋,３-１０－１０

１０２-８３８３ コープケミカル (株),東京都,千代田区,一番町,３－２３

１０２-８６４３ 公益(財) 日本生産性本部,東京都,千代田区,平河町,２－１３－１２

１０２-８５５６ 公益社団法人 全国自治体病院協議会,東京都,千代田区,平河町,２-７番５号

１０２-８４１１ 公益社団法人 全国農業共済協会,東京都,千代田区,一番町,１９-

１０２-８５５９ 公益社団法人 日本文藝家協会,東京都,千代田区,紀尾井町,３－２３

１０２-８４５９ 興研 (株),東京都,千代田区,４番町,７

１０２-８３１１ 麹町税務署,東京都,千代田区,九段南,１-１－１５

１０２-８３０９ 厚生労働省 関東信越厚生局 麻薬取締部,東京都,千代田区,九段南,１-２－１

１０２-８３０５ 厚生労働省 東京労働局,東京都,千代田区,九段南,１-２－１

１０２-８１０２ 古久根建設 (株),東京都,千代田区,飯田橋,３-３－１

１０２-８６５１ 最高裁判所,東京都,千代田区,隼町,４－２

１０２-８３３３ 三喜商事 (株),東京都,千代田区,三番町,６－５

１０２-８４１０ 三進興産 (株),東京都,千代田区,一番町,２２－１

１０２-８５３０ サントリー (株),東京都,千代田区,麹町,５-７－２

１０２-８１４０ 三和電気工業 (株) 営業本部,東京都,千代田区,富士見,１-６－１

１０２-８５８５ ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町,東京都,千代田区,紀尾井町,１-２

１０２-８６５０ 財形住宅金融 (株),東京都,千代田区,麹町,５-１-

１０２-８４７４ (財) 河川情報センター,東京都,千代田区,麹町,１-３

１０２-８５５５ (財) 新エネルギー財団,東京都,千代田区,紀尾井町,３－６秀和紀尾井町パークビル６Ｆ

１０２-８０１１ (財) ＪＫＡ,東京都,千代田区,六番町,４-６

１０２-８２８８ (財) 東京顕微鏡院,東京都,千代田区,九段南,４-８－３２

１０２-８５６７ (財) 日本海事協会,東京都,千代田区,紀尾井町,４-７

１０２-８３２１ (財) 日本武道館,東京都,千代田区,北の丸公園,２-３

１０２-８１３８ 在日本朝鮮人総聯合会 中央本部 (朝鮮総聯中央本部）,

１０２-８１３８ 東京都,千代田区,富士見,２-１４番１５号

１０２-８２３４ 社団法人 建設荷役車両安全技術協会,東京都,千代田区,九段北,１-１２－３０

１０２-８３５６ 社団法人 第二地方銀行協会,東京都,千代田区,三番町,５

１０２-８２４１ 社団法人 東京都歯科医師会,東京都,千代田区,九段北,４-１－２０

１０２-８１８４ 社団法人 日本アイスクリーム協会,東京都,千代田区,九段北,１-１４－１９

１０２-８６０３ 社団法人 日本船主協会,東京都,千代田区,平河町,２-６－４

１０２-８５７７ 社団法人 日本民間放送連盟,東京都,千代田区,紀尾井町,３-２３

１０２-８１１１ 昭和アルミニウム (株),東京都,千代田区,飯田橋,３-６－５

１０２-８０８８ ＪＰ損保サービス (株),東京都,千代田区,九段南,４－７－１５

１０２-８３７７ 実教出版 (株),東京都,千代田区,五番町,５

１０２-８５１０ ジブラルタ生命保険 (株),東京都,千代田区,一番町,２１

１０２-８２０１ 住宅・都市整備公団,東京都,千代田区,九段北,１-１４－６

１０２-８５５４ 上智大学 (上智学院）,東京都,千代田区,紀尾井町,７－１

１０２-８６１４ 住銀保証 (株),東京都,千代田区,平河町,１-１－８

１０２-８４６５ 住友大阪セメント (株),東京都,千代田区,六番町,６－２８

１０２-８６１０ 生活協同組合全国都市職員災害共済会,東京都,千代田区,平河町,２-４－２

１０２-８６４５ セコム損害保険 (株),東京都,千代田区,平河町,２-６－２

１０２-８１２５ セントラル総合開発 (株),東京都,千代田区,飯田橋,３-３番７号

１０２-８１２０ ゼネラルエレクトリックキャピタルカーシステム (株),

１０２-８１２０ 東京都,千代田区,飯田橋,１-１２－７

１０２-８６３０ 全国共済農業協同組合連合会 全国本部,東京都,千代田区,平河町,２-７番９号

１０２-８０１６ 全国健康保険協会 船員保険部,東京都,千代田区,富士見,２-７－２

１０２-８６３５ 全国市長会,東京都,千代田区,平河町,２-４－２

１０２-８５３２ 全国土木建築 国民健康保険組合 関東事務所,東京都,千代田区,麹町,３-２

１０２-８５６４ 全国土木建築国民健康保険組合,東京都,千代田区,平河町,１－５－９

１０２-８４６４ 全日本自治団体 労働組合,東京都,千代田区,六番町,１



１０２-８７９５ 総務省 関東総合通信局,東京都,千代田区,九段南,１-２－１

１０２-８１７０ 高山工業 (株),東京都,千代田区,富士見,１-１１－２１

１０２-８４３０ 第一火災海上保険 相互会社,東京都,千代田区,二番町,５－１

１０２-８１７５ ダイダン (株) 東京本社,東京都,千代田区,富士見,２-１５－１０

１０２-８７３０ ダイトロン (株),東京都,千代田区,麹町,３-６-

１０２-８４２４ 大日本商事 (株）,東京都,千代田区,飯田橋,２-１－１１

１０２-８０１８ ダイヤル・サービス (株),東京都,千代田区,三番町,６－２

１０２-８１１２ 大和ハウス工業 (株),東京都,千代田区,飯田橋,３-１３－１

１０２-８４１９ 地方公共団体情報システム機構,東京都,千代田区,一番町,２５-

１０２-８６０１ 地方職員 共済組合,東京都,千代田区,平河町,２-４－９地

１０２-８０８５ 中央労働基準監督署,東京都,千代田区,九段南,１-６－１１

１０２-８４２１ 電設工業 健康保険組合,東京都,千代田区,二番町,４-２

１０２-８４５１ 東亜建設工業 (株),東京都,千代田区,４番町,５

１０２-８１２２ 東亜販売 (株),東京都,千代田区,飯田橋,２-１６－９

１０２-８３８２ 東京硝子 (株),東京都,千代田区,一番町,６-６

１０２-８１６１ 東京警察病院,東京都,千代田区,富士見,２-１０－４１

１０２-８３２２ 東京国立近代美術館,東京都,千代田区,北の丸公園,３

１０２-８２６５ 東京乗用旅客自動車厚生年金基金,東京都,千代田区,九段南,４-８－１３

１０２-８７９８ 東京逓信病院,東京都,千代田区,富士見,２-１４－２３

１０２-８２２５ 東京法務局,東京都,千代田区,九段南,１-１－１５

１０２-８２２６ 東京法務局,東京都,千代田区,九段南,１-１－１５

１０２-８３６２ 東工コーセン (株),東京都,千代田区,４番町,４-２

１０２-８１８２ 常盤工業 (株),東京都,千代田区,九段北,４-２－３８

１０２-８１３１ トッパン・フォームズ (株),東京都,千代田区,富士見,１-１－８

１０２-８３３２ 飛島建設 (株),東京都,千代田区,三番町,２-

１０２-８４８４ トラベラー (株),東京都,千代田区,麹町,１-１０

１０２-８６６６ 独立行政法人 科学技術振興機構,東京都,千代田区,４番町,５－３

１０２-８１１８ 新村印刷 (株),東京都,千代田区,九段北,３-３－５

１０２-８２２２ ニチレキ (株),東京都,千代田区,九段北,４-３－２９

１０２-８４８９ 日東紡績 (株),東京都,千代田区,麹町,２－４－１

１０２-８１２３ 日販アイ・ピー・エス (株),東京都,千代田区,飯田橋,３-１１－６

１０２-８１７２ 日本化薬 (株),東京都,千代田区,富士見,１-１１－２

１０２-８６５６ 日本芸術文化振興会,東京都,千代田区,隼町,４-１

１０２-８５３９ 日本工営 (株),東京都,千代田区,麹町,５-４

１０２-８２６４ 日本公認会計士協会,東京都,千代田区,九段南,４-４－１

１０２-８１８８ 日本地所 (株),東京都,千代田区,九段北,１-１３－５

１０２-８００５ 日本大学 通信教育部,東京都,千代田区,九段南,２００４/８/２８

１０２-８２７５ 日本大学 本部,東京都,千代田区,九段南,４-８－２４

１０２-８２５１ 日本大学大学院総合科学研究科,東京都,千代田区,五番町,１２-５

１０２-８２７２ 日本鉄鋼建材リース (株),東京都,千代田区,九段南,１-６－１７

１０２-８２３５ 日本電子計算 (株),東京都,千代田区,九段南,１-３番１号

１０２-８６２６ 日本能力科学アカデミー,東京都,千代田区,九段南,３-５－９

１０２-８０５０ ネイチャーケア・ジャパン (株),東京都,千代田区,紀尾井町,３－１２

１０２-８２７７ 能美防災 (株),東京都,千代田区,九段南,４-７－３

１０２-８６３１ 野村貿易 (株),東京都,千代田区,平河町,１-１－１

１０２-８５６０ ハウス食品 (株),東京都,千代田区,紀尾井町,６-３

１０２-８４６８ バクスター (株),東京都,千代田区,六番町,４-

１０２-８６６７ 万有製薬 (株),東京都,千代田区,九段北,１-１３－１２

１０２-８６５５ パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン (株),

１０２-８６５５ 東京都,千代田区,平河町,２-１番１号

１０２-８５７０ ビーエーエスエフジャパン (株),東京都,千代田区,紀尾井町,３-３

１０２-８１７１ ピー・シー・エー (株),東京都,千代田区,富士見,１-２－２１

１０２-８４０２ フェデラルエクスプレスジャパン (株),東京都,千代田区,一番町,１６

１０２-８３７３ 冨士機材 (株）,東京都,千代田区,一番町,１２

１０２-８２５５ 富士通 (株),東京都,千代田区,九段南,２-３－１４

１０２-８５４３ 扶桑レクセル (株),東京都,千代田区,紀尾井町,３－１２

１０２-８６３２ プリメイト,東京都,千代田区,九段南,３-５－９

１０２-８０１５ プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険 (株),

１０２-８０１５ 東京都,千代田区,一番町,２１

１０２-８４７７ プルデンシャル生命保険 (株),東京都,千代田区,麹町,１-７

１０２-８１６０ 法政大学,東京都,千代田区,富士見,２-１７－１

１０２-８２４０ 法政大学 就職部,東京都,千代田区,九段北,３-３－１２

１０２-８４４５ 法政大学 通信教育部,東京都,千代田区,富士見,２-１７－１

１０２-８１３２ 法政大学 (保健体育部）,東京都,千代田区,富士見,２-１５－３

１０２-８２１５ 前田建設工業 (株) 関東支社・東京支店,東京都,千代田区,九段北,４-３－１

１０２-８１５１ 前田建設工業 (株),東京都,千代田区,富士見,２-１０－２

１０２-８５２９ 真柄建設 (株) 東京支店,東京都,千代田区,麹町,５-１－６

１０２-８５１６ 松井証券 (株),東京都,千代田区,麹町,１-４

１０２-８０３０ 丸三証券 (株),東京都,千代田区,麹町,２００３/３/６

１０２-８３１４ 丸紅インフォテック (株),東京都,千代田区,九段南,２-３－１４

１０２-８２５０ 丸紅メタル (株),東京都,千代田区,九段北,４-１番７号

１０２-８１７６ ミシュランタイヤグループ,東京都,千代田区,富士見,１-６－１

１０２-８４０４ 三菱電機エンジニアリング (株),東京都,千代田区,九段北,１-１３番５号

１０２-８５２５ メットライフ生命保険 (株),東京都,千代田区,紀尾井町,１－３

１０２-８５５７ ＭＢＥ 紀尾井町店,東京都,千代田区,紀尾井町,３-２８

１０２-８２４６ 靖国神社,東京都,千代田区,九段北,２００３/１/１

１０２-８２８２ ヤフー (株),東京都,千代田区,紀尾井町,１－３

１０２-８２７３ ＵＡゼンセン,東京都,千代田区,九段南,４－８－１６

１０２-８２３６ ライト工業 (株),東京都,千代田区,九段北,４－２－３５

１０２-８５６３ リコーリース (株),東京都,千代田区,紀尾井町,４－１

１０２-８２２３ ワイジェイＦＸ (株),東京都,千代田区,紀尾井町,１－３

１０２-８２２４ ワイズ・インシュアランス (株),東京都,千代田区,紀尾井町,１－３

１０２-８０１２ 独立行政法人 国際協力機構,東京都,千代田区,二番町,５－２５

１０２-８００８ (株) 文藝春秋,東京都,千代田区,紀尾井町,３-２３

１０２-８０８０ (株) エフエム東京,東京都,千代田区,麹町,１-７

１０２-８０８３ 国家公務員 共済組合連合会 (旧令年金部）,東京都,千代田区,九段南,１-１－１０

１０２-８０８２ 国家公務員 共済組合連合会 (年金部）,東京都,千代田区,九段南,１-１－１０

１０２-８０８１ 国家公務員 共済組合連合会 (連合会代表）,東京都,千代田区,九段南,１-１－１０



１０２-８６７７ (株) 日本金融通信社 (ニッキン）,東京都,千代田区,九段南,４-３－１５

１０２-８６８０ (株) 世界文化社,東京都,千代田区,九段北,４-２－２９

１０２-８６７８ (株) 錢高組 東京本社・支社,東京都,千代田区,一番町,３１

１０２-８６８９ (株) 第一学習社,東京都,千代田区,一番町,１５－２１

１０２-８６６８ (財) 日本棋院,東京都,千代田区,五番町,７－２

１０４-８６６０ 東京アテナ (株),東京都,千代田区,飯田橋,３-１１－２３

１０２-８６８８ 東京都千代田区役所,東京都,千代田区,九段南,１-２－１

１００-８６４０ 東京セールス・プロデュース (株),東京都,千代田区,神田小川町,１-１１

１７４-８７４０ 東京セールスプロデュース (株）,東京都,千代田区,神田小川町,１-１１

１０１-８６６５ (株) デック,東京都,中央区,銀座,６-３－１２

１０１-８７１６ (株) 主婦と生活社,東京都,中央区,京橋,３-５－７

１０１-８７１７ 明治乳業 (株),東京都,中央区,京橋,２-３－６

１０３-８５３５ (株） 新聞編集センター,東京都,中央区,日本橋小網町,１１-１０

１０３-８２３８ (株) 東日本銀行,東京都,中央区,日本橋,３-１１－２

１００-８６６３ アイアンドエス・ビービーディオー,東京都,中央区,日本橋室町,１-５－３

１０３-８２５０ あいおいニッセイ同和損害保険 (株),東京都,中央区,日本橋,２００３/５/１９

１０３-８５３４ 曙ブレーキ工業 (株),東京都,中央区,日本橋小網町,５－１９

１０３-８３１１ 旭電化工業 (株),東京都,中央区,日本橋室町,２-３－１４

１０３-８４１１ アステラス製薬 (株),東京都,中央区,日本橋本町,２００２/５/１

１０３-８５５８ 市田 (株),東京都,中央区,日本橋浜町,１-１２－９

１０３-８４６８ 一般(財) 日本中国語検定協会,東京都,中央区,東日本橋,２－２８－５

１０３-８４１５ 伊藤忠紙パルプ (株),東京都,中央区,日本橋本町,２-７－１

１０３-８４１９ 伊藤忠建材 (株),東京都,中央区,日本橋本町,２-７－１

１０３-８２４７ 伊藤忠丸紅鉄鋼 (株),東京都,中央区,日本橋,１-４－１

１０３-８４２７ 伊藤忠連合健康保険組合,東京都,中央区,日本橋小伝馬町,１５－１４

１０３-８４４８ 稲畑産業 (株) 東京本社,東京都,中央区,日本橋本町,２-８－２

１０３-８４０３ イワキ (株),東京都,中央区,日本橋本町,４-８－２

１０３-８４３４ 岩城製薬 (株),東京都,中央区,日本橋小網町,１９－８Ｉ

１０３-８２２５ ＳＭＢＣ日興証券 (株),東京都,中央区,日本橋兜町,６-５

１０３-８２２１ ＳＭＢＣフレンド証券 (株),東京都,中央区,日本橋兜町,７-１２

１０３-８３３７ ＭＢＥジャパン (株),東京都,中央区,日本橋室町,２-３－１６

１０３-８４１７ オー・ジー (株) 東京支店,東京都,中央区,日本橋本町,２-８－７

１０３-８２０３ オーストラリアドライフルーツ (株),東京都,中央区,日本橋茅場町,１-８番１号

１０３-８４０１ 大木建設 (株),東京都,中央区,日本橋本町,４-９－１１

１０３-８２７８ 岡三証券 (株),東京都,中央区,日本橋,１-１７－６

１０３-８４３５ 小津産業 (株),東京都,中央区,日本橋本町,３-６－２

１０３-８３５２ 小原化工 (株),東京都,中央区,日本橋小舟町,３-８

１０３-８２１０ 花王 (株),東京都,中央区,日本橋茅場町,１-１４－１０

１０３-８４６２ カゴメ (株) 東京支社,東京都,中央区,日本橋蛎殻町,１-２４番１１号

１０３-８４６１ カゴメ (株) 東京本社,東京都,中央区,日本橋浜町,３-２１－１

１０３-８２２８ 加藤産商 (株),東京都,中央区,日本橋兜町,２１－７

１０３-８４１３ カネダ (株),東京都,中央区,日本橋本町,２００１/４/１２

１０３-８３５４ (株) アドバンス,東京都,中央区,東日本橋,１-４番６号

１０３-８５２１ (株) インパクト２１,東京都,中央区,日本橋,３-１０－５

１０３-８４５０ (株) 上田嘉一朗商店,東京都,中央区,日本橋横山町,８-９

１０３-８４６４ (株) エー・アンド・イー,東京都,中央区,東日本橋,２－２－６

１０３-８３７０ (株) エトワール海渡,東京都,中央区,日本橋馬喰町,１-７－１６

１０３-８４６６ (株) 大山,東京都,中央区,日本橋浜町,１－９－１２

１０３-８３８０ (株) 岡永,東京都,中央区,日本橋馬喰町,１-７－３

１０３-８２３９ (株) オンワードホールディングス,東京都,中央区,日本橋,３-１０番５号

１０３-８４５１ (株) ガイア,東京都,中央区,日本橋横山町,７－１８

１０３-８２０３ (株) 京まろん,東京都,中央区,日本橋茅場町,１-８番１号

１０３-８３１７ (株) ＱＵＩＣＫ 本社,東京都,中央区,日本橋室町,２-１－１

１０３-８５５２ (株) クレハ,東京都,中央区,日本橋浜町,３-３－２

１０３-８４３０ (株) 建設技術研究所,東京都,中央区,日本橋浜町,３-２１－１

１０３-８２５１ (株) コーセー,東京都,中央区,日本橋,３-６－２

１０３-８２７６ (株) コングレ,東京都,中央区,日本橋,３－１０－５

１０３-８２５６ (株) サニクリーン,東京都,中央区,日本橋,２－１１－２

１０３-８５６７ (株) サントリーショッピングクラブ,東京都,中央区,日本橋堀留町,１-１０－１２

１０３-８２０３ (株) 正栄デリシィ,東京都,中央区,日本橋茅場町,１-８番１号

１０３-８３０３ (株) 新生銀行,東京都,中央区,日本橋室町,２-４番３号

１０３-８５２５ (株) ジャック,東京都,中央区,日本橋蛎殻町,１-４－１

１０３-８２６５ (株) 高島屋,東京都,中央区,日本橋,２-４－１

１０３-８２１４ (株) 第一成和事務所,東京都,中央区,日本橋久松町,１１－６

１０３-８６５３ (株) 千葉銀行 東京営業部,東京都,中央区,日本橋室町,２-２番１号

１０３-８４４３ (株) つぼ八,東京都,中央区,日本橋本町,３-３－６

１０３-８３４５ (株) 東洋経済新報社,東京都,中央区,日本橋本石町,１-２－１

１０３-８２８４ (株) 東陽テクニカ,東京都,中央区,八重洲,１-１番６号

１０３-８５４８ (株) 日刊工業新聞社,東京都,中央区,日本橋小網町,１-１４

１０３-８２２４ (株) 日本取引所グループ,東京都,中央区,日本橋兜町,２-１

１０３-８２６６ (株) 日本旅行,東京都,中央区,日本橋,１-１９番１号

１０３-８５８８ (株) パーカーコーポレーション,東京都,中央区,日本橋人形町,２-２２－１

１０３-８６５６ (株) 広島銀行 東京支店,東京都,中央区,日本橋,１-１３－１

１０３-８２８７ (株) 廣瀬商会,東京都,中央区,八重洲,１-４番１８号

１０３-８５４３ (株) 不動テトラ,東京都,中央区,日本橋小網町,６-１

１０３-８４８２ (株) ベースボール・マガジン社,東京都,中央区,日本橋浜町,２－６１－９

１０３-８２３１ (株) 毎日ＥＶＲシステム,東京都,中央区,日本橋,３-３－９

１０３-８２４８ (株) 馬渕商事,東京都,中央区,日本橋,１－１５－１

１０３-８６７７ (株) みずほコーポレート銀行,東京都,中央区,八重洲,１-２－１６（

１０３-８６８４ (株) 三菱ＵＦＪ銀行,東京都,中央区,日本橋本石町,１－３－２

１０３-８５２２ (株) 桃屋,東京都,中央区,日本橋蛎殻町,２-１６－２

１０３-８５４２ (株) 山下設計,東京都,中央区,日本橋小網町,６－１

１０３-８５１７ (株) 吉野家,東京都,中央区,日本橋箱崎町,３６番２号

１０３-８５２０ (株) ロイヤルパークホテル,東京都,中央区,日本橋蛎殻町,２-１－１

１０３-８２０３ (株) ロビニア,東京都,中央区,日本橋茅場町,１-８番１号

１０３-８４１２ 関東化学 (株),東京都,中央区,日本橋本町,３-２－８

１０３-８３８４ 学校法人 日本橋女学館,東京都,中央区,日本橋馬喰町,２-７－６

１０３-８４１０ ＫＩＳＣＯ (株),東京都,中央区,日本橋本町,４-１１番２号



１０３-８５０３ 協和発酵キリン (株) 東京支店,東京都,中央区,日本橋箱崎町,３６－２

１０３-８４３３ 興和 (株) 東京支店,東京都,中央区,日本橋本町,３-４－１４

１０３-８２４１ 国分グループ本社 (株),東京都,中央区,日本橋,２００１/１/１

１０３-８３１３ 小堺化学工業 (株),東京都,中央区,日本橋富沢町,１１－７

１０３-８４７１ 斎長物産 (株),東京都,中央区,日本橋富沢町,８－６

１０３-８６３９ 佐藤工業 (株),東京都,中央区,日本橋本町,４-１２－２０

１０３-８３３１ 三機工業 (株),東京都,中央区,日本橋室町,２-１－１

１０３-８４７０ 三共生興 (株),東京都,中央区,日本橋富沢町,１１-１２

１０３-８３３９ 三省物産 (株),東京都,中央区,日本橋,１-３番１３号

１０３-８５１５ サンテレホン (株),東京都,中央区,日本橋箱崎町,３６－２

１０３-８２０１ 三洋証券 (株),東京都,中央区,日本橋茅場町,１-１０－８

１０３-８２１１ 澁澤倉庫 (株),東京都,中央区,日本橋茅場町,１-１３－１６

１０３-８４８４ 社団法人 日本ボウリング場協会,東京都,中央区,日本橋浜町,２-１６－５

１０３-８２０３ 正栄食品工業 (株),東京都,中央区,日本橋茅場町,１-８番１号

１０３-８３１８ 昭和リース (株),東京都,中央区,日本橋室町,２-４番３号

１０３-８４０２ 信越ポリマー (株),東京都,中央区,日本橋本町,４-３－５

１０３-８２６１ 神鋼商事 (株),東京都,中央区,日本橋,１-２－５

１０３-８４５６ 新日本無線 (株),東京都,中央区,日本橋横山町,３－１０

１０３-８２０４ 住友三井オートサービス (株),東京都,中央区,日本橋茅場町,１-１３－１２

１０３-８６８９ スルガ銀行 (株) 東京支店,東京都,中央区,日本橋室町,１-７－１

１０３-８２０３ 成光商事 (株),東京都,中央区,日本橋茅場町,１-８番１号

１０３-８３５１ ゼリア新薬工業 (株),東京都,中央区,日本橋小舟町,１０-１１

１０３-８４７３ ゼリア新薬工業 (株) 東京支店,東京都,中央区,日本橋小舟町,１０-６

１０３-８２１２ 全国経済事業協同組合連合会,東京都,中央区,日本橋茅場町,２-８－４

１０３-８５０６ 全国建設工事業国民健康保険組合,東京都,中央区,日本橋箱崎町,１２-４

１０３-８３４６ 全国社会保険労務士会連合会,東京都,中央区,日本橋本石町,３-２－１２

１０３-８３４７ 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験センター,

１０３-８３４７ 東京都,中央区,日本橋本石町,３-２－１２

１０３-８３６６ 曽田香料 (株),東京都,中央区,日本橋堀留町,２００２/２/１

１０３-８５０１ ソフトバンク (株),東京都,中央区,日本橋箱崎町,１-２４

１０３-８２５５ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),東京都,中央区,日本橋,２-２－１０

１０３-８２３５ 高島屋クレジット (株),東京都,中央区,日本橋茅場町,２－１２－７

１０３-８２１８ 高島屋スペースクリエイツ (株),東京都,中央区,日本橋,２-１２番１０号

１０３-８２３２ 宝酒造 (株) 首都圏支社,東京都,中央区,日本橋,２-１５－１０

１０３-８６６８ 武田薬品工業 (株),東京都,中央区,日本橋本町,２-１－１

１０３-８２０６ 田中貴金属工業 (株),東京都,中央区,日本橋茅場町,２-６－６

１０３-８４０５ 田辺三菱製薬 (株) 東京本社,東京都,中央区,日本橋小網町,１０－１７

１０３-８４１４ 丹平中田 (株) 東京支社,東京都,中央区,日本橋本町,４-６－８

１０３-８２３４ 第一三共 (株) 第一三共日本橋ビル,東京都,中央区,日本橋,３－１４－１０

１０３-８４２５ 大建工業 (株),東京都,中央区,日本橋本町,２-７－１

１０３-８５１１ ダイトウボウ (株),東京都,中央区,日本橋本町,１－６－１

１０３-８３８３ 大日精化工業 (株),東京都,中央区,日本橋馬喰町,１-７－６

１０３-８２４０ 大和製罐 (株),東京都,中央区,日本橋,２-１－１０

１０３-８３２４ 中外製薬 (株),東京都,中央区,日本橋室町,２-１－１

１０３-８４０４ ツカモト (株),東京都,中央区,日本橋本町,１-６－５

１０３-８２０３ 筑波乳業 (株),東京都,中央区,日本橋茅場町,１-８番１号

１０３-８２３３ ＤＩＣ (株),東京都,中央区,日本橋,３-７－２０

１０３-８３３８ 電気化学工業 (株),東京都,中央区,日本橋室町,２-１－１

１０３-８５６６ デンヨー (株),東京都,中央区,日本橋堀留町,２-８－５

１０３-８２７５ 東海東京証券 (株),東京都,中央区,日本橋,３-６－２

１０３-８５５４ 東京織物健康保険組合,東京都,中央区,日本橋堀留町,１-９－６

１０３-８４６５ 東京実業健康保険組合,東京都,中央区,東日本橋,３-１０－４

１０３-８３０６ 東京製綱 (株),東京都,中央区,日本橋,３-６－２

１０３-８２８５ 東京建物 (株),東京都,中央区,八重洲,１-４番１６号

１０３-８３６０ 東京都中央区日本橋特別出張所,東京都,中央区,日本橋蛎殻町,１-３１－１

１０３-８４０７ 東洋ケミカルズ (株),東京都,中央区,日本橋本町,４-５－１６

１０３-８３７３ 東洋佐々木ガラス (株),東京都,中央区,日本橋馬喰町,２-１－３

１０３-８５８４ トスコ (株),東京都,中央区,日本橋人形町,１-１－１０

１０３-８４７２ 豊島 (株) 東京本社,東京都,中央区,日本橋富沢町,９－１０

１０３-８４８８ トヨタモビリティサービス (株),東京都,中央区,日本橋浜町,２００２/１２/４

１０３-８４３９ 鳥居薬品 (株),東京都,中央区,日本橋本町,３-４－１

１０３-８３５５ 長瀬産業 (株),東京都,中央区,日本橋小舟町,５－１

１０３-８４８７ 長瀬ランダウア (株),東京都,中央区,日本橋久松町,１１－６

１０３-８５３６ 日新製糖 (株) 日新製糖ホールディングス (株),

１０３-８５３６ 東京都,中央区,日本橋小網町,１４番１号

１０３-８６５０ 日清紡ホールディングス (株),東京都,中央区,日本橋人形町,２－３１－１１

１０３-８４２２ 日曹商事 (株),東京都,中央区,日本橋本町,３-３－６

１０３-８２８２ 日本電工 (株),東京都,中央区,八重洲,１-４番１６号

１０３-８２２９ 日本取引所自主規制法人,東京都,中央区,日本橋兜町,２番１号

１０３-８３５８ 日本トレーディング (株),東京都,中央区,日本橋小舟町,６番－６

１０３-８５１０ 日本アイ・ビー・エム (株) 箱崎事業所,東京都,中央区,日本橋箱崎町,１９－２１

１０３-８６４０ 日本アジア証券 (株),東京都,中央区,日本橋蛎殻町,１-７－９

１０３-８５１２ 日本オフィス・システム (株),東京都,中央区,日本橋箱崎町,３６－２

１０３-８２０２ 日本証券代行 (株),東京都,中央区,日本橋茅場町,１-２－４

１０３-８２５２ 日本生命保険 相互会社 日本橋総支社,東京都,中央区,日本橋,２-１３－１２

１０３-８２３７ 日本鐵板 (株),東京都,中央区,日本橋,１-２－５

１０３-８２０８ 日本電子計算 (株),東京都,中央区,日本橋茅場町,１-２番４号

１０３-８２３６ 日本農薬 (株),東京都,中央区,日本橋,１-２－５

１０３-８２７０ 日本橋社会保険事務所,東京都,中央区,日本橋,１-７－９

１０３-８５５１ 日本橋税務署,東京都,中央区,日本橋堀留町,２００２/６/９

１０３-８３３５ 日本レジャーカードシステム (株),東京都,中央区,日本橋室町,４-１－２２

１０３-８２６０ 野村アセットマネジメント (株),東京都,中央区,日本橋,１-１２－１

２２０-８６０４ 野村證券 (株）,東京都,中央区,日本橋,１-９－１

１０３-８０１１ 野村證券 (株),東京都,中央区,日本橋,１－１３－１

１０３-８３６３ 橋本総業 (株),東京都,中央区,日本橋小伝馬町,９－９

１０３-８４３１ 長谷川香料 (株),東京都,中央区,日本橋本町,２００４/４/１４

１０３-８２０５ ハナマルキ (株),東京都,中央区,日本橋茅場町,２-１５－４

１０３-８３５０ 早川商事 (株),東京都,中央区,日本橋小舟町,６－１



１０３-８４１６ 萬有製薬 (株),東京都,中央区,日本橋本町,２-２－３

１０３-８４８０ ピジョン (株),東京都,中央区,日本橋久松町,４番ー４

１０３-８２４３ 富士電機イー・アイ・シー (株),東京都,中央区,日本橋,１-５－３

１０３-８３０８ 富士フィルター工業 (株),東京都,中央区,日本橋,２-３－４

１０３-８５８５ 富士紡ホールディングス (株),東京都,中央区,日本橋人形町,１-１８－１２

１０３-８３０７ ブリヂストン化成品東京 (株),東京都,中央区,日本橋室町,３-４－４

１０３-８２２２ 平和不動産 (株),東京都,中央区,日本橋兜町,１-１０

１０３-８５３８ ぺんてる (株),東京都,中央区,日本橋小網町,７-２

１０３-８３４１ 北興化学工業 (株),東京都,中央区,日本橋本町,１-５番４号

１０３-８２０３ 本多興産 有限会社,東京都,中央区,日本橋茅場町,１-８番１号

１０３-８４２４ ポリマテック (株),東京都,中央区,日本橋本町,４-８－１６

１０３-８３８８ マービー (株),東京都,中央区,日本橋馬喰町,２-４－１２

１０３-８５０２ マックス (株),東京都,中央区,日本橋箱崎町,６-６

１０３-８２４５ 丸善 (株),東京都,中央区,日本橋,２-３－１０

１０３-８５７７ 丸文 (株),東京都,中央区,日本橋大伝馬町,８-１

１０３-６０６０ 丸紅 (株),東京都,中央区,日本橋,２－７－１

１０３-８３２８ マンダリン・オリエンタル東京 (株),東京都,中央区,日本橋室町,２-１－１

１０３-８６７０ みずほ信託銀行 (株),東京都,中央区,八重洲,１-２－１

１０３-８３２３ 三井信託銀行 (株),東京都,中央区,日本橋室町,２-１－１

１０３-８４２３ 三井製糖 (株),東京都,中央区,日本橋箱崎町,３６－２

１０３-８２６３ 三井造船 (株),東京都,中央区,日本橋,１-３－１６

１０３-８５５６ 三井物産フューチャーズ (株),東京都,中央区,日本橋堀留町,１-１１－１２

１０３-８２７３ 三井リース事業 (株),東京都,中央区,日本橋,１-４－１

１０３-８４６０ ミツワ電機 (株),東京都,中央区,東日本橋,２-２６－３

１０３-８３０１ 緑屋電気 (株),東京都,中央区,日本橋室町,１－２－６

１０３-８２３０ メリルリンチ日本証券 (株),東京都,中央区,日本橋,１-４－１

１０３-８５７１ ヤマト (株),東京都,中央区,日本橋大伝馬町,９-１０

１０３-８４３２ ヤマト科学 (株),東京都,中央区,日本橋本町,２-１－６

１０３-８３３３ ＵＦＪつばさ証券 (株),東京都,中央区,日本橋室町,１-６－２

１０３-８５３７ ユーシーカード (株),東京都,中央区,日本橋小網町,６-１

１０３-８３２１ ユニチカ (株) 東京本社,東京都,中央区,日本橋本石町,４-６－７

１０３-８４３８ リケンテクノス (株),東京都,中央区,日本橋本町,３-１１－５

１０３-８３３０ わかもと製薬 (株),東京都,中央区,日本橋本町,２-２番２号

１０３-８２５９ スミダ電機 (株),東京都,中央区,日本橋,３-１２－２

１０３-８４２６ 第一三共 (株) 本社ビル,東京都,中央区,日本橋本町,３-５－１

１０３-８５８６ 日本トータルテレマーケティング (株),東京都,中央区,日本橋人形町,３-１０－１

１０３-８００１ (株) 三越,東京都,中央区,日本橋室町,１-４－１

１０３-８６７６ (株) 群馬銀行 東京支店,東京都,中央区,日本橋,２-３－２１

１０３-８６３２ (株) 百十４銀行 東京支店,東京都,中央区,日本橋,３-８－２

１０３-８６８０ (株) 守谷商会,東京都,中央区,八重洲,１-４－２２

１０３-８６５１ (株) 山口銀行 東京支店,東京都,中央区,日本橋本石町,３-３－５

１０３-８６６６ 東レ (株) 本社,東京都,中央区,日本橋室町,２-１－１

１０３-８６６０ 日本銀行,東京都,中央区,日本橋本石町,２-１－１

１０４-８２８４ アイク (株),東京都,中央区,新川,１-２３番５号

１０４-８４１８ ＩＴサービスフォース (株),東京都,中央区,築地,２００５/６/１０

１０４-８２６２ 青山特殊鋼 (株),東京都,中央区,新川,２－９－１１

１０４-８６６５ 朝日新聞 東京支社（友の会・販売・広告）,東京都,中央区,築地,５-３－２

１０４-８６６１ 朝日新聞 東京支社（編集・出版・文化企画）,東京都,中央区,築地,５-３－２

１０４-８４４３ 朝日ニュースター (株) 衛星チャンネル,東京都,中央区,築地,５-３－２

１０４-８３１５ 味の素 (株) (本社）,東京都,中央区,京橋,１-１５－１

１０４-８５８４ 一般(財) 電気技術者試験センター,東京都,中央区,八丁堀,２-９－１

１０４-８１７９ 一般社団法人 中央調査社,東京都,中央区,銀座,５-１５番８号

１０４-８５６６ うおがし銘茶 (株),東京都,中央区,湊,３-７－９

１０４-８２７１ ＳＭＢＣ日興証券 (株),東京都,中央区,新川,１－２８－２３

１０４-６２４１ ＳＣＳＫ (株),東京都,中央区,晴海,１-８－１２

１０４-８１７４ 荏原実業 (株),東京都,中央区,銀座,７-１４番１号

１０４-８５５１ 江間忠合板 (株),東京都,中央区,晴海,３-３番３号

１０４-８３０１ ＬＧ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｊａｐａｎ (株),東京都,中央区,京橋,２－１－３

１０４-８５２８ エンパイヤ自動車 (株),東京都,中央区,八丁堀,２-２３－１

１０４-８３１９ 王子ネピア (株),東京都,中央区,銀座,５-１２－８号

１０４-８１３１ 押谷フエルト化成 (株),東京都,中央区,銀座,１-２０－１７

１０４-８４２１ オフィストウエンティワン (株),東京都,中央区,明石町,８－１

１０４-８５４３ オリックス・システム (株),東京都,中央区,晴海,１－８－１１

１０４-８５２６ 加賀電子 (株) ＥＭＳ事業部,東京都,中央区,八丁堀,３－２７

１０４-８５２７ 加賀電子 (株) 特機事業部,東京都,中央区,八丁堀,３－２７

１０４-８３１２ 片倉工業 (株),東京都,中央区,明石町,６番４号

１０４-８３３８ 兼松エレクトロニクス (株),東京都,中央区,京橋,２-１３番１０号

１００-８６０６ (株) 主婦と生活社,東京都,中央区,京橋,３-５－７

１０４-８１３５ (株) 日本香堂,東京都,中央区,銀座,４-９－１

１０４-８４２６ (株) 日本農業新聞,東京都,中央区,築地,３－５－１０

１０４-８３５０ (株) 日立物流,東京都,中央区,京橋,２-９番２号

１０４-８２５１ (株) アカギ,東京都,中央区,新富,１－１９－２

１０４-８４３３ (株) 朝日学生新聞社,東京都,中央区,築地,５－３－２

１０４-８３１３ (株) 朝日広告社,東京都,中央区,銀座,７-１６－１２

１０４-８１７０ (株) イノアックコーポレーション,東京都,中央区,八重洲,２-１－４

１０４-８２８２ (株) 内田洋行,東京都,中央区,新川,２-４－７

１０４-８１８９ (株) 栄美通信,東京都,中央区,銀座,１-１５－６

１０４-８２１８ (株) ＥＮＥＯＳフロンティア,東京都,中央区,京橋,１-７番２号

１０４-８３２８ (株) オービック,東京都,中央区,京橋,２-４－１５

１０４-８５１０ (株) 兼松ＫＧＫ,東京都,中央区,京橋,１-７番２号

１０４-８１３９ (株) 紙パルプ会館,東京都,中央区,銀座,３-９番１１号

１０４-８１０１ (株) 紀文食品,東京都,中央区,銀座,５-１５－１

１０４-８５３９ (株) 共同紙販ホールディングス,東京都,中央区,晴海,３-１２－１

１０４-８１６８ (株) 近代映画社,東京都,中央区,銀座,６-８－３

１０４-８３０７ (株) クボタ,東京都,中央区,京橋,２－１－３

１０４-８２５６ (株) グランビスタ ホテル＆リゾート,東京都,中央区,新川,１-２６－９

１０４-８５３８ (株) サークルＫサンクス,東京都,中央区,晴海,２-５－２４

１０４-８５３６ (株) サッポロライオン,東京都,中央区,八丁堀,４－３－３



１０４-８４４０ (株) サンギ,東京都,中央区,築地,３-１１－６

１０４-８５６８ (株) サントリー・ショッピング・クラブ,東京都,中央区,晴海,２-５－２４

１０４-８０１０ (株) 資生堂,東京都,中央区,銀座,７-５－５

１０４-８１７７ (株) 七十七銀行 東京支店,東京都,中央区,築地,１-１２番２２号

１０４-８３５７ (株) 主婦と生活社,東京都,中央区,京橋,３-５－７

１０４-８２８３ (株) 新生銀行,東京都,中央区,新川,１－２８－２３

１０４-８１７８ (株) 時事通信社,東京都,中央区,銀座,５-１５－８

１０４-８２３３ (株) 実業之日本社,東京都,中央区,京橋,３－７－５

１０４-８１４２ (株) ジャパン・エンターテイメント・ネットワーク,東京都,中央区,銀座,６－１８－２

１０４-８２６６ (株) 鈴乃屋,東京都,中央区,新川,１-６－１

１０４-８１３８ (株) ゼアリズ,東京都,中央区,銀座,４-１４－１９第２

１０４-８５３５ (株) タビックスジャパン,東京都,中央区,八丁堀,１-２－８

１０４-８６８５ (株) 帝国データバンクビジネスサービス,東京都,中央区,新富,１-１２－２

１００-８６１７ (株) デック,東京都,中央区,銀座,６-３－１２

１０４-８２１０ (株) 電通パブリックリレーションズ,東京都,中央区,銀座,２-１６－７

１０４-８１７１ (株) 電通マクロミルインサイト,東京都,中央区,銀座,２００７/４/１７

１０４-８１６１ (株) 電通名鉄コミュニケーションズ,東京都,中央区,銀座,２-６番７号

１０４-８１０６ (株) 電通ワークス,東京都,中央区,銀座,２-１６－７

１０４-８４１５ (株) 東京ニュース 通信社,東京都,中央区,銀座,７-１６番３号

１０４-８００４ (株) 東京ニュース通信社,東京都,中央区,築地,５-３－３

１０４-８１８３ (株) 東成社,東京都,中央区,銀座,８-１０－７

１０４-８３３５ (株) 巴川製紙所,東京都,中央区,京橋,２-１番３号

１０４-８４３１ (株) 中村自工,東京都,中央区,築地,３-１０番１０号

１０４-８４０２ (株) ニチレイ,東京都,中央区,築地,６-１９番２０号

１０４-８００７ (株) 日刊現代,東京都,中央区,新川,２００１/３/１７

１０４-８３８０ (株) ＮＩＰＰＯコーポレーション,東京都,中央区,京橋,１-１９－１１

１０４-８１７６ (株) 日本経済社,東京都,中央区,銀座,７-１３－２０

１０４-８２０８ (株) ノエビア,東京都,中央区,銀座,７-６－１５

１０４-８１３２ (株) 博品館,東京都,中央区,銀座,８-８－１１

１０４-８３０４ (株) パイロットコーポレーション,東京都,中央区,京橋,２-６番２１号

１０４-８２４０ (株) ヒサヤ大黒堂,東京都,中央区,銀座,１-６－１

１０４-８５７２ (株) ピーエス三菱 東京土木・建築支店,東京都,中央区,晴海,２-５－２４

１０４-８２１５ (株) ピーエス三菱 本社,東京都,中央区,晴海,２-５－２４

１０４-８１８１ (株) 不二家,東京都,中央区,銀座,７-２－１７

１０４-８３４０ (株) ブリヂストン,東京都,中央区,京橋,２００３/１/１

１００-８６２１ (株) プランニングオフィス トライ・アングル,東京都,中央区,築地,１-５－４

１０４-８１０４ (株) 法研,東京都,中央区,銀座,１-１０－１

１０４-８００３ (株) マガジンハウス,東京都,中央区,銀座,３-１３－１０

１０４-８１３０ (株) 松屋 銀座本店,東京都,中央区,銀座,３-６－１

１０４-８１４５ (株) ミキモト 銀座２-店,東京都,中央区,銀座,２－４－１２

１０４-８２１２ (株) 三越 銀座店,東京都,中央区,銀座,４-６－１６

１０４-８３０６ (株) 明治,東京都,中央区,京橋,２-２－１号

１０４-８３０２ (株) 明治屋,東京都,中央区,京橋,２-２番８号

１０４-８４８８ (株) 八重洲出版,東京都,中央区,八丁堀,４-５－９

１０４-８４５６ (株) 八重洲ブックセンター,東京都,中央区,八重洲,２-５番１号

１０４-８３２５ (株) 読売新聞社 事業局,東京都,中央区,京橋,２-９－２

１０４-８４２０ (株) 読売旅行,東京都,中央区,築地,２-５－３

１０４-８００１ (株) リクルート 銀座８-ビル,東京都,中央区,銀座,８-４－１７

１０４-８１５５ (株) リコー 銀座事業所,東京都,中央区,銀座,６-１４－６

１０４-８２２２ (株) リコー 本社事業所,東京都,中央区,銀座,８-１３－１

１０４-８５４５ (株) ワールド,東京都,中央区,晴海,１-８－１０

１０４-８１０５ (株) 和光,東京都,中央区,銀座,４-５－１１

１０４-８１０２ (株) ワシントン靴店,東京都,中央区,銀座,５-７－７

１０４-８４５５ キグナス石油 (株),東京都,中央区,京橋,２－７－１９

１０４-８１１６ 北野建設 (株) 東京本社,東京都,中央区,銀座,１-９番２号

１０４-８５８０ キヤノンＩＴソリューションズ (株),東京都,中央区,勝どき,６-１－１５

１０４-８４５１ 京セラ (株) 東京八重洲事業所,東京都,中央区,八重洲,２-３－１４

１０４-８１５８ 共同ピーアール (株),東京都,中央区,銀座,７-２－２２

１０４-８２０６ 共和ピー・アール (株),東京都,中央区,銀座,７-２番２２号

１０４-８２８８ キリンビール (株),東京都,中央区,新川,２-１０－１

１０４-８０７７ 公益(財) 都民劇場,東京都,中央区,銀座,５-１－７

１０４-８３６０ 興銀リース (株),東京都,中央区,京橋,２-３－１９

１０４-８１１１ 廣告社 (株),東京都,中央区,銀座,６-８番７号交詢ビル

１０４-８４４８ 興和創薬 (株),東京都,中央区,築地,１-１２－６

１０４-８３３３ 国際紙パルプ商事 (株),東京都,中央区,明石町,６－２４

１０４-８４６０ 国際興業 (株),東京都,中央区,八重洲,２-１０－３

１０４-８１６２ 合同酒精 (株),東京都,中央区,銀座,６-２番１０号

１０４-８４２７ サドラー・ジャパン (株),東京都,中央区,築地,２００１/１２/６

１０４-８５０６ 三機工業 (株),東京都,中央区,明石町,８－１聖路加タワー

１０４-８５６０ (財) 聖路加国際病院,東京都,中央区,明石町,９番１号

１０４-８５８１ (財) 日本エネルギー経済研究所 石油情報センター,

１０４-８５８１ 東京都,中央区,勝どき,１-１３－１

１０４-８３７０ 清水建設 (株),東京都,中央区,京橋,２-１６番１号

１０４-８１１４ 社団法人 公開経営指導協会,東京都,中央区,銀座,２-１０－１８

１０４-８４５０ 商工組合中央金庫 本店,東京都,中央区,八重洲,２-１０番１７号

１０４-８４２２ 松竹 (株),東京都,中央区,築地,４-１－１

１０４-８３８９ 神鋼商事 (株),東京都,中央区,京橋,１-７番２号

１０４-８２８０ 新日鉄住金ソリューションズ (株),東京都,中央区,新川,２－２０－１５

１０４-８４１０ ＪＳＲ (株),東京都,中央区,築地,２-１１－２４

１０４-８３１１ 蛇の目ミシン工業 (株),東京都,中央区,京橋,３-１－１

１０４-８１８８ スウォッチ グループ ジャパン (株),東京都,中央区,銀座,７－９－１

１０４-８２３８ ストックプラス,東京都,中央区,銀座,５-１５－１

１０４-８５４７ スミダコーポレーション (株),東京都,中央区,晴海,１－８－１０

１０４-８２６０ 住友化学 (株),東京都,中央区,新川,２-２７－１

１０４-８５４８ 住友商事マシネックス (株),東京都,中央区,晴海,１-８－８

１０４-８４３０ 住友生命保険 相互会社,東京都,中央区,築地,７-１８番２４号

１００-８６５５ セイコー ウオッチ (株),東京都,中央区,京橋,２-１５－１

１０４-８１１８ セイコーウオッチ (株),東京都,中央区,銀座,１-２６番１号



１０４-８１２９ セイコーホールディングス (株),東京都,中央区,銀座,４-５－１１

１０４-８１１０ セイコーホールディングス (株),東京都,中央区,銀座,１-２６番１号

１０４-８２５５ セントラルスポーツ (株),東京都,中央区,新川,１-２１番２号

１０４-８２５０ 全国印刷工業 健康保険組合,東京都,中央区,新川,１-５－１３

１０４-８３１０ 全国信用協同組合連合会,東京都,中央区,京橋,１-９－１

１０４-８４１９ 全国情報サービス産業企業年金基金,東京都,中央区,築地,４-１番１４号

１０４-８１２８ 綜合ユニコム (株),東京都,中央区,京橋,２-１０－２

１０４-８１０９ ソマール (株),東京都,中央区,銀座,４-１１－２

１０４-８４０７ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),東京都,中央区,築地,３-４－２

１０４-８３３０ 大成有楽不動産 (株),東京都,中央区,京橋,３－１３－１

１０４-８３３２ 大成有楽不動産 (株),東京都,中央区,京橋,３-１２番２号

１０４-８３４４ 大成有楽不動産 (株) 東京支店,東京都,中央区,八重洲,２-６番２１号

１０４-８３４２ 大成有楽不動産 (株) 東京ビル管理第一支店,東京都,中央区,八重洲,２－６－２１

１０４-８３４３ 大成有楽不動産 (株) 東京ビル管理第二支店,東京都,中央区,八重洲,２－６－２１

１０４-８３４１ 大成有楽不動産 (株) 東京マンション管理支店,東京都,中央区,八重洲,２－６－２１

１０４-８３８３ 大成ロテック (株),東京都,中央区,京橋,３-１３－１

１０４-８５１８ 太平洋セメント (株),東京都,中央区,明石町,８番１号

１０４-８５６７ 大明工機 (株),東京都,中央区,湊,１-１番１６号

１０４-８５４４ 第一中央汽船 (株),東京都,中央区,新富,２-１４－４

１０４-８５８８ 大栄太源 (株),東京都,中央区,豊海町,４番１８号

１０４-８４６８ 大王製紙 (株),東京都,中央区,八重洲,２-７－２

１０４-８３５６ 大日本住友製薬 (株),東京都,中央区,京橋,１-１３番１号

１０４-８２８９ 大豊建設 (株),東京都,中央区,新川,１-２４番４号

１０４-８１１７ 大和自動車交通 株式會社,東京都,中央区,銀座,１-９番７号

１０４-８１２４ 中越パルプ工業 (株),東京都,中央区,銀座,２-１０番６号

１０４-８５８５ 中央区月島特別出張所 (月島区民センター）,東京都,中央区,月島,４-１番１号

１０４-８２１１ 中央宣興 (株),東京都,中央区,銀座,２-６－１

１０４-８１１５ 千代田工販 (株),東京都,中央区,京橋,１－１０－７

１０４-８４３５ 築地本願寺,東京都,中央区,築地,３-１５－１

１０４-８５３３ 月星商事 (株),東京都,中央区,八丁堀,４-４－２

１０４-８１６５ 電源開発 (株),東京都,中央区,銀座,６-１５－１

１０４-８３８１ トーヨーカラー (株),東京都,中央区,京橋,２００２/２/１

１０４-８３７９ トーヨーケム (株),東京都,中央区,京橋,２-２－１

１０４-８１０８ 東映 (株),東京都,中央区,銀座,３-２－１７

１０４-８５２０ 東海興業 (株),東京都,中央区,八丁堀,２-７－１

１０４-８３１７ 東海東京証券 (株),東京都,中央区,新川,１-１７－２１

１０４-８１５１ 東京海上日動火災保険 (株),東京都,中央区,銀座,５-１３番７号

１０４-８４０５ 東京教区教務所,東京都,中央区,築地,３-１５－１

１０４-８４４９ 東京国税局,東京都,中央区,築地,５-３番１号

１０４-８４７０ 東京信用保証協会,東京都,中央区,八重洲,２-６－１７

１０４-８１３３ 東京電力 (株) 銀座支店,東京都,中央区,銀座,３-３－１８

１０４-８４０４ 東京都中央区役所,東京都,中央区,築地,１-１番１号

１０４-８５５８ 東京都中央都税事務所,東京都,中央区,新富,２-６番１号

１０４-８３７８ 東洋インキ (株),東京都,中央区,京橋,２-２－１

１０４-８３７７ 東洋インキＳＣホールディングス (株),東京都,中央区,京橋,２-２－１

１０４-８６７８ 東洋証券 (株),東京都,中央区,八丁堀,４-７番１号

１０４-８３２４ 東洋熱工業 (株),東京都,中央区,京橋,２-５番１２号

１０４-８３４５ 東洋紡 (株),東京都,中央区,京橋,１-１７番１０号

１０４-８３８８ 戸田建設 (株),東京都,中央区,八丁堀,２００２/８/５

１０４-８４１６ トリンプ・インターナショナル・ジャパン (株),東京都,中央区,築地,５－６－４

１０４-８５３０ ナラサキ産業 (株),東京都,中央区,入船,３－３－８

１０４-８５５５ ニチアス (株),東京都,中央区,八丁堀,１-６番１号

１０４-８４２４ 日刊スポーツ出版社,東京都,中央区,築地,２００３/５/１０

１０４-８４４４ 日商エレクトロニクス (株),東京都,中央区,築地,７-３－１

１０４-８２８５ 日清オイリオグループ (株),東京都,中央区,新川,１-２３－１

１０４-８５５６ ニッセイ同和損害保険 (株),東京都,中央区,明石町,８-１

１０４-８４０６ 日通商事 (株),東京都,中央区,築地,５-６－１０

１０４-８１６７ 日放 (株),東京都,中央区,銀座,６-１７番２号

１０４-８１７５ 日本年金機構 中央年金事務所,東京都,中央区,銀座,７-１３－８

１０４-８３６５ 日本冶金工業 (株),東京都,中央区,京橋,１-５－８

１０４-８６５６ 日本紙パルプ商事 (株),東京都,中央区,勝どき,３－１２－１

１０４-８４０１ 日本管材センター (株),東京都,中央区,八丁堀,２－２４－３

１０４-８５５９ 日本酒類販売 (株),東京都,中央区,勝どき,３-４－１３

１０４-８２５４ 日本酒類販売 (株),東京都,中央区,新川,１-２５番４号

１０４-８２５７ 日本重化学工業 (株),東京都,中央区,新川,１-１７－２５

１０４-８３０９ 日本相互証券 (株),東京都,中央区,京橋,１-１番１号

１０４-８３８６ 日本農薬 (株),東京都,中央区,京橋,１-１９番８号

１０４-８４２３ 日本バイリーン (株),東京都,中央区,築地,５-６番４号

１０４-８３０３ 阪神航空,東京都,中央区,京橋,２-６－２０

１０４-８４２９ 阪和興業 (株),東京都,中央区,築地,１-１３番１号

１０４-８４３８ 東日本建設業保証 (株),東京都,中央区,八丁堀,２-２７番１０号

１０４-８５０５ 日之出出版 (株),東京都,中央区,八丁堀,４-６－５

１０４-８５５４ 平野通信機材 (株),東京都,中央区,入船,２－２－１４

１０４-８２０５ 福徳長酒類 (株),東京都,中央区,銀座,６-２－１０

１０４-８１２２ 富士火災海上保険 (株),東京都,中央区,銀座,２-１２－１８

１０４-８５２３ 富士電機ＩＴソリューション (株),東京都,中央区,八丁堀,２-２０－８

１０４-８５２１ 富士電機総設 (株),東京都,中央区,八丁堀,２-２０－８

１０４-８３５１ 前澤工業 (株),東京都,中央区,新川,１-５－１７

１０４-８２８１ 松井建設 (株),東京都,中央区,新川,１-１７－２２

１０４-８５０２ 丸善石油化学 (株),東京都,中央区,入船,２-１番１号

１０４-８４８１ みずほ証券 (株),東京都,中央区,八重洲,２-４番１号

１０４-８２７７ 三井食品 (株),東京都,中央区,八重洲,２-７番２号

１０４-８５４６ 三井住商建材 (株),東京都,中央区,晴海,１-８番８号

１０４-８２５８ 三井住友海上あいおい生命保険 (株),東京都,中央区,新川,２－２７－２

１０４-８２５２ 三井住友海上火災保険 (株),東京都,中央区,新川,２-２７－２

１０４-８４３９ 三井造船 (株),東京都,中央区,築地,５-６番４号

１０４-８５５０ 三菱製鋼 (株),東京都,中央区,月島,４-１６番１３号

１０４-８３７２ 三菱製紙販売 (株),東京都,中央区,京橋,２-６番４号



１０４-８００２ Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ (株),東京都,中央区,京橋,２-４番１６号

１０４-８３０５ メルシャン (株),東京都,中央区,京橋,１-５番８号

１０４-８１２５ ヤマト運輸 (株),東京都,中央区,銀座,２-１６番１０号

１０４-８６１４ ヤマトマテリアル (株),東京都,中央区,京橋,２-２番１号

１０４-８４８６ ヤンマー (株) 東京支社,東京都,中央区,八重洲,２-１番１号

１０４-８１２３ ＵＩＰ映画,東京都,中央区,銀座,５-１４－１（銀座クイント）

１０４-８５１２ ユニデン (株),東京都,中央区,八丁堀,２-１２－７

１０４-８５０１ ライオンズクラブ東京合同事務局,東京都,中央区,新川,１－２５－９

１０４-８１３４ リコーリース (株),東京都,中央区,銀座,７-１６－３

１０４-８４０８ 菱洋エレクトロ (株),東京都,中央区,築地,１-１２－２２コンワビル

１０４-８０１１ 朝日新聞 東京本社,東京都,中央区,築地,５-３番２号

１０４-８０５５ (株) 日刊スポーツ新聞社,東京都,中央区,築地,３-５－１０

１０４-８６８０ 味の素 (株),東京都,中央区,京橋,１-１５番１号

１０４-８６７０ (株) 不二家,東京都,中央区,銀座,７-２－１７

１０４-８６６８ 明治製菓 (株),東京都,中央区,京橋,２-４－１６

１０５-８００２ (株) 文化放送,東京都,港区,浜松町,１-３１

１０５-８４０３ アメリカンホーム医療・損害保険 (株)（アメリカンホーム保険会社）,

１０５-８４０３ 東京都,港区,虎ノ門,２００４/３/２０

１０５-８５５０ 礎会館（東京電力労働組合）,東京都,港区,浜松町,１－２１－２

１０５-８４４６ 一般(財) 長寿社会開発センター,東京都,港区,西新橋,３-３－１

１０５-８４８５ 一般(財) 日本不動産研究所,東京都,港区,虎ノ門,１-３番１号

１０５-８４４４ 一般社団法人 建設技能人材機構，ＪＡＣ,

１０５-８４４４ 東京都,港区,虎ノ門,３-５番１号虎ノ門３７

１０５-８６６６ 一般社団法人 日本港運協会,東京都,港区,新橋,６-１１－１０

１０５-８５２２ 一般社団法人 日本能率協会,東京都,港区,芝公園,３-１－２２

１０５-８４８８ 岩田地崎建設 (株),東京都,港区,西新橋,３－２３－５

１０５-８４５８ 岩谷産業 (株),東京都,港区,西新橋,３-２１－８

１０５-８４４９ 宇部興産 (株),東京都,港区,芝浦,１-２番１号

１０５-８５３７ エア・ウォーター・マテリアル (株),東京都,港区,浜松町,２-１３－７

１０５-８５３５ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ (株),東京都,港区,海岸,１-２－２０

１０５-８５８５ ＮＯＫ (株),東京都,港区,芝大門,１-１２－１５

１０５-８６５４ ＮＴＴファイナンス (株),東京都,港区,新橋,４-５－１

１０５-８６７７ ＦＤＫ (株),東京都,港区,新橋,５-３６－１１

１０５-８５８４ オイレス工業 (株),東京都,港区,浜松町,１-３０－５

１０５-８５５６ 大島椿 (株),東京都,港区,芝大門,２-９－１６

１０５-８４６０ 沖電気工業 (株),東京都,港区,虎ノ門,１-７番１２号

１０５-８５２９ オックスフォード大学出版局 (株),東京都,港区,虎ノ門,４-１－４０

１０５-８５８９ オリックス自動車 (株）,東京都,港区,芝,３-２２－８

１０５-８０８５ (株） カネボウ化粧品,東京都,港区,虎ノ門,５-１１－２

１０５-８６１５ 片岡物産 (株),東京都,港区,新橋,６-２１－６

１０５-８００５ 兼松 (株),東京都,港区,芝浦,１-２－１

１０５-８６３４ (株) ＳＵＭＣＯ,東京都,港区,芝浦,１-２番１

１０５-８５４３ (株) 朝日工業社,東京都,港区,浜松町,１-２５－７

１０５-８６８０ (株) アシェット 婦人画報社,東京都,港区,虎ノ門,１-２６－５

１０５-８５５７ (株) アドピア,東京都,港区,西新橋,３-５－２

１０５-８３３０ (株) Ｓ＆Ｓエンジニアリング,東京都,港区,海岸,１-１１－１

１０５-８５８３ (株) オレンジページ,東京都,港区,新橋,４－１１－１

１０５-８４０５ (株) 角川・エス・エス・コミュニケーションズ,東京都,港区,虎ノ門,２００２/２/５

１０５-８４７３ (株) 角川マガジンズ,東京都,港区,虎ノ門,２００２/２/５

１０５-８６０３ (株) 紀文産業,東京都,港区,海岸,２-１－７

１０５-８６２６ (株) 紀文食品,東京都,港区,海岸,２-１－７

１０５-８３２０ (株) 協和企画,東京都,港区,虎ノ門,１－１０－５

１０５-８４６８ (株) グルメ杵屋 東京支社,東京都,港区,浜松町,２-１３－１０

１０５-８４７５ (株) 公募ガイド社,東京都,港区,芝公園,１－８－２１

１０５-８６４２ (株) コシダテック,東京都,港区,東新橋,２-２－９

１０５-８６７０ (株) ゴルフダイジェスト社,東京都,港区,新橋,６-１８－５

１０５-８３１０ (株) 資生堂,東京都,港区,東新橋,１-６－２

１０５-８６８８ (株) 商船三井,東京都,港区,虎ノ門,２-１－１

１０５-８３３５ (株) ＪＴＢコミュニケーションデザイン,東京都,港区,芝,３-２３番１号

１０５-８４０７ (株） ジャパンエナジー,東京都,港区,虎ノ門,２-１０－１

１０５-６０５０ (株) スター・チャンネル,東京都,港区,虎ノ門,４－３－１

１０５-８４１５ (株) ソニー・ピクチャーズエンタテインメント,東京都,港区,虎ノ門,４-１－２８

１０５-８６５８ (株) 大広,東京都,港区,芝,２-１４－５

１０５-８６５６ (株) 大広ＷＥＤＯ,東京都,港区,芝,２-１４－５

１０５-８５０５ (株) テイチクエンタテインメント,東京都,港区,芝公園,２－４－１

１０５-８６１３ (株) 電通イースリー,東京都,港区,東新橋,２-１４－１

１０５-７０５０ (株) 電通グループ,東京都,港区,東新橋,２００１/８/１

１０５-７０７７ (株) 電通デジタル,東京都,港区,東新橋,２００１/８/１

１０５-８６７８ (株） 東京商工リサーチ,東京都,港区,新橋,１-９－６

１０５-８００１ (株) 東芝,東京都,港区,芝浦,１-１－１

１０５-８０５５ (株） 徳間書店,東京都,港区,芝大門,２-２－１

１０５-８４２９ (株) トクヤマ,東京都,港区,西新橋,１-４－５

１０５-８４４８ (株) 永谷園,東京都,港区,西新橋,２-３６－１

１０５-８４４８ (株) 永谷園ホールディングス,東京都,港区,西新橋,２－３６－１

１０５-８３０８ (株) 日経ＢＰ,東京都,港区,虎ノ門,２００４/３/１２

１０５-８５６５ (株) 日経ラジオ社,東京都,港区,虎ノ門,２００１/２/８

１０５-８４３６ (株) 日本教育新聞社,東京都,港区,虎ノ門,１-２－８

１０５-８５３４ (株) 日本能率協会コンサルティング,東京都,港区,虎ノ門,３-２２－１

１０５-８６０６ (株) 日本旅行,東京都,港区,新橋,２-２０－１５

１０５-８５０２ (株) ノリタケカンパニーリミテド,東京都,港区,虎ノ門,１－１３－８

１０５-８５４５ (株) 長谷工アーベスト,東京都,港区,芝,２００２/６/１

１０５-８５０７ (株) 長谷工コーポレーション ＆（株）長谷工アーベストを除くグループ会社,

１０５-８５０７ 東京都,港区,芝,２-３２－１

１０５-８５８０ (株) バンザイ,東京都,港区,芝,２-３１－１９

１０５-８０３９ (株) 日立国際電気,東京都,港区,西新橋,２－１５－１２

１０５-８７１７ (株) 日立ハイテクノロジーズ,東京都,港区,西新橋,１-２４－１４

１０５-８０７０ (株) 扶桑社,東京都,港区,芝浦,１－１－１

１０５-８５７６ (株) ホスピタリティ・ネットワーク,東京都,港区,海岸,１-１６－２



１０５-８４１６ (株) ホテルオークラ,東京都,港区,虎ノ門,２-１０－４

１０５-８６１１ (株) モーターマガジン社,東京都,港区,新橋,５-３３－１０

１０５-８６６０ (株) ヤクルト本社,東京都,港区,海岸,２００１/１０/３０

１０５-８５７５ (株) ヤナセ,東京都,港区,芝浦,１-６－３８

１０５-８００８ (株) ライトアップショッピングクラブ,東京都,港区,芝,３-２－１８

１０５-８３３３ (株) ロイヤルパーク汐留タワー,東京都,港区,東新橋,１-６－３

１０５-８３１５ 川崎重工業 (株),東京都,港区,海岸,１-１４番５号

１０５-８４８３ カンタスエアーウエイズリミテッド,東京都,港区,虎ノ門,３-５－１

１０５-８４６１ 学校法人 慈恵大学,東京都,港区,西新橋,３-２５－８

１０５-８０８８ 企業年金連合会,東京都,港区,芝公園,２-４－１

１０５-８７０１ 企業年金連合会,東京都,港区,芝公園,２-４－１

１０５-８７０２ 企業年金連合会,東京都,港区,芝公園,２-４－１

１０５-８４３１ 気象庁,東京都,港区,虎ノ門,２００３/６/９

１０５-８４２８ キッコーマン (株),東京都,港区,西新橋,２-１－１

１０５-８６０４ 共栄火災海上保険 (株),東京都,港区,新橋,１-１８－６

１０５-８５８８ 協栄電気 (株),東京都,港区,芝大門,２-１－１９

１０５-８４５２ クオール (株),東京都,港区,虎ノ門,４-３番１号

１０５-８４６５ 競馬セキュリティサービス (株),東京都,港区,虎ノ門,１-２２－１２

１０５-８４４７ 高圧ガス保安協会,東京都,港区,虎ノ門,４-３番１３号

１０５-８５２４ 公益(財) 笹川平和財団,東京都,港区,虎ノ門,１－１５－１６

１０５-８３１８ 廣済堂,東京都,港区,芝浦,１-２番３号

１０５-８３２３ コスモエネルギー開発 (株),東京都,港区,芝浦,１－１－１

１０５-８３０２ コスモエネルギーホールディングス (株),東京都,港区,芝浦,１－１－１

１０５-８５２８ コスモ石油 (株),東京都,港区,芝浦,１-１－１

１０５-８３０３ コスモ石油健康保険組合,東京都,港区,芝浦,１-１番１号

１０５-８３１４ コスモ石油マーケティング (株),東京都,港区,芝浦,１－１－１

１０５-８３３１ コスモ石油ルブリカンツ (株),東京都,港区,芝浦,１－１－１

１０５-８３２５ コスモトレードアンドサービス (株),東京都,港区,芝浦,１－１－１

１０５-８３０４ コスモビジネスアソシエイツ (株),東京都,港区,芝浦,１-１番１号

１０５-８４７０ 国家公務員 共済組合連合会 虎の門病院,東京都,港区,虎ノ門,２-２－２

１０５-８４８２ コロムビアミュージックエンタテインメント (株),東京都,港区,虎ノ門,４-１－４０

１０５-８５６３ ザ・プリンス パークタワー東京,東京都,港区,芝公園,４-８－１

１０５-８４７２ (財) 家電製品協会,東京都,港区,愛宕,１-１－１１

１０５-８４４１ (財) ゆうちょ財団,東京都,港区,芝大門,１-１－３

１０５-８６２０ 資生堂ジャパン (株),東京都,港区,浜松町,２-３番１号

１０５-８５２５ シナネン (株),東京都,港区,海岸,１-４－２２

１０５-８５３０ 社団法人 日本自動車販売協会連合会,東京都,港区,芝大門,１-１－３０

１０５-８６８９ 商工組合中央金庫 東京支店,東京都,港区,芝大門,２-１２－１８

１０５-８４３２ 昭光通商 (株),東京都,港区,芝公園,２-４－１

１０５-８５１８ 昭和電工 (株),東京都,港区,芝大門,１-１３－９

１０５-８４２４ シリリュス・サービスセンター,東京都,港区,虎ノ門,３-１０－４－８０８

１０５-８４１２ 新日本石油 (株),東京都,港区,西新橋,１-３－１２

１０５-８６４０ ＪＳＲ (株),東京都,港区,東新橋,１-９－２

１０５-８４１７ ＪＸ金属 (株),東京都,港区,虎ノ門,２-１０番４号

１０５-８５５４ スカイマークエアラインズ (株),東京都,港区,浜松町,１-３０－５

１０５-８７１６ 住友金属鉱山 (株),東京都,港区,新橋,５-１１－３

１０５-８４６９ セイコークロック (株),東京都,港区,芝浦,１-２－１

１０５-８４２３ 青和特許法律事務所,東京都,港区,虎ノ門,３-５－１

１０５-８３１９ センクシア (株),東京都,港区,東新橋,２-３番１７号

１０５-８０２０ 全国建設厚生年金基金,東京都,港区,虎ノ門,５-１２番１号

１０５-８５２３ 全日産・一般業種 労働組合連合会（略称：日産労連）,

１０５-８５２３ 東京都,港区,海岸,１-４－２６

１０５-８５４４ 曹洞宗 宗務庁,東京都,港区,芝,２００２/５/２

１０５-８５１５ 高千穂電気 (株),東京都,港区,芝,２-７－１５

１０５-８６２１ 第一ホテル東京,東京都,港区,新橋,１-２－６

１０５-８６１０ 大東京信用組合,東京都,港区,東新橋,２-６－１０

１０５-８６６５ 都築電気 (株),東京都,港区,新橋,６-１９－１５

１０５-８４２０ 都築電気 (株) 第二本社,東京都,港区,西新橋,２-５－３

１０５-８３１３ テクノ・トッパン・フォームズ (株),東京都,港区,東新橋,１-７－３

１０５-８３０７ ＴＯＴＯ アクアエンジ (株),東京都,港区,海岸,２００１/２/２０

１０５-８３０５ ＴＯＴＯ (株),東京都,港区,海岸,２００１/２/２０

１０５-８３０６ ＴＯＴＯ メンテナンス (株),東京都,港区,海岸,２００１/２/２０

１０５-８４１９ 東亞合成 (株),東京都,港区,西新橋,１-１４－１

１０５-８５５１ 東京海上日動火災保険 (株),東京都,港区,西新橋,２００３/９/４

１０５-８５２７ 東京ガス (株),東京都,港区,海岸,１-５－２０

１０５-８５５８ 東京計装 (株),東京都,港区,芝公園,１-７－２４

１０５-８４７１ 東京慈恵会医科大学附属病院,東京都,港区,西新橋,３-１９－１８

１０５-８４４０ 東京実業健康保険組合 城南支部,東京都,港区,新橋,２-１９－１０

１０５-８４０２ 東京都情報サービス産業健康保険組合,東京都,港区,西新橋,３-１２－８

１０５-８５１１ 東京都港区役所,東京都,港区,芝公園,１-５－２５

１０５-８５６０ 東京プリンスホテル,東京都,港区,芝公園,３-３－１

１０５-８６２３ 東ソー (株),東京都,港区,芝,３-８番２号

１０５-８３１１ トッパン・フォームズ (株),東京都,港区,東新橋,１-７－３

１０５-８３１２ トッパン・フォームズ・オペレーション (株),東京都,港区,東新橋,１-７－３

１０５-８０７７ 独立行政法人 勤労者退職金共済機構,東京都,港区,芝公園,１-７－６

１０５-８４４５ 独立行政法人 国立印刷局,東京都,港区,虎ノ門,２－２－５

１０５-８４５３ 独立行政法人 中小企業基盤整備機構,東京都,港区,虎ノ門,３-５－１

１０５-８４３４ 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 国鉄精算事業本部,

１０５-８４３４ 東京都,港区,西新橋,２-８－６

１０５-８０１０ 独立行政法人 農業者年金基金,東京都,港区,西新橋,１-６－２１

１０５-８４８６ 独立行政法人 福祉医療機構,東京都,港区,虎ノ門,４-３番１３号

１０５-８４０１ 西松建設 (株),東京都,港区,虎ノ門,１-２０－１０

１０５-８５５５ ニチアス (株),東京都,港区,芝大門,１-１－２６

１０５-８５６７ 日昭産業 (株),東京都,港区,虎ノ門,４-３－１３

１０５-８４１１ 日精 (株),東京都,港区,西新橋,１-１８－１７

１０５-８３３８ 日通商事 (株),東京都,港区,海岸,１-１４番２２号

１０５-８６８１ 日本軽金属グループ,東京都,港区,新橋,１-１番１３号

１０５-８６７６ 日本水産 (株),東京都,港区,西新橋,１-３番１号



１０５-８３２２ 日本通運 (株),東京都,港区,東新橋,１-９－３

１０５-８５４０ 日本電気 (株) セレスティンビル,東京都,港区,芝,３－２３－１

１０５-８４５６ 日本ポラロイド (株）,東京都,港区,虎ノ門,３-１８－１９

１０５-８６１７ 日本郵政 (株) 宿泊事業部,東京都,港区,新橋,６－１９－１５

１０５-８７８８ 日本郵政 (株) 首都圏施設センター,東京都,港区,虎ノ門,３-１７番１号

１０５-８４０８ 日本技術貿易 (株),東京都,港区,西新橋,１-７－１３

１０５-８５２１ 日本赤十字社,東京都,港区,芝大門,１-１－３

１０５-８５０８ 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ (株),東京都,港区,芝公園,４-１番４号

１０５-７４４４ 日本テレビ放送網 (株),東京都,港区,東新橋,１-６－１

１０５-８４５７ 日本デスコ (株),東京都,港区,虎ノ門,４-３－１３

１０５-８５７８ 日本ビジネスシステムズ (株）,東京都,港区,芝,３-８番２号

１０５-８５７９ 日本マスタートラスト信託銀行 (株),東京都,港区,浜松町,２-１１－３

１０５-８６２３ 日本ミラクトラン (株) 東京営業所,東京都,港区,芝,３－８－２

１０５-８３０１ パナソニック (株),東京都,港区,東新橋,１-５－１

１０５-８５８１ パナソニック (株) 東京パナソニックビル１号館,東京都,港区,芝公園,１-１－２

１０５-８４１８ パンパシフィック・カッパー (株),東京都,港区,虎ノ門,２-１０番４号

１０５-８７１２ 日立キャピタル (株),東京都,港区,西新橋,１-３番１号

１０５-８６１４ 日立金属 (株),東京都,港区,芝浦,１-２－１

１０５-８４１０ 日立グローバルライフソリューションズ (株),東京都,港区,西新橋,２－１５－１２

１０５-８６４４ ＢＳ日テレ,東京都,港区,東新橋,１－６－１

１０５-８４３３ ＰＨＣ (株),東京都,港区,西新橋,２－３８－５

１０５-８４３３ ＰＨＣホールディングス (株),東京都,港区,西新橋,２－３８－５

１０５-８６６８ 富士通エフ・アイ・ピー (株) アクティブオフィス,東京都,港区,芝浦,１-２－１

１０５-８６３０ 古河産業 (株),東京都,港区,新橋,４-２１－３

１０５-８４３５ 北海道新聞 東京支社,東京都,港区,虎ノ門,２-２－５

１０５-８５５３ ポケットカード (株),東京都,港区,芝,１-５－９

１０５-８４８４ マグレガーゴルフジャパン (株),東京都,港区,芝大門,２－１０－１２

１０５-８０１１ 三井住友カード (株),東京都,港区,海岸,１-２－２０

１０５-８５７４ 三井住友信託銀行 (株),東京都,港区,芝,３－３３－１

１０５-８４６４ 三井住友ファイナンス＆リース (株),東京都,港区,西新橋,３-９－４

１０５-８４２７ 三井農林 (株),東京都,港区,西新橋,１-２－９

１０５-８５４６ 三菱アルミニウム (株),東京都,港区,芝,２-３－３

１０５-８５０１ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング (株),東京都,港区,虎ノ門,５-１１番２号

１０５-８５１６ 港区芝浦港南地区 総合支所,東京都,港区,芝浦,１-１６番１号

１０５-８４３７ 美浜 (株),東京都,港区,虎ノ門,１-２－８

１０５-８５１０ 美和ロック (株),東京都,港区,芝,３-１－１２

１０５-８５８２ メルパルク ＴＯＫＹＯ,東京都,港区,芝公園,２-５－２０

１０５-８５１７ 森永製菓 (株) 首都圏統括支店,東京都,港区,芝浦,１-１３－１６

１０５-８４５１ 森村商事 (株),東京都,港区,虎ノ門,４-１番２８号

１０５-８６８６ 八洲電機 (株),東京都,港区,新橋,３-１番１号

１０５-８５７７ ＵＣＣ上島珈琲 (株) 東京本部,東京都,港区,新橋,６-１－１１

１０５-８６０８ 有限会社 つきプランニング,東京都,港区,新橋,５-２０－３

１０５-８６８５ 横浜ゴム (株),東京都,港区,新橋,５-３６－１１

１０５-８５０３ リコージャパン (株),東京都,港区,芝,３-８番２号

１０５-８４１４ ローレルバンクマシン (株）,東京都,港区,虎ノ門,１-１－２

１０５-８５６８ ＹＫアクロス (株),東京都,港区,芝公園,２-４番１号

１０５-８５１２ 慶應義塾大学 薬学部,東京都,港区,芝公園,１-５－３０

１０６-８６３０ 麻布税務署,東京都,港区,西麻布,３-３－５

１０６-８５８１ 医療法人財団 厚生会,東京都,港区,南麻布,２-１０－２１

１０６-８６２２ ＳＢＩマーケティング (株),東京都,港区,六本木,１－６－１

１０６-８５６６ エヌ・ティ・ティ ラーニングシステムズ (株),東京都,港区,南麻布,１-６－１５

１０６-８６４２ ＮＴＴビジュアル通信 (株),東京都,港区,麻布台,１-１１－９

１０６-８５５９ ＭＴＶ ＪＡＰＡＮ,東京都,港区,六本木,３-１５－２０

１０６-８５８０ 恩賜財団 母子愛育会,東京都,港区,南麻布,５-６－８

１０６-６０６０ (株) アーキテクト,東京都,港区,六本木,１-６－１

１０６-８５８８ (株) 一徳商会,東京都,港区,南麻布,２-１３－１９

１０６-８５１８ (株) 内原,東京都,港区,六本木,７-２－７

１０６-６１８８ (株) エフエムジャパン,東京都,港区,六本木,６-１０－１

１０６-８５３１ (株) エムオン・エンタテインメント,東京都,港区,六本木,３－１６－３３

１０６-８５６２ (株) エル,東京都,港区,南麻布,３-６－３

１０６-８７９７ (株) かんぽ生命 麻布支店,東京都,港区,麻布台,１-６－１９

１０６-８５３１ (株) ｋｉｒａｒａｍｅｄｉａ,東京都,港区,六本木,３－１６－３３

１０６-６０６６ (株) クラップ＆ウォーク,東京都,港区,六本木,１-６－１

１０６-８６４０ (株) ケンコーポレーション,東京都,港区,西麻布,１-２－７

１０６-６１６１ (株) サイバード,東京都,港区,六本木,６-１０－１

１０６-８５６７ (株) 佐藤渡辺,東京都,港区,南麻布,１-１８－４

１０６-８５５６ (株) シーボン,東京都,港区,六本木,７-１８－１２

１０６-８６３６ (株) 商業界,東京都,港区,麻布台,２-４－９

１０６-８５２２ (株) ＷＤＩ,東京都,港区,六本木,５-５－１ロアビル８Ｆ

１０６-８００１ (株) テレビ朝日,東京都,港区,六本木,１-１－１

１０６-８５５２ (株) テレビ朝日ミュージック,東京都,港区,六本木,６-２－３１

１０６-８００７ (株) テレビ東京・(株) テレビ東京ホールディングス,

１０６-８００７ 東京都,港区,六本木,３-２番１号

１０６-８５７１ (株) ディーエイチシー,東京都,港区,南麻布,２-７－１

１０６-８６５５ (株) 東機貿,東京都,港区,東麻布,２-３－４

１０６-８５８７ (株) 日比谷花壇,東京都,港区,南麻布,１-６－３０

１０６-８１０７ (株) ＢＳジャパン,東京都,港区,六本木,３-２番１号

１０６-８６２６ (株) ファンキー・ジャム,東京都,港区,西麻布,１-１４－２

１０６-８５４４ (株) フリップサイド,東京都,港区,六本木,７-１０－２０

１０６-８５２１ (株) ほうらいやビル,東京都,港区,六本木,５-２－１

１０６-８４８７ (株) ポニーキャニオン,東京都,港区,六本木,２００１/５/１７

１０６-８６４１ (株) マツイ,東京都,港区,麻布台,２-４－７

１０６-８６１１ (株) ユース・プランニングセンター,東京都,港区,西麻布,２-２５－１８

１０６-８５０７ 学校法人 東洋英和女学院,東京都,港区,六本木,５-１４－４０

１０６-８５６５ コロムビアミュージックエンタテインメント (株),東京都,港区,六本木,１-４－３３

１０６-８６０８ (財) 書海社,東京都,港区,西麻布,３-１９－１８

１０６-８６２５ (財) 日本オペラ振興会,東京都,港区,西麻布,４-１６－１３

１０６-８５８５ 在日本大韓民国民団 中央本部,東京都,港区,南麻布,１-７－３２



１０６-８５６３ 社団法人 東亜科学技術協力協会,東京都,港区,南麻布,５-１０－２５

１０６-８６４９ 社団法人 東京アメリカンクラブ,東京都,港区,麻布台,２-１－２

１０６-８５８９ スイス大使館,東京都,港区,南麻布,５-９－１２

１０６-８６７７ 政策研究大学院大学,東京都,港区,六本木,７-２２－１

１０６-８５４５ 全日本海員組合,東京都,港区,六本木,７-１５－２６

１０６-８５７８ 象印マホービン (株),東京都,港区,南麻布,１-６－１８

１０６-８６３９ 地方競馬全国協会,東京都,港区,麻布台,２-２－１

１０６-８６６８ チューブ・ライダース,東京都,港区,西麻布,３-８－１

１０６-８５７７ 駐日大韓民国大使館,東京都,港区,南麻布,１-２－５

１０６-８５６１ 駐日フィンランド大使館,東京都,港区,南麻布,３-５－３９

１０６-８５６０ 東京都港都税事務所,東京都,港区,麻布台,３-５－６

１０６-８５６９ 統計数理研究所,東京都,港区,南麻布,４-６－７

１０６-８５５０ 東芝シリコーン (株),東京都,港区,六本木,６-２－３１

１０６-８５５１ 東通産業 (株),東京都,港区,六本木,５-１６－２０

１０６-８６５２ トヨタモビリティパーツ (株) 東京・山梨統括支社,東京都,港区,東麻布,２００１/１０/１０

１０６-８５５８ 独立行政法人 国立美術館 国立新美術館,東京都,港区,六本木,７-２２－２

１０６-８５５５ 日本学術会議,東京都,港区,六本木,７-２２－３４

１０６-８６０１ 日本シャクリー (株),東京都,港区,西麻布,３-２－６

１０６-８６１６ 日本タッパーウェア (株),東京都,港区,西麻布,２-２４－１１

１０６-８４０１ 日本中央競馬会 六本木事務所,東京都,港区,六本木,６-１１－１

１０６-８５７３ 日本モトローラ (株),東京都,港区,南麻布,３-２０－１

１０６-８７９７ 日本郵便 (株) 東京支社,東京都,港区,麻布台,１-６－１９

１０６-８５０８ 日本ルーセントテクノロジー (株),東京都,港区,六本木,１-４－３０

１０６-８６１８ ノバルティスファーマー (株),東京都,港区,西麻布,４-１７－３０

１０６-８５４１ ハリウッド美容専門学校,東京都,港区,六本木,６-７－６

１０６-８６４８ ピーネット通信 (株),東京都,港区,麻布台,３-５－７

１０６-８５３７ フィリピン共和国大使館,東京都,港区,六本木,５-１５－５

１０６-８６２０ 富士フイルム (株),東京都,港区,西麻布,２-２６－３０

１０６-８５１４ フランス大使館,東京都,港区,南麻布,４-１１－４４

１０６-８５７６ マサモト (株),東京都,港区,南麻布,２-７－２４

１０６-８５１５ 港区麻布支所,東京都,港区,六本木,５-１６－４５

１０６-８６６５ 有限会社 エリカインターナショナル,東京都,港区,元麻布,２-１－２０－２Ｆ

１０６-８６４４ 霊友会,東京都,港区,麻布台,１-７－８

１０６-８０１１ (株) スペースシャワーネットワーク,東京都,港区,六本木,３-１６－３５

１０６-８０３９ (株) アール・エフラジオ日本,東京都,港区,麻布台,２-２－１

１０７-８３７０ (株） ビー・エス・ジェイ・ラジオ,東京都,港区,赤坂,１-９－１５

１０７-８４２０ 米国大使館,東京都,港区,赤坂,１-１０－５

１０７-８４１６ 一般(財) 日本建設情報総合センター,東京都,港区,赤坂,７-１０番２０号

１０７-８０７７ 伊藤忠商事 (株),東京都,港区,北青山,２-５－１

１０７-８４５０ 伊藤忠食品 (株),東京都,港区,元赤坂,１－２－７

１０７-８０６０ 医療法人財団 順和会 山王病院,東京都,港区,赤坂,８-１０番１６号

１０７-８３３２ 医療法人財団 順和会 山王メディカルセンター,東京都,港区,赤坂,８-５番３５号

１０７-８４３４ ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京,東京都,港区,赤坂,１-１２－３３

１０７-８５７７ エイベックス (株),東京都,港区,南青山,３－１－３０

１０７-８５０２ 鹿島建設 (株) ＫＩビル,東京都,港区,赤坂,６-５－３０

１０７-８３４８ 鹿島建設 (株) 赤坂別館,東京都,港区,赤坂,２００６/５/１１

１０７-８４７７ 鹿島建設 (株) 東京支店,東京都,港区,元赤坂,１-３－８

１０７-８３８８ 鹿島建設 (株) 本社,東京都,港区,元赤坂,２００１/３/１

１０７-８６３８ かたばみ興業 (株),東京都,港区,元赤坂,１-５番８号

１０７-８００１ (株) ＴＢＳラジオ,東京都,港区,赤坂,２００５/３/６

１０７-８６６６ (株) アイ・アールジャパン,東京都,港区,北青山,１-２番３号

１０７-８４６３ (株) アイビー化粧品,東京都,港区,赤坂,６-１８番３号

１０７-８６１９ (株) アイプラネット,東京都,港区,南青山,１-１－１

１０７-８５７２ (株) 青二プロダクション,東京都,港区,北青山,３－１－２

１０７-８５５２ (株) アクシヴ,東京都,港区,南青山,３-１－３０

１０７-８５６７ (株) 朝日データサービス,東京都,港区,南青山,２-２－１５－１０３０

１０７-８５２０ (株) アメリア・ネットワーク,東京都,港区,赤坂,８-５－６

１０７-８３４２ (株) インターネットレボリューション,東京都,港区,赤坂,９-７－２

１０７-８６０１ (株) ＮＨＫ文化センター,東京都,港区,南青山,１-１－１

１０７-８３４９ (株) オークネット,東京都,港区,北青山,２００２/５/８

１０７-８５１４ (株) 大本組,東京都,港区,南青山,５-９番１５号青山ＯＨＭＯＴＯビル

１０７-８６２３ (株) 鎌倉製作所,東京都,港区,北青山,２-７－１１

１０７-８５６３ (株) キネマ旬報社,東京都,港区,赤坂,４-９－１７

１０７-８６３０ (株) クレヨンハウス,東京都,港区,北青山,３-８－１５

１０７-８３３６ (株) グッデイ,東京都,港区,赤坂,６-１０－４

１０７-８４１２ (株) グローバルユースビューロー,東京都,港区,赤坂,４-１５番１号

１０７-８３２４ (株) コナミデジタルエンタテインメント,東京都,港区,赤坂,９-７－２

１０７-８４１４ (株) 小松製作所,東京都,港区,赤坂,２-３－６

１０７-８５７８ (株) サンエー・ビーディー,東京都,港区,南青山,１-１番１号

１０７-８６８６ (株) ジェーシービー 青山本社,東京都,港区,南青山,５-１番２２号

１０７-８３８４ (株) ジュン,東京都,港区,南青山,２－２－３Ｍ－ＳＱＵＡＲＥ

１０７-８６２７ (株) スーパーネットワーク,東京都,港区,赤坂,４-８－１４

１０７-８５５０ (株) 宣伝会議 本社,東京都,港区,南青山,３-１１－１３

１０７-８３５５ (株) ソーゴー東京,東京都,港区,南青山,２００４/１０/１４

１０７-８５２１ (株) ツムラ,東京都,港区,赤坂,２-１７－１１

１０７-８４７１ (株) ＴＢＳビジョン,東京都,港区,赤坂,２００５/３/６

１０７-８４８２ (株) ＴＢＳサービス,東京都,港区,赤坂,５-３－６

１０７-８００６ (株) ＴＢＳテレビ,東京都,港区,赤坂,２００５/３/６

１０７-８４１７ (株) 東急エージェンシー,東京都,港区,赤坂,４-８－１８

１０７-８６０４ (株) 東京ソワール,東京都,港区,南青山,１-１－１

１０７-８３３０ (株) 東通,東京都,港区,赤坂,２-１４番５号

１０７-８４６０ (株) 東北新社,東京都,港区,赤坂,４-８－１０

１０７-８４０１ (株) 虎屋,東京都,港区,赤坂,４-９－２２

１０７-８３８０ (株) 日音,東京都,港区,赤坂,４-２番６号

１０７-８３７３ (株) 日経ラジオ社,東京都,港区,赤坂,１-９－１５

１０７-８６２５ (株) ハウスオブローゼ,東京都,港区,赤坂,２-２１－７

１０７-８６１７ (株) フルハウス,東京都,港区,北青山,１-３－６

１０７-８５８１ (株） プレアデスセンター,東京都,港区,北青山,３-３－１１



１０７-８６１５ (株) ホギメディカル,東京都,港区,赤坂,２-７－７

１０７-８３６０ (株) ホンダトレーディング,東京都,港区,北青山,１-２番３号

１０７-８４４８ (株) 松田平田設計,東京都,港区,元赤坂,１-５－１７

１０７-８４１０ (株) 山と渓谷社,東京都,港区,赤坂,１-９－１３

１０７-８６３９ (株) ワーナーミュージック・ジャパン,東京都,港区,北青山,１-２－３

１０７-８６２０ (株) ワールド,東京都,港区,南青山,２００２/６/２１

１０７-８３７１ 学校法人 山脇学園,東京都,港区,赤坂,４-１０－３６

１０７-８０１０ きらぼしライフデザイン証券 (株),東京都,港区,南青山,３-１０番４３号

１０７-８５５８ 健康保険組合連合会,東京都,港区,南青山,１-２４－４

１０７-８４０２ 国際医療福祉大学 東京赤坂キャンパス,東京都,港区,赤坂,２００４/１/２６

１０７-８３２３ コナミ (株),東京都,港区,赤坂,９-７－２

１０７-８３２６ コナミリアルエステート (株),東京都,港区,赤坂,９-７－２

１０７-８６３１ サントリー (株),東京都,港区,元赤坂,１-２－３

１０７-８４０３ サントリー (株) サントリーホール,東京都,港区,赤坂,１-１３－１

１０７-８６３２ サントリーフーズ (株),東京都,港区,元赤坂,１-２－３

１０７-８５２８ ザ・シネマ,東京都,港区,赤坂,４-８－１０

１０７-８５０５ (財) 草月会,東京都,港区,赤坂,７-２－２１

１０７-８４４０ (財) 日本規格協会,東京都,港区,赤坂,４-１－２４

１０７-８５３２ 商船三井客船 (株),東京都,港区,赤坂,１-９－１３

１０７-８４１１ 事業構想大学院大学,東京都,港区,南青山,３－１３－１６

１０７-８４１８ 事業構想大学院大学,東京都,港区,南青山,３－１３－１８－３１３

１０７-８４６８ 住友電気工業 (株),東京都,港区,元赤坂,１-３番１３号

１０７-８４１９ 全国卸商業団地厚生年金基金,東京都,港区,赤坂,５-１－３１

１０７-８５１１ 綜合警備保障 (株),東京都,港区,元赤坂,１-６－６

１０７-８５０８ タカタ (株),東京都,港区,赤坂,２-１２－３１

１０７-８５６０ 第一法規出版 (株),東京都,港区,南青山,２-１１－１７

１０７-８５４５ 中央物産 (株),東京都,港区,南青山,２００２/２/３

１０７-８３２０ トーヨーマテリア (株),東京都,港区,赤坂,７-６－３８

１０７-８６３６ 東海カーボン (株),東京都,港区,北青山,１-２－３

１０７-８６１６ ニッカウイスキー (株),東京都,港区,南青山,５-４－３１

１０７-８５２７ 日鉄物産 (株),東京都,港区,赤坂,８-５番２７号

１０７-８４５６ 日本カルミック (株),東京都,港区,赤坂,４-８－１９

１０７-８４６６ 日本国土開発 (株),東京都,港区,赤坂,４-９－９

１０７-８４６７ 日本国土開発 (株) 東京支店,東京都,港区,赤坂,４-９－９

１０７-８４０４ 日本財団,東京都,港区,赤坂,１-２－２

１０７-８５４６ ハーバライフ・オブ・ジャパン (株),東京都,港区,赤坂,２-９－１１

１０７-８３４０ ファミリー劇場,東京都,港区,赤坂,４-８－１０

１０７-８６３３ ブラジル大使館,東京都,港区,北青山,２-１１－１２

１０７-８５５６ 本田技研工業 (株),東京都,港区,南青山,２-１－１

１０７-８６５０ 三菱ＵＦＪ信託銀行,東京都,港区,北青山,１-５－４

１０７-８５０７ 明治記念館,東京都,港区,元赤坂,２００２/２/２３

１０７-８４８４ 八洲貿易 (株),東京都,港区,赤坂,３-９－１

１０７-８６７４ (株) 日本教文社,東京都,港区,赤坂,９-６－４４

１０７-８６６８ 社団法人 農山漁村文化協会,東京都,港区,赤坂,７-６－１

１０７-８６８０ 帝国データバンク,東京都,港区,南青山,２-５－２０

１０８-８５６４ (株） コスモ総合研究所,東京都,港区,芝浦,４-９－２５

１０８-８５１１ ＩＴＸ (株),東京都,港区,芝浦,４－１３－２３

１０８-８４３０ あおみ建設 (株),東京都,港区,海岸,３-１８－２１

１０８-８０２０ アクサ生命保険 (株),東京都,港区,白金,１-１７－３

１０８-８５３２ あすか製薬 (株),東京都,港区,芝浦,２-５－１

１０８-８４４４ アプライドマテリアルズジャパン (株),東京都,港区,海岸,３-２０－２０

１０８-８５４４ 安藤建設 (株),東京都,港区,芝浦,３-１２－８

１０８-８５５０ 五十嵐冷蔵 (株),東京都,港区,芝浦,２-１０－５

１０８-８４６８ イギン (株) 東京本社,東京都,港区,港南,１-８－２３

１０８-８７０７ 一般(財) 日本モーターボート競走会,東京都,港区,三田,３-１２－１２

１０８-８５２５ 伊藤忠エネクス (株),東京都,港区,芝浦,３-４－１

１０８-８３７３ 宇都宮螺子 (株),東京都,港区,芝,４-６－５

１０８-８５６６ エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン (株) プルマン東京田町,

１０８-８５６６ 東京都,港区,芝浦,３-１番２１号

１０８-６３５０ ＳＭＢＣファイナンスサービス (株),東京都,港区,三田,３-５－２７

１０８-８１１８ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ (株),東京都,港区,芝浦,３－４－１

１０８-８２０２ ＮＴＴテクノクロス (株),東京都,港区,芝浦,３－４－１

１０８-８３３８ ＮＥＣネクサソリューションズ（株）,東京都,港区,三田,１-４－２８

１０８-８００５ ＥＮＥＯＳ (株),東京都,港区,港南,１－８－１５

１０８-８２１２ ＦＤＫ (株),東京都,港区,港南,１－６－４１

１０８-８３６１ オーストラリア大使館 ＡＵＳＴＲＡＬＩＡＮ ＥＭＢＡＳＳＹ,

１０８-８３６１ 東京都,港区,三田,２-１－１４

１０８-８２４２ 大塚製薬 (株),東京都,港区,港南,２-１６番４号

１０８-８２４１ 大塚ホールディングス (株),東京都,港区,港南,２-１６－４

１０８-８５５１ 沖電気工業 (株),東京都,港区,芝浦,４-１０－１６

１０８-８３８６ オックスフォード大学出版局 (株),東京都,港区,芝,４－１７－５

１０８-８３７９ (株) インボイス,東京都,港区,高輪,２００１/３/１３

１０８-８２２０ (株) 丹青社,東京都,港区,港南,１－２－７０

１０８-８２５０ (株) 日立製作所 情報・通信システム社,東京都,港区,港南,２-１８－１

１０８-８３０１ (株) アイスター商事,東京都,港区,三田,１－４－２８

１０８-８５５３ (株) ＩＴサービス 芝浦事業所,東京都,港区,芝浦,４-９－２５

１０８-８３０８ (株) 朝日旅行,東京都,港区,三田,３－１３－１２

１０８-８３１３ (株) 一点,東京都,港区,三田,１-４－２８

１０８-８３０５ (株) ＮＥＣライベックス,東京都,港区,三田,１-４－２８

１０８-８５０２ (株) 大林組 東京本社 品川事務所,東京都,港区,港南,２-１５－２

１０８-８３８１ (株) 奥村組 東京支社,東京都,港区,芝,５-６-１号

１０８-８５５５ (株) オリコフォレントインシュア,東京都,港区,芝浦,４－９－２５

１０８-８４３９ (株） オンワード樫山,東京都,港区,海岸,３-１４－１１

１０８-８５３３ (株) 関電工,東京都,港区,芝浦,４-８－３３

１０８-８６３２ (株) 近鉄ホテルシステムズ,東京都,港区,白金台,１-１－５０

１０８-８６１７ (株) くもん出版,東京都,港区,高輪,４－１０－１８

１０８-８５７０ (株) コシダテック,東京都,港区,高輪,２-１５番２１号

１０８-８４１６ (株) コスモスイニシア,東京都,港区,芝,５－３４－６



１０８-８４１７ (株) コスモスイニシア,東京都,港区,芝,５－３３－７

１０８-８３５０ (株) サニクリーン 本部,東京都,港区,三田,１-４－２８

１０８-８３２５ (株) 新進商会,東京都,港区,三田,２-１７－２５

１０８-８２０９ (株) ＪＡＬＵＸ,東京都,港区,港南,１-２番７０号

１０８-８５５２ (株) スマイルドラッグ,東京都,港区,芝浦,３-１６－４

１０８-８１１７ (株) セディナ,東京都,港区,港南,２-１６－４

１０８-８３２８ (株) ゼネシス 東京支店,東京都,港区,三田,３-１２－１６

１０８-８２７０ (株) ソニー・コンピュータエンタテインメント,東京都,港区,港南,２００１/６/２７

１０８-８２１０ (株) ソラスト,東京都,港区,港南,１－７－１８

１０８-８５４５ (株) タカマコンペテイションプロダクト,東京都,港区,芝浦,３-１１－４

１０８-８５２０ (株) タツノ,東京都,港区,三田,２００３/２/６

１０８-８２３０ (株) ダイセル,東京都,港区,港南,２－１８－１

１０８-８５４０ (株) ダイトーコーポレーション,東京都,港区,芝浦,２-１－１３

１０８-８３８０ (株) テノックス,東京都,港区,芝,５－２５－１１

１０８-８３７５ (株) 東京機械製作所,東京都,港区,三田,３－１１－３６

１０８-８５３６ (株) トッパン・コスモ,東京都,港区,芝浦,３-１９－２６

１０８-８５７３ (株) ドウシシャ,東京都,港区,高輪,２－２１－４６

１０８-８５２２ (株) ニフコ 東京支社,東京都,港区,芝,５－３６－７

１０８-８６３８ (株) 日本教育新聞社,東京都,港区,白金台,３-２番１０号

１０８-８５７１ (株) 日本能率協会コンサルティング,東京都,港区,三田,３－１０－１

１０８-８５１０ (株) ネクスティエレクトロニクス,東京都,港区,港南,２-３－１３

１０８-８３８３ (株) 長谷工コミュニティ,東京都,港区,芝,４-６－６

１０８-８３５５ (株) 阪急交通社,東京都,港区,三田,３-４－１０

１０８-８３１０ (株) バンダイナムコアミューズメント,東京都,港区,芝浦,３-１番３５号

１０８-８５８２ (株) ビー・エム・ディー,東京都,港区,高輪,１－４－１０－８Ｆ

１０８-８５０７ (株) フィリップスエレクトロニクスジャパン,東京都,港区,港南,２－１３－３

１０８-８２２１ (株) 富士通パーソナルズ,東京都,港区,港南,２－１５－２

１０８-８２０７ (株) 富士通マーケティング,東京都,港区,港南,２－１５－３

１０８-８６２８ (株) 二葉,東京都,港区,高輪,３-１９－１５

１０８-８４８５ (株) 報知新聞社,東京都,港区,港南,４-６－４９

１０８-８６４０ (株) 都ホテル東京,東京都,港区,白金台,１-１－５０

１０８-８２１７ (株) 山善,東京都,港区,港南,２－１６－２

１０８-８６３３ (株) ヤマプラス,東京都,港区,白金台,２-２５－１

１０８-８６１５ (株) レアソン,東京都,港区,高輪,４-１０－１８

１０８-８５３０ 監査法人 トーマツ,東京都,港区,芝浦,４-１３－２３

１０８-８２０３ 外国人技能実習機構 東京事務所,東京都,港区,港南,１-６番３１号

１０８-８６４１ 学校法人 北里研究所,東京都,港区,白金,５-９－１

１０８-８６４２ 北里研究所病院,東京都,港区,白金,５-９－１

１０８-８２２５ キヤノンシステムアンドサポート (株),東京都,港区,港南,２－１６－６

１０８-８０１１ キヤノンマーケティングジャパン (株),東京都,港区,港南,２-１６－６

１０８-８２３４ 共栄殖産 (株） 東京営業所,東京都,港区,港南,２-１８－１

１０８-８０８０ クラシエホールディングス (株),東京都,港区,海岸,３-２０－２０

１０８-８４４８ 栗林運輸 (株),東京都,港区,海岸,３-２２－３４

１０８-８３４５ 慶應義塾,東京都,港区,三田,２-１５－４５

１０８-８２０１ ＫＤＤＩ (株),東京都,港区,港南,２-１６－１

１０８-８４５６ ケイヒン (株),東京都,港区,海岸,３-４－２０

１０８-８２０６ 公益(財) ＪＫＡ,東京都,港区,港南,１-２番７０号

１０８-８３７８ 廣済堂,東京都,港区,芝,４-６－１２

１０８-８３２９ 国際医療福祉大学附属三田病院,東京都,港区,三田,１-４－３

１０８-８６０２ 国民生活センター,東京都,港区,高輪,３-１３－２２

１０８-８７１０ コクヨ (株） 品川オフィス,東京都,港区,港南,１-８－３５

１０８-８６１０ コムシス情報システム (株),東京都,港区,高輪,３-２３－１４

１０８-８３８９ 合成化学産業 労働組合連合,東京都,港区,芝,５-２６－３０

１０８-８４０５ サーモス (株),東京都,港区,芝,４－１－２３

１０８-８０５０ サクサ (株),東京都,港区,白金,１-１７－３

１０８-８６４８ サクサビジネスシステム (株),東京都,港区,白金,１-１７－３

１０８-８６５０ さくら情報システム (株),東京都,港区,白金,１-１７－３

１０８-８４０４ 三信電気 (株),東京都,港区,芝,４-４－１２

１０８-８５０３ サントリー田町オフィス,東京都,港区,芝浦,２００３/１/１

１０８-８６０７ (財) 日本ユニセフ協会,東京都,港区,高輪,４-６－１２

１０８-８３５８ (財) 香川育英会,東京都,港区,三田,３-２－２３

１０８-８６２２ 品川税務署,東京都,港区,高輪,３-１３－２２

１０８-８６１１ 品川プリンスホテル,東京都,港区,高輪,４-１０番３０号

１０８-８５４８ 芝浦工業大学,東京都,港区,芝浦,３-９－１４

１０８-８５８５ 社団法人 日本フラワーデザイナー協会,東京都,港区,高輪,４-５－６

１０８-８４１４ 社団法人 日本建築学会,東京都,港区,芝,５-２６－２０

１０８-８３７２ 社団法人 日本作業環境測定協会,東京都,港区,芝,４－４－５

１０８-８４７０ 水ｉｎｇ (株),東京都,港区,港南,２００１/７/１８

１０８-８２８２ ストリングスホテル東京インターコンチネンタル,東京都,港区,港南,２-１６－１

１０８-８３０３ 住友電設 (株),東京都,港区,三田,３-１２－１５

１０８-８３２６ 全日本電機電子情報関連産業 労働組合連合会,東京都,港区,三田,１-１０－３

１０８-８３２２ 双信電機 (株),東京都,港区,三田,３-１３－１６

１０８-８５２３ 太洋日産自動車販売 (株),東京都,港区,芝浦,４-２－１９

１０８-８６１２ 高輪プリンスホテル 新高輪プリンスホテル,東京都,港区,高輪,３-１３－１

１０８-８３３４ 立川ブラインド工業 (株),東京都,港区,三田,３-１－１２

１０８-８２３２ ダイセルバリューコーティング (株）,東京都,港区,港南,２-１８－１

１０８-８２３３ ダイセル物流 (株),東京都,港区,港南,２-１８－１

１０８-８２３１ ダイセルミライズ (株),東京都,港区,港南,２－１８－１

１０８-８２１１ 大東建託 (株),東京都,港区,港南,２-１６－１

１０８-８４７８ 大同特殊鋼 (株) 東京本社,東京都,港区,港南,１-６－３５

１０８-８６１６ 地域医療機能推進機構健康保険組合,東京都,港区,高輪,３-２２番１２号

１０８-８２２２ 椿本興業 (株） 東京本社,東京都,港区,港南,２-１６－２

１０８-８５０６ ＴＨＫ (株),東京都,港区,芝浦,２-１２番１０号

１０８-８５２１ テクノレント (株),東京都,港区,芝浦,４-１３番２３号

１０８-８５８８ テクマトリックス (株),東京都,港区,三田,２００３/１１/２４

１０８-８３６０ ＤＫＳＨジャパン (株),東京都,港区,三田,３-４－１９

１０８-８４７７ 東京海洋大学,東京都,港区,港南,４-５－７

１０８-８５１２ 東京コカコーラボトリング (株),東京都,港区,芝浦,２-１５－６



１０８-８６０６ 東京船員保険病院,東京都,港区,高輪,３-１０－１１

１０８-８６３９ 東京大学医科学研究所,東京都,港区,白金台,２００４/６/１

１０８-８５８１ 東京都 港区役所高輪支所,東京都,港区,高輪,１-１６－２５

１０８-８２５５ 東京入国管理局,東京都,港区,港南,５-５－３０

１０８-８４３２ 東京労働局 需給調整事業部,東京都,港区,海岸,３－９－４５

１０８-８５８０ 東芝キヤリア (株),東京都,港区,高輪,３-２３－１７

１０８-８５０１ 東洋水産 (株),東京都,港区,港南,２-１３－４０

１０８-８５３９ 凸版印刷 (株) エレクトロニクス事業本部,東京都,港区,芝浦,３－１９－２６

１０８-８２０８ 豊田通商 (株),東京都,港区,港南,２-３番１３号

１０８-８７１３ トヨタモビリティ東京 (株),東京都,港区,芝浦,４-８番３号

１０８-８２１６ 豊通ケミプラス (株),東京都,港区,港南,２-３番１３号

１０８-８５８３ 独立行政法人 地域医療機能推進機構,東京都,港区,高輪,３－２２－１２

１０８-８５４３ 中野冷機 (株),東京都,港区,芝浦,２-１５－４

１０８-８４６６ 日本カーバイド工業 (株),東京都,港区,港南,２-１６番２号

１０８-８５６０ 日本コンクリート工業 (株),東京都,港区,芝浦,４-６番１４号

１０８-８４２３ 日本電気 (株),東京都,港区,芝,５-２１－６

１０８-８４２０ 日本電気 (株),東京都,港区,芝,５-２９－２３

１０８-８５５７ 日本電気 (株),東京都,港区,芝浦,２-１１－５

１０８-８４２１ 日本電気 (株),東京都,港区,芝,５-３４－２

１０８-８４２５ 日本電気 (株),東京都,港区,芝,５-３３－１

１０８-８５５８ 日本電気 (株),東京都,港区,芝浦,４-１４－２２

１０８-８５５６ 日本電気 (株) 第二田町ビル,東京都,港区,芝,４－１４－１

１０８-８２７５ 日本トーター (株),東京都,港区,港南,２-１６－１

１０８-８６０１ 日本特殊陶業 (株),東京都,港区,港南,２-５番７号

１０８-８２４３ 日本特殊陶業 (株) 東京支社,東京都,港区,港南,１-８番２３号

１０８-８５０９ 日本エア・リキード (株),東京都,港区,芝浦,３-４番１号

１０８-８２４０ 日本サムスン (株),東京都,港区,港南,２－１６－４

１０８-８２８８ 日本システム技術 (株),東京都,港区,港南,２－１６－２

１０８-８４２４ 日本電気 (株),東京都,港区,芝,５-３３－８

１０８-８５８６ 日本トムソン (株),東京都,港区,高輪,２－１９－１９

１０８-８６３１ 八芳園,東京都,港区,白金台,１-１－１

１０８-８２２４ 日立金属 (株),東京都,港区,港南,１-２番７０号

１０８-８５０８ ピコ (株),東京都,港区,芝浦,４-１６番２３号

１０８-８３４１ 福西電機 (株),東京都,港区,三田,４-１２－１８

１０８-８３０７ フジテック (株) 東京本社,東京都,港区,白金,１-１７番３号

１０８-８２７６ 法務省 入国管理局 登録課分室,東京都,港区,港南,５-５－３０

１０８-８２８０ ポリプラスチックス (株),東京都,港区,港南,２-１８－１

１０８-８２４８ マクセル (株),東京都,港区,港南,２-１６番２号

１０８-８４１１ 三菱オートリース (株),東京都,港区,芝,５-３４－７

１０８-８４１５ 三菱化学メディア (株),東京都,港区,芝,４-１－２３

１０８-８４１０ 三菱自動車工業 (株),東京都,港区,芝浦,３-１番２１号

１０８-８４０７ 三菱自動車ファイナンス (株),東京都,港区,芝浦,３－１－２１

１０８-８２１５ 三菱重工業 (株),東京都,港区,港南,２-１６番５号

１０８-８３１５ 港区 みなと保健所,東京都,港区,三田,１-４番１０号

１０８-８３３０ ミネベアミツミ (株),東京都,港区,三田,３-９番６号

１０８-８６３６ 明治学院大学,東京都,港区,白金台,１-２－３７

１０８-８４０３ 森永製菓 (株),東京都,港区,芝,５-３３－１

１０８-８３８４ 森永乳業 (株),東京都,港区,芝,５-３３－１

１０８-８３３３ 矢崎総業 (株),東京都,港区,三田,１-４－２８

１０８-８５６８ ヤマハ (株) 東京営業事務所,東京都,港区,高輪,２-１７－１１

１０８-８５７５ ユニ・チャーム (株),東京都,港区,三田,３-５－２７

１０８-８３８８ 横浜化成 (株),東京都,港区,高輪,２－２１－４３

１０８-８３８５ 理想科学工業 (株),東京都,港区,芝,５－３４－７

１０８-８００１ 日本電気 (株),東京都,港区,芝,５-７－１

１０８-６３６３ ＳＭＢＣ電子債権記録 (株),東京都,港区,三田,３-５番２７号

１０８-８０７１ (株) ジャパンタイムズ,東京都,港区,芝浦,４-５－４

１３５-８７０７ アクアシティお台場,東京都,港区,台場,１-７番１号

１３５-８６２５ (株) 東京ヒューマニアエンタプライズ,東京都,港区,台場,１-９－１

１３７-８６８６ (株) ニッポン放送,東京都,港区,台場,２-４－８

１３５-８６２２ (株) 乃村工藝社,東京都,港区,台場,２-３－４

１３５-８７０１ グランドニッコー東京 台場,東京都,港区,台場,２-６番１号

１３５-８６３１ サントリー (株),東京都,港区,台場,２-３－３

１３５-８６３２ サントリーフーズ (株),東京都,港区,台場,２-３－３

１３５-８０７４ 昭和シェル石油 (株),東京都,港区,台場,２-３番２号

１３５-８５７８ 太平洋セメント (株),東京都,港区,台場,２-３－５

１３５-８６５５ 日商岩井 (株),東京都,港区,台場,２-３-１号

１３５-８６６１ 日本テレコムＩＤＣ (株),東京都,港区,台場,２-３－１

１３５-８７１８ メディアージュ,東京都,港区,台場,１-７番１号

１００-８６０２ ユーシーカード (株),東京都,港区,台場,２-３－２

１３７-８０８８ (株) フジテレビジョン,東京都,港区,台場,２-４－８

１６０-８３５３ (公財） 東京都防災・建築まちづくりセンター,

１６０-８３５３ 東京都,新宿区,西新宿,７-７番３０

１６０-８４４４ あいおい損害保険 (株),東京都,新宿区,新宿,１-２－７

１６３-８０１２ アイタウンプラザ・アイタウンレピア,東京都,新宿区,西新宿,６-２１－１

１６３-０９３６ 旭化成ホームズ (株) 集合住宅営業本部,東京都,新宿区,西新宿,２－３－１

１６０-８３５２ アニコム損害保険 (株),東京都,新宿区,西新宿,８－１７－１

１６３-０４５６ アフラック・アセット・マネジメント (株),東京都,新宿区,西新宿,２－１－１

１６０-８６８０ あんしん財団 「楽しいイベント」係,東京都,新宿区,信濃町,３４

１６０-８５３５ あんしん財団 災害防止部,東京都,新宿区,信濃町,３４番

１６３-１３７１ インセル (株),東京都,新宿区,西新宿,６-５－１新宿アイランドタワー

１６３-０６５９ エス・バイ・エル (株） 東京支店,東京都,新宿区,西新宿,１-２５－１

１６０-８８０１ エプソン販売 (株),東京都,新宿区,新宿,４-１番６号

１６３-１３４９ オータ事務所 (株),東京都,新宿区,西新宿,６-５－１

１６０-８４２３ オートビジネスサービス (株),東京都,新宿区,新宿,２－１９－１

１６０-８５１１ 大塚刷毛製造 (株）,東京都,新宿区,４谷,４-１

１６０-８３０９ 小田急電鉄 (株),東京都,新宿区,西新宿,１-８－３

１６０-８８０１ オリエント時計 (株),東京都,新宿区,新宿,４-１番６号

１６０-８５７１ (株) 太田出版,東京都,新宿区,愛住町,２２



１６０-８３７８ (株) フジタ 東京支店,東京都,新宿区,西新宿,４－３２－２２

１６３-０２７８ (株) 朝日カルチャーセンター 通信講座,東京都,新宿区,西新宿,２-６－１

１６０-８４２９ (株) アデランス,東京都,新宿区,新宿,１-６－３

１６３-０８３６ (株) エヌ・ティ・ティ・ドコモ 新宿支店,東京都,新宿区,西新宿,２-４－１

１６０-８４０８ (株) エムアイカード,東京都,新宿区,新宿,５-１７番１８号

１６０-８５２０ (株) きんざい,東京都,新宿区,南元町,１９

１６０-８３２１ (株) 京王百貨店,東京都,新宿区,西新宿,１-１－４

１６０-８３３０ (株) 京王プラザホテル,東京都,新宿区,西新宿,２-２－１

１６３-８５４８ (株) ＫＤＤＩテレサーブ,東京都,新宿区,西新宿,２-３－３

１６０-８４３３ (株) 佐藤秀,東京都,新宿区,新宿,５-６－１１

１６０-８４６１ (株) 三栄,東京都,新宿区,新宿,６－２７－３０

１６０-８５４７ (株) 三栄,東京都,新宿区,新宿,６－２７－３０

１６０-８４６３ (株) サンズ,東京都,新宿区,新宿,６－２７－３０

１６０-８５０１ (株) サンミュージックプロダクション,東京都,新宿区,左門町,４

１６０-８３７５ (株) シー・アイ・シー,東京都,新宿区,西新宿,１-２３－７

１６０-８３０１ (株) 秀栄興産,東京都,新宿区,西新宿,７-８－１０

１６３-８６６１ (株) 実務教育出版,東京都,新宿区,新宿,１-１－１２

１６３-８６７１ (株) 実務教育出版,東京都,新宿区,新宿,１-１－１２

１６０-８４３０ (株) スクウェア・エニックス,東京都,新宿区,新宿,６-２７番３０号

１６３-０５５７ (株） 総合資格,東京都,新宿区,西新宿,１-２６－２

１６０-８４４７ (株) タイトー,東京都,新宿区,新宿,６-２７番３０号

１６０-８３４１ (株) ＤｅＮＡトラベル,東京都,新宿区,新宿,５－１５－５

１６３-０６７５ (株） ナック,東京都,新宿区,西新宿,１-２５－１

１６３-１５８８ (株） 日税ビジネスサービス,東京都,新宿区,西新宿,１-６－１

１６０-８４５０ (株) 長谷工コミュニティ 東京支店,東京都,新宿区,４谷,４-３４－１

１６０-８３１９ (株) ビックカメラ 新宿西口店,東京都,新宿区,西新宿,１-５－１

１６０-８３５８ (株) ビックピーカン,東京都,新宿区,西新宿,１-５－１

１６０-８５６５ (株) ポプラ社,東京都,新宿区,大京町,１－２２

１６０-８４２０ (株) マースエンジニアリング,東京都,新宿区,新宿,１-１０－７

１６３-０６７６ (株) みずほ銀行 新宿新都心支店,東京都,新宿区,西新宿,１-２５－１

１６０-８０１１ (株) 三越伊勢丹 伊勢丹新宿店,東京都,新宿区,新宿,３－１４－１

１６３-１５３３ (株) 三菱東京ＵＦＪ銀行 新宿新都心支店,東京都,新宿区,西新宿,１-６－１

１６０-８３３４ (株) 三松,東京都,新宿区,西新宿,３-２－１１

１６０-８４８６ (株) ヨドバシカメラ,東京都,新宿区,新宿,２００５/３/１

１６３-８６８０ (株） ロッテリア,東京都,新宿区,西新宿,３-２０－１

１６０-８５８０ (株) ワニマガジン社,東京都,新宿区,内藤町,１

１６０-８４０３ 川辺 (株),東京都,新宿区,４谷,４-１６－３

１６０-８４０２ 学校法人 東京医科大学,東京都,新宿区,新宿,６-１－１

１６０-８４２２ キーウェアソリューションズ (株),東京都,新宿区,新宿,３-１番１３号

１６０-８３０８ クラブツーリズム (株),東京都,新宿区,西新宿,６-３－１

１６０-８５８２ 慶應義塾大学 医学部,東京都,新宿区,信濃町,３５

１６３-８００３ ＫＤＤＩ (株),東京都,新宿区,西新宿,２-３－２

１６３-８５３５ ＫＤＤＩ総合サービス (株),東京都,新宿区,西新宿,２-３－３

１６０-８３７４ 芸能花伝舎,東京都,新宿区,西新宿,６-１２－３０

１６０-８４４１ 廣告社 (株),東京都,新宿区,新宿,３-１番２４号

１６０-８５２１ 公明機関紙局,東京都,新宿区,南元町,１８

１６０-８５４３ コモンズ (株),東京都,新宿区,４谷坂町,１２番２１号

１６３-１４８８ サノフィ (株),東京都,新宿区,西新宿,３-２０番２号

１６３-０４７８ 三和ホールディングス (株),東京都,新宿区,西新宿,２-１－１

１６０-８４０７ (財) 東京社会保険協会,東京都,新宿区,新宿,７-２６－９

１６０-８４８８ (財) 東京都保険医療公社 大久保病院,東京都,新宿区,歌舞伎町,２-４４－１

１６０-８５８８ (財） 民主音楽協会,東京都,新宿区,信濃町,８

１６０-８８１２ シティグループ・サービス・ジャパン (株),東京都,新宿区,新宿,６－２７－３０

１６０-８５１９ 社団法人 金融財政事情研究会,東京都,新宿区,南元町,１９

１６０-８５２９ 社団法人 金融財政事情研究会 検定センター,東京都,新宿区,荒木町,２^３

１６３-１４５５ 社団法人 電気通信協会,東京都,新宿区,西新宿,３-２０－２

１６０-８３８９ 社団法人 日本薬剤師会,東京都,新宿区,４谷,３-３－１

１６３-８６６６ 商工組合中央金庫 新宿支店,東京都,新宿区,西新宿,１-２２－２

１６０-８５８１ 新宿区 ４谷特別出張所,東京都,新宿区,内藤町,８７番

１６０-８４８４ 新宿区役所,東京都,新宿区,歌舞伎町,１-４－１

１６０-８４８５ 新宿区役所 総務部 税務課,東京都,新宿区,歌舞伎町,１-４－１

１６０-８４７２ 新宿区役所 地域調整課 文化国際課,東京都,新宿区,歌舞伎町,１-４－１

１６０-８４８９ 新宿公共職業安定所,東京都,新宿区,歌舞伎町,２-４２－１０

１６０-８４８７ 新宿プリンスホテル,東京都,新宿区,歌舞伎町,１-３０－１

１６０-８３３６ 新宿ワシントンホテル,東京都,新宿区,西新宿,３-２－９

１６０-８５１０ 新菱冷熱工業 (株),東京都,新宿区,４谷,１-６番１号

１６０-８５２２ 女子学生会館 「明泉」,東京都,新宿区,南元町,６－２

１６０-８５１２ 生活協同組合 東京マイコープ,東京都,新宿区,４谷,４-２８－７

１６０-８８０１ セイコーエプソン (株),東京都,新宿区,新宿,４-１番６号

１６３-０８３１ セントラル警備保障 (株）,東京都,新宿区,西新宿,２-４－１

１６０-８３６１ 全研本社 (株),東京都,新宿区,西新宿,６－１８－１

１６０-８５０７ 全国健康保険協会 本部,東京都,新宿区,４谷,１-６番１号６階

１６０-８３７３ 全保連 (株),東京都,新宿区,西新宿,１－２４－１

１６０-８５８３ 創価学会,東京都,新宿区,信濃町,３２

１６０-８３３８ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),東京都,新宿区,西新宿,１－２６－１

１６３-８６２６ 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険 (株),東京都,新宿区,西新宿,６-１３番１

１６３-８６３９ 大正薬化工業,東京都,新宿区,新宿,３-１０－８

１６０-８４０１ 大和証券 (株) 新宿支店,東京都,新宿区,新宿,３-３０－１１

１６３-０６６３ 大和証券 (株) 新宿センタービル支店,東京都,新宿区,西新宿,１-２５－１

１６０-８３２７ 中央職業能力開発協会,東京都,新宿区,西新宿,７-５番２５号

１６３-１０５３ 東京ガス都市開発 (株）,東京都,新宿区,西新宿,３-７－１

１６３-０５６０ 東京実業健康保険組合 城西支部,東京都,新宿区,西新宿,１-２６－２

１６３-０６６５ 東京建物不動産販売 (株）,東京都,新宿区,西新宿,１-２５－１

１６３-１４７０ 東京通販 (株),東京都,新宿区,西新宿,３-２０－２

１６０-８３０４ 東京都新宿都税事務所,東京都,新宿区,西新宿,７-５－８

１６３-８３３９ 東京都住宅供給公社,東京都,新宿区,西新宿,４-３３－４

１６０-８５８７ 東京都水道局 新宿営業所,東京都,新宿区,内藤町,８７

１６０-８５８９ 東鉄工業 (株),東京都,新宿区,信濃町,３４



１６３-１３８２ 独立行政法人 都市再生機構 東日本支社,東京都,新宿区,西新宿,６-５－１

１６３-１３４５ 独立行政法人 都市再生機構 募集販売本部,東京都,新宿区,西新宿,６-５－１

１６３-０６６９ 二幸産業 (株）,東京都,新宿区,西新宿,１-２５－１

１６０-８５２４ 日清食品 (株) 東京本社,東京都,新宿区,新宿,６-２８－１

１６０-８４１１ 日神不動産 (株),東京都,新宿区,新宿,５-８－１

１６３-１３８８ 日本シイエムケイ (株）,東京都,新宿区,西新宿,６-５－１

１６０-８３６６ 日本テキサス・インスツルメンツ (株),東京都,新宿区,西新宿,６-２４－１

１６３-０５６９ 日本デルファイ・オートモーティブ・システムズ (株),東京都,新宿区,西新宿,１-２６－２

１６３-８０１９ 日本電信電話 (株),東京都,新宿区,西新宿,３-１９－２

１６０-８４１０ 日本ハウズイング (株),東京都,新宿区,新宿,１-３１番１２号

１６３-０４５６ 日本法人化準備 (株),東京都,新宿区,西新宿,２－１－１

１６３-１０７３ 日本ミシュランタイヤ (株),東京都,新宿区,西新宿,３－７－１

１６３-１０７１ 日本ロレアル (株),東京都,新宿区,西新宿,３-７－１

１６０-８４１５ ネッツトヨタ東京 (株),東京都,新宿区,新宿,７-２７－１９

１６３-０５６６ 野村不動産 (株）,東京都,新宿区,西新宿,１-２６－２新宿野村ビル

１６３-０５７６ 野村不動産アーバンネット (株),東京都,新宿区,西新宿,１-２６番２号

１６３-０５６２ 野村不動産パートナーズ (株),東京都,新宿区,西新宿,１-２６番２号

１６０-８３５１ 野村不動産パートナーズ (株),東京都,新宿区,新宿,５－１４－６

１６０-８９１０ 伯東 (株),東京都,新宿区,新宿,１-１－１３

１６３-１０５５ パークタワーホテル (株） パークハイアット東京,東京都,新宿区,西新宿,３-７－１

１６３-１３６３ 東日本住宅 (株）,東京都,新宿区,西新宿,６-５－１新宿アイランドタワー２０Ｆ

１６０-８３６８ 富国生命保険 相互会社 新宿支社,東京都,新宿区,西新宿,１-２３－７

１６０-８３１６ 富士重工業 (株),東京都,新宿区,西新宿,１-７－２スバルビル

１６３-０６７７ 芙蓉総合リース (株） 新宿支店,東京都,新宿区,西新宿,１-２５－１

１６０-８３４７ ＨＯＹＡ (株),東京都,新宿区,西新宿,６－１０－１

１６０-８４６６ ホテルグレイスリー新宿,東京都,新宿区,歌舞伎町,１-１９番１号

１６３-０５５８ 松田産業 (株）,東京都,新宿区,西新宿,１-２６－２

１６３-０８３３ ミサワホーム (株）,東京都,新宿区,西新宿,２-４－１

１６３-０８５０ ミサワホームホールディングス (株),東京都,新宿区,西新宿,２-４－１

１６３-０２６８ 三井住友海上火災保険 (株）,東京都,新宿区,西新宿,２-６－１

１６０-８５７７ 三井住友建設 (株),東京都,新宿区,西新宿,７-５－２５

１６０-８３３１ 三井不動産住宅サービス (株),東京都,新宿区,西新宿,７-５－２５

１６０-８５１５ 持田製薬 (株）,東京都,新宿区,４谷,１-７

１６０-８３５３ 有限会社 アイランド建設業経営状況分析センター,

１６０-８３５３ 東京都,新宿区,西新宿,６-５－１

１６３-０９４３ 有限会社 東京エイドセンター,東京都,新宿区,西新宿,２-３－１

１６０-８３１１ 有限会社 森野ウレタン社,東京都,新宿区,西新宿,５-１０－１４

１６０-８５７５ 雪印メグミルク (株),東京都,新宿区,４谷本塩町,５番１号

１６０-８５８１ ４谷区民ホール,東京都,新宿区,内藤町,８７番

１６０-８５３０ ４谷税務署,東京都,新宿区,４谷三栄町,７番７号

１６０-８５８１ ４谷地域センター,東京都,新宿区,内藤町,８７番

１６０-８５８１ ４谷図書館,東京都,新宿区,内藤町,８７番

１６０-８３０６ (株) 日本小児医事出版社,東京都,新宿区,西新宿,５-２５－１１

１６０-８００１ (株) 小田急百貨店,東京都,新宿区,西新宿,１-１－３

１６３-８００１ 東京都庁,東京都,新宿区,西新宿,２-８－１

１６０-８０７０ 聖教新聞社,東京都,新宿区,信濃町,１８

１６１-８５４６ アニコム損害保険 (株),東京都,新宿区,下落合,１-５－２２アリミノビル２Ｆ

１６１-８５５８ 一世印刷 (株),東京都,新宿区,下落合,２-６－２２

１６１-８５３１ ウエットマスター (株),東京都,新宿区,中落合,３-１５－１５

１６１-８５４０ エステー (株),東京都,新宿区,下落合,１-４－１０

１６１-８５０８ (株) オーバル,東京都,新宿区,上落合,３-１０－８

１６１-８５５２ (株) 誠和,東京都,新宿区,下落合,１-１－１

１６１-８５５３ (株) 日本コンサルタントグループ,東京都,新宿区,下落合,３-２２－１５

１６１-８５５７ 学校法人 田中芸術学園 東京美容専門学校,

１６１-８５５７ 東京都,新宿区,下落合,１-２－４

１６１-８５５６ 学校法人 東京富士大学,東京都,新宿区,下落合,１-７－７

１６１-８５４５ 工新建設 (株),東京都,新宿区,下落合,２-３－１８

１６１-８５６５ 相模商工 (株),東京都,新宿区,西落合,１-２０－８

１６１-８５４１ 三宝製薬 (株),東京都,新宿区,下落合,２-３－１８

１６１-８５１１ 下田商事 (株),東京都,新宿区,上落合,２-２６－５

１６１-８５２１ 社会福祉法人 聖母会 聖母病院,東京都,新宿区,中落合,２-５－１

１６１-８５２８ ＪＡ全農たまご (株),東京都,新宿区,中落合,２-７－１

１６１-８５６７ 東京日産モーター (株) 丸山店,東京都,新宿区,西落合,２-１－１２

１６１-８５６０ 日本光電工業 (株),東京都,新宿区,西落合,１-３１－４

１６１-８５３９ 目白学園,東京都,新宿区,中落合,４-３１－１

１６１-８５２２ 目白研心中学校・高等学校,東京都,新宿区,中落合,４-３１番１号

１６１-８５７５ 八千代エンジニヤリング (株),東京都,新宿区,西落合,２-１８－１２

１６１-８５２０ ライオン企画 (株),東京都,新宿区,中落合,１-６－１２

１６２-８４４６ (株） ＪＴＢパブリッシング,東京都,新宿区,払方町,５－２５

１６２-８４１５ アンスティチュ・フランセ東京,東京都,新宿区,市谷船河原町,１５

１６２-８６１６ イカロス出版 (株),東京都,新宿区,市谷本村町,２－３

１６２-８７０７ (株) 朝倉書店,東京都,新宿区,新小川町,６－２９

１６２-８５３５ (株) アプラス,東京都,新宿区,新小川町,４－１

１６２-８４５５ (株) 井田両国堂,東京都,新宿区,市谷本村町,１－１

１６２-８６８０ (株) 旺文社,東京都,新宿区,横寺町,５５

１６２-８７１６ (株) 音楽之友社,東京都,新宿区,神楽坂,６-３０

１６２-８４５０ (株) 偕成社,東京都,新宿区,市谷砂土原町,３-５

１６２-８５５６ (株) 銀座コージーコーナー,東京都,新宿区,揚場町,２－２６

１６２-８５５７ (株) 熊谷組,東京都,新宿区,津久戸町,２－１

１６２-８４２１ (株) 経済法令研究会,東京都,新宿区,市谷本村町,３－２１

１６２-８６２８ (株) サイエンス リサーチアンドコンサルティング,東京都,新宿区,榎町,３３

１６２-８５１２ (株) 自治体研究社,東京都,新宿区,矢来町,１２３

１６２-８６１４ (株) 大洋図書,東京都,新宿区,天神町,６６－１４－２

１６２-８６０４ (株) ダイアプレス,東京都,新宿区,山吹町,３３１

１６２-８５８５ (株) ＴＫＣ 東京本社,東京都,新宿区,揚場町,２番１号

１６２-８７０１ (株) ディスコ 神楽坂ＨＣスタジオ,東京都,新宿区,下宮比町,２－１２

１６２-８０２１ (株) 日洋,東京都,新宿区,富久町,１３番１９号

１６２-８５０５ (株) 日本スタデオ,東京都,新宿区,北山伏町,１-１１



１１２-８７０２ (株) 日本アカデミー,東京都,新宿区,山吹町,３５０

１６２-８６０８ (株) ピーズサイテック,東京都,新宿区,中里町,２９

１６２-８４１１ (株) 福田組 東京本店,東京都,新宿区,市谷本村町,３-２６

１６２-８５４０ (株) 双葉社,東京都,新宿区,東五軒町,３－２８

１６２-８６１５ (株) ムックハウス,東京都,新宿区,榎町,３９

１６２-８５０２ (株) 山文,東京都,新宿区,箪笥町,３８

１６２-８６５０ 学習院女子大学,東京都,新宿区,戸山,３-２０－１

１６２-８６５６ 学習院女子中・高等科,東京都,新宿区,戸山,三-２０番１号

１６２-８６６６ 学校法人 東京女子医科大学,東京都,新宿区,河田町,８－１

１６２-８６０１ 学校法人 東京理科大学,東京都,新宿区,神楽坂,１-３

１６２-８６５４ 学校法人 早稲田高等学校,東京都,新宿区,馬場下町,６２

１６２-８６０２ (株) 新学社 東京支社,東京都,新宿区,払方町,１－１４

１６２-８６４６ 共栄電資 (株),東京都,新宿区,馬場下町,１４

１６２-８６２４ 教職員共済生活協同組合,東京都,新宿区,山吹町,１０－１

１６２-８５７５ 協立機電工業 (株),東京都,新宿区,水道町,３－９

１６２-８４６４ 銀行業務検定協会,東京都,新宿区,市谷本村町,３-２１

１６２-８４７１ 経済アナリスト協会,東京都,新宿区,市谷本村町,３－２１

１６２-８４０２ 公益(財) 東京都予防医学協会,東京都,新宿区,市谷砂土原町,１－２－５９

１６２-８００５ 公益(財) 東京都予防医学協会,東京都,新宿区,市谷砂土原町,１－２－５９

１６２-８４６０ 公益(財) 東京都予防医学協会 代謝異常検査センター,

１６２-８４６０ 東京都,新宿区,市谷砂土原町,１－２－５９

１６２-８０６０ 公益(財) 日本英語検定協会 英検サービスセンター,東京都,新宿区,榎町,７

１６２-８６４０ 国立感染症研究所,東京都,新宿区,戸山,１-２３－１

１６２-８６５５ 国立国際医療センター,東京都,新宿区,戸山,１-２１－１

１６２-８５３０ 三晃印刷 (株),東京都,新宿区,水道町,４－１３

１６２-８９５３ 社会福祉法人 東京都社会福祉協議会,東京都,新宿区,神楽河岸,１-１

１０１-８６５６ 小学館プロダクション,東京都,新宿区,新小川町,４－１１

１６２-８４８８ 職業訓練法人 日本技能教育開発センター,東京都,新宿区,岩戸町,１８

１６２-８８５０ 自衛隊 東京地方 協力本部,東京都,新宿区,市谷本村町,１０番１号

１６２-８６７０ 成城中・高等学校,東京都,新宿区,原町,３-８７

１６２-８４４５ 成美堂出版 (株）,東京都,新宿区,新小川町,１-７

１６２-８５６２ ゼブラ (株),東京都,新宿区,東五軒町,２-９

１６２-８６２６ 全国測量業 厚生年金基金,東京都,新宿区,山吹町,１１-１

１６２-８６６９ 綜通 (株),東京都,新宿区,早稲田町,６９

１６２-８０２２ 総務省 人事・恩給局,東京都,新宿区,若松町,１-１９

１６２-８６６８ 総務省 統計局,東京都,新宿区,若松町,１-１９

１６２-８５６５ 大興電子通信 (株),東京都,新宿区,揚場町,２-１

１６２-８６２０ 大日本印刷 (株) 榎町工場,東京都,新宿区,榎町,７

１６２-８４７３ 中央大学 市ヶ谷キャンパス,東京都,新宿区,市谷本村町,8-４２

１６２-８４７８ 中央大学 市ヶ谷田町キャンパス,東京都,新宿区,市谷田町,１-１８番

１６２-８５４３ 東京厚生年金病院,東京都,新宿区,津久戸町,５－１

１６２-８４４０ 東京産婦人科医会,東京都,新宿区,市谷砂土原町,１-２

１６２-８５０３ 東京シティ信用金庫 神楽坂支店,東京都,新宿区,岩戸町,２

１６２-８６３９ 東京都赤十字血液センター,東京都,新宿区,若松町,１２－２

１６２-８６１２ 東京都立新宿山吹高等学校,東京都,新宿区,山吹町,８１

１６２-８５８７ 土地興業 (株),東京都,新宿区,揚場町,２－１８

１６２-８６３６ 独立行政法人 国立健康・栄養研究所,東京都,新宿区,戸山,１-２３－１

１６２-８４１２ 独立行政法人 日本学生支援機構,東京都,新宿区,市谷本村町,１０-７

１６２-８４０７ 新日本法規出版 (株),東京都,新宿区,市谷砂土原町,２-６

１６２-８８６１ 防衛施設庁 内部部局,東京都,新宿区,市谷本村町,５－１

１６２-８８０８ 防衛省防衛研究所,東京都,新宿区,市谷本村町,５－１

１６２-８４５１ 持田製薬 (株) 本社別館,東京都,新宿区,市谷本村町,２-１２

１６２-８４２２ 菱電エレベータ施設 (株),東京都,新宿区,市谷砂土原町,２-４-

１６２-８６４４ 早稲田大学 第一文学部,東京都,新宿区,戸山,１-２４－１

１６２-８０２０ わらべや日洋 (株),東京都,新宿区,富久町,１３番１９号

１６２-８０２０ わらべや日洋ホールディングス (株),東京都,新宿区,富久町,１３番１９号

１６２-８００１ 大日本印刷 (株),東京都,新宿区,市谷加賀町,１-１－１

１６２-８４４８ 一般社団法人 家の光協会,東京都,新宿区,市谷船河原町,１１

１６２-８５５８ (株) アスク,東京都,新宿区,下宮比町,２－６

１６２-８４７６ (株) インテリジェンス,東京都,新宿区,市谷田町,１-１８

１６２-８５１５ (株) 現代書林,東京都,新宿区,原町,３-６１桂ビル

１６２-８０５５ 公益(財) 日本英語検定協会,東京都,新宿区,横寺町,５５

１６２-８４８４ 公益(財) ユネスコ・アジア文化センター,東京都,新宿区,袋町,６

１６２-８６３８ 東洋ゴム化工品 (株) ダイバーテックカンパニー環境工事システム販売部,

１６２-８６３８ 東京都,新宿区,天神町,１０-

１６２-８４３３ 独立行政法人 国際協力機構研究所,東京都,新宿区,市谷本村町,１０-５

１６２-８８０３ 防衛省 海上幕僚監部,東京都,新宿区,市谷本村町,５-１

１６２-８８５３ 防衛省 共済組合,東京都,新宿区,市谷本村町,５－１-

１６２-８８３０ 防衛省 技術研究本部,東京都,新宿区,市谷本村町,５-１

１６２-８８０４ 防衛省 航空幕僚監部,東京都,新宿区,市谷本村町,５-１

１６２-８８０６ 防衛省 情報本部,東京都,新宿区,市谷本村町,５-１

１６２-８８６０ 防衛省 装備施設本部,東京都,新宿区,市谷本村町,５-１

１６２-８８０５ 防衛省 統合幕僚会議,東京都,新宿区,市谷本村町,５-１

１６２-８８０１ 防衛省 内部部局,東京都,新宿区,市谷本村町,５-１

１６２-８８０７ 防衛省 防衛監察本部,東京都,新宿区,市谷本村町,５-１

１６２-８８０２ 防衛省 陸上幕僚監部,東京都,新宿区,市谷本村町,５-１

１６２-８５５１ 有限責任 あずさ監査法人,東京都,新宿区,津久戸町,１番２号

１６２-８７１７ (株) 学文社,東京都,新宿区,早稲田町,５－４

１６２-８７１８ (株) 学文社,東京都,新宿区,早稲田町,５－４

１６２-８７１１ (株) 新潮社,東京都,新宿区,矢来町,７１

１６２-８７１０ (株) トーハン,東京都,新宿区,東五軒町,６－２４

１６３-０４５６ アフラック,東京都,新宿区,西新宿,２－１－１新宿三井ビル

１６３-１５３７ エムエスティ保険サービス (株),東京都,新宿区,西新宿,１－６－１

１６３-０５５３ ケーオーデンタル (株),東京都,新宿区,西新宿,１－２６－２

１６３-０２８７ 司法書士法人 中央事務所,東京都,新宿区,西新宿,２－６－１

１６３-０２６１ 光ビジネスフォーム (株),東京都,新宿区,西新宿,２-６番１号

１６３-８６０２ 三菱ＵＦＪ信託銀行 (株) 新宿支店,東京都,新宿区,西新宿,１－１０－２

１６３-０５７５ 住鉱潤滑剤 (株),東京都,新宿区,西新宿,１－２６－２



１６３-０５７０ リードエグジビションジャパン (株),東京都,新宿区,西新宿,１-２６－２

１６３-０７２７ 積水化成品工業 (株) 東京本部,東京都,新宿区,西新宿,２-７－１

１６３-０６５５ ＴＢＣグループ (株),東京都,新宿区,西新宿,１-２５－１

１６３-０７７７ (株) 日本システムディベロップメント,東京都,新宿区,西新宿,２-７－１ル

１６３-０８６７ (株) 京王エージェンシー,東京都,新宿区,西新宿,２－４－１

１６３-０９３８ エボニック デグサ ジャパン (株),東京都,新宿区,西新宿,２-３－１

１６３-１０６５ (株) ＪＴＢ法人東京,東京都,新宿区,西新宿,３-７－１

１６３-１０６６ (株) ＪＴＢ法人東京,東京都,新宿区,西新宿,３-７－１

１６３-１０６１ (株) ＮＩＰＰＯ 関東第一支店,東京都,新宿区,西新宿,２００３/７/１

１６３-８６７７ 学校法人 工学院大学,東京都,新宿区,西新宿,１-２４－２

１６３-８６６０ (財) 実務教育研究所,東京都,新宿区,大京町,４

１６９-８８８５ アキレス (株),東京都,新宿区,北新宿,２-２１番１号

１６９-８５１７ 大久保健診センター,東京都,新宿区,百人町,２-２７－６

１６９-８５２０ (株) 井成,東京都,新宿区,百人町,１-１６－２１

１６９-８５５８ (株) 河田,東京都,新宿区,大久保,２-５－２５

１６９-８５７８ (株) ガイドワークス,東京都,新宿区,高田馬場,４－２８－１２

１６９-８６０８ (株） 學燈社,東京都,新宿区,西早稲田,３-５－１０

１６９-８５５０ (株) 三徳,東京都,新宿区,大久保,２-１－１

１６９-８６３９ (株) サンマーク,東京都,新宿区,高田馬場,１-３２－１３

１６９-８５３１ (株) シジシージャパン,東京都,新宿区,大久保,２-１－１

１６９-８７１１ (株) 日本文化センター,東京都,新宿区,高田馬場,１-４番１５号

１６９-８６０５ (株) ぱぁとわん,東京都,新宿区,西早稲田,３-３０－１６

１６９-８５７７ (株） 白夜書房,東京都,新宿区,高田馬場,４-２８－１２

１６９-８７２２ (株) プランネル,東京都,新宿区,高田馬場,１-４番１５号

１６９-８５２５ (株) 益田屋,東京都,新宿区,百人町,２-２０－１７

１６９-８６５５ (株) マツダアンフィニ東京,東京都,新宿区,高田馬場,１-２－１２

１６９-８２２８ (株) ライトアップショッピングクラブ,東京都,新宿区,北新宿,２－２１－１

１６９-８６１３ (株） リーガロイヤルホテル早稲田,東京都,新宿区,戸塚町,１-１０４－１９

１６９-８５１６ 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合,東京都,新宿区,百人町,２-２７－６

１６９-８５２２ 学校法人 電子学園 日本電子専門学校,東京都,新宿区,百人町,１-２５－４

１６９-８５１８ 学校法人 日本教育研究団 社会情報大学院大学,東

１６９-８５１８ 京都,新宿区,高田馬場,１－２５－３０

１６９-８５０９ キリスト教学校教育同盟,東京都,新宿区,西早稲田,２－３－１８－７２

１６９-８５０３ 呉羽化学工業 (株) 生物医学研究所,東京都,新宿区,百人町,３-２６－２

１６９-８６１０ 警視庁 戸塚警察署,東京都,新宿区,西早稲田,３-３０－１３

１６９-８６４４ 三葉化工 (株),東京都,新宿区,高田馬場,４-３０－２１

１６９-８５６８ (財) 実務技能検定協会,東京都,新宿区,高田馬場,１-４－１５

１６９-８６１６ (財） 早稲田奉仕園,東京都,新宿区,西早稲田,２-３－１

１６９-８５８６ 社会福祉法人 日本点字図書館,東京都,新宿区,高田馬場,１-２３－４

１６９-８６６４ 社会福祉法人 日本盲人会連合,東京都,新宿区,西早稲田,２-１８－２

１６９-８５２１ 社団法人 俳人協会,東京都,新宿区,百人町,３-２８－１０

１６９-８６１１ シャプラニール 市民による海外協力の会,東京都,新宿区,西早稲田,２-３－１

１６９-８６０１ 新宿社会保険事務所,東京都,新宿区,大久保,２-１２－１

１６９-８５６１ 新宿税務署,東京都,新宿区,北新宿,１-１９－３

１６９-８５２６ 生活協同組合パルシステム東京,東京都,新宿区,大久保,２－２－６

１６９-８６５０ 全国建設労働組合総連合,東京都,新宿区,高田馬場,２-７－１５

１６９-８６１２ 中央開発 (株),東京都,新宿区,西早稲田,３-１３－５

１６９-８６４８ 東亜ディーケーケー (株),東京都,新宿区,高田馬場,１-２９－１０

１６９-８０１２ 東京社会保険事務局,東京都,新宿区,大久保,２-１２－１

１６９-８５４１ 東京税務会計事務所 健康保険組合,東京都,新宿区,大久保,２-１２－１１

１６９-８５５６ 東京都 電設工業厚生年金基金,東京都,新宿区,大久保,２-８－３

１６９-８５７０ 日拓エンタープライズ (株）,東京都,新宿区,高田馬場,２-１４－１１

１６９-８５４０ 日本赤十字社 東京都支部,東京都,新宿区,大久保,１-２－１５

１６９-８５３５ 日本年金機構 会計部,東京都,新宿区,大久保,２００２/１２/１

１６９-８９１５ 日本文化出版 (株）,東京都,新宿区,高田馬場,４-３０－２０

１６９-８６６８ 花田歯科医院,東京都,新宿区,高田馬場,２-８－４ＡＵビル３Ｆ

１６９-８５２７ パルシステム生活協同組合連合会,東京都,新宿区,大久保,２－２－６

１６９-８６７７ ビッグボックス西武スポーツプラザ,東京都,新宿区,高田馬場,１-３５－３

１６９-８５８０ マルコメ (株） 東京支店,東京都,新宿区,高田馬場,１-３４－７

１６９-８５５５ 早稲田大学 理工学部,東京都,新宿区,大久保,３-４－１

１６９-８０１１ 日本通信教育連盟,東京都,新宿区,高田馬場,４-２－３８

１６９-８０５０ 早稲田大学,東京都,新宿区,西早稲田,１-６－１

１６９-８０７７ (株) 説話社 マイバースディ編集室,東京都,新宿区,西早稲田,１-１－６

１６９-８７０１ 安田生命保険 相互会社,東京都,新宿区,西新宿,１-９－１

１０１-８６６８ (株) 主婦の友社,東京都,文京区,関口,１－４４－１０

１１２-８５７３ 中央労働基準監督署,東京都,文京区,後楽,１-９－２０

１１２-８６０７ (学） 東洋大学 京北事務室,東京都,文京区,白山,２－３６－５

１１２-８６２２ アカツキ産業 (株),東京都,文京区,千石,４-３７－２０

１１２-８６８７ 跡見学園女子大学,東京都,文京区,大塚,１-５－２

１１２-８５６０ ＮＥＣネッツエスアイ (株),東京都,文京区,後楽,２００２/６/１

１１２-８６７７ ＮＫＳＪシステムズ (株),東京都,文京区,関口,１-４５－１５

１１２-８６７７ ＮＫＳＪホールディングス,東京都,文京区,関口,１-４５－１５

１１２-８６１０ お茶の水女子大学,東京都,文京区,大塚,２-１－１

１１２-８６４４ 音羽女子学生会館,東京都,文京区,大塚,４-４５－９

１１２-８６５７ 加賀電子 (株),東京都,文京区,音羽,１-２６－１

１１２-８５６６ 鹿島道路 (株),東京都,文京区,後楽,１-７－２７

１１２-８５２４ カテナ (株） 水道橋オフィス,東京都,文京区,小石川,１-１－１７

１１２-８６３２ (株) 図書館流通センター,東京都,文京区,大塚,３-１番１号

１１２-８６６８ (株) アイ・エヌ・エー,東京都,文京区,関口,１-４４－１０

１１２-８５５６ (株) ウィズマン,東京都,文京区,春日,２-４－１

１１２-８６５１ (株） エーオーエーアオバ,東京都,文京区,音羽,２-１０－２

１１２-８５０８ (株) ＨＳ情報システムズ,東京都,文京区,小石川,１-１－１７

１１２-８５３８ (株) 大阪屋 東京支社,東京都,文京区,小石川,２－２２－２

１１２-８６５３ (株) 宙出版,東京都,文京区,音羽,１-２２番１２号

１１２-８５３０ (株) ＫＡＤＯＫＡＷＡ Ｇａｍｅ Ｌｉｎｋａｇｅ,東京都,文京区,関口,１-２０番１０号

１１２-８５１４ (株) キッズステーション,東京都,文京区,小石川,１-１２－１４－５Ｆ

１１２-８６３３ (株） コア・ブレイン,東京都,文京区,大塚,３-９－１０

１１２-８６７５ (株) 主婦の友社,東京都,文京区,関口,１－４４－１０



１１２-８６９０ (株) ＪＴＢ商事,東京都,文京区,関口,１-４４－１０

１１２-８５４１ (株) 精案社 ＤＭセンター,東京都,文京区,春日,２-１６－７

１１２-８５４０ (株) 太洋社,東京都,文京区,水道,２-４－５

１１２-８５１２ (株) チャイルド本社,東京都,文京区,小石川,５-２４－２１

１１２-８６８５ (株) デュープレックス・ギャザリング,東京都,文京区,目白台,２-９－１３

１１２-８５７５ (株) 東京ドーム,東京都,文京区,後楽,１-３－６１

１１２-８６８４ (株) トルテック都市建築設計事務所,東京都,文京区,目白台,２-９－１３

１１２-８１３８ (株) 中山書店,東京都,文京区,小日向,２００４/２/６

１１２-８６５５ (株） 二見書房,東京都,文京区,音羽,１-２１－１１

１１２-８６３５ (株) 文渓堂,東京都,文京区,大塚,３-１６－１２

１１２-８６７７ (株) プライムアシスタンス,東京都,文京区,関口,１-４５－１５

１１２-８５８０ (株) 芳文社,東京都,文京区,後楽,１-２－１２

１１２-８５８３ (株) ミスミグループ本社,東京都,文京区,後楽,２－５－１

１１２-８５１６ (株) 瑞穂,東京都,文京区,小石川,５-４－１

１１２-８６１８ (株) ヨツワ産業,東京都,文京区,千石,４-２２－１６

１１２-８６８３ (株) リテック・コンサルタンツ,東京都,文京区,目白台,２-９－１３

１１２-８６２９ 学校法人 跡見学園,東京都,文京区,大塚,１-５－９

１１２-８５８５ 学校法人 拓殖大学（文京キャンパス）,東京都,文京区,小日向,３-４－１４

１１２-８６２５ 学校法人 貞静学園,東京都,文京区,大塚,１-２－１０

１１２-８５０２ キネマ旬報社,東京都,文京区,小石川,１-２１－１４

１１２-８７５０ キャリテック (株),東京都,文京区,小石川,２００１/３/１１

１１２-８５０１ 共同印刷 (株),東京都,文京区,小石川,４-１４－１２

１１２-８７１０ クラリオン販売 (株),東京都,文京区,白山,５-１番３－１０１号

１１２-８６１２ 京華学園,東京都,文京区,白山,５-６－６

１１２-８５５８ 小石川税務署,東京都,文京区,春日,１-４－５

１１２-８６０４ 公益(財) 原子力安全技術センター,東京都,文京区,白山,５-１番３－１０１号

１１２-８６５２ 講談社インターナショナル (株),東京都,文京区,音羽,１-１７－１４

１１２-８６６２ 古久根建設 (株),東京都,文京区,音羽,１-１－１

１１２-８５７６ 五洋建設 (株),東京都,文京区,後楽,２-２－８

１１２-８６１１ 裁判所 裁判書記官研修所,東京都,文京区,白山,２-３６－５

１１２-８６４５ 酒井工業 (株),東京都,文京区,大塚,６-１１番１２号

１１２-８５０６ (財) 加越能育英社 明倫学館,東京都,文京区,小石川,３-１１－６

１１２-８６１９ ＣＱ出版 (株),東京都,文京区,千石,４－２９－１４

１１２-８６７０ Ｊフォン,東京都,文京区,関口,１-２０－１０

１１２-８６７１ 住宅金融支援機構 首都圏支店,東京都,文京区,後楽,１-４－１０

１１２-８６４２ 住商マシネックス (株),東京都,文京区,大塚,３-５－１０

１１２-８５３３ 成美堂出版 (株),東京都,文京区,水道,１-８番２号

１１２-８６６０ センコー商事 (株),東京都,文京区,音羽,２-１０－２

１１２-８６２７ 全国森林関連産業労働者共済 生活協同組合,東京都,文京区,大塚,３-２８－７

１１２-８５６９ 全逓会館,東京都,文京区,後楽,１-２－７

１１２-８６５０ 全薬工業 (株),東京都,文京区,大塚,５-６－１５

１１２-８５０３ 太平洋セメント (株),東京都,文京区,小石川,１-１番１号

１１２-８６０１ 宝くじ業務センター 通信販売係,東京都,文京区,白山,５-１６－６

１１２-８５２８ 大新東 (株),東京都,文京区,小石川,１-２８－１

１１２-８５５１ 中央大学 理工学部,東京都,文京区,春日,１-１３－２７

１１２-８６３０ 貞静学園短期大学,東京都,文京区,小日向,１-２６－１３

１１２-８５５０ 東京都文京都税事務所,東京都,文京区,春日,１-１６－２１

１１２-８５６２ 東京ドームホテル,東京都,文京区,後楽,１-３－６１

１１２-８６０６ 東洋大学,東京都,文京区,白山,５-２８－２０

１１２-８５３１ 凸版印刷 (株） パッケージ事業本部,東京都,文京区,水道,１-３－３

１１２-８５７０ 独立行政法人 住宅金融支援機構,東京都,文京区,後楽,１-４－１０

１１２-８６６３ ニチバン (株),東京都,文京区,関口,２-３－３

１１２-８５０５ 日本建設 (株) 東京支店,東京都,文京区,小石川,１-１５－１７

１１２-８６７７ 日本興亜ホットライン２４ (株),東京都,文京区,関口,１-４５－１５

１１２-８６８１ 日本女子大学,東京都,文京区,目白台,２-８－１

１１２-８６７８ 日本総合住生活 (株) 東京支社,東京都,文京区,関口,１-４７－１２

１１２-８５４８ 浜井電球工業 (株),東京都,文京区,春日,１-９－２６

１１２-８５６３ 日立建機 (株）,東京都,文京区,後楽,２-５－１

１１２-８６６４ 藤田観光 (株),東京都,文京区,関口,２-１０－８

１１２-８６８０ 藤田観光 (株) ホテル椿山荘東京,東京都,文京区,関口,２-１０－８

１１２-８６２０ 文京カテリーナ,東京都,文京区,千石,２-３０－１２

１１２-８５５５ 文京区役所,東京都,文京区,春日,１-１６番２１号

１１２-８６５４ プラス (株),東京都,文京区,音羽,１-２０－１１

１１２-８７７８ 三菱食品 (株),東京都,文京区,小石川,１-１番１号

１１２-８６８８ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 (株),東京都,文京区,目白台,３-２９番２０号

１１２-８６３４ (株) 村田金箔,東京都,文京区,大塚,３-２１－４

１１２-８５１１ 明星電気 (株),東京都,文京区,小石川,２-５－７

１１２-８５５７ 有限会社 ウィズアドバタイジング,東京都,文京区,春日,２-４－１

１１２-８５０９ レック (株),東京都,文京区,小石川,５-２－７

１１２-８６８２ 和敬塾,東京都,文京区,目白台,１-２１－２

１１２-８００１ (株) 講談社,東京都,文京区,音羽,２-１２－２１

１１２-８０８８ エーザイ (株),東京都,文京区,小石川,４-６－１０

１１２-８０１１ (株) 光文社,東京都,文京区,音羽,１-１６－６

１１２-８７０１ トヨタ自動車 (株) 東京本社,東京都,文京区,後楽,１-４－１８

１１３-８４２２ ＡＤＥＫＡクリーンエイド (株),東京都,文京区,本郷,１-４－５

１１３-８７１９ 医学書院,東京都,文京区,本郷,１-２８－２３

１１３-８６１２ 医歯薬出版 (株）,東京都,文京区,本駒込,１-７－１０

１１３-８５３０ 一般社団法人 日本ウオーキング協会,東京都,文京区,湯島,２－２５－７Ｉ

１１３-８４０８ 栄研化学 (株),東京都,文京区,本郷,１-３３－８

１１３-８４８４ 欧文印刷 (株),東京都,文京区,本郷,１-１７－２

１１３-８７１０ オカモト (株),東京都,文京区,本郷,３-２７－１２

１１３-８６０８ 開隆堂出版 (株）,東京都,文京区,向丘,１-１３－１

１１３-８５０４ 加賀電子 (株),東京都,文京区,本郷,２-２－９

１１３-８５０５ 加賀電子 (株),東京都,文京区,本郷,２-２－９

１１３-８５０３ 加賀電子 (株),東京都,文京区,本郷,２-２－９

１１３-８６５０ 科研製薬 (株),東京都,文京区,本駒込,２-２８－８

１１３-８６３３ (株) アストリア,東京都,文京区,本駒込,６-１７－２６

１１３-８５２５ (株) オーディオテクニカ,東京都,文京区,湯島,１-８番３号



１１３-８５３６ (株) 関工ファシリティーズ,東京都,文京区,湯島,４-１－１８

１１３-８５５６ (株) ケイリース,東京都,文京区,湯島,４-１－１８

１１３-８５２４ (株) 交通タイムス社,東京都,文京区,本郷,１－２４－１

１１３-８５３４ (株) 三啓,東京都,文京区,本郷,２-１７－７

１１３-８４０２ (株) シード,東京都,文京区,本郷,２-４０－２

１１３-８４７７ (株) 柴田書店,東京都,文京区,湯島,３-２６－９

１１３-８４７９ (株) シモン,東京都,文京区,本郷,３-２０－１

１１３-８５０１ (株) 新建築社,東京都,文京区,湯島,２-３１－２

１１３-８６３８ (株) セムコーポレーション,東京都,文京区,本駒込,１-１０－２５

１１３-８５６４ (株) 壮快薬品,東京都,文京区,湯島,２-３１－８

１１３-８５６３ (株) 壮快薬品,東京都,文京区,湯島,２-３１－８

１１３-８５４１ (株) 大修館書店,東京都,文京区,湯島,２-１番１号

１１３-８４７４ (株) 太平エンジニアリング,東京都,文京区,本郷,１-１９－６

１１３-８４５０ (株) 第一科学,東京都,文京区,本郷,２-１２－１３

１１３-８５６２ (株) 特選街出版,東京都,文京区,湯島,２-３１－８

１１３-８５２１ (株) ＴＯＮＥＧＡＷＡ,東京都,文京区,湯島,２００１/７/１１

１１３-８４１０ (株) 南江堂,東京都,文京区,本郷,３-４２－６

１１３-８５３８ (株) 日本アクセス 事務管理部,東京都,文京区,湯島,２－３１－１４

１１３-８６８６ (株) 福音館書店,東京都,文京区,本駒込,６-６－３

１１３-８６１１ (株) フレーベル館,東京都,文京区,本駒込,６-１４－９

１１３-８５６１ (株) マイヘルス社,東京都,文京区,湯島,２-３１－８

１１３-８５６０ (株) マキノ出版,東京都,文京区,湯島,２-３１－８

１１３-８４２３ (株) りそな銀行 本郷支店,東京都,文京区,本郷,２-２７－２０

１１３-８６０４ 学校法人 日本医科大学,東京都,文京区,千駄木,１-１－５

１１３-８６０１ キャピタル (株）,東京都,文京区,本駒込,６-１－９

１１３-８６６２ クラリアントジャパン (株）,東京都,文京区,本駒込,２-２８－８

１１３-８４６４ 原水爆禁止日本協議会,東京都,文京区,湯島,２-４番４号

１１３-８１３９ 公益(財) 通信文化協会,東京都,文京区,湯島,４-５－１６

１１３-８５１７ 公益(財) ボーイスカウト日本連盟,東京都,文京区,本郷,１-３４番３号

１１３-８４１８ 公益社団法人 日本整形外科学会,東京都,文京区,本郷,２-４０－８

１１３-８５０９ コミュニティ・ネットワーク (株),東京都,文京区,本郷,３-１９－２

１１３-８４３４ 三洋電機 (株) 日本サッカー協会ビル,東京都,文京区,本郷,３-１０－１５５

１１３-８３１１ (財) 日本サッカー協会,東京都,文京区,本郷,３-１０－１５

１１３-８５５３ 財務省関東財務局 東京財務事務所,東京都,文京区,湯島,４-６－１５

１１３-８４３３ 社団法人 日本内科学会,東京都,文京区,本郷,３-２８－８

１１３-８４２１ 順天堂大学,東京都,文京区,本郷,２-１－１

１１３-８４３１ 順天堂大学附属 順天堂医院,東京都,文京区,本郷,３-１－３

１１３-８４６２ 全国労働組合総連合,東京都,文京区,湯島,２-４番４号

１１３-８４６５ 全日本民主医療機関連合会,東京都,文京区,湯島,２-４番４号

１１３-８４０４ 東邦テナックス (株),東京都,文京区,本郷,２-３８－１６

１１３-８５１９ 東京医科歯科大学 医学部,東京都,文京区,湯島,１-５－４５

１１３-８５４９ 東京医科歯科大学 歯学部,東京都,文京区,湯島,１-５－４５

１１３-８５１０ 東京医科歯科大学 本部,東京都,文京区,湯島,１-５－４５

１１３-８５４６ 東京工事警備 (株),東京都,文京区,本郷,３-１４番３号

１１３-８４７１ 東京スバル (株),東京都,文京区,本郷,２-１３－１１

１１３-８６５６ 東京大学 工学部,東京都,文京区,本郷,７-３－１

１１３-８６５８ 東京大学 情報基盤センター,東京都,文京区,弥生,２-１１－１６

１１３-８６５７ 東京大学 農学部,東京都,文京区,弥生,１-１－１

１１３-８６５４ 東京大学 本部事務組織,東京都,文京区,本郷,７-３－１

１１３-８６５５ 東京大学医学部附属病院,東京都,文京区,本郷,７-３－１

１１３-８４８５ 東京大学南研究棟,東京都,文京区,本郷,７-３番１号

１１３-８５５５ 東京都電機企業年金基金,東京都,文京区,湯島,３-３１番６号

１１３-８５６６ 東京都電機健康保険組合,東京都,文京区,湯島,３-１５－４

１１３-８６７７ 東京都立駒込病院,東京都,文京区,本駒込,３－１８－２２

１１３-８４５６ 東芝メディカル (株),東京都,文京区,本郷,３-２６－５

１１３-８５１３ 東邦レマック (株),東京都,文京区,湯島,３-４２－６

１１３-８４３５ トノクラ医科工業 (株),東京都,文京区,本郷,５-１－１３

１１３-８６６３ 独立行政法人 情報処理推進機構 ＩＴ人材育成センター 国家資格・試験部,

１１３-８６６３ 東京都,文京区,本駒込,２-２８－８

１１３-８６０２ 日本医科大学,東京都,文京区,千駄木,１-１－５

１１３-８６０３ 日本医科大学付属病院,東京都,文京区,千駄木,１-１－５

１１３-８５０７ 日本金型工業厚生年金基金,東京都,文京区,湯島,２-３３－１２

１１３-８６１０ 日本工業出版 (株),東京都,文京区,本駒込,６-３－２６

１１３-８４６３ 日本国民救援会,東京都,文京区,湯島,２-４番４号

１１３-８４４１ 日本私立学校振興・共済事業団,東京都,文京区,湯島,１-７－５

１１３-８６６１ 日本生命保険 相互会社,東京都,文京区,本駒込,２-２８－８

１１３-８４１５ パラテクノ (株),東京都,文京区,本郷,５-２８番３号

１１３-８４０１ ビッグホリデー (株),東京都,文京区,本郷,３-１９－２

１１３-８４２０ フクダ電子 (株）,東京都,文京区,本郷,２-３５－８

１１３-８４８３ フクダ電子 (株）,東京都,文京区,本郷,３-３９－４

１１３-８５７０ フクダ電子 (株),東京都,文京区,湯島,２-３１－２０

１１３-８４４４ 富士エレクトロニクス (株),東京都,文京区,本郷,３-２－１２

１１３-８５３５ 文化シヤッター (株),東京都,文京区,西片,１-１７－３

１１３-８６６０ 文京グリーンコートビル (株）,東京都,文京区,本駒込,２-２８－８

１１３-８４５９ 本郷税務署,東京都,文京区,西片,２-１６－２７

１１３-８５２０ 松吉医科器械 (株),東京都,文京区,湯島,３-１４－９

１１３-８５１２ 水野産業 (株),東京都,文京区,湯島,２００３/１/３

１１３-８４１３ 三菱ＵＦＪニコス (株),東京都,文京区,本郷,３-３３－５

１１３-８４１２ 三菱ＵＦＪニコス (株),東京都,文京区,本郷,３-３３－５

１１３-８４１１ 三菱ＵＦＪニコス (株),東京都,文京区,本郷,３-３３－５

１１３-８４５１ 村中医療器 (株) 東京支店,東京都,文京区,本郷,３-３６－１０

１１３-８５４３ ヨネックス (株),東京都,文京区,湯島,３-２３－１３

１１３-８４８８ ワールド通商 (株),東京都,文京区,本郷,１-２４－１

１１３-８４６６ (株) 工業調査会,東京都,文京区,向丘,１-１３－１ＫＲＤビル

１１３-８５５１ (株) 夏目製作所,東京都,文京区,湯島,２-１８－６

１１３-８４４８ (株) 日本スポーツ企画出版社,東京都,文京区,本郷,２-３３－５

１１３-８６８１ (株) 千代田テクノル,東京都,文京区,湯島,１-７－１２

１１３-８７０１ (財) 日本青少年ペンフレンドクラブ協会,東京都,文京区,湯島,４-５－１６



１１３-８７１１ ＵＦＪニコス (株),東京都,文京区,本郷,３-３３－５

１１３-８７１２ ＵＦＪニコス (株),東京都,文京区,本郷,３-２３－１５

１６１-８７１０ (株) 講談社,東京都,文京区,音羽,２-１２－２１

１１０-８５２４ 朝日生命保険 相互会社 東京東統括支社,東京都,台東区,上野,２-１３－１０

１１０-８６８０ アトムリビンテック (株),東京都,台東区,入谷,１-２７－４

１１０-８５４１ (株） アブアブ赤札堂,東京都,台東区,上野,４-８－４

１１０-８５４０ 一般(財) 日本船員住宅協会,東京都,台東区,東上野,１－６－１０

１１０-８６２６ 一般社団法人 日本ジュエリー協会,東京都,台東区,東上野,２-２３－２５

１１０-８５５９ イン・ステップ 有限会社,東京都,台東区,台東,１-３０－８

１１０-８６１９ ウインドミル (株),東京都,台東区,東上野,２-８－１

１１０-８６０９ 上野公共職業安定所,東京都,台東区,東上野,４-１－２

１１０-８４０８ 栄研化学 (株),東京都,台東区,台東,４-１９－９

１１０-８５３６ オリエンタルモーター (株),東京都,台東区,東上野,４-８番１号

１１０-８６５４ (株) インターコム,東京都,台東区,台東,１-３－５反町ビル

１１０-８５５８ (株) ウイン・インターナショナル,東京都,台東区,台東,４-２４－８

１１０-８５３９ (株) 上野風月堂,東京都,台東区,上野,１-２０－１０

１１０-８８０７ (株) オンダ,東京都,台東区,竜泉,２-１８－５

１１０-８６２５ (株) 笠倉出版社,東京都,台東区,東上野,２-８－７

１１０-８７３３ (株) 三共 東京支店,東京都,台東区,東上野,２-１１－８

１１０-８６２１ (株) シー・アイ・シー,東京都,台東区,北上野,１-１０－１４

１１０-８５１０ (株) 下谷金属,東京都,台東区,東上野,５-２番５号

１１０-８６７５ (株) シモダイラ,東京都,台東区,下谷,３-１３－１１

１１０-８５４８ (株) 酒悦,東京都,台東区,上野,２-７－１１

１１０-８５３３ (株) 新生銀行 上野支店,東京都,台東区,上野,４-１０－５

１１０-８６６９ (株) 鈴木産業,東京都,台東区,根岸,５-１４－１６

１１０-８５８３ (株) 多慶屋,東京都,台東区,台東,４-３３－２

１１０-８６６５ (株) タジマヤ,東京都,台東区,根岸,５-７－４

１１０-８５３１ (株) 台和,東京都,台東区,上野,５-６－１０

１１０-８５１１ (株) トータルアクセスシャトル,東京都,台東区,上野,４-１－８

１１１-８７０７ (株) 東京デジタルホン,東京都,台東区,台東,２-７－６

１１０-８５７８ (株) 内外出版社,東京都,台東区,東上野,２－１－１１

１１０-８５４６ (株) ナガホリ,東京都,台東区,上野,１-１５－３

１１０-８５１６ (株) 日伝 東京支店,東京都,台東区,台東,４-１９－１８

１１０-８５３０ (株) 日本歯科工業社,東京都,台東区,上野,５-１２－８

１１０-８５８４ (株) 富士商会,東京都,台東区,台東,４-３０－７

１１０-８５３２ (株) 文昌堂,東京都,台東区,上野,５-１－１文昌堂ビル

１１０-８５０５ (株) 真多呂人形,東京都,台東区,上野,５-１５－１３

１１０-８５０３ (株) 松坂屋 上野店,東京都,台東区,上野,３-２９－５

１１０-８５０２ (株) 丸井 上野店,東京都,台東区,上野,６-１５－１

１１０-８６８１ (株) ムトウ 東京事業本部,東京都,台東区,入谷,１-１９－２

１１０-８５１３ (株) モリタ,東京都,台東区,上野,２-１１－１５

１１０-８５２２ (株) 吉池,東京都,台東区,上野,５-２２番８号

１１０-８５０７ (株) ヨシダ,東京都,台東区,上野,７-６－９

１１０-８５２０ (株) 理研グリーン,東京都,台東区,東上野,４-８番１号

１１０-８５４３ (株) 和光ハトヤ,東京都,台東区,上野,４-４－３

１１０-８６３１ 関工商事 (株),東京都,台東区,東上野,４-２４番１１号

１１０-８５８８ 神田電子工業 (株),東京都,台東区,秋葉原,１－１

１１０-８６４２ 学校法人 上野学園,東京都,台東区,東上野,４-２４－１２

１１０-８６６２ 学校法人 華学園 華服飾専門学校,東京都,台東区,根岸,１-１－１２

１１０-８６６２ 学校法人 華学園 華調理師専門学校,東京都,台東区,根岸,１-１－１２

１１０-８６６２ 学校法人 華学園 栄養専門学校,東京都,台東区,根岸,１-１－１２

１１０-８６６２ 学校法人 華学園 オーケービジネス専門学校,東京都,台東区,根岸,１-１－１２

１１０-８６１０ 共立食品 (株),東京都,台東区,東上野,１-１８－９

１１０-８６３０ 金方堂松本工業 (株),東京都,台東区,東上野,１-２８－１２

１１０-８６０２ 警視庁 上野警察署,東京都,台東区,東上野,４-２－４

１１０-８６７８ 警視庁 下谷警察署,東京都,台東区,下谷,３-１５－９

１１０-８６７７ 三輝工業 (株),東京都,台東区,下谷,３-４－４

１１０-８５５０ 三共スポーツ (株),東京都,台東区,台東,１-９－３

１１０-８５５５ サンデンホールディングス (株) 東京本社,東京都,台東区,台東,１－３１－７

１１０-８５３４ 三洋電機 (株),東京都,台東区,上野,１-１－１０

１１０-８６７６ (財) 自然環境研究センター,東京都,台東区,下谷,３-１０－１０

１１０-８６８７ (財）東京菓子会館,東京都,台東区,入谷,１-１８－７

１１０-８６４５ (財) ライフ・エクステンション研究所 附属 永寿総合病院,

１１０-８６４５ 東京都,台東区,東上野,２-２３－１６

１１０-８５６７ 社団法人 日本動物園水族館協会,東京都,台東区,台東,４-２３－１０

１１０-８７２３ 正栄食品工業 (株),東京都,台東区,秋葉原,５－７

１１０-８５７６ 昭和室内工業 (株）,東京都,台東区,上野,５-２３－１１

１１０-８６２０ 新明和工業 (株) パーキングシステム事業部,東京都,台東区,東上野,５－１６－５

１１０-８６３８ ジェイ・アキュレート (株),東京都,台東区,東上野,６－２７－５レジディア上野１０１

１１０-８６１８ Ｊ－ＮＥＴ中央 (株),東京都,台東区,東上野,１-６－２

１１０-８５３７ (株） 鈴乃屋,東京都,台東区,上野,１-２０－１１

１１０-８７１５ (株） 精養軒,東京都,台東区,上野公園,４－５８

１１０-８７２２ 全国新聞情報農業 協同組合連合会 (日本農業新聞）,東京都,台東区,秋葉原,２-３

１１０-８６２８ 大同生命保険 相互会社 上野支社,東京都,台東区,東上野,１-１４－４

１１０-８５１５ 大和證券 (株) 上野支店,東京都,台東区,上野,２-１３－１０

１１０-８６３５ 中央日立家電 (株),東京都,台東区,東上野,２-７－５

１１０-８５７７ 千代田機工 (株),東京都,台東区,台東,１-１－１４

１１０-８７１４ 東京芸術大学,東京都,台東区,上野公園,１２-８

１１０-８７１２ 東京国立博物館,東京都,台東区,上野公園,９-１３

１１０-８６１４ 東京地下鉄 (株),東京都,台東区,東上野,３-１９－６

１１０-８６１５ 東京都台東区役所,東京都,台東区,東上野,４-５－６

１１０-８７１６ 東京文化会館,東京都,台東区,上野公園,５－４５

１１０-８５６１ 東京法務局 台東出張所,東京都,台東区,台東,１-２６－２

１１０-８７２５ 東洋ロープ (株),東京都,台東区,秋葉原,１－１０

１１０-８５８６ 東和通商 (株),東京都,台東区,台東,１-１１－３

１１０-８６８５ トクダマシモエース (株),東京都,台東区,入谷,２００２/７/１

１１０-８６０５ 特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター,東京都,台東区,上野,５－３－４ク

１１０-８５６０ 凸版印刷 (株),東京都,台東区,台東,１-５－１



１１０-８７１３ 独立行政法人 文化財研究所 東京文化財研究所,東京都,台東区,上野公園,１３－４３

１１０-８７３６ 日水製薬 (株),東京都,台東区,上野,３-２３－９

１１０-８６６０ 日本年金機構 上野年金事務所,東京都,台東区,池之端,１－２－１８

１１０-８６８６ 日本エアーテック (株),東京都,台東区,入谷,１-１４－９

１１０-８６５３ 日本通信紙 (株),東京都,台東区,下谷,１-７番５号

１１０-８７０６ 日本電設工業 (株),東京都,台東区,池之端,１-２－２３

１１０-８７０８ 日本郵政グループ労働組合,東京都,台東区,東上野,５-２－２

１１０-８５６２ 日本リテイルシステム (株),東京都,台東区,台東,２-１－１

１１０-８５８０ 農林漁業団体職員共済組合,東京都,台東区,秋葉原,２－３

１１０-８５０１ 野村證券 (株) 上野支店,東京都,台東区,上野,２-１－８

１１０-８５０９ 橋本産業 (株),東京都,台東区,上野,１-１５－５

１１０-８５１７ ヒカリ興業 (株),東京都,台東区,上野,３-２１－８

１１０-８５６５ 東日本電信電話 (株) 上野支店,東京都,台東区,上野,５-２４－１１

１１０-８６４１ 日立コンシューマ・マーケティング (株) 東京支社,東京都,台東区,東上野,２００２/７/５

１１０-８５６６ 藤川伝導機 (株),東京都,台東区,台東,２-３０－５

１１０-８６２２ プラチナ萬年筆 (株),東京都,台東区,東上野,２-５－１０

１１０-８６７３ 丸喜 (株) 東京支店,東京都,台東区,下谷,１-３－１０

１１０-８５７５ 山田マシンツール (株),東京都,台東区,台東,１-２３－６

１１０-８６４４ ヨシディア (株),東京都,台東区,上野,６-２－１

１１０-８５８２ ＹＫＫ ファスニングプロダクツ販売 (株),東京都,台東区,台東,１-２８－２

１１０-８７８０ (株) 落合,東京都,台東区,下谷,１-４－１２

１１０-８７８２ クミアイ化学工業 (株),東京都,台東区,池之端,１-４－２６

１１０-８７８７ 商工中金 上野支店,東京都,台東区,上野,１-１０－１２

１１１-８６３３ アクサ損害保険 (株),東京都,台東区,寿,２－１－１３

１１１-８５０１ 浅草警察署,東京都,台東区,浅草,４-４７－１１

１１１-８６０２ 浅草税務署,東京都,台東区,蔵前,２-８－１２

１１１-８７６５ 浅草ビューホテル,東京都,台東区,西浅草,３-１７－１

１１１-８６５５ エース (株) 東京店,東京都,台東区,駒形,１-８－１０

１１１-８５８５ 衛星デジタル音楽放送 (株),東京都,台東区,浅草橋,５-２１－４

１１１-８５０２ エスエスユニオン (株),東京都,台東区,西浅草,１-１－１

１１１-８６３７ 小野田ケミコ (株),東京都,台東区,柳橋,２-１７－４

１１１-８５０７ 勝村建設 (株),東京都,台東区,浅草橋,４-１９－８

１１１-８６１２ カネダ (株),東京都,台東区,浅草橋,１-３４－９

１１１-８６１８ (株) エポック社,東京都,台東区,駒形,２-２－２

１１１-８６７６ (株) アルメックス,東京都,台東区,雷門,２-１９－１７

１１１-８６４０ (株) 内田,東京都,台東区,浅草橋,１-１０－１０

１１１-８５８０ (株) エスエスケイ 東京支店,東京都,台東区,寿,３-１６－１

１１１-８５５５ (株) エポック社,東京都,台東区,駒形,１-１２－３

１１１-８６８１ (株) エポック社,東京都,台東区,駒形,１-１２－３

１１１-８５６１ (株) ケーブル・アンド・ワイヤレス・アイディーシー・エスアイ,

１１１-８５６１ 東京都,台東区,浅草橋,５-２０－８

１１１-８５４３ (株) 壽商会,東京都,台東区,柳橋,１-２０－５タカビル６Ｆ

１１１-８６２０ (株) コバヤシ,東京都,台東区,浅草橋,３-２６－５

１１１-８５６７ (株) コマキ楽器,東京都,台東区,西浅草,１-７－１

１１１-８６１０ (株) コロンブス,東京都,台東区,寿,４-１６－７

１１１-８５３９ (株) シタシオンジャパン,東京都,台東区,寿,３-１５－１５

１１１-８６８６ (株) 神栄,東京都,台東区,寿,３-７－１１

１１１-８７２１ (株) シンエイ,東京都,台東区,寿,３-１９－８

１１１-８５５６ (株) ジェイ・エス・ティ,東京都,台東区,浅草橋,２-２９－１４

１１１-８５１０ (株) 十字屋,東京都,台東区,柳橋,２-２０－１１

１１１-８５８８ (株) 高山,東京都,台東区,西浅草,３-２４－６

１１１-８７５５ (株) 筑摩書房,東京都,台東区,蔵前,２-５－３

１１１-８６４２ (株) トークツ,東京都,台東区,浅草,２-３４－１０

１１１-８６１１ (株) 東京文具共和会館,東京都,台東区,柳橋,１-２－１０

１１１-８５３１ (株) 東京ユニコム,東京都,台東区,浅草橋,３-３－１

１１１-８７１１ (株) 陶漆芸巧,東京都,台東区,浅草,４-４０－４

１１１-８５３３ (株) ノダ,東京都,台東区,浅草橋,５-１３－６

１１１-８０８１ (株) バンダイ,東京都,台東区,駒形,１-４－８

１１１-８５２５ (株) ブンカ,東京都,台東区,浅草橋,５-２４－６

１１１-８６０８ (株) ベンチャー・リンク,東京都,台東区,寿,２-１－１３

１１１-８６７８ (株) 増田屋コーポレーション,東京都,台東区,蔵前,２-６－４

１１１-８６６１ (株) マルショウエンドウ,東京都,台東区,柳橋,２-１６－１６

１１１-８５１８ (株) 木馬,東京都,台東区,蔵前,４-１６－８

１１１-８６８８ (株) 盛光,東京都,台東区,寿,１-６－８

１１１-８５１５ (株) 吉徳,東京都,台東区,浅草橋,１-９－１４

１１１-８６１５ (株) リンク総研,東京都,台東区,寿,２-１－１３

１１１-８５３２ 協同組合 趣味の百撰会,東京都,台東区,西浅草,２-１６－４

１１１-８５５１ サンスター文具 (株),東京都,台東区,浅草橋,５－２０－８

１１１-８６３９ 三平建設 (株),東京都,台東区,元浅草,１-１－１

１１１-８６７７ 首都圏新都市鉄道 (株),東京都,台東区,元浅草,２-６番６号

１１１-８５３４ セイコーミシン (株),東京都,台東区,今戸,１-１１－３

１１１-８６２１ 台東区生涯学習センター,東京都,台東区,西浅草,３-２５－１６

１１１-８５１１ 滝川 (株),東京都,台東区,元浅草,３-２－１

１１１-８７０１ 大和証券 雷門支店,東京都,台東区,浅草,１-１－２

１１１-８６８３ 中部物産貿易 (株) 東京支店,東京都,台東区,雷門,１-２－１１

１１１-８５３０ 東京電子機械工業 健康保険組合,東京都,台東区,雷門,１-１３－８

１１１-８６０６ 東京都台東都税事務所,東京都,台東区,雷門,１-６－１

１１１-８５３５ 東京楽天地浅草ビル,東京都,台東区,浅草,２-６番７号

１１１-８５２１ 東都フジクラ販売 (株),東京都,台東区,柳橋,２-１－９

１１１-８６３０ 東和エンタープライズ (株),東京都,台東区,蔵前,３-１７－３

１１１-８５７７ トッパンレーベル (株),東京都,台東区,浅草橋,５-２０－８ＣＳタワー１１Ｆ

１１１-８５０８ 日新明弘テック (株),東京都,台東区,松が谷,３-２１－９

１１１-８７９８ 日本郵政 (株) ＣＲＥ部門 ファシリティマネジメント部,

１１１-８７９８ 東京都,台東区,西浅草,１-１－１

１１１-８５０６ 日本アイ・エス・ケイ (株),東京都,台東区,元浅草,２００２/７/１３

１１１-８６２５ 日本コパック (株),東京都,台東区,柳橋,１-２８－１

１１１-８６３１ 日本電子総合サービス (株),東京都,台東区,西浅草,１-１－１

１１１-８５２２ 日本マタイ (株),東京都,台東区,元浅草,２-６－７



１１１-８７０８ 野村ファンドネット証券 (株),東京都,台東区,雷門,２-１６－９

１１１-８５０５ ハインツ日本 (株),東京都,台東区,浅草橋,５-２０番８号

１１１-８５５８ バンダイビジュアル (株),東京都,台東区,松が谷,１-３－５

１１１-８６０５ ファースト・ファシリティーズ (株),東京都,台東区,蔵前,２-６－７

１１１-８５６６ 松本徽章工業 (株),東京都,台東区,元浅草,１-１２－２

１１１-８５１２ マドラス (株),東京都,台東区,浅草,６-３０－８

１１１-８５６０ ミツワ (株),東京都,台東区,花川戸,２-７－１

１１１-８６２２ ミツワ産業 (株),東京都,台東区,浅草,６-２２－２

１１１-８６５０ 緑川化成工業 (株),東京都,台東区,駒形,１-４－１８

１１１-８５７５ モリト (株) 東京支社,東京都,台東区,駒形,２-４－８

１１１-８６４８ 八千代エンジニヤリング (株),東京都,台東区,浅草橋,５-２０－８

１１１-８６２８ 有限会社 ニイミ洋食器店,東京都,台東区,松が谷,１-１－１

１１１-８７１０ ユウユウ〈(株)ユウメディア〉,東京都,台東区,寿,１-５－９

１１１-８６６６ レデイマドラス (株),東京都,台東区,浅草,６-３０－８

１３０-８５７７ アカツキ商事 (株),東京都,墨田区,両国,２-１－３

１３０-８６０２ アサヒビール (株),東京都,墨田区,吾妻橋,１-２３－１

１３０-８６０４ 石川玩具 (株),東京都,墨田区,本所,１-２５－７

１３０-８５１２ 石塚電子 (株),東京都,墨田区,錦糸,１-７－７

１３０-８５８５ 一般(財) 大蔵財務協会,東京都,墨田区,東駒形,１－１４－１

１３０-８６０６ 一般(財) 自然環境研究センター,東京都,墨田区,江東橋,２００３/３/７

１０３-８６３１ 出光クレジット (株),東京都,墨田区,両国,２－１０－１４

１３０-８６６０ エイアイジー・スター生命保険 (株),東京都,墨田区,太平,４-１－３

１３０-８５５７ エイアイジー・スター生命保険 (株),東京都,墨田区,錦糸,３-２－１

１３０-８６２５ ＡＩＧエジソン生命保険 (株),東京都,墨田区,太平,４-１－３

１３１-８７１１ エヌティティテレマーケティング (株),東京都,墨田区,業平,１-７－１０

１３０-８５８３ エムシーエス債権管理回収 (株),東京都,墨田区,菊川,３-１７－２

１３０-８６０１ オーベクス (株),東京都,墨田区,業平,５-１－１２

１３０-８５６６ 大井工業 (株),東京都,墨田区,亀沢,４-１７－２

１３０-８５３８ 近江屋写真用品 (株),東京都,墨田区,両国,３-１９－３

１３０-８５３０ 岡部バルブ工業 (株),東京都,墨田区,緑,４-５－１２

１３０-８６６８ オキナ (株),東京都,墨田区,本所,２－１６－２

１３０-８５５８ (株) アイフルホームテクノロジー,東京都,墨田区,両国,２-１０－１４

１３０-８５８０ (株) 錦糸町ステーションビル,東京都,墨田区,江東橋,３-１４－５

１３０-８６６６ (株) 小森コーポレーション,東京都,墨田区,吾妻橋,３-１１－１

１３０-８６５５ (株) 三喜,東京都,墨田区,本所,３-６－６

１３０-８５３４ (株) サンヨー堂,東京都,墨田区,錦糸,１-５－１４

１３０-８５４３ (株) 昭電,東京都,墨田区,太平,４-３－８

１３０-８５０５ (株) 新藤コーポレーション,東京都,墨田区,横網,１-１０－５

１３０-８５４８ (株) セディナ,東京都,墨田区,菊川,３-１７－２

１３０-８５５５ (株) ティムコ,東京都,墨田区,菊川,３-１－１１

１３０-８５３５ (株) 東京楽天地,東京都,墨田区,江東橋,４-２７－１４

１３０-８５０１ (株) ハセガワ,東京都,墨田区,錦糸,３-７－１

１３０-８５１８ (株) 丸井 錦糸町店,東京都,墨田区,江東橋,３-９－１０

１３０-８５０６ (株) ミノウラ,東京都,墨田区,緑,１-２４－４

１３０-８５０３ (株) 大和研材商会,東京都,墨田区,錦糸,３-９－８

１３０-８５１６ (株) 吉田製作所,東京都,墨田区,江東橋,１-３－６

１３０-８５１０ (株) ローズマダム,東京都,墨田区,菊川,３-２０－７

１３０-８５０４ (株) ロゴスコーポレーション,東京都,墨田区,緑,３-９－２

１３０-８５６５ 学校法人 東京ＩＴ会計法律学園,東京都,墨田区,錦糸,１-２－１

１３０-８５３３ 協和自動車 (株),東京都,墨田区,錦糸,２-１１－１

１３０-８６７１ クラヤ商事 (株),東京都,墨田区,石原,４-２５－１２

１３０-８５３９ 国宝商事 (株),東京都,墨田区,江東橋,３-９－３

１３０-８５２２ 坂田建設 (株),東京都,墨田区,本所,３-２１番１０号

１３０-８５４６ さくらカード (株),東京都,墨田区,菊川,３-１７番２号

１３０-８５６３ サンデン・リテールシステム (株),東京都,墨田区,錦糸,１－２－４

１３０-８６１１ 社団法人 日本玩具協会,東京都,墨田区,東駒形,４-２２－４

１３０-８５５４ ＪＭＳＡ福祉企業年金基金,東京都,墨田区,両国,４－３０－７

１３０-８５１５ 助野靴下 (株) 東京支店,東京都,墨田区,千歳,３-１７－７

１３０-８６０９ 墨田 公共職業安定所,東京都,墨田区,江東橋,２-１９－１２

１３０-８６４０ 墨田区役所,東京都,墨田区,吾妻橋,１-２３－２０

１３０-８６０５ 西武商事 (株),東京都,墨田区,本所,３-２０－４

１３０-８６４２ 田中商事 (株),東京都,墨田区,石原,１-２－１２

１３０-８５０９ 大東信用金庫,東京都,墨田区,両国,４-３１－１６

１３０-８５１１ 千代田管鉄 (株),東京都,墨田区,緑,１-２５－５

１３０-８５１７ ツバメ石油 (株),東京都,墨田区,千歳,３-１８－９

１３０-８５１３ 電気硝子建材 (株),東京都,墨田区,立川,４-１５－３

１３０-８６３７ 東京簡易裁判所 墨田庁舎,東京都,墨田区,錦糸,４-１６－７

１３０-８６３６ 東京簡易裁判所 墨田庁舎,東京都,墨田区,錦糸,４-１６－７

１３０-８５５３ 東京都金属プレス工業健康保険組合,東京都,墨田区,両国,４-３０番７号

１３０-８６０８ 東京都墨田都税事務所,東京都,墨田区,業平,２００１/７/４

１３０-８５７５ 東京都立墨東病院,東京都,墨田区,江東橋,４-２３－１５

１３１-８５３０ 東京東 信用金庫,東京都,墨田区,本所,４-１８－６

１３０-８５４５ 東京東信用金庫,東京都,墨田区,両国,４-３５－９

１３０-８５１４ 東京文具 (株),東京都,墨田区,亀沢,４-１４－１０

１３０-８５２８ ナイガイ (株),東京都,墨田区,緑,１-２７番８号

１３０-８６７７ ニコンカメラ販売 (株),東京都,墨田区,吾妻橋,１-２３－１

１３０-８６０３ 日本たばこ産業 (株) 東京工場,東京都,墨田区,横川,１-１７－７

１３０-８５５６ 日本電技 (株),東京都,墨田区,両国,２-１０－１４

１３０-８５０８ ハクバ写真産業 (株),東京都,墨田区,亀沢,１-３－７

１３０-８５２５ ピップトウキョウ (株) メディカル事業部,東京都,墨田区,菊川,２-２３－１２

１３０-８６８６ 本所税務署,東京都,墨田区,業平,１-７－２

１３０-８５６７ マルヤマエクセル (株),東京都,墨田区,緑,１-２－１０

１３０-８５８８ 三浦印刷 (株),東京都,墨田区,千歳,２-３－９

１３０-８５３１ 三井金属エンジニアリング (株),東京都,墨田区,錦糸,３-２－１

１３０-８６１２ 向島労働基準監督署,東京都,墨田区,錦糸,１－２－１

１３０-８６５０ 明治乳業 (株) 東京支社,東京都,墨田区,緑,１－２６－１

１３０-８５６１ メットライフ生命保険 (株),東京都,墨田区,錦糸,１－２－４

１３０-８６１５ 安田学園,東京都,墨田区,横網,２-２－２５



１３０-８５０７ ヤバネスポーツ (株),東京都,墨田区,錦糸,１-５－１５

１３０-８６４４ ライオン (株),東京都,墨田区,本所,２００１/３/７

１３０-８５８４ ライオンハイジーン (株),東京都,墨田区,錦糸,１-２番１号

１３０-８５７０ ロンシール工業 (株),東京都,墨田区,緑,４-１５－３

１３０-８５２１ ＹＫＫ ＡＰ (株),東京都,墨田区,亀沢,３-２２－１

１３０-８５２０ 渡辺パイプ (株),東京都,墨田区,亀沢,１-４－７

１３０-８７０１ (株) 東京鋲兼,東京都,墨田区,横網,２-５－１４

１３０-８７０６ (株) ミドリ,東京都,墨田区,太平,４-１９－８

１３０-８７２０ (株) ヤマモリ,東京都,墨田区,亀沢,２-１６－８

１３０-８７１０ 東興商事 (株),東京都,墨田区,両国,３-４－１１

１３１-８５３３ ＮＥＣインフロンティア (株) 墨田事業所,東京都,墨田区,堤通,１-１９－９

１３１-８５０５ 岡部 (株),東京都,墨田区,押上,２００２/８/２

１３１-８５０１ 花王 (株) すみだ事業所,東京都,墨田区,文花,２-１－３

１３１-８５１３ カネボウ物流 (株) 東京支店,東京都,墨田区,墨田,５-１７－４

１３１-８５１９ (株) イナゲ,東京都,墨田区,文花,３-２１－１７

１３１-８５１０ (株) 大林組 東京本社 墨田事務所,東京都,墨田区,堤通,１-１９－９

１３１-８５０７ (株) 久保商会,東京都,墨田区,向島,４-２４－２２

１３１-８５８４ (株) ジェイコム東京 すみだ・台東局,東京都,墨田区,堤通,１－１９－９

１３１-８５２６ (株) ときわ商会,東京都,墨田区,立花,２-３３－５

１３１-８５８８ (株) フタキ商事,東京都,墨田区,墨田,２-１４－１４

１３１-８５６５ (株) 日本旅行 東日本営業本部,東京都,墨田区,堤通,１-１９－９

１３１-８５１１ (株) ハクタ商会,東京都,墨田区,墨田,４-４０－１０

１３１-８５５５ 京成電鉄 (株),東京都,墨田区,押上,１-１０－３

１３１-８５８５ 小管 (株),東京都,墨田区,東向島,２-３３－２

１３１-８５１８ 杉本商事 (株) 墨田営業所,東京都,墨田区,八広,１-２１－１１

１３１-８５０３ 東武商事 (株),東京都,墨田区,向島,１-３２－３

１３１-８６３４ 東武タワースカイツリー (株),東京都,墨田区,押上,１－１－２

１３１-８５０８ 東武バス (株),東京都,墨田区,押上,２-１８番１２号

１３１-８５５０ 東武ビルマネジメント (株),東京都,墨田区,押上,２-１２－７

１３１-８５２４ 東武谷内田建設 (株),東京都,墨田区,向島,３-４４番４号

１３１-８５２０ ナガセケンコー (株),東京都,墨田区,墨田,２-３６－１０

１３１-８５２７ 丸源飲料工業 (株),東京都,墨田区,立花,４-７－８

１３１-８５０９ 向島税務署,東京都,墨田区,東向島,２-７－１４

１３１-８５１２ 山下商事 (株),東京都,墨田区,墨田,５-４７－１７

１３１-８１３９ 郵政博物館,東京都,墨田区,押上,１－１－２

１３５-８１１１ (株) ミライト・ホールディングス,東京都,江東区,豊洲,５-６番３６号

１３５-８６１４ アーバンドック ららぽーと豊洲,東京都,江東区,豊洲,２-４－９

１３５-８５１４ アーバンドック ららぽーと豊洲アネックス,東京都,江東区,豊洲,２-１－１４

１３５-８６１１ アクサ損害保険 (株),東京都,江東区,有明,３-１－２５

１３５-８４４５ 旭硝子保険マネジメント (株),東京都,江東区,永代,２-３１－１

１３５-８２２４ アスクル ＤＣＭ 物流センター,東京都,江東区,青海,２００４/１/１６

１３５-８４６４ 一般(財) グリーンチャンネル,東京都,江東区,永代,１-１４番５号

１３５-８４１１ 岩野物産 (株),東京都,江東区,東陽,４-１番７号

１３５-８３１８ 印刷製本包装機械健康保険組合,東京都,江東区,毛利,２-６－５

１３５-８３３０ 栄進物産 (株),東京都,江東区,森下,３-６－５

１３５-８１１０ ＳＣＳＫ (株),東京都,江東区,豊洲,３-２番２０号

１３５-８５０８ オーク (株),東京都,江東区,木場,６-３－２

１３５-８５５８ 王子製紙 (株) 東雲研究センター,東京都,江東区,東雲,１-１０－６

１３５-８７１１ かえつ有明中学校・かえつ有明高等学校,東京都,江東区,東雲,２-１６－１

１３５-８５６５ カテナ (株）,東京都,江東区,潮見,２-１０－２４

１３５-８５１７ (株） スポーツニッポン新聞 東京本社,東京都,江東区,越中島,２-１－３０

１３５-８５５６ (株） 東京宇佐美,東京都,江東区,辰巳,１-７－１７

１３５-８３５０ (株） 東京クラウン,東京都,江東区,新大橋,２-１３－４

１３５-８５３５ (株） 長谷川萬治商店,東京都,江東区,富岡,２-１１－６

１３５-８５２７ (株) ＯＣＳ,東京都,江東区,辰巳,２００３/９/２７

１３５-８６０２ (株) アイアイジェイフィナンシャルシステムズ,東京都,江東区,福住,２-３－１０

１３５-８７１０ (株) ＩＨＩ,東京都,江東区,豊洲,３-１－１

１３５-８３３１ (株) イヨベ工芸社,東京都,江東区,千田,２３－１３

１３５-８７３０ (株) 内田洋行,東京都,江東区,深川,１－１１－１２

１３５-８６７８ (株) ＮＴＴデータＳＭＳ,東京都,江東区,豊洲,３－３－９

１３５-８７１７ (株) オートバックスセブン,東京都,江東区,豊洲,５-６番５２号

１３５-８５６７ (株) 久米設計,東京都,江東区,潮見,２-１－２２

１３５-８６５９ (株) コックス,東京都,江東区,新大橋,１-８－１１

１３５-８４０２ (株) ザ マイラ,東京都,江東区,佐賀,１-１－１４

１３５-８６７０ (株) システムソフト 東京センター,東京都,江東区,潮見,２-１０－２４

１３５-８３０３ (株) シモダ,東京都,江東区,森下,３-８－１１

１３５-８６６８ (株) ジェイ・スポーツ,東京都,江東区,青海,２－４－２４

１３５-８４５１ (株) ＪＰビジネスサービス,東京都,江東区,深川,２-２－１８

１００-８６６６ (株) スポーツニッポン新聞社,東京都,江東区,越中島,２-１－３０

１３５-８５５５ (株) タキネット,東京都,江東区,新大橋,２-１３－４

１３５-８４６１ (株) 大和総研 東京センター,東京都,江東区,永代,１-１４－６

１３５-８４６０ (株) 大和総研 本社,東京都,江東区,冬木,６－１５

１３５-８１１８ (株) Ｄ＆Ｉパートナーズ,東京都,江東区,豊洲,５－６－１５

１３５-８５０２ (株) 東芝パーソナル＆クライアントソリューション社,

１３５-８５０２ 東京都,江東区,豊洲,５-６番１５号

１３５-８５３１ (株) トラベルプラザインターナショナル,東京都,江東区,富岡,２-１－９

１３５-８５７９ (株) ナカノ 東京支店,東京都,江東区,東雲,１-５－１７

１３５-８５２２ (株) 芳賀洋紙店,東京都,江東区,木場,３-１４－４

１３５-８６２１ (株) 博報堂アイ・スタジオ,東京都,江東区,豊洲,５-６－１５

１３５-８６２０ (株) 博報堂アドダム,東京都,江東区,豊洲,５-６－１５ＮＢＦ

１３５-８６１７ (株) 博報堂ＤＹアイ・オー,東京都,江東区,豊洲,５-６－１５

１３５-８６１８ (株) 博報堂ＤＹトータルサポート,東京都,江東区,豊洲,５-６－１５

１３５-８６１６ (株) 博報堂ＤＹホールディングス,東京都,江東区,豊洲,５-６－１５

１３５-８６１９ (株) 博報堂プロダクツ,東京都,江東区,豊洲,５-６－１５

１３５-８３６２ (株) 日立オートサービス,東京都,江東区,東陽,２００７/２/１４

１３５-８４２２ (株) 日立東サービスエンジニアリング 本社,

１３５-８４２２ 東京都,江東区,福住,１-１３－１２

１３５-８１３７ (株) ＰＨＰ研究所,東京都,江東区,豊洲,５－６－５２ＮＢＦ



１３５-８５１２ (株) フジクラ,東京都,江東区,木場,１-５－１

１３５-８３６０ (株) 紅三,東京都,江東区,新大橋,２-１７－１２

１３５-８５７５ (株) ペイロール,東京都,江東区,有明,３-５－７ＴＯＣ

１３５-８４８２ (株) 前川製作所,東京都,江東区,牡丹,３-１４－１５

１３５-８４３２ (株) マサル,東京都,江東区,佐賀,１-９－１４

１３５-８１４５ (株) ミキモト,東京都,江東区,豊洲,２００５/５/１３

１３５-８４５８ (株） ミスミ,東京都,江東区,東陽,２-４－４３

１３５-８１１２ (株) ミライト,東京都,江東区,豊洲,５-６番３６号－７階

１３５-８１１３ (株) ミライト・テクノロジーズ,東京都,江東区,豊洲,５-６番３６号－９階

１３５-８４８０ (株) ムトウユニパック,東京都,江東区,永代,１-２－１

１３５-８５０１ (株) ヤマタネ,東京都,江東区,越中島,１-２－２１

１３５-８４３６ (株) ヤマタネ 情報本部,東京都,江東区,福住,２-３－１０

１３５-８５０４ (株) ユニパック・ダイレクト,東京都,江東区,永代,１-７－１２

１３５-８５８１ (株) りそな銀行,東京都,江東区,木場,１-５番６５号

１３５-８５８２ (株) りそなホールディングス,東京都,江東区,木場,１-５番６５号

１３５-８３０１ (株) レイメイ藤井,東京都,江東区,森下,１-２－９

１３５-８４１５ (株) レオテックス,東京都,江東区,清澄,１-３－２

１３５-８４７０ (株) レナウン,東京都,江東区,永代,２-３７－２５

１３５-８２１０ (株) レナウン,東京都,江東区,有明,３-６番１１号

１３５-８１８０ (株) ワールドサプライ,東京都,江東区,有明,２００１/２/２２

１３５-８０８０ (株) ＷＯＷＯＷ 放送センター,東京都,江東区,辰巳,２-１番５８号

１３５-８３７５ 関東森林管理局 東京事務所,東京都,江東区,東陽,６-１－４２

１３５-８４０４ 学校法人 中村学園,東京都,江東区,清澄,２-３－１５

１３５-８１８１ 学校法人 武蔵野大学 法人本部（有明キャンパス）,

１３５-８１８１ 東京都,江東区,有明,３-３番３号

１３５-８３１０ 小浅商事 (株) 東京支店,東京都,江東区,森下,１-２－２

１３５-８４４０ 江東オール印刷 (株),東京都,江東区,清澄,１-２－１

１３５-８３１１ 江東西税務署,東京都,江東区,猿江,２-１６－１２

１３５-８６３０ 国際研究交流大学村 東京国際交流館,東京都,江東区,青海,２-７９番

１３５-８５５０ (財) 癌研究会,東京都,江東区,有明,３-１０－６

１３５-８５３８ (財) 全日本空手道連盟,東京都,江東区,辰巳,１-１番２０号

１３５-８４７３ (財) 未来工学研究所,東京都,江東区,深川,２-６－１１

１３５-８５５９ シネックスジャパン (株),東京都,江東区,東陽,６－３－１

１３５-８５４８ 芝浦工業大学,東京都,江東区,豊洲,３-７－５

１３５-８１３９ 芝浦工業大学附属中学高等学校,東京都,江東区,豊洲,６-２番７号

１３５-８５１３ 澁澤倉庫 (株),東京都,江東区,永代,２－３７－２８

１３５-８５３０ 清水建設 (株） 技術研究所 管理部,東京都,江東区,越中島,３-４－１７

１３５-８４４３ 社団法人 日本倉庫協会,東京都,江東区,永代,１-１３－３

１３５-８５８５ 宗教法人 カトリック中央協議会,東京都,江東区,潮見,２-１０－１０

１３５-８５７７ 昭和大学江東豊洲病院,東京都,江東区,豊洲,５-１－３８

１３５-８５２８ 昭和リース (株),東京都,江東区,東雲,１-７－１２

１３５-８３８７ 神鋼電機 (株）,東京都,江東区,東陽,７-２－１４

１３５-８３１２ セーラー万年筆 (株）,東京都,江東区,毛利,２-１０－１８

１３５-８５５７ セイコークロック (株),東京都,江東区,福住,２-４－３

１３５-８６１０ セイコータイムシステム (株),東京都,江東区,福住,２００２/４/３

１３５-８３６３ センクシア (株),東京都,江東区,東陽,２-４－２

１３５-８３２０ 全国信用協同組合連合会 東京支店,東京都,江東区,猿江,１-１－１５

１３５-８６５０ ソフトバンクテレコム (株),東京都,江東区,有明,３-４番２号

１３５-８２２２ 大樹生命保険 (株),東京都,江東区,青海,１－１－２０

１３５-８１３０ 第一水産 (株),東京都,江東区,豊洲,６-６番２号５階

１３５-８１０９ 大都魚類 (株),東京都,江東区,豊洲,２００６/６/２

１３５-８５０５ Ｄｙｎａｂｏｏｋ (株),東京都,江東区,豊洲,５-６－１５

１３５-８５１０ 大丸コアビル,東京都,江東区,木場,２-１８－１１

１３５-８１０８ 中央魚類 (株),東京都,江東区,豊洲,６-６－２

１３５-８１１４ 築地魚市場 (株),東京都,江東区,豊洲,６-６－２

１３５-８５６６ デイリースポーツ社,東京都,江東区,木場,２-１４－８

１３５-８４４８ 東京アール・ビー商事 (株),東京都,江東区,冬木,１１－７

１３５-８５３３ 東京海洋大学,東京都,江東区,越中島,２-１－６

１３５-８７２１ 東京スポーツ新聞社,東京都,江東区,越中島,２-１－３０

１３５-８６１５ 東京税関,東京都,江東区,青海,２－７－１１

１３５-８４８１ 東京倉庫協会,東京都,江東区,永代,１-１３－３

１３５-８３８３ 東京都江東区役所,東京都,江東区,東陽,４-１１－２８

１３５-８６３９ 東京都赤十字血液センター,東京都,江東区,辰巳,２-１－６７

１３５-８１３４ 東都水産 (株),東京都,江東区,豊洲,２００６/６/２

１３５-８５３２ 日興ビジネスシステムズ (株),東京都,江東区,木場,１-５－５５

１３５-８５７０ 日新製糖 (株) 豊洲工場,東京都,江東区,豊洲,４-９－１１

１３５-８５５３ 日新製糖 (株) 余暇開発本部 ドゥ・スポーツプラザ晴海,

１３５-８５５３ 東京都,江東区,豊洲,５-６－４１

１３５-８４７７ 日本中央競馬会 電話投票センター,東京都,江東区,永代,１-１４－５

１３５-８５１１ 日本アイ・ビー・エム (株) 豊洲事業所,東京都,江東区,豊洲,５-６－５２

１３５-８５５２ 日本衛星放送 (株） ＷＯＷＯＷ,東京都,江東区,辰巳,２-１－５８

１３５-８５６８ 日本オフィス・システム (株),東京都,江東区,木場,５－８－４０Ｆ

１３５-８４２７ 日本空調サービス (株),東京都,江東区,潮見,２００２/１/７

１３５-８６３９ 日本赤十字社 関東甲信越ブロック血液センター,東京都,江東区,辰巳,２-１－６７

１３５-８５２１ 日本赤十字社 血液事業本部 辰巳分室,東京都,江東区,辰巳,２-１－６７

１３５-８５２３ 日本赤十字社 血液事業本部 中央骨髄データセンター,東京都,江東区,辰巳,２-１－６７

１３５-８５５４ 日本電子計算 (株),東京都,江東区,福住,２-５－４ＩＸＩＮＡＬ門前仲町

１３５-８４３０ 日本プレシジョン・サーキッツ (株),東京都,江東区,福住,２-４－３

１３５-８６６６ 日本ベニア (株) 東京営業所,東京都,江東区,有明,１-５－３５

１３５-８３８４ 日本ボールドウィン (株),東京都,江東区,東陽,２-４－３４

１３５-８５６０ 日本ユニシス (株),東京都,江東区,豊洲,１-１－１

１３５-８５２５ フジコピアン (株) 東京支店,東京都,江東区,木場,２-１７－１３

１３５-８６８６ 富士通エフ・アイ・ピー (株),東京都,江東区,青海,２-４番３２号

１３５-８１２１ 丸千千代田水産 (株),東京都,江東区,豊洲,６-６番２号

１３５-８６０８ マルハニチロ (株),東京都,江東区,豊洲,２００３/２/２０

１３５-８７２２ みずほ信託銀行 (株) 証券代行部,東京都,江東区,佐賀,１-１７－７

１３５-８７２３ みずほ信託銀行 (株) 事務推進部,東京都,江東区,佐賀,１-１７－７

１３５-８７２７ みずほ信託銀行 (株) トラスト事務センター,東京都,江東区,佐賀,１－１７－７



１３５-８５６３ 六三印刷 (株),東京都,江東区,潮見,２-４－１８

１３５-８１１５ 明星電気 (株),東京都,江東区,豊洲,３-１番１号豊洲ＩＨＩビル

１３５-８５５１ ＵＤトラックス (株),東京都,江東区,東雲,２－１２－４３

１３５-８３７０ リコーテクノネット (株) 東京本社,東京都,江東区,東陽,７-５－８

１３５-８５１８ リコーリース (株),東京都,江東区,東雲,１-７－１２

１３５-８３８５ 明治安田システム・テクノロジー (株) ＭＢＳ事業部門,東京都,江東区,東陽,２-２－２０

１３７-８５８１ 郵便局ビジネスサポート (株）,東京都,江東区,辰巳,３-５－３

１３５-８７３１ 石川島播磨重工業 (株) 東京第一工場,東京都,江東区,豊洲,２-１－１

１３５-８７３２ 石川島播磨重工業 (株) 東二テクニカルセンター,東京都,江東区,豊洲,３-１－１５

１３５-８７３３ 石川島播磨重工業 (株) 豊洲総合事務所,東京都,江東区,豊洲,３-２－１６

１３５-８７２０ 明治生命保険相互会社,東京都,江東区,東陽,２-２－１５

１３６-８５８１ (株） ＣＲＣ総合研究所,東京都,江東区,南砂,２-７－５

１３６-８６０３ (株） 徳間書店,東京都,江東区,新木場,１-６－２６

１３６-８５８５ アシックスジャパン (株),東京都,江東区,新砂,３-１番１８号

１３６-８６０７ 内田食品 (株),東京都,江東区,新木場,４-１２－２２

１３６-８６５１ Ｘフロンティア,東京都,江東区,新砂,２００３/２/９

１３６-８６３０ 江戸川木材工業 (株),東京都,江東区,新木場,１-３－１６

１３６-８６２７ ＮＥＣソリューションイノベータ (株),東京都,江東区,新木場,１-１８番７号

１３６-８６０８ ＮＥＣソリューションイノベータ (株),東京都,江東区,新木場,１-１８番６号

１３６-８６３１ オルガノ (株),東京都,江東区,新砂,２００１/２/８

１３６-８６２２ 兼松日産農林 (株),東京都,江東区,新木場,３-２－１２

１３６-８６４８ (株) ＩＨＩ 砂町工場,東京都,江東区,新砂,２-３－４３

１３６-８６３７ (株) インテック,東京都,江東区,新砂,１-３－３

１３６-８５７５ (株) ぎょうせい,東京都,江東区,新木場,１-１８－１１

１３６-８８８０ (株) 鴻池組,東京都,江東区,南砂,２-７－５

１３６-８５８９ (株) 志正堂,東京都,江東区,大島,２-７番１５号

１３６-８５７０ (株) 竹中土木,東京都,江東区,新砂,１-１－１

１３６-８７２３ (株) 東京ダンケ,東京都,江東区,亀戸,１-３－４

１３６-８６２６ (株) 西林,東京都,江東区,新木場,１-４－５

１３６-８６４０ (株) 日本デジタル研究所,東京都,江東区,新砂,２００１/２/３

１３６-８６８０ (株) ビームスホールディングス ビームストランスファーセンター,

１３６-８６８０ 東京都,江東区,南砂,２００７/１２/４

１３６-８６８６ (株) 三越伊勢丹通信販売,東京都,江東区,南砂,２－３６－１１

１３６-８９０８ (株) 明治,東京都,江東区,新砂,２００１/２/１０

１３６-８６０５ (株) 銘林,東京都,江東区,新木場,１-７－６

１３６-８６１５ (株) もくもく,東京都,江東区,新木場,１-４－７

１３６-８５３５ (株) ＬＩＸＩＬ ＷＩＮＧビル,東京都,江東区,大島,２００２/１/１

１３６-８５１３ 亀戸労働基準監督署,東京都,江東区,亀戸,２-２１－１３

１３６-８５８８ 川崎重工業 (株) 東京設計事務所,東京都,江東区,南砂,２-１１－１

１３６-８５０１ 川鉄建材,東京都,江東区,亀戸,６-４１－１２

１３６-８５７７ 基礎地盤コンサルタンツ (株),東京都,江東区,亀戸,１-５－７

１３６-８５３３ 江東都税事務所,東京都,江東区,大島,３-１－３

１３６-８５０５ 江東東税務署,東京都,江東区,亀戸,２-１７－８

１３６-８８８８ 佐川急便 (株) 東京本社,東京都,江東区,新砂,２-２番８号

１３６-８５２２ サンコーコンサルタント (株) 東京本社,東京都,江東区,亀戸,１-８－８

１３６-８５０２ 三洋工業,東京都,江東区,亀戸,６-２０－７

１３６-８５６７ 三和紙業 (株),東京都,江東区,南砂,３-３－６

１３６-８５４０ 昭電,東京都,江東区,大島,１-２－２３

１３６-８６３５ ＪＳＴ (株),東京都,江東区,新砂,１-６－２７

１３６-８４０５ ＪＫホールディングス (株),東京都,江東区,新木場,１-７－２２

１３６-８５１２ セイコーインスツルメンツ (株),東京都,江東区,亀戸,６-４１－６

１３６-８５５０ 多田建設 (株),東京都,江東区,大島,２-８－６

１３６-８５１７ 大末建設 (株),東京都,江東区,新砂,１-７－２７

１３６-８５０７ 翼システム,東京都,江東区,亀戸,２-２５－１４

１３６-８６６６ トーヨーカネツ (株),東京都,江東区,南砂,２００２/１１/１

１３６-８６６６ トーヨーカネツソリューションズ (株),東京都,江東区,南砂,２-１１番１号

１３６-８６１２ 東京集成材工業 (株) 東京営業所,東京都,江東区,新木場,３-７－９

１３６-８７３３ 日鉄商事 (株),東京都,江東区,亀戸,１-５－７

１３６-８５６０ 日本テレコム (株),東京都,江東区,南砂,１-８－２

１３６-８５２５ 日本年金機構 江東年金事務所,東京都,江東区,亀戸,５-１６－９

１３６-８５１５ 日本化学工業 (株),東京都,江東区,亀戸,９-１１－１

１３６-８７１１ 日本ヒューレット・パッカード (株),東京都,江東区,大島,２-２番１号

１３６-８５５５ 日本レジャーカードシステム (株),東京都,江東区,亀戸,１-５－７

１３６-８６７０ パラマウントベッド (株),東京都,江東区,東砂,２-１４－５

１３６-８６７１ パラマウントベッドホールディングス (株),東京都,江東区,東砂,２－１４－５

１３６-８５５６ Ｂｉｚｅｘ 新木場センター,東京都,江東区,新木場,２００２/６/８

１３６-８５４３ 物林 (株),東京都,江東区,新木場,２００１/７/２２

１３７-８６２３ 北三 (株),東京都,江東区,新木場,１-７－６

１３６-８６６８ マルゼン商事 (株),東京都,江東区,南砂,３-３－４

１３６-８５８０ 丸文 (株) 南砂事業所,東京都,江東区,南砂,３-３－４

１３６-８５２３ みずほ信託銀行 (株),東京都,江東区,亀戸,１-５－７ＮＤタワービル

１３６-８６７７ みずほ信託銀行 トラスト事務センター,東京都,江東区,亀戸,１-５番７号

１３７-８０８１ 三菱ＵＦＪ信託銀行 (株) 証券代行部,東京都,江東区,東砂,７-１０－１１

１３６-８６２０ ヤバネスポーツ (株),東京都,江東区,亀戸,１-８－８

１３６-８６７５ ヤマトシステム開発 (株),東京都,江東区,南砂,２-５－１５

１３６-８５２１ ヤマト特殊鋼 (株),東京都,江東区,亀戸,１-１－６

１３６-８５３１ 吉野工業所,東京都,江東区,大島,３-２－６

１３５-８５８７ (財) 日本海事科学振興財団,東京都,品川区,東八潮,３－１

１４０-８５６０ (株） 東京測器研究所,東京都,品川区,南大井,６-８－２

１４０-８６６１ (株） 恒陽社印刷,東京都,品川区,南品川,５-１１－４５

１４０-８５７６ (株） ロキテクノ,東京都,品川区,南大井,６-２０－１２

１４０-８６２６ アイ・シー・アイ・ジャパン (株),東京都,品川区,東品川,２-２－２０

１４０-８６６３ ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ (株),東京都,品川区,東品川,２-２番２４号

１４０-８７２２ いすゞ自動車 (株),東京都,品川区,南大井,６－２６－１

１４０-８５２２ 医療法人社団緑野会 東京品川病院,東京都,品川区,東大井,２００６/３/２２

１４０-８６８８ 沖電気工事 (株),東京都,品川区,北品川,１-１９－４

１４０-８５１１ (株) ニッセイコム,東京都,品川区,大井,１-４７－１

１４０-８５７３ (株) 日立製作所 情報・通信グループ,東京都,品川区,南大井,６-２６－２



１４０-８５７２ (株) 日立製作所 情報・通信グループ,東京都,品川区,南大井,６-２７－１８

１４０-８５１２ (株) 日立製作所 情報・通信システム社,東京都,品川区,南大井,６－２３－１

１４０-８６１９ (株) アクセス国際ネットワーク,東京都,品川区,東品川,２-３－１２

１４０-８６３０ (株) ＵＥＸ,東京都,品川区,東品川,２-２－２４

１４０-８７０２ (株) 勝亦電機製作所,東京都,品川区,北品川,２００４/１０/９

１４０-８５３８ (株) 加藤製作所,東京都,品川区,東大井,１-９－３７

１４０-８８２０ (株) 京セラソーラーコーポレーション,東京都,品川区,東品川,３－３２－４２

１４０-８６１４ (株) コスモトレード＆サービス,東京都,品川区,東品川,２-５－８

１４０-８６７８ (株) 古西電機,東京都,品川区,南品川,２-１６－６

１４０-８６１１ (株) サンゲツ 東京店,東京都,品川区,東品川,３-２０－１７

１４０-８６７２ (株) シミズシンテック 東京支店,東京都,品川区,南品川,２-６番１２号

１４０-８５４０ (株) シンクロン,東京都,品川区,南大井,３-２－６

１４０-８６５６ (株) ジャルカード,東京都,品川区,東品川,２－４－１１

１４０-８６５３ (株) ジャルキャピタル,東京都,品川区,東品川,２-４－１１

１４０-８６５８ (株) ジャルパック,東京都,品川区,東品川,２-４－１１

１４０-８５８３ (株) セガ,東京都,品川区,東品川,１－３９－９

１４０-８５５８ (株) 竹虎,東京都,品川区,南大井,３-１８－７

１４０-８７１１ (株) 寺岡製作所,東京都,品川区,広町,１-４－２２

１４０-８６４４ (株) 東機貿 天王州オフィス,東京都,品川区,東品川,２-５－８

１４０-８５３６ (株) 東京書芸館,東京都,品川区,南大井,３-２８－３

１４０-８６３１ (株) ナイキジャパン,東京都,品川区,東品川,２-３－１２

１４０-８５０５ (株）ニコン,東京都,品川区,大井,３-９－１６

１４０-８６０１ (株） ニコン大井製作所,東京都,品川区,西大井,１-６－３

１４０-８６６６ (株） 日光商会,東京都,品川区,南品川,４-９－５

１４０-８５７１ (株) 日平トヤマ,東京都,品川区,南大井,６-２６－２

１４０-８５０３ (株) 日本理化工業所,東京都,品川区,大井,１－２０－６

１４０-８５９０ (株) バンダイナムコゲームス,東京都,品川区,東品川,４-５－１５

１４０-８５３３ (株) 理研オプテック,東京都,品川区,東大井,２-６－９

１４０-８６５５ (株） リコー システムセンター,東京都,品川区,東品川,３-３２－３

１４０-８５４８ 企業年金ビジネスサービス (株),東京都,品川区,南大井,６-２２番７号

１４０-８５４９ 企業年金ビジネスサービス (株),東京都,品川区,南大井,６-２２番７号

１４０-８５２６ キヤノンＭＪアイティグループホールディングス (株),東京都,品川区,東品川,２００２/４/１１

１４０-８６５０ キヤノンシステムアンドサポート (株),東京都,品川区,東品川,２-２－４

１４０-８８１０ 京セラ (株) 東京事業所,東京都,品川区,東品川,３－３２－４２

１４０-８８５０ 京セラクリスタルデバイス (株) 東京営業所,東京都,品川区,東品川,３－３２－４２

１４０-８８４０ 京セラディスプレイ (株) 東京営業所,東京都,品川区,東品川,３－３２－４２

１４０-８５３１ 光文工業,東京都,品川区,東大井,２-２－１

１４０-８５４７ 斎藤コード製造 (株）,東京都,品川区,南大井,５-１９－８

１４０-８５３９ 三愛石油,東京都,品川区,東大井,５-２２－５

１４０-８５６６ サンワサプライ (株） 東京サプライセンター,東京都,品川区,南大井,６-５－８

１４０-８６６９ 三和テッキ (株),東京都,品川区,南品川,２００６/４/６

１４０-８７１５ 品川区役所,東京都,品川区,広町,２-１－３６

１４０-８７０７ 品川女子学院,東京都,品川区,北品川,３-３－１２

１４０-８５５２ 下田工業 (株) 東京支社,東京都,品川区,南大井,２-９番９号

１４０-８７０９ 社団法人 日本生花通信配達協会,東京都,品川区,北品川,４-１１－９

１４０-８５３０ シンワ (株),東京都,品川区,東大井,１-８－１９

１４０-８６８２ 自動車安全運転センター 東京都事務所,東京都,品川区,東大井,２００１/１２/５

１４０-８５８４ ジャックス債権回収サービス (株),東京都,品川区,東品川,４－１２－１

１４０-８６２５ ＪＡＬ マイレージバンク日本地区会員事務局,東京都,品川区,東品川,２-４－１１

１４０-８６５４ ソニーネットワークコミュニケーションズ (株),東京都,品川区,東品川,４-１２番３号

１４０-８５１５ 大成温調 (株),東京都,品川区,大井,１-４７－１

１４０-８５４３ 田中商事 (株),東京都,品川区,南大井,３-２－２

１４０-８６１７ ダウ・ケミカル日本 (株),東京都,品川区,東品川,２-２－２４

１４０-８５８０ テクノレント (株),東京都,品川区,勝島,１-５－２１

１４０-８６１５ 寺田倉庫 (株),東京都,品川区,東品川,２-６－１０

１４０-８７１６ 東京都品川都税事務所,東京都,品川区,広町,２-１－３６

１４０-８７８８ 東京都民銀行 楽天支店,東京都,品川区,東品川,４-１２－３

１４０-８６６０ 東芝ライテック,東京都,品川区,南品川,２-２－１３

１４０-８６４０ 東芝ライテック,東京都,品川区,東品川,４-３－１

１４０-８６７０ 東洋紙業 (株) 東京本社,東京都,品川区,南品川,６-１－５

１４０-８５２５ ドウシシャ 東京本社,東京都,品川区,東大井,１-８－１０

１４０-８６３４ 日軽産業 (株),東京都,品川区,東品川,２００２/２/２０

１４０-８５６３ ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル (株),東京都,品川区,南大井,２-１０－６

１４０-８５２３ 日産プリンス東京販売 (株),東京都,品川区,東大井,１-９－３５

１４０-８６２８ 日本軽金属,東京都,品川区,東品川,２-２－２０

１４０-８６７７ 日本ペイント (株),東京都,品川区,南品川,２００４/７/１６

１４０-８６７５ 日本ペイント・インダストリアルコーティングス (株),東京都,品川区,南品川,２００４/１/１５

１４０-８６７５ 日本ペイント・オートモーティブコーティングス (株),東京都,品川区,南品川,２００４/１/１５

１４０-８６７５ 日本ペイント・サーフケミカルズ (株),東京都,品川区,南品川,２００４/１/１５

１４０-８６７５ 日本ペイントホールディングス (株),東京都,品川区,南品川,２００４/１/１５

１４０-８６３７ 日本航空 (株),東京都,品川区,東品川,２００２/４/１１

１４０-８５０９ 日本サブウェイ 合同会社,東京都,品川区,東品川,２-３番１４号

１４０-８６８７ 日本ゼネラルモーターズ (株),東京都,品川区,東品川,４-１２－８

１４０-８６２１ ネットワンシステムズ (株),東京都,品川区,東品川,２-２番４号

１４０-８５４１ ハイデルベルグ・ジャパン (株),東京都,品川区,東品川,３-３１－８

１４０-８５０２ 日立電子サービス (株) システム事業本部,東京都,品川区,南大井,６-２１－１２

１４０-８５５１ 平河ヒューテック (株),東京都,品川区,南大井,３-２８－１０

１４０-８５１６ フクビ化学工業,東京都,品川区,大井,１-２３－３

１４０-８５０８ 富士通 (株） 大井町ビル,東京都,品川区,大井,１-２０－１０

１４０-８６２３ 富士通 (株) (東京ＭＩビル）,東京都,品川区,東品川,２-２－４

１４０-８５８６ 富士通コンポーネント (株),東京都,品川区,東品川,４-１２番４号

１４０-８５６７ 富士通サポートアンドサービス (株),東京都,品川区,南大井,６-２６－１

１４０-８５２９ プリマハム (株）,東京都,品川区,東品川,４-１２－２

１４０-８６１６ ベークライト商事 (株),東京都,品川区,東品川,２-５－８

１４０-８７１７ 法務局 品川出張所,東京都,品川区,広町,２-１－３６

１４０-８５２１ 前田硝子 (株),東京都,品川区,東大井,１-６－１

１４０-８６８０ 丸磯建設 (株) 本社、東京支店,東京都,品川区,北品川,３-６－７

１４０-８５３７ 三菱鉛筆 (株),東京都,品川区,東大井,５－２３－３７



１４０-８５０６ 三菱総研ＤＣＳ (株),東京都,品川区,東品川,４-１２－２

１４０-８６６８ 山岸塗装 (株) 本社,東京都,品川区,南品川,４-２－３６

１４０-８７２１ 山下電気 (株),東京都,品川区,南品川,３-６－３３

１４０-８５０７ 米山紙商事 (株),東京都,品川区,大井,１-２２－１３

１４０-８７１０ 第一三共 (株) 品川研究開発センター,東京都,品川区,広町,１-２－５８

１４１-８５４４ (株） エフ・ディ・シィ・プロダクツ,東京都,品川区,上大崎,２-１９－１０

１４１-８６３８ (株） 千趣会,東京都,品川区,北品川,５-９－１１

１４１-８７１５ (株） 電波新聞社,東京都,品川区,東五反田,１-１１－１５

１４１-８６４３ (株） ローソン,東京都,品川区,大崎,１-１１－２

１４１-８５０１ アルパイン (株),東京都,品川区,西五反田,１-１－８

１４１-８５２２ 伊藤忠テクノソリューションズ (株） 大崎オフィス,東京都,品川区,大崎,１-２－２

１４１-８６５８ 井上電気 (株),東京都,品川区,上大崎,３-１４－１２

１４１-８６４６ 大崎電気工業 (株),東京都,品川区,東五反田,２-１０－２

１４１-８５１７ 長田電機工業 (株),東京都,品川区,西五反田,５-１７－５

１４１-８５２５ 小澤物産 (株),東京都,品川区,西五反田,７-２４番５号

１４１-８６０７ (株) 明電エンジニアリング,東京都,品川区,大崎,２００３/７/９

１４１-８６０９ (株) ローソンＨＭＶエンタテイメント,東京都,品川区,大崎,１-１１番２号

１４１-８５８０ (株) ＡＯＩ Ｐｒｏ．,東京都,品川区,大崎,１-５－１

１０５-８７１１ (株) エックスワン,東京都,品川区,大崎,１-１１－２

１０９-８７９２ (株) かんぽ生命保険 東京サービスセンター,東京都,品川区,北品川,５-６－１

１４１-８４２２ (株) 学研アソシエ,東京都,品川区,西五反田,８－１－１３

１４１-８４１１ (株) 学研エデュケーショナル,東京都,品川区,西五反田,２００２/１１/８

１４１-８４２４ (株) 学研教育アイ・シー・ティー,東京都,品川区,西五反田,２００２/１１/８

１４１-８４１３ (株) 学研教育出版,東京都,品川区,西五反田,２００２/１１/８

１４１-８４１６ (株) 学研教育みらい,東京都,品川区,西五反田,２００２/１１/８

１４１-８４２０ (株) 学研ココファンホールディングス,東京都,品川区,西五反田,２００２/１１/８

１４１-８４１９ (株) 学研ステイフル,東京都,品川区,西五反田,２－１１－８

１４１-８４１２ (株) 学研パブリッシング,東京都,品川区,西五反田,２００２/１１/８

１４１-８４１８ (株) 学研プロダクツサポート,東京都,品川区,西五反田,２００２/１１/８

１４１-８５１０ (株) 学研ホールディングス,東京都,品川区,西五反田,２-１１-８番

１４１-８４１５ (株) 学研マーケティング,東京都,品川区,西五反田,２００２/１１/８

１４１-８４１４ (株) 学研メディカル秀潤社,東京都,品川区,西五反田,２００２/１１/８

１４１-８４２１ (株) 学研ロジスティクス,東京都,品川区,西五反田,３－６－２０

１４１-８６８８ (株) 神戸製鋼所 東京本社,東京都,品川区,北品川,５-９－１２神

１４１-８６０３ (株) サンリオ,東京都,品川区,大崎,２００１/１１/１

１４１-８２０５ (株) ＣＣＣメディアハウス,東京都,品川区,上大崎,３-１－１

１４１-８２０６ (株) Ｃーパブリッシングサービス,東京都,品川区,上大崎,３-１－１目

１４１-８６５７ (株) ジェイ・アイ・シー,東京都,品川区,上大崎,２-２４－９

１４１-８６２９ (株) セントラルフーズ,東京都,品川区,西五反田,２-１５－７

１４１-８５６９ (株) ソニー・ミュージックアーティスツ,東京都,品川区,上大崎,２-１３番３０号

１４１-８７０１ (株) 第一興商,東京都,品川区,北品川,５-５－２６

１４１-８６７７ (株) 第一興商,東京都,品川区,上大崎,２-２４番９号

１４１-８４２５ (株) 地球の歩き方,東京都,品川区,西五反田,２-１１番８号

１４１-８５６６ (株) 寺岡精工 営業本部,東京都,品川区,大崎,２-３－１３

１４１-８２０２ (株) 徳間書店,東京都,品川区,上大崎,３-１－１

１４１-８５８２ (株) 日本アクセス,東京都,品川区,西品川,１-１番１号

１４１-８２０１ (株) ネコ・パブリッシング,東京都,品川区,上大崎,３-１－１

１４１-８５１２ (株) ハマイ,東京都,品川区,西五反田,７－７－７

１４１-８６７２ (株) 日立システムズ,東京都,品川区,大崎,１-２－１

１４１-８２０３ (株) 美術出版社,東京都,品川区,上大崎,３-１－１

１４１-８２０４ (株) 復刊ドットコム,東京都,品川区,上大崎,３-１－１

１４１-８６３１ (株) ミライト・テクノロジーズ,東京都,品川区,西五反田,２-２３番２号

１４１-８２１４ (株) レイヤーズ・コンサルティング,東京都,品川区,上大崎,３－１－１

１４１-８５２０ (株) レナウン,東京都,品川区,西五反田,８-８－２０

１４１-８６１３ (株) ローソンストア１００,東京都,品川区,大崎,２００１/１１/２

１４１-８６０６ 協同広告 (株),東京都,品川区,大崎,３－６－２８

１４１-８５１９ 共和化工 (株),東京都,品川区,西五反田,７-２５番１９号

１４１-８４２３ 銀座アスター食品 (株),東京都,品川区,西五反田,２－１１－８－１２階

１４１-８７０７ グラフテック (株),東京都,品川区,西品川,３-１９－６

１４１-８５８１ グローリー (株) 品川事業所,東京都,品川区,大崎,２００５/４/６

１４１-８６６３ 公益(財) 日本サイクリング協会,東京都,品川区,上大崎,３-３番１号

１４１-８６２６ コベルコ建機 (株) 東京本社,東京都,品川区,北品川,５-５番１５号

１４１-８６１１ 三英電業 (株),東京都,品川区,大崎,１-１９－２０

１４１-８６１５ 三明化成 (株),東京都,品川区,西五反田,１-２１－７

１４１-８６４１ シーメンス (株),東京都,品川区,大崎,１－１１－１

１４１-８６４４ シーメンスヘルスケア (株),東京都,品川区,大崎,１－１１－１

１４１-８６７３ シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス (株),東京都,品川区,大崎,１-１１番１号

１４１-８６７１ シック・ジャパン (株),東京都,品川区,上大崎,２-２４－９

１４１-８５６８ 品川商工 (株),東京都,品川区,西五反田,２-１９－１３

１４１-８５２１ 社団法人 関東年金福祉協会,東京都,品川区,西五反田,２-２７

１４１-８５１５ 正電社,東京都,品川区,西五反田,５-２３－８

１４１-８５４０ 新光商事 (株),東京都,品川区,大崎,１-２－２

１４１-８６０４ 新日鉄エンジニアリング (株),東京都,品川区,大崎,１-５－１ル

１４１-８７１０ 城南信用金庫,東京都,品川区,西五反田,７-２－３

１４１-８５３４ 住江織物 (株） 東京支店,東京都,品川区,西五反田,２-３０－４

１４１-８６８４ スリーエム ジャパン (株),東京都,品川区,北品川,６－７－２９

１４１-８６４２ 清泉女子大学,東京都,品川区,東五反田,３-１６－２１

１４１-８６２０ セメダイン (株),東京都,品川区,大崎,１－１１－２

１４１-８５８８ センチュリーメディカル (株),東京都,品川区,大崎,１-１１番２号

１４１-８６１０ ソニー (株) ソニーシティ大崎,東京都,品川区,大崎,２-１０－１

１４１-８６８０ ソニー (株) 本社,東京都,品川区,北品川,６-７－３５

１４１-８５６１ 太陽金網 (株),東京都,品川区,大崎,３-６－９

１４１-８５５５ 辰巳産業 (株),東京都,品川区,西五反田,５-１－５

１４１-８００１ 大日本印刷 (株),東京都,品川区,西五反田,３-５－２０

１４１-８５０４ 大和証券 (株) 五反田支店,東京都,品川区,西五反田,１-１－８

１４１-８６７９ Ｃｈｕｂｂ 損害保険 (株),東京都,品川区,北品川,６－７－２９

１４１-８５０３ ＴＨＫ (株),東京都,品川区,西五反田,３-１１－６

１４１-８６４８ 東京医療保健大学,東京都,品川区,東五反田,４-１－１７



１４１-８５０７ 東京電力パワーグリッド (株) 品川支社,東京都,品川区,西五反田,５-３－１

１４１-８６２３ 東京日産自動車販売 (株),東京都,品川区,西五反田,４-３２－１

１４１-８６６４ 東芝テック (株),東京都,品川区,東五反田,２-１７－２

１４１-８５６２ 東芝テック (株),東京都,品川区,大崎,１-１１番１号

１４１-８２６０ 東洋鋼鈑 (株),東京都,品川区,東五反田,２－１８－１

１４１-８６４０ 東洋製罐 (株),東京都,品川区,東五反田,２－１８－１

１４１-８６２７ 東洋製罐グループホールディングス (株),東京都,品川区,東五反田,２-１８番１号

１４１-８６０５ 日本ケミコン (株),東京都,品川区,大崎,５-６－４

１４１-８６４７ 日本コムシス (株),東京都,品川区,東五反田,２-１７－１

１４１-８５７２ 日本年金機構 品川年金事務所,東京都,品川区,大崎,５-１－５

１４１-８６５６ 日本クラフトフーズ (株),東京都,品川区,上大崎,２－２４－９

１４１-８６５０ 日本建工 (株),東京都,品川区,上大崎,２-２５－５

１４１-８５６０ 日本精工 (株),東京都,品川区,大崎,１-６－３

１４１-８７１６ ネオファースト生命保険 (株),東京都,品川区,大崎,２-１１番１号

１４１-８６３９ ネツレン,東京都,品川区,東五反田,２-１７番１号

１４１-８９２４ パーク２４ (株),東京都,品川区,西五反田,２－２０－４

１４１-８５７６ 日立オムロンターミナルソリューションズ (株),東京都,品川区,大崎,１-６－３

１４１-８６３０ 富士通コンポーネント (株),東京都,品川区,東五反田,２-３－５

１４１-８６６０ ホーチキ (株),東京都,品川区,上大崎,２-１０－４３

１４１-８６６５ 前田道路 (株),東京都,品川区,大崎,１-１１－３

１４１-８５８４ 三井金属鉱業 (株),東京都,品川区,大崎,１-１１－１

１４１-８５０５ 三菱電機クレジット (株),東京都,品川区,大崎,１-６番３号

１４１-８５６７ 光村印刷 (株）,東京都,品川区,大崎,１-１５－９

１４１-８６１６ 明電興産 (株),東京都,品川区,大崎,５-５－５

１４１-８５５９ ヤスマ (株）,東京都,品川区,西五反田,５-２３－２

１４１-８６３７ リコーエレメックス (株),東京都,品川区,西五反田,２-１２－１９

１４１-８６０２ 立正大学,東京都,品川区,大崎,４-２－１６

１４１-８５７７ 立正中高,東京都,品川区,大崎,２００４/２/６

１４１-８５６５ (株） 明電舎 東京事業所,東京都,品川区,大崎,２-８－１

１４２-８５１１ ＳＭＫ (株),東京都,品川区,戸越,６-５－５

１４２-８５４０ 荏原税務署,東京都,品川区,中延,１-１－５

１４２-８６１１ (株) 三英社製作所,東京都,品川区,荏原,５-２－１

１４２-８５５５ 昭和大学,東京都,品川区,旗の台,１-５－８

１４２-８６６６ 昭和大学病院,東京都,品川区,旗の台,１-５－８

１４２-８５３３ 杉本電器 (株),東京都,品川区,戸越,１-１７－８

１４２-８５５０ 青稜中学高等学校,東京都,品川区,二葉,１-６－６

１４２-８５５８ 大陽日酸 (株),東京都,品川区,小山,１-３－２６

１４２-８５０１ 星薬科大学,東京都,品川区,荏原,２-４－４１

１５２-８５４９ (株） エディトリアル・クリッパー,東京都,目黒区,碑文谷,４-２１－１３

１５２-８９０９ (株) 東急ステーションリテールサービス,東京都,目黒区,碑文谷,６-７－２２

１５２-８５０８ (株） 日本エレクトリック・インスルメント,東京都,目黒区,中央町,１-５－１２

１５２-８５２２ アイア (株),東京都,目黒区,目黒本町,１-１６－１７

１５２-８５０６ エーアイ出版 (株),東京都,目黒区,中央町,１-５－２

１５２-８９０４ (株) ａｎｏｖａｎ,東京都,目黒区,自由が丘,１-１５番１２号

１５２-８５０７ (株) 小笠原計器制作所,東京都,目黒区,中央町,１-５－１２

１５２-８９０４ (株) 亀万,東京都,目黒区,自由が丘,１-１５番１２号

１５２-８９０４ (株) 亀屋万年堂,東京都,目黒区,自由が丘,１-１５－１２

１５２-８５４４ (株) ジャップス,東京都,目黒区,碑文谷,４-２１－１３Ｍ２Ｆ

１５２-８５１１ (株) 創育,東京都,目黒区,鷹番,２-１４－２

１５２-８６０１ (株) 平凡社,東京都,目黒区,碑文谷,５-１６－１９

１５２-８５７８ (株) 牧野フライス製作所,東京都,目黒区,中根,２-３－１９

１５２-８５３２ (株) ランナーズ,東京都,目黒区,原町,１-３１－９

１５２-８５３３ (株) レックス,東京都,目黒区,原町,１-３１－９

１５２-８９０５ (株) 私の部屋リビング,東京都,目黒区,自由が丘,１-２４－１７

１５２-８９０４ 亀屋万年堂製菓 (株),東京都,目黒区,自由が丘,１-１５－１２

１５２-８５７０ キヤノンプレシジョン (株),東京都,目黒区,中根,２-２－１３

１５２-８５０３ 光明理化学工業 (株),東京都,目黒区,中央町,１-８－２４

１５２-８５２５ 敷島製パン (株) 東京事業部,東京都,目黒区,目黒本町,２-１－１２

１５２-８５４１ 泰榮商工 (株),東京都,目黒区,碑文谷,３-１８－９

１５２-８５６１ 大和証券 (株) 自由が丘支店,東京都,目黒区,自由が丘,２-１２－１５

１５２-８５５８ 東京医療保健大学 東が丘看護学部,東京都,目黒区,東が丘,２００２/５/２３

１５２-８５５０ 東京工業大学,東京都,目黒区,大岡山,２-１２－１

１５２-８５５２ 東京工業大学 工学部,東京都,目黒区,大岡山,２-１２－１

１５２-８５５１ 東京工業大学 理学部,東京都,目黒区,大岡山,２-１２－１

１５２-８５２７ 東京地方裁判所 民事執行センター,東京都,目黒区,目黒本町,２-２６－１４

１５２-８５３５ 東京物産 (株),東京都,目黒区,南,２-１４－１０

１５２-８５２１ 東京法務局 目黒出張所,東京都,目黒区,目黒本町,１-１６－１７

１５２-８９０２ 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター,東京都,目黒区,東が丘,２-５－１

１５２-８６２１ 独立行政法人 国立病院機構本部,東京都,目黒区,東が丘,２-５－２１

１５２-８９０７ ニッカン工業 (株),東京都,目黒区,大岡山,１-３５－２２

１５２-８９１０ 日本オンライン整備 (株),東京都,目黒区,中根,１-７－２３

１５２-８５３１ プリマハム (株),東京都,目黒区,南,３-１３－４

１５２-８５２０ 本多通信工業 (株),東京都,目黒区,目黒本町,６-１８－１２

１５２-８５１０ 前澤給装工業 (株),東京都,目黒区,鷹番,２-１４番４号

１５２-８９１３ 六桜商事 (株),東京都,目黒区,目黒本町,２-９－８

１５３-８５０３ (財） 日本国際教育支援協会,東京都,目黒区,駒場,４-５－２９

１５３-８５２３ あおば生命 (株),東京都,目黒区,青葉台,３-６－３０

１５３-８５７１ アベイズム (株),東京都,目黒区,上目黒,４-３０－１２

１５３-８６６６ 一般(財) ヤマハ音楽振興会,東京都,目黒区,下目黒,３-２４番２２号

１５３-８６５５ 伊藤忠エネクス (株),東京都,目黒区,目黒,１-２４－１２

１５３-８５８７ 伊藤ハム (株),東京都,目黒区,三田,１-６－２１

１５３-８５３０ エトー (株),東京都,目黒区,青葉台,１-２２－１０

１５３-８５８０ (株) 三田ホールディング ウェスティンホテル東京,東京都,目黒区,三田,１-４－１

１５３-８５６７ (株) リアルロックス,東京都,目黒区,東山,３-２０－２０

１５３-８６３５ (株) アートコーヒー,東京都,目黒区,中目黒,１-８－３

１５３-８５６０ (株) イワセ・エスタ,東京都,目黒区,五本木,１-８－３

１５３-８５１２ (株) ヴァンテック,東京都,目黒区,大橋,１-６－３

１５３-８５６５ (株) カイタックインターナショナル,東京都,目黒区,東山,１-８－１４



１５３-８５０４ (株) 紀伊國屋書店,東京都,目黒区,下目黒,３-７番１０号

１５４-８７０３ (株) グローバル,東京都,目黒区,下目黒,１-６－６（

１５３-８６５３ (株) コミューチュア 東京支店,東京都,目黒区,目黒,１-１－６

１５３-８５４１ (株) ＣＣＣメディアハウス,東京都,目黒区,目黒,１－２４－１２

１５３-８５２０ (株) ジェディックス,東京都,目黒区,青葉台,２-１－４

１５３-８５３１ (株) ジャパンライフデザインシステムズ,東京都,目黒区,青葉台,４-４－５

１５３-８５２１ (株) ジュンアシダ,東京都,目黒区,青葉台,１-３－３

１５３-８６８８ (株) スクウェア,東京都,目黒区,下目黒,１-８－１

１５３-８５２５ (株) 聖林公司,東京都,目黒区,青葉台,１-１３－６

１５３-８６７０ (株) ディスクガレージ,東京都,目黒区,下目黒,２-１９－３

１５３-８５７７ (株) 東急ストア,東京都,目黒区,上目黒,１-２１－１２

１５３-８６５２ (株) 日本ホールマーク,東京都,目黒区,目黒,３-９－１

１５３-８５４５ (株) ネコ・パブリッシング,東京都,目黒区,下目黒,２－２３－１８

１５３-８５８９ (株) 阪急交通社,東京都,目黒区,青葉台,３-６－２８

１５３-８５４３ (株) 阪急トラベルサポート,東京都,目黒区,青葉台,３-６－３０

１５３-８５５５ (株) パスコ 東京支社,東京都,目黒区,東山,２-１３－５

１５３-８６１０ (株) ビギ,東京都,目黒区,青葉台,２００２/１/４

１５３-８５３６ (株) ピー・エックス,東京都,目黒区,青葉台,２００２/１/４

１５３-８６２０ (株) ホットスタッフ・プロモーション,東京都,目黒区,上目黒,５-２６－２１

１５３-８６６０ (株) ホリプロ,東京都,目黒区,下目黒,１-２－５

１５３-８９１３ (株) ホワイ,東京都,目黒区,青葉台,４-６－２０

１５３-８９０６ (株) メルローズ,東京都,目黒区,青葉台,２-１８－１

１５３-８９２５ (株) リテイルネットワークス,東京都,目黒区,上目黒,２-１番

１５３-８６３８ (株) ルック,東京都,目黒区,中目黒,２-７－７

１５３-８９３０ 雅叙園観光 (株),東京都,目黒区,下目黒,１-８－１

１５３-８６２２ 学校法人 東京音楽大学,東京都,目黒区,上目黒,１-９番１号

１５３-８５０８ 学校法人 日本工業大学,東京都,目黒区,駒場,１-３５－３２

１５３-８６３１ 学校法人 目黒学院,東京都,目黒区,中目黒,１-１－５０

１５３-８９３３ 航空自衛隊目黒基地 幹部学校,東京都,目黒区,中目黒,２-２－１

１５３-８９３４ 国家公務員共済組合連合会総合病院東京共済病院,

１５３-８９３４ 東京都,目黒区,中目黒,２-３－８

１５３-８９２３ サクサ (株),東京都,目黒区,下目黒,２-２－３

１５３-８６７７ さわやか信用金庫,東京都,目黒区,下目黒,２-２１－２１

１５３-８５２２ (財) 日本地図センター,東京都,目黒区,青葉台,４-９－６

１５３-８５１６ 社会福祉法人 愛隣会,東京都,目黒区,大橋,２-１９－１

１５３-８５８５ 社団法人 目黒法人会,東京都,目黒区,中町,２-４３－１７

１５３-８６５０ 新光商事 (株),東京都,目黒区,目黒,１-１－５

１５３-８５５２ 自衛隊中央病院 高等看護学院,東京都,目黒区,東山,２-２６－１

１５３-８６６８ ジプロ (株),東京都,目黒区,下目黒,１-１－３

１５３-８６３６ スタンレー電気 (株),東京都,目黒区,中目黒,２-９－１３

１５３-８６４０ 全国酒販会館,東京都,目黒区,中目黒,２-１－２７

１５３-８５８１ 総合病院 厚生中央病院,東京都,目黒区,三田,１-１１－７

１５３-８５５８ 太陽工業(株),東京都,目黒区,東山,３-１６－１９

１５３-８５５１ 田中興産 (株) 絵里奈事業部,東京都,目黒区,東山,３-５－２

１５３-８５０１ 大学入試センター,東京都,目黒区,駒場,２-１９－２３

１５３-８６７１ 大東通信機 (株),東京都,目黒区,下目黒,２-１７－７

１５３-８５４０ チャコット (株),東京都,目黒区,青葉台,３-１８－３

１５３-８５８６ 中央化学産業 (株),東京都,目黒区,中町,２-５－２

１５３-８５１８ 東急バス (株),東京都,目黒区,東山,２００３/８/１

１５３-８５０５ 東京大学生産技術研究所,東京都,目黒区,駒場,４-６－１

１５３-８９０４ 東京大学先端科学技術研究センター,東京都,目黒区,駒場,４-６－１

１５３-８９１４ 東京大学大学院 数理科学研究科,東京都,目黒区,駒場,３-８－１

１５３-８９０２ 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部,東京都,目黒区,駒場,３-８－１

１５３-８５８２ 東京都 水道局 目黒営業所,東京都,目黒区,中町,２-４３－１８

１５３-８９３９ 東京都教育相談センター,東京都,目黒区,目黒,１-１－１４

１５３-８９３７ 東京都目黒都税事務所,東京都,目黒区,上目黒,２－１９－１５

１５３-８９１１ 東京富士 (株),東京都,目黒区,青葉台,３-５－５

１５３-８５１５ 東邦大学医療センター 大橋病院,東京都,目黒区,大橋,２－２２－３６

１５３-８５５０ トップツアー (株),東京都,目黒区,東山,３-８－１

１５３-８５５３ ニッポンレンタカーアーバンネット (株) 東京ディビジョン,

１５３-８５５３ 東京都,目黒区,東山,１-２－７

１５３-８５３９ 日本航空電子工業 (株),東京都,目黒区,青葉台,３-１－１９

１５３-８６５４ パイオニア (株),東京都,目黒区,目黒,１-４－１

１５３-８６６５ パイオニア (株) ＰＡＸビル,東京都,目黒区,下目黒,１-７－１

１５３-８６８７ パナソニックコミュニケーションズ (株),東京都,目黒区,下目黒,２-３－８

１５３-８５５４ ビーシーアイ (株),東京都,目黒区,下目黒,１-６－２０

１５３-８６３０ 防衛省 技術研究本部 艦艇装備研究所,東京都,目黒区,中目黒,２-２－１

１５３-８６０１ 三井住友信託銀行 (株),東京都,目黒区,下目黒,６-１番２１号

１５３-８６６２ ミネベア (株),東京都,目黒区,下目黒,１-８－１アルコタワー

１５３-８６６９ 目黒雅叙園,東京都,目黒区,下目黒,１-８－１

１５３-８５７３ 目黒区役所,東京都,目黒区,上目黒,２-１９－１５

１５３-８９３６ 目黒信用金庫,東京都,目黒区,中目黒,３-１－３０

１５３-８６３３ 目黒税務署,東京都,目黒区,中目黒,５-２７－１６

１５３-８９２７ メルク (株),東京都,目黒区,下目黒,１-８－１

１５３-８５２６ メルク製薬 (株),東京都,目黒区,下目黒,１-８－１

１５３-８６５７ 森永乳業 (株) 管理センター,東京都,目黒区,目黒,２００４/４/２２

１５３-８５１０ やまう (株),東京都,目黒区,大橋,１-６－８

１５３-８５７８ ユニリーバ・ジャパン ホールディングス (株),東京都,目黒区,上目黒,２-１－１

１５３-８５０２ りそな決済サービス (株） 支払業務センター,東京都,目黒区,目黒,２-１３－１８

１５３-８５０６ りそな決済サービス (株) 業務センター,東京都,目黒区,目黒,２-１３－１８

１５３-８５５６ りそな決済サービス (株） 代金回収センター（公文）,東京都,目黒区,目黒,２-１３－１８

１４３-８５０９ アマゾン大田フルフィルメントセンター,東京都,大田区,平和島,２－１－１

１４３-８５１１ 池伝 (株),東京都,大田区,平和島,５-５－１３

１４３-８５０５ 医療法人財団 仁医会 牧田総合病院,東京都,大田区,大森北,１-３４－６

１４３-８５６５ 大森税務署,東京都,大田区,中央,７-４－１８

１４３-８５７０ (株) 浅井,東京都,大田区,平和島,５-８－２３

１４３-８５２１ (株) ヴァレオジャパン,東京都,大田区,大森西,５-２８番６号

１４３-８５３０ (株) エヌ・ティ・ティ・ロジスコ,東京都,大田区,平和島,１-１番２号



１４３-８５３０ (株) エヌ・ティ・ティ・ロジスコインフォメーションサービス,

１４３-８５３０ 東京都,大田区,平和島,１-１番２号

１４３-８５３０ (株) エヌ・ティ・ティ・ロジスコサービス,東京都,大田区,平和島,１-１番２号

１４３-８５８５ (株) ＮＴＴ東日本－東京 営業部業務推進部門 公衆電話サービスセンタテレカ充当担当,

１４３-８５８５ 東京都,大田区,大森北,１－１８－８ＮＴＴ大森ビル２階

１４３-８５０７ (株) ケツト科学研究所,東京都,大田区,南馬込,１-８－１

１４３-８５３８ (株) ジーネット 東京支社,東京都,大田区,平和島,３-１－７

１４３-８５８０ (株) ディスコ 本社,東京都,大田区,大森北,２-１３－１１

１４３-８５５８ (株) 電業社機械製作所,東京都,大田区,大森北,１-５－１

１４３-８５３３ (株) トミタ,東京都,大田区,大森中,１-１８－１６

１４３-８５２０ (株) ニシベ計器製造所,東京都,大田区,大森西,１-１６－５

１４３-８５６７ (株) ベンカン・ジャパン,東京都,大田区,山王,２-５番１３号

１４３-８５３５ (株) 増田製作所,東京都,大田区,昭和島,１-６－３１

１４３-８５０８ (株) メリーチョコレートカムパニー,東京都,大田区,大森西,７-１－１４

１４３-８５０４ (株) ヤマダコーポレーション,東京都,大田区,南馬込,１-１－３

１４３-８５６８ (株) ユニックス,東京都,大田区,城南島,２-２－２

１４３-８５５５ (株) リコー 大森事務所,東京都,大田区,中馬込,１-３－６

１４３-８５４０ 学校法人 東邦大学,東京都,大田区,大森西,５-２１－１６

１４３-８５２８ 共栄工業 (株),東京都,大田区,大森北,１-１８－２

１４３-８５６０ サンワテクノス (株),東京都,大田区,山王,４-１４－３

１４３-８５３９ テクニカル電子 (株),東京都,大田区,大森西,１-９－１２

１４３-８５１４ 東京海上日動ファイナンス (株),東京都,大田区,大森北,１-５－１

１４３-８５０２ 東京海上日動ファイナンス (株) カード事業部,東京都,大田区,大森北,１-５番１号

１４３-８５５２ 東京都水道局 大田営業所,東京都,大田区,大森本町,１-７－１０

１４３-８５４１ 東邦大学 医療センター 大森病院,東京都,大田区,大森西,６-１１－１

１４３-８５４４ 長野計器 (株),東京都,大田区,東馬込,１-３０－４

１４３-８５５０ 日外アソシエーツ (株),東京都,大田区,大森北,１-２３－８

１４３-８５３１ フコク物産 (株),東京都,大田区,大森西,２-３２－７

１４３-８５１５ 山一電機 (株),東京都,大田区,中馬込,３-２８－７

１４３-８５２５ ヤマトシステム開発 (株) 新東京ロジシスセンター,東京都,大田区,平和島,３－６－１

１４３-８５１３ リコーロジスティクス (株) 物流センター城南島,東京都,大田区,城南島,２００７/２/３

１４３-８５５７ 立正大学付属立正中学校・高等学校,東京都,大田区,西馬込,２００１/５/１

１４４-８６１１ イーター電機工業 (株),東京都,大田区,本羽田,２-１６－１０

１４４-８５７７ 石川島建機 (株) 東京本部,東京都,大田区,西蒲田,８-４－４

１４４-８５５０ 五十鈴 (株),東京都,大田区,仲六郷,４-３２－５

１４４-８６７７ 荏原テクノサーブ (株),東京都,大田区,羽田,５-１－１３

１４４-８６２３ 大田区教育委員会,東京都,大田区,蒲田,５-３７番１号

１４４-８６２２ 大田区役所,東京都,大田区,蒲田,５-１３－１４

１４４-８６２１ 大田区役所,東京都,大田区,蒲田,５-１３－１４

１４４-８５８０ 大田区立新蒲田福祉センター,東京都,大田区,新蒲田,１-１８－２３

１４４-８５３１ (株) セガ,東京都,大田区,羽田,１-２－１２

１４４-８５３２ (株) セガ,東京都,大田区,東糀谷,２-１２－１４

１４４-８６０２ (株) エヌエス商事,東京都,大田区,蒲田,５-４５－９

１４４-８５１０ (株) 荏原製作所,東京都,大田区,羽田旭町,１１－１

１４４-８５２２ (株) 加登屋,東京都,大田区,蒲田,５-２６－８

１４４-８５０５ (株) 巴商会,東京都,大田区,蒲田本町,１-２番５号

１４４-８５１６ (株) 丸昌,東京都,大田区,西蒲田,７-５０－１１

１４４-８６６６ (株) メガネドラッグ,東京都,大田区,蒲田,５－１５－８

１４４-８６５６ 蒲田ゴム (株),東京都,大田区,東蒲田,２-２９－１５

１４４-８５４４ 蒲田女子高等学校,東京都,大田区,本羽田,１-４番１号

１４４-８５４４ 蒲田保育専門学校,東京都,大田区,本羽田,１-４番１号

１４４-８５４４ 蒲田保育専門学校附属幼稚園,東京都,大田区,本羽田,１-４番１号

１４４-８６５０ 学校法人 片柳学園,東京都,大田区,西蒲田,５－２３－２２

１４４-８６５５ 学校法人 片柳学園 日本工学院専門学校,東京都,大田区,西蒲田,５-２３－２２

１４４-８５７５ 全日本空輸 (株) 国際旅客ターミナル,東京都,大田区,羽田空港,２００２/６/５

１４４-８５１５ 全日本空輸 (株) 羽田空港 第１ターミナル,東京都,大田区,羽田空港,３-３－２

１４４-８５２５ 全日本空輸 (株) 羽田空港 第２ターミナル,東京都,大田区,羽田空港,３-４－２

１４４-８６７８ ソレキア (株),東京都,大田区,西蒲田,８-３－３

１４４-８６２６ ソレキア (株),東京都,大田区,西蒲田,８-１６番６号

１４４-８６６１ 大一商事 (株),東京都,大田区,西蒲田,７-２５－７

１４４-８５５１ 東京計器 (株),東京都,大田区,南蒲田,２-１６番４６号

１４４-８５３５ 東京工科大学,東京都,大田区,西蒲田,５－２３－２２

１４４-８５３６ 東京工科大学附属日本語学校,東京都,大田区,西蒲田,５－２３－２２

１４４-８５１１ 東京都大田都税事務所,東京都,大田区,西蒲田,７-１１－１

１４４-８５３３ 東京都立 つばさ総合高等学校,東京都,大田区,本羽田,３-１１－５

１４４-８５０６ 東京都立六郷工科高等学校,東京都,大田区,東六郷,２-１８－２

１４４-８５７０ 東京南部法律事務所,東京都,大田区,蒲田,５-１５－８

１４４-８５１３ 日本調理機 (株),東京都,大田区,東六郷,３－１５－８

１４４-８５５５ 日本防蝕工業 (株),東京都,大田区,南蒲田,１-２１－１２

１４４-８５８８ 富士通 (株) 情報処理システムラボラトリ,東京都,大田区,新蒲田,１-１７－２５

１４４-８５８１ 山一電機 (株),東京都,大田区,南蒲田,２－１６－２

１４４-８５６６ 山一電機 (株),東京都,大田区,南蒲田,２－１６－２

１４４-８６６０ ユザワヤ商事 (株),東京都,大田区,西蒲田,８-３－１４

１４５-８５０１ アルプス電気 (株),東京都,大田区,雪谷大塚町,１-７

１４５-８５５８ (株) メディカルカラー現像所,東京都,大田区,上池台,３-３７－８

１４５-８５３３ 銀座マギー,東京都,大田区,田園調布,１-３３－１

１４５-８５６６ 斉藤税務会計事務所,東京都,大田区,南雪谷,２-２０－３

１４５-８５１５ 昭和大学 歯科病院,東京都,大田区,北千束,２-１－１

１４５-８５１１ 天象短歌会,東京都,大田区,南千束,３-８－６

１４５-８５２３ 東京日産モーター (株),東京都,大田区,東雪谷,２-１－１６

１４５-８５０６ 雪谷税務署,東京都,大田区,雪谷大塚町,４－１２

１４６-８５０５ 旭計器 (株),東京都,大田区,矢口,２-３３－６

１４６-８５７６ 池上 本門寺,東京都,大田区,池上,１-１－１

１４６-８５６７ 池上通信機 (株),東京都,大田区,池上,５-６－１６

１４６-８５３１ 医療法人 社団松和会 池上総合病院,東京都,大田区,池上,６-１－１９

１４６-８５４３ (株) 稲葉製作所,東京都,大田区,矢口,２-５－２５

１４６-８５１１ (株) 小野測器,東京都,大田区,矢口,１-２７－４

１４６-８５２２ (株) 桂川精螺製作所,東京都,大田区,矢口,３-２４－１



１４６-８５７７ (株) 金羊社,東京都,大田区,鵜の木,２-８－４

１４６-８５８５ (株) 三桂製作所,東京都,大田区,下丸子,４-２１－１

１４６-８６０１ (株) ＴＫＲ,東京都,大田区,多摩川,２-１９－３

１４６-８５８０ (株) 寺岡精工,東京都,大田区,久が原,５-１３－１２

１４６-８６５６ (株) ナムコ,東京都,大田区,多摩川,２-８－５

１４６-８６２０ (株) 白洋舎 東京支店,東京都,大田区,下丸子,２-１１－１

１４６-８６５５ (株) バンダイナムコゲームス,東京都,大田区,矢口,２-１－２１

１４６-８５１２ キヤノン (株） 本社別館１．２,東京都,大田区,下丸子,２-９－４

１４６-８５０１ キヤノン (株),東京都,大田区,下丸子,３-３０－２

１４６-８５０３ キヤノン健康保険組合,東京都,大田区,下丸子,３－３０－２

１４６-８６３１ 篠田商事 (株),東京都,大田区,池上,７-１７－２３

１４６-８５４４ 宗教法人 日蓮宗宗務院,東京都,大田区,池上,１-３２－１５

１４６-８６６６ 太産工業 (株),東京都,大田区,池上,５-２３－１３

１４６-８６６８ 大宏電機 (株),東京都,大田区,矢口,３-７－３

１４６-８６１０ 東京電力パワーグリッド (株) 品川支社 大田事務所,東

１４６-８６１０ 京都,大田区,池上,５-１２－１７

１４６-８６２３ 日産部品東京神奈川販売 (株),東京都,大田区,千鳥,２-３９－２８

１４６-８５８８ 日体荏原高等学校,東京都,大田区,池上,８-２６－１

１４６-８５５５ 日東工器 (株),東京都,大田区,仲池上,２-９－４

１４６-８６７７ 日本オートマチックマシン,東京都,大田区,下丸子,３-２８－４

１４６-８５５１ 日本電熱計器 (株),東京都,大田区,下丸子,２-２７－１

１４６-８６５０ 日本プリメックス (株）,東京都,大田区,鵜の木,１-５－１２

１４６-８５４０ 松下電工制御テクノ (株),東京都,大田区,千鳥,２-９ー１８

１４６-８５５８ 三井精機工業 (株),東京都,大田区,下丸子,２-１３－１

１４６-８５１０ ユシロ化学工業 (株),東京都,大田区,千鳥,２-３４－１６

１４６-８５１５ 理化工業 (株),東京都,大田区,久が原,５-１６－６

１５４-８５３６ (株） ニューズヴァリュー,東京都,世田谷区,上馬,３-１５－２１

１５４-８５８５ いであ (株),東京都,世田谷区,駒沢,３-１５－１

１５４-８５６７ エディー・バウアー・ジャパン (株),東京都,世田谷区,若林,１-１８－１０

１５４-８５３９ エム・シー・エム・ジャパン (株）,東京都,世田谷区,三軒茶屋,２-１１－２２

１５４-８５５１ オットージャパン (株),東京都,世田谷区,若林,１-１８－１０

１５４-８５１０ (株) エヌ・ユー・エス,東京都,世田谷区,桜新町,２-１９番５号

１５４-８５１６ (株) グレイスファミリー,東京都,世田谷区,三軒茶屋,２-１１－２４

１５４-８５５２ (株) コア,東京都,世田谷区,三軒茶屋,１-２２－３

１５４-８５０９ (株) コスミック出版,東京都,世田谷区,下馬,６－１５－４

１５４-８５８２ (株) テック・インデックス,東京都,世田谷区,三軒茶屋,２-１１－２２

１５４-８５８０ (株) 東京特殊印刷工業,東京都,世田谷区,桜新町,２-５－５

１５４-８５０３ (株） 東京メガネ,東京都,世田谷区,若林,１-２０－１１

１５４-８５４４ 学校法人 食糧学院,東京都,世田谷区,池尻,２-２３－１１

１５４-８５２１ 旭日電気工業 (株）,東京都,世田谷区,新町,１-２１－１２

１５４-８５４５ 公益(財) プラン・インターナショナル・ジャパン,

１５４-８５４５ 東京都,世田谷区,三軒茶屋,２-１１－２２

１５４-８５１５ 国士舘大学,東京都,世田谷区,世田谷,４-２８－１

１５４-８５５３ 国士舘中学校・高等学校,東京都,世田谷区,若林,４-３２－１

１５４-８５３０ 国土情報開発 (株),東京都,世田谷区,池尻,２-７－３

１５４-８５２５ 駒澤大学,東京都,世田谷区,駒沢,１-２３－１

１５４-８５０６ 昭和オプトロニクス (株),東京都,世田谷区,新町,３-５－３

１５４-８５３３ 昭和女子大学,東京都,世田谷区,太子堂,１-７－５７

１５４-８５７１ 昭和女子大学 オープンカレッジ,東京都,世田谷区,太子堂,１-７

１５４-８５３２ 自衛隊中央病院,東京都,世田谷区,池尻,１-２－２４

１５４-８５５４ 世田谷区役所,東京都,世田谷区,世田谷,４-２１－２７

１５４-８５０４ 世田谷区役所,東京都,世田谷区,世田谷,４-２１－２７

１５４-８５５５ 世田谷社会保険事務所,東京都,世田谷区,世田谷,１-３０－１２

１５４-８５８１ 世田谷信用金庫,東京都,世田谷区,世田谷,１-２３－３

１５４-８５２３ 世田谷税務署,東京都,世田谷区,若林,４-２２－１４

１５４-８５６５ セントラル工商 (株),東京都,世田谷区,三宿,２-１４－１１

１５４-８５７０ チャコット (株) 営業センター,東京都,世田谷区,池尻,３-３０－１２

１５４-８５６８ 東京医療保健大学,東京都,世田谷区,世田谷,３-１１－３

１５４-８５４３ 東京電力 世田谷支社,東京都,世田谷区,新町,３-１－３

１５４-８７３２ 東京都水道局 世田谷東営業所,東京都,世田谷区,太子堂,１-１３－１３

１５４-８５７７ 東京都世田谷都税事務所,東京都,世田谷区,若林,４－２２－１３

１５４-８５１１ 防衛省 技術研究本部電子装備研究所,

１５４-８５１１ 東京都,世田谷区,池尻,１-２－２４

１５４-８５０５ 丸幸製茶販売 (株）,東京都,世田谷区,若林,１-１８－１３

１５４-８５２０ 三菱電機システムサービス (株),東京都,世田谷区,太子堂,４-１－１

１５４-８５６０ 武藤工業 (株),東京都,世田谷区,池尻,３-１－３

１５４-８５６６ 陸上自衛隊衛生学校,東京都,世田谷区,池尻,１-２－２４

１５４-８５８４ ロイヤル (株） 東京本部,東京都,世田谷区,桜新町,１-３４－６

１５５-８６２６ (株） 第二書房,東京都,世田谷区,代沢,５-２－１１

１５５-８６１０ 学校法人 松蔭学園,東京都,世田谷区,北沢,１-１６－１０

１５５-８６６８ 学校法人 成徳学園,東京都,世田谷区,代田,６-１２－３９

１５５-８６３３ 小林製薬工業 (株),東京都,世田谷区,代田,６-６－２５

１５５-８６６３ (財） 秋田県育英会 東京寮,東京都,世田谷区,北沢,１-４１－２２

１５５-８６５５ 東邦薬品 (株),東京都,世田谷区,代沢,５-２－１

１５６-８５１０ (株) 玉川繊維工業所,東京都,世田谷区,松原,３-４０－７

１６３-８６３８ (株) 日商データ・サービス,東京都,世田谷区,桜丘,２-２９－１５

１５６-８６６６ (株) 美好屋商店,東京都,世田谷区,経堂,５-３８－２０

１５６-８５２０ 学校法人 恵泉女学園,東京都,世田谷区,船橋,５-８番１号

１５６-８５０２ 学校法人 東京農業大学,東京都,世田谷区,桜丘,１-１－１

１５６-８５８８ キーウェアソリューションズ (株）,東京都,世田谷区,上北沢,５-３７－１８

１５６-８５５５ 北沢税務署,東京都,世田谷区,松原,６-１３－１０

１５６-８５０６ (財) 東京都医学総合研究所,東京都,世田谷区,上北沢,２００２/１/６

１５６-８５１１ 東京いすゞ自動車 (株),東京都,世田谷区,上北沢,５-１１－１

１５６-８５２２ 東京都水道局 世田谷西営業所,東京都,世田谷区,桜丘,５-５０－１６

１５６-８５０４ 東京農業大学 常磐松学生会館,東京都,世田谷区,桜丘,１-１－１

１５６-８５３３ 日本アイ・ビー・エム・ビズインテック (株),

１５６-８５３３ 東京都,世田谷区,経堂,１-４１－１６

１５７-８５３０ ＮＨＫ 東京事務センター,東京都,世田谷区,砧,２００１/１０/１１



１５７-８５６７ (株） ウテナ,東京都,世田谷区,南烏山,１-１０－２２

１５７-８５０８ (株) 八木橋,東京都,世田谷区,成城,２００２/８/２０

１５７-８５６３ (株) ジャパンハウス,東京都,世田谷区,粕谷,１-１２－１２

１５７-８５４３ (株) ティ・ヴイクラブ,東京都,世田谷区,成城,５－１６－２１

１５７-８５６２ 学校法人 科学技術学園,東京都,世田谷区,成城,１-１１－１

１５７-８５１１ 学校法人 成城学園,東京都,世田谷区,成城,６-１－２０

１５７-８５２２ 学校法人 成城学園 初等学校,東京都,世田谷区,祖師谷,３-５２－３８

１５７-８５６５ 学校法人 二階堂学園,東京都,世田谷区,北烏山,８-１９－１

１５７-８５３５ 国立 成育医療センター,東京都,世田谷区,大蔵,２-１０－１

１５７-８５６６ サクラビア成城 (株） プライムステージ,東京都,世田谷区,成城,８-２２－１

１５７-８５２０ (財) ＮＨＫ放送研修センター,東京都,世田谷区,砧,１-１０－１１

１５７-８５７３ (財) 日本品質保証機構,東京都,世田谷区,砧,１-２１－２５

１５７-８５７５ (社） 友愛十字会,東京都,世田谷区,砧,３-９－１１

１５７-８５５０ (社） 至誠会 第二病院,東京都,世田谷区,上祖師谷,５-１９－１

１５７-８５７７ 昭和大学附属烏山病院,東京都,世田谷区,北烏山,２００６/１１/１１

１５７-８５０１ 世田谷区 砧総合支所,東京都,世田谷区,成城,６-２－１

１５７-８５６１ 東宝 (株） 東宝スタジオ,東京都,世田谷区,成城,１-４－１

１５７-８５２１ 日本書学舘,東京都,世田谷区,砧,４-８－６

１５７-８５７０ 日本大学 商学部,東京都,世田谷区,砧,５-２－１

１５７-８５１０ 日本放送協会 放送技術研究所,東京都,世田谷区,砧,１-１０－１１

１５８-８５４４ 愛国産業 (株),東京都,世田谷区,中町,４-３５－１５

１５８-８５１４ 石橋刷子製造 (株),東京都,世田谷区,用賀,４-５－１６ＴＥビル５Ｆ

１５８-８５８５ 医療法人 社団和乃会小倉病院,東京都,世田谷区,中町,４-２－５

１５８-８６４０ エディトリアルクリッパー,東京都,世田谷区,上用賀,５-５－１０

１５８-８５４３ 岡谷電機産業 (株),東京都,世田谷区,等々力,６-１６－９

１５８-８５２２ (株) アサヒ安全業務社,東京都,世田谷区,用賀,２-３８－１２

１５８-８５７８ (株) オリーブ情報システム,東京都,世田谷区,用賀,２-２８－９

１５８-８６０２ (株) 銀座マギー,東京都,世田谷区,東玉川,２-３７－１１

１５８-８５４９ (株) サクラス,東京都,世田谷区,用賀,２-３１－７イイダアネックス１２Ｆ

１５８-８５７５ (株) サンエー・インターナショナル,東京都,世田谷区,玉川,２－２１－１

１５８-８６６６ (株) 伸商,東京都,世田谷区,玉川台,２-１８－１

１５８-８５２０ (株) ジャレコ,東京都,世田谷区,用賀,２-１９－７

１５８-８７７１ (株) 大正オーディット,東京都,世田谷区,玉川,２－２１－１

１５８-８７０１ (株） 高島屋 玉川店,東京都,世田谷区,玉川,３-１７－１

１５８-８６２８ (株) タカラ 東京本社,東京都,世田谷区,用賀,４-３２－２５

１５８-８５０９ (株) 東急コミュニティー,東京都,世田谷区,用賀,４-１０－１

１５８-８５５１ (株) 本間ゴルフ,東京都,世田谷区,上野毛,４-３５－１０

１５８-８５６７ (株) レアーズ,東京都,世田谷区,用賀,２-２６－４

１５８-８６１１ (株) レリアン,東京都,世田谷区,瀬田,５-３９－２０

１５８-８５７７ 学校法人 駒澤大学高等学校,東京都,世田谷区,上用賀,１-１７－１２

１５８-８５５８ 学校法人 多摩美術大学,東京都,世田谷区,上野毛,３-１５－３４

１５８-８５１２ 学校法人 調布学園,東京都,世田谷区,東玉川,２-２１－８

１５８-８５１１ 学校法人 田園調布雙葉学園,東京都,世田谷区,玉川田園調布,１-２０－９

１５８-８６１０ 京セラミタ (株) 東京Ｒ＆Ｄセンター,東京都,世田谷区,玉川台,２-１４－９

１５８-８５３１ 公立学校共済組合 関東中央病院,東京都,世田谷区,上用賀,６-２５－１

１５８-８５０１ 国立医薬品食品衛生研究所,東京都,世田谷区,上用賀,１-１８－１

１５８-８５１０ (財） 五島美術館,東京都,世田谷区,上野毛,３-９－２５

１５８-８６３１ 産業能率大学,東京都,世田谷区,等々力,６-３９－１５

１５８-８６３０ 産業能率大学,東京都,世田谷区,等々力,６-３９－１５

１５８-８６３２ 産業能率大学,東京都,世田谷区,等々力,６-３９－１５

１５８-８５１３ 昭栄電気工具 (株),東京都,世田谷区,東玉川,２-６－７

１５８-８５３３ シンコー (株),東京都,世田谷区,上野毛,１-７－１１

１５８-８５１８ 新日本気象海洋 (株),東京都,世田谷区,玉川,３-１４－５

１５８-８５０５ ジャガージャパン (株),東京都,世田谷区,尾山台,３-７－２

１５８-８５６１ 世田谷税務署,東京都,世田谷区,用賀,４-１０番１号

１５８-８６１５ タイコヘルスケアジャパン (株),東京都,世田谷区,用賀,４-１０番２号

１５８-８６０１ 玉川税務署,東京都,世田谷区,玉川,２-１－７

１５８-８５０３ 玉川総合支所,東京都,世田谷区,等々力,２００３/４/１

１５８-８５３４ 東急カード (株),東京都,世田谷区,用賀,４－１０－１

１５８-８５３９ 東急ファシリティサービス (株),東京都,世田谷区,用賀,４－１０－２

１５８-８５８０ 東京外かく環状道路調査事務所,東京都,世田谷区,用賀,４-５－１６

１５８-８５５７ 東京都市大学,東京都,世田谷区,玉堤,１-２８－１

１５８-８５８６ 東京都市大学 等々力キャンパス,東京都,世田谷区,等々力,８-９番１８号

１５８-８６２２ 東京都世田谷都税事務所,東京都,世田谷区,玉川,１－２０－１

１５８-８５６６ 東京都立園芸高等学校,東京都,世田谷区,深沢,５-３８－１

１５８-８５０２ 東神開発 (株),東京都,世田谷区,玉川,３-１７－１

１５８-８５１５ 日本年金機構 世田谷年金事務所,東京都,世田谷区,玉川,２－２１－１

１５８-８６３３ 日本オラクル (株),東京都,世田谷区,用賀,４－１０－１ＳＢＳタワー

１５８-８５５０ 日本ジョンソン・アンド・ヒギンズ (株),東京都,世田谷区,用賀,４-１０－１

１５８-８５０８ 日本体育大学,東京都,世田谷区,深沢,７-１－１

１５８-８５２３ 日本中央競馬会 馬事公苑,東京都,世田谷区,上用賀,２-１２－１７

１５８-８５５２ 長谷川病院,東京都,世田谷区,深沢,５-１３－１０

１５８-８５５５ (株) 平野デザイン設計,東京都,世田谷区,深沢,８-１２－７

１５８-８５８８ ファーレン東京 (株),東京都,世田谷区,尾山台,３-７－５

１５８-８５２５ 明星電気 (株),東京都,世田谷区,用賀,２-３２－４

１５０-８３２６ (株） スカイパーフェクト・コミュニケーションズ,東京都,渋谷区,渋谷,２-１５－１

１５０-８５５２ アイア (株),東京都,渋谷区,渋谷,２００１/１/５

１５０-８５５３ アイア (株),東京都,渋谷区,渋谷,１－１－５－８階

１５０-８４８８ あいおいニッセイ同和損害保険 (株),東京都,渋谷区,恵比寿,１-２８－１

１５０-８５２５ 伊藤忠プラスチックス (株),東京都,渋谷区,道玄坂,１-１２－１

１５０-８５０２ 海光電業 (株),東京都,渋谷区,恵比寿南,１-１１－１５

１５０-８５１４ (株) アバハウスインターナショナル,東京都,渋谷区,東,１－２６－２０

１５０-８９４０ (株) キリンビジネスシステム,東京都,渋谷区,広尾,５-６－６

１５０-８５１７ (株) ゴールドウイン,東京都,渋谷区,松濤,２-２０－６

１５０-８３２７ (株) 三共,東京都,渋谷区,渋谷,３-２９－１４

１５０-８５０８ (株) ジェイアール東日本企画,東京都,渋谷区,恵比寿南,１-５－５

１５０-８９３２ (株) ジャックス,東京都,渋谷区,恵比寿,４-１－１８

１５０-８３３０ (株) そごう・西武 西武渋谷店,東京都,渋谷区,宇田川町,１-２１



１５０-８４０９ (株) ダイヤモンド社,東京都,渋谷区,神宮前,６-１２－１７

１５０-８５７５ (株) ティーガイア,東京都,渋谷区,恵比寿,４-１－１

１５０-８５１６ (株) テイチクエンタテインメント,東京都,渋谷区,神宮前,６-２７－８

１５０-８３２５ (株) トイズファクトリー,東京都,渋谷区,渋谷,２-１６－１

１５０-８３１９ (株) 東急百貨店 渋谷東急フードショー,東京都,渋谷区,道玄坂,１－１２－１

１５０-８５０７ (株) 東急文化村,東京都,渋谷区,道玄坂,２-２４－１

１５０-８４４８ (株) トゥモローランド,東京都,渋谷区,恵比寿西,１-３２－１８

１５０-８４１２ (株) ドトールコーヒー,東京都,渋谷区,神南,１-１０－１

１５０-８５８７ (株) 花形商品研究所,東京都,渋谷区,渋谷,３－１０－１渋谷ＭＪビル２Ｆ

１５０-８３７７ (株) パルコ 渋谷店,東京都,渋谷区,宇田川町,１－１５

１５０-８３５０ (株) ＢＭＧジャパン,東京都,渋谷区,渋谷,１-３－９

１５０-８３４３ (株) プラップジャパン,東京都,渋谷区,渋谷,２-１２－１９

１５０-８９５５ (株) ポリスター,東京都,渋谷区,恵比寿南,２-１４－６

１５０-８３３６ (株) マリークヮントコスメチックス,東京都,渋谷区,渋谷,１－７－６

１５０-８５２６ (株) 三越伊勢丹 三越恵比寿店,東京都,渋谷区,恵比寿,４-２０番７号

１５０-８９６７ (株) 三菱東京ＵＦＪ銀行 渋谷支店,東京都,渋谷区,道玄坂,１-３－２

１５０-８５５１ (株) ユース・プラニング センター,東京都,渋谷区,渋谷,１－３

１５０-８４８２ (株) ワニブックス,東京都,渋谷区,恵比寿,４-４－９大黒ビル

１５０-８３６６ 学校法人 青山学院,東京都,渋谷区,渋谷,４-４－２５

１５０-８４４０ 学校法人 國學院大學,東京都,渋谷区,東,４-１０－２８

１５０-８３３８ キユーピー (株),東京都,渋谷区,渋谷,１-４－１３

１５０-８５８５ 協栄産業 (株),東京都,渋谷区,松濤,２-２０－４

１５０-８３０３ 京セラ (株) 東京原宿事業所,東京都,渋谷区,神宮前,６-２７－８

１５０-８３０７ 公益(財) 日本生産性本部,東京都,渋谷区,渋谷,３-１－１

１５０-８３５５ 国際教育交換協議会,東京都,渋谷区,神宮前,５-５３－６７

１５０-８９２５ 国際連合大学,東京都,渋谷区,神宮前,５-５３－７０

１５０-８５２２ サッポロビール (株),東京都,渋谷区,恵比寿,４-２０－１

１５０-８３２８ (財) ＮＨＫサービスセンター,東京都,渋谷区,宇田川町, 1-４１

１５０-８５０３ (財) 東京都防災・建築まちづくりセンター,

１５０-８５０３ 東京都,渋谷区,渋谷,２-１７番５号

１５０-８３６３ (財) ベターホーム協会,東京都,渋谷区,渋谷,１-１５－１２

１５０-８９２３ (財) 母子衛生研究会（母子保健事業団）,

１５０-８９２３ 東京都,渋谷区,神宮前,５-５３－１

１５０-８６７３ 塩野義製薬 (株) 東京支店,東京都,渋谷区,渋谷,２-１７－５

１５０-８３３３ 渋谷税務署,東京都,渋谷区,宇田川町,１－１０

１５０-８５１０ 渋谷ヒカリエ,東京都,渋谷区,渋谷,２-２１番１号

１５０-８５０９ 渋谷ヒカリエ ＳｈｉｎＱｓ,東京都,渋谷区,渋谷,２-２１番１号

１５０-８６７２ 宗教法人 生長の家,東京都,渋谷区,神宮前,１-２３－３０

１５０-８３７３ 商工組合 中央金庫 渋谷支店,東京都,渋谷区,渋谷,２-１７－５

１５０-８３２４ 昭和オートレンタリース (株),東京都,渋谷区,渋谷,２-１２－９

１５０-８５３８ 実践女子大学・実践女子短期大学,東京都,渋谷区,東,１-１番４９号

１５０-８９３８ 聖心女子大学,東京都,渋谷区,広尾,４-３－１

１５０-８５１２ セルリアンタワー,東京都,渋谷区,桜丘町,２６番１号

１５０-８９０２ 第一園芸 (株),東京都,渋谷区,渋谷,１-１－４

１５０-８３４０ 東急建設 (株),東京都,渋谷区,渋谷,１-１６－１４

１５０-８５３３ 東急電鉄 (株),東京都,渋谷区,神泉町,８番１６号

１５０-８５１１ 東京急行電鉄 (株),東京都,渋谷区,南平台町,５－６

１５０-８９１１ 東京自動車サービス健康保険組合,東京都,渋谷区,渋谷,３-１１－１２

１５０-８４０８ 東京スバル (株),東京都,渋谷区,恵比寿,１-２０－８

１５０-８３２２ 東京都 住宅供給公社,東京都,渋谷区,神宮前,５-５３－６７

１５０-８３０６ 東京都渋谷都税事務所,東京都,渋谷区,宇田川町,１－１

１５０-８３８５ 東京都水道局 渋谷営業所,東京都,渋谷区,宇田川町,１-１

１５０-８３０１ 東京法務局 渋谷出張所,東京都,渋谷区,宇田川町,１－１０

１５０-８５３０ トランス・コスモス (株),東京都,渋谷区,渋谷,３-２５－１８

１５０-８５４５ トランスワールドジャパン (株),東京都,渋谷区,渋谷,２-２２－３

１５０-８４３６ ニッセイ電機 (株),東京都,渋谷区,広尾,１-３－１８

１５０-８９３５ 日本赤十字社医療センター,東京都,渋谷区,広尾,４-１－２２

１５０-８５１５ ニッポンレンタカーサービス (株),東京都,渋谷区,神山町,５－５

１５０-８５７７ 日本システムウェア (株),東京都,渋谷区,桜丘町,３１－１

１５０-８３８４ 日本生命保険 相互会社 渋谷総支社,

１５０-８３８４ 東京都,渋谷区,神南,１-２１番１号

１５０-８５０５ 日本たばこ産業 (株),東京都,渋谷区,南平台町,５－１

１５０-８５６７ 日本レストランシステム (株),東京都,渋谷区,猿楽町,１０－１１

１５０-８４０２ バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行 (株),

１５０-８４０２ 東京都,渋谷区,広尾,１-１－３９

１５０-８５５４ 富士重工業 (株),東京都,渋谷区,恵比寿,１－２０－８

１５０-８３６０ ボッシュ (株),東京都,渋谷区,渋谷,３-６－７

１５０-８０１５ 三菱ＵＦＪニコス (株),東京都,渋谷区,道玄坂,１-３－２

１５０-８４５５ ミドリ安全 (株),東京都,渋谷区,広尾,５-４－３

１５０-８５５５ 明和地所 (株),東京都,渋谷区,神泉町,９－６

１５０-８５８８ ＵＦＪニコス (株) 渋谷支店,東京都,渋谷区,渋谷,２-１２－１９

１５０-８５６３ 養命酒製造 (株),東京都,渋谷区,南平台町,１６－２５

１５０-８００１ ＮＨＫ放送センター,東京都,渋谷区,神南,２-２－１

１５０-８０１０ 東京都 渋谷区役所,東京都,渋谷区,宇田川町,１－１

１５０-８０１９ (株) 東急百貨店 本店,東京都,渋谷区,道玄坂,２-２４－１

１５０-８０８１ (株) 日本放送出版協会,東京都,渋谷区,宇田川町, 1-４１

１５０-８６８８ (株) アカデミー出版,東京都,渋谷区,鉢山町,１５－５

１５０-８６７７ 日機装 (株),東京都,渋谷区,恵比寿,３-４３－２（

１５１-８５３０ あいおいニッセイ同和損害保険 (株),

１５１-８５３０ 東京都,渋谷区,代々木,３-２５－３

１５１-８６７５ 赤旗編集局,東京都,渋谷区,千駄ヶ谷,４-２６－７

１５１-８５６３ アボットジャパン (株),東京都,渋谷区,千駄ケ谷,５-２５－５

１５１-８５１０ イトキン (株),東京都,渋谷区,千駄ケ谷,３-１－１

１５１-８５２０ ＮＴＴドコモ 代々木ビル,東京都,渋谷区,千駄ヶ谷,５-２４－３

１５１-８５８３ 小田急サザンタワー,東京都,渋谷区,代々木,２-２－１

１５１-８５４３ カシオ計算機 (株）,東京都,渋谷区,本町,１-６－２

１５１-８６０１ 兼松コミュニケーションズ (株),東京都,渋谷区,代々木,３-２２番７号

１５１-８５５０ (株) 伊藤園,東京都,渋谷区,本町,３－４７－１０



１５１-８５８０ (株) 高島屋 新宿店,東京都,渋谷区,千駄ヶ谷,５-２４－２

１５１-８５０２ (株) 郵愛,東京都,渋谷区,千駄ヶ谷,１－２０－６

１５１-８４０１ (株) アートネイチャー,東京都,渋谷区,代々木,３-４０－７

１５１-８５９２ (株) アインファーマシーズ,東京都,渋谷区,代々木,２-１番５号

１５１-８５６２ (株) アグレックス,東京都,渋谷区,初台,１-４７－１

１５１-８５３６ (株) アトリエサブ,東京都,渋谷区,千駄ケ谷,３-５４－１

１５１-８６７３ (株） いいもの王国,東京都,渋谷区,千駄ヶ谷,３-４－１５

１５１-８５６１ (株) イセキ開発工機,東京都,渋谷区,代々木,４-３１－６

１５１-８５５４ (株） イッセイ ミヤケ,東京都,渋谷区,富ケ谷,１-１２－１０

１５１-８５４９ (株) ウェットウエア,東京都,渋谷区,幡ケ谷,２-６－５

１５１-８５４２ (株) 有働音楽事務所,東京都,渋谷区,千駄ケ谷,３-５３－２

１５１-８５７６ (株) エス・シー・アライアンス,東京都,渋谷区,西原,１-２９－２

１５１-８５３２ (株) エム・エム・エフ,東京都,渋谷区,千駄ケ谷,４-８－１６

１５１-８６７４ (株) カタログハウス,東京都,渋谷区,代々木,２-１２－２

１５１-８５０４ (株） かんそうしん,東京都,渋谷区,代々木,２-４－９

１５１-８５４８ (株) ガーリック事務所,東京都,渋谷区,代々木,５-３８－６

１５１-８５４４ (株) スクウェア・エニックス,東京都,渋谷区,代々木,３-２２－７

１５１-８５１１ (株) ソキア,東京都,渋谷区,富ケ谷,１-１－１

１５１-８５０６ (株) 大京,東京都,渋谷区,千駄ヶ谷,４-２４－１３

１５１-８６７２ (株) 東京書道教育会,東京都,渋谷区,千駄ヶ谷,４-２－１２

１５１-８５４１ (株) 中村屋,東京都,渋谷区,笹塚,１-５０－１

１５１-８５１７ (株) パソナソフトバンク,東京都,渋谷区,代々木,２-１－１

１５１-８５７０ (株) フジタ,東京都,渋谷区,千駄ケ谷,４-２５－２

１５１-８５０３ (株) フジタ 東京支店,東京都,渋谷区,千駄ケ谷,４-２５－２

１５１-８６００ (株) フリップサイド,東京都,渋谷区,上原,３-６－６

１５１-８５８５ (株) ホーメスト,東京都,渋谷区,代々木,２-１１－１７

１５１-８５５９ 学校法人 高宮学園代々木ゼミナール,

１５１-８５５９ 東京都,渋谷区,代々木,２-２５－７

１５１-８６７７ 学校法人 東海大学,東京都,渋谷区,富ヶ谷,２-２８－４

１５１-８５２１ 学校法人 文化学園,東京都,渋谷区,代々木,３-２２－１

１５１-８５６６ グラクソスミスクライン (株),東京都,渋谷区,千駄ケ谷,４-６－１５

１５１-８５９０ コンフェックス (株),東京都,渋谷区,代々木,３-３８－７

１５１-８５８７ 櫻護謨 (株),東京都,渋谷区,笹塚,１－４８－３

１５１-８５５５ (財) 企業経営通信学院,東京都,渋谷区,代々木,１-３８－２

１５１-８５４５ (財) 電気安全環境研究所,東京都,渋谷区,代々木,５-１４－１２

１５１-８５４０ (社） 日本音楽著作権協会,東京都,渋谷区,上原,３-６－１２

１５１-８５３８ 社団法人 日本経営協会,東京都,渋谷区,千駄ケ谷,３-１１－８

１５１-８５１６ 社団法人 日本将棋連盟,東京都,渋谷区,千駄ケ谷,２-３９－９

１５１-８５０５ 社団法人 日本理容美容教育センター,

１５１-８５０５ 東京都,渋谷区,代々木,３-４６－１８

１５１-８５０９ (社） 輿論科学協会,東京都,渋谷区,千駄ケ谷,４-８－６

１５１-８５７８ ＪＲ東日本 (株） 本社,東京都,渋谷区,代々木,２-２－２

１５１-８４０４ ジャパンシステム (株),東京都,渋谷区,代々木,１-２２－１

１５１-８０７０ 積水ハウス (株),東京都,渋谷区,代々木,２-１－１

１５１-８５３１ 全国労働者 共済生活 共同組合 再共済連合会,

１５１-８５３１ 東京都,渋谷区,代々木,２-１２－１０

１５１-８５７１ 全国労働者 共済生活 協同組合連合会,

１５１-８５７１ 東京都,渋谷区,代々木,２-１２－１０

１５１-８５１８ テイーポール (株),東京都,渋谷区,代々木,２-１－１

１５１-８５６５ 帝国石油 (株）,東京都,渋谷区,幡ケ谷,１-３１－１０

１５１-８５３４ 鉄道情報システム (株) 本社,東京都,渋谷区,代々木,２-２－２

１５１-８５８４ テルモ (株）,東京都,渋谷区,幡ケ谷,２-４４－１

１５１-８５１９ トータルライフサービス (株),東京都,渋谷区,代々木,３-３８－７

１５１-８５５２ 東京興産 (株)／東興管理 (株),東京都,渋谷区,代々木,１-６０－１１

１５１-８５６８ 東京税理士会,東京都,渋谷区,千駄ケ谷,５-１０－６

１５１-８５５８ 独立行政法人 国際協力機構,東京都,渋谷区,代々木,２-１－１

１５１-８５３５ ニッタン (株),東京都,渋谷区,笹塚,１-５４番５号

１５１-８５３７ 日本製粉 (株),東京都,渋谷区,千駄ケ谷,５-２７－５

１５１-８５９１ 日本郵政グループ労働者共済生活協同組合,

１５１-８５９１ 東京都,渋谷区,千駄ヶ谷,１－２０－６

１５１-８６７１ 日本園芸協会,東京都,渋谷区,初台,１-２５－７

１５１-８５８２ 日本瓦斯 (株),東京都,渋谷区,代々木,４－３１－８

１５１-８５８６ 日本共産党 中央委員会,東京都,渋谷区,千駄ケ谷,４-２６－７

１５１-８５２５ 日本交通公社教育旅行 東京西支店,東京都,渋谷区,初台,１-４６－３

１５１-８５６９ 日本電波工業 (株) 本社事務所,東京都,渋谷区,笹塚,１-４７番１号

１５１-８５７２ 日本ロレアル (株）,東京都,渋谷区,代々木,１-２０－２ロ

１５１-８５７３ 日本ロレアル (株）,東京都,渋谷区,代々木,１-２１－１０

１５１-８５２８ 東日本旅客鉄道 (株) ＪＲ東京総合病院,

１５１-８５２８ 東京都,渋谷区,代々木,２-１－３

１５１-８５２９ 文化学園服飾博物館,東京都,渋谷区,代々木,３-２２－１

１５１-８５２４ 文化出版局,東京都,渋谷区,代々木,３-２２－７

１５１-８６７６ 文化書道学会,東京都,渋谷区,幡ヶ谷,１-３０－１４

１５１-８５２３ 文化女子大学,東京都,渋谷区,代々木,３-２２－１

１５１-８５４７ 文化ファッション大学院大学,東京都,渋谷区,代々木,３-２２－１

１５１-８５２２ 文化服装学院,東京都,渋谷区,代々木,３-２２－１

１５１-８５３３ マイクロソフト (株),東京都,渋谷区,笹塚,１-５０－１

１５１-８５２７ マクセル (株),東京都,渋谷区,元代々木町,３０－１３

１５１-８６５３ マニュライフ生命保険 (株),東京都,渋谷区,笹塚,２－２６－２

１５１-８６５１ マニュライフ生命保険 (株),東京都,渋谷区,笹塚,１－４７－１

１５１-８６５２ マニュライフ生命保険 (株),東京都,渋谷区,笹塚,２－２６－２

１５１-８５０７ 明星食品 (株),東京都,渋谷区,千駄ケ谷,３-５０－１１

１５１-８５７４ 山野医療専門学校,東京都,渋谷区,代々木,１-５３－１

１５１-８５３９ 山野美容専門学校,東京都,渋谷区,代々木,１-５３－１

１５１-８５７７ 有限会社 ヨシムラエンタープライズ,

１５１-８５７７ 東京都,渋谷区,幡ケ谷,２-１－１０－１０１

１５１-８５６７ ＹＫＴ (株),東京都,渋谷区,代々木,４－３１－６西新宿松屋ビル７階

１６３-８０８２ (株) フジサンケイリビングサービス,東京都,中野区,本町,２-４６－２

１６３-８０８０ (株) フジサンケイリビングサービス,東京都,中野区,本町,２-４６－２



１６３-８０８１ (株) フジサンケイリビングサービス,東京都,中野区,本町,２-４６－２

１６４-８５８８ アーク・インターナショナル (株),東京都,中野区,中野,５-５－１１

１６４-８６４２ 入一通信工業 (株),東京都,中野区,中野,４-１５－９

１６４-８７２５ ＮＴＴ クオリス (株）,東京都,中野区,本町,１-３２－２

１６４-８６１６ (株) ケンコー・トキナー,東京都,中野区,中野,５－６８－１０

１６４-８５６７ (株) アポロ社,東京都,中野区,東中野,３-１２－２

１６４-８５０４ (株) インターコミュニケーションズ,東京都,中野区,本町,１-３２－４

１６４-８６０１ (株) エイト日本技術開発,東京都,中野区,本町,５-３３番１１号

１６４-８５０５ (株) ＳＣＣ,東京都,中野区,中野,５-６２－１

１６４-８６１１ (株) カーメイト,東京都,中野区,弥生町,３-３５－１３

１６４-８６４４ (株) ジャパン イマジネーション,東京都,中野区,弥生町,１-１０番１号

１６４-８５１２ (株) 中野サンプラザ,東京都,中野区,中野,４-１－１

１６４-８７０５ (株) 日本ヴォーグ社,東京都,中野区,弥生町,２００５/６/１１

１６４-８７０１ (株) 丸井,東京都,中野区,中野,４-３－２

１６４-８６２０ (株) 矢野経済研究所,東京都,中野区,本町,２-４６－２

１６４-８５８５ 学校法人 窪田学園 窪田理容美容専門学校,

１６４-８５８５ 東京都,中野区,中野,４-１１－１

１６４-８６７８ 学校法人 東京工芸大学,東京都,中野区,本町,２-９－５

１６４-８６３８ 学校法人 新渡戸文化学園,東京都,中野区,本町,６-３８番１号

１６４-８５２５ 学校法人 明治大学 中野キャンパス,東京都,中野区,中野,４-２１番１号

１６４-８５５０ 学校法人 森谷学園,東京都,中野区,東中野,３-１８－１１

１６４-８６５０ 鉱研工業 (株),東京都,中野区,中央,１-２９－１５

１６４-８５０３ 三協立山 (株),東京都,中野区,中央,１-３８番１号

１６４-８５２２ 三和電気工業 (株),東京都,中野区,中野,４-１５－９

１６４-８５４０ 全国健康保険協会 東京支部,東京都,中野区,中野,４－１０－２

１６４-８６０８ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),東京都,中野区,中野,４－１０－２

１６４-８５３０ 帝京平成大学 中野キャンパス,東京都,中野区,中野,４-２１番２号

１６４-８５４１ 東京警察病院,東京都,中野区,中野,４-２２－１

１６４-８５０１ 中野区役所,東京都,中野区,中野,４-８－１

１６４-８６８６ 日商簿記専門学校（日商クリエーション）,東京都,中野区,中野,２-１４－２２

１６４-８６６６ 日本アルミット (株),東京都,中野区,弥生町,２-１４－２

１６４-８５７０ 日本無線 (株),東京都,中野区,中野,４-１０番１号

１６４-８６８２ 富士ゼロックスサービスクリエイティブ (株),東京都,中野区,本町,２-４６－１

１６４-８５４５ ＨＯＹＡ (株),東京都,中野区,中野,４-１０番２号

１６４-８５５５ 三井情報 (株),東京都,中野区,東中野,２-７番１４号

１６４-８６１７ 立正佼成会附属佼成病院,東京都,中野区,弥生町,５-２５－１５

１６５-８６３０ (株) 近代セールス社,東京都,中野区,新井,２－１０－１

１６５-８５５５ (株) クレディセゾン 顧客サービス部,東京都,中野区,江原町,１-１３－２２

１６５-８７８０ 東京法務局 民事行政部 動産・債券登録課,東京都,中野区,野方,１-３４－１

１６６-８５８８ 医療法人財団 河北総合病院,東京都,杉並区,阿佐谷北,１-７－３

１６６-８５６６ (株) ヴァル研究所,東京都,杉並区,高円寺北,２-３－１７

１６６-８５６５ (株) ヴァル研究所,東京都,杉並区,高円寺北,２-３－１７

１６６-８５４５ (株） 桐原書店,東京都,杉並区,高円寺南,２-４４－５

１６６-８５３５ (株) 佼成出版社,東京都,杉並区,和田,２-７－１

１６６-８５７８ (株） 大丸ピーコック,東京都,杉並区,阿佐谷南,１-３２－１０

１６６-８５７７ (株) 細田工務店,東京都,杉並区,阿佐谷南,３-３５－２１

１６６-８５３８ 学校法人 女子美術大学,東京都,杉並区,和田,１-４９－８

１６６-８５４２ 学校法人 中央ゼミナール,東京都,杉並区,高円寺南,４-４５－１０

１６６-８５６７ 学校法人 立志舎,東京都,杉並区,高円寺北,３-４－２１

１６６-８５３３ 救心製薬 (株),東京都,杉並区,和田,１-２１－７

１６６-８５３９ 社団法人 日本印刷技術協会,東京都,杉並区,和田,１-２９－１１

１６６-８５４０ 白石建設 (株),東京都,杉並区,高円寺南,４-１５－１１

１６６-８５７０ 杉並区役所,東京都,杉並区,阿佐谷南,１-１５－１

１６６-８５０１ 杉並税務署,東京都,杉並区,成田東,４-１５－８

１６６-８５３２ 全国大学生活協同組合連合会,東京都,杉並区,和田,３－３０－２２

１６６-８５３１ 立花産業 (株),東京都,杉並区,和田,２-７－１

１６６-８５０３ 東京都水道局 杉並東営業所,東京都,杉並区,成田東,４-３８－２５

１６６-８５０２ 東京都杉並都税事務所,東京都,杉並区,成田東,５-３９－１１

１６６-８５２０ 武蔵野産業 (株),東京都,杉並区,堀ノ内,２-１７－１８

１６７-８５０６ 荻窪税務署,東京都,杉並区,天沼,３-１９－１４

１６７-８５１５ 荻窪病院,東京都,杉並区,今川,３-１－２４

１６７-８６０１ (株) イー・エス・エス,東京都,杉並区,天沼,２－４－７号）

１６７-８６０２ (株) イー・エス・エス 配送センター,東京都,杉並区,清水,３－３１－９

１６７-８５５５ (株) 小泉,東京都,杉並区,荻窪,４-３２－５

１６７-８５０１ (株) 新星堂,東京都,杉並区,上荻,１-２３－１７

１６７-８５０５ (株) チヨダ,東京都,杉並区,荻窪,４－３０－１６

１６７-８６２８ (株) 日本標準,東京都,杉並区,南荻窪,３-３１－１８

１６７-８５５１ ケーオーデンタル (株),東京都,杉並区,松庵,１-１８－１３

１６７-８５６０ 『杉並文化村』,東京都,杉並区,天沼,３-１０番２号

１６７-８５１０ 東亜紙巧業 (株),東京都,杉並区,下井草,３-１８－１６

１６７-８５０７ 東京衛生病院,東京都,杉並区,天沼,３-１７－３

１６７-８５８５ 東京女子大学,東京都,杉並区,善福寺,２-６－１

１６７-８５３４ 東京電力パワーグリッド (株) 荻窪支社,東京都,杉並区,南荻窪,４-４０－１１

１６７-８６１０ 丸美屋食品工業 (株),東京都,杉並区,松庵,１-１５－１８

１６７-８５２０ 丸美屋食品工業 (株),東京都,杉並区,松庵,１-１５－１８

１６７-８００１ アメリカン・エキスプレス・インターナショナル．Ｉｎｃ．,

１６７-８００１ 東京都,杉並区,荻窪,４-３０－１６（

１６８-８６０８ アイデックスラボラトリーズ (株),東京都,杉並区,和泉,１－２２－１９－２Ｆ

１６８-８５０６ 朝日生命保険 相互会社,東京都,杉並区,和泉,１-２２－１９

１６８-８５０１ 岩崎通信機 (株),東京都,杉並区,久我山,１-７－４１

１６８-８５０４ 岩通アイセック (株),東京都,杉並区,久我山,１-７－４１

１６８-８５１１ 岩通計測 (株),東京都,杉並区,久我山,１-７－４１

１６８-８５１２ 岩通計測製造 (株) 久我山工場,東京都,杉並区,久我山,１-７－４１

１６８-８６１１ (株) アルク,東京都,杉並区,永福,２-５４－１２

１６８-８５０３ (株) 岩通シャトルシステム,東京都,杉並区,久我山,１-７－４１

１６８-８５８０ (株) スズキ自販東京,東京都,杉並区,和泉,１-３２番１８号

１６８-８０８１ (株) 郵趣サービス社,東京都,杉並区,上高井戸,３-１－９

１６８-８５０８ 学校法人 高千穂学園,東京都,杉並区,大宮,２-１９－１



１６８-８５５５ 学校法人 明治大学 和泉校舎,東京都,杉並区,永福,１-９－１

１６８-８６１６ 学校法人 立教女学院,東京都,杉並区,久我山,４-２９－６０

１６８-８５３５ 社会福祉法人 浴風会病院,東京都,杉並区,高井戸西,１-１２－１

１６８-８５７０ 宗教法人 大宮八幡宮,東京都,杉並区,大宮,２-３－１

１６８-８５２０ 松風園,東京都,杉並区,高井戸西,１-１２－１

１６８-８５６０ 第二南陽園,東京都,杉並区,高井戸西,１-１２－１

１６８-８６０１ 東京水道局 杉並西営業所,東京都,杉並区,宮前,５-２６－１２

１６８-８５５０ 南陽園,東京都,杉並区,高井戸西,１-１２－１

１６８-８５４８ 日本年金機構健康保険組合,東京都,杉並区,高井戸西,２００３/５/２４

１６８-８６２０ 日本証券代行 (株) 代理人部,東京都,杉並区,和泉,２-８番４号

１６８-８５３３ ミサワホーム (株),東京都,杉並区,高井戸東,２-４－５

１６８-８５５８ 山崎製パン (株) 杉並工場,東京都,杉並区,高井戸西,３-２－３０

１６８-８５３０ 浴風園,東京都,杉並区,高井戸西,１-１２－１

１６８-８５１０ 浴風会,東京都,杉並区,高井戸西,１-１２－１

１６８-８５２５ 浴風会ケアハウス,東京都,杉並区,高井戸西,１-１２－１

１６８-８６２６ 立教女学院短期大学,東京都,杉並区,久我山,４-２９－２３

１６８-８６８１ (株) アルク,東京都,杉並区,永福,２-５４－１２

１６８-８６８６ サミット (株),東京都,杉並区,永福,３-５７－１４

１７０-８４５８ (社） 全日本ピアノ指導者協会,東京都,豊島区,巣鴨,１-１５－１

１７０-８４１０ あいおいニッセイ同和損害保険 (株),東京都,豊島区,東池袋,３-２２－１７

１７０-６０８０ アグリネット,東京都,豊島区,東池袋,３-１－１

１７０-８４６２ アスビルトレーディング (株),東京都,豊島区,北大塚,１-１４－３

１７０-８４０９ 池袋公共職業安定所（ハローワーク池袋）,東京都,豊島区,東池袋,３-５－１３

１７０-８４８０ 一般(財) 情報通信振興会,東京都,豊島区,駒込,２-３－１０

１７０-８０７３ 一般社団法人 日本アマチュア無線連盟,東京都,豊島区,南大塚,３－４３－１

１７０-８４１１ ＮＴＴインターナショナル (株）,東京都,豊島区,東池袋,３-１６－３

１７０-８４０６ カードショップ 羅針盤,東京都,豊島区,東池袋,１-８－６

１７０-８４６０ (株) 銀行研修社,東京都,豊島区,北大塚,３-１０－５

１７０-８４５０ (株) アーバンウエスト,東京都,豊島区,南大塚,３-３－４

１７０-８４３３ (株) 池袋ショッピングパーク,東京都,豊島区,東池袋,１-５番６号

１７０-８４１７ (株) 倉本産業,東京都,豊島区,東池袋,３-７－４

１７０-８４０２ (株) クレディセゾン 東京営業所,東京都,豊島区,東池袋,２-５６－３

１７０-８４２７ (株) 芸文社,東京都,豊島区,東池袋,２-４５－９

１７０-８４６５ (株) 東京めいらく,東京都,豊島区,南大塚,２-４５－８

１７０-８４６６ (株) 日立プラントテクノロジー,東京都,豊島区,東池袋,４-５－２

１７０-８４３８ (株) ビーエフ,東京都,豊島区,東池袋,１-３３－８

１７０-８４０４ (株) ファミリーマート 本部,東京都,豊島区,東池袋,４-２６－１０

１７０-８４５７ (株) ベストセラーズ,東京都,豊島区,南大塚,２-２９番７号

１７０-８４０１ (株) マルエツ,東京都,豊島区,東池袋,５-５１－１２

１７０-８４３２ (株) 三貴,東京都,豊島区,東池袋,３-４－３

１７０-８４５９ (株) ユーコー,東京都,豊島区,南大塚,２-２６－１５

１７０-８４１５ (株) ワンダーライフ,東京都,豊島区,東池袋,１-３６－５

１７０-８４３４ 学校法人 サンシャイン学園,東京都,豊島区,東池袋,４-２３－４

１７０-８４４４ 学校法人 都築関東学園東京国際情報ビジネス専門学校,

１７０-８４４４ 東京都,豊島区,東池袋,３-２０－１５

１７０-８４２６ 学校法人 東京福祉大学,東京都,豊島区,東池袋,４-２３－１

１７０-８４４１ 木内建設 (株) 東京支店,東京都,豊島区,東池袋,１-２１－１１

１７０-８４３６ サミー (株),東京都,豊島区,東池袋,２-２３－２

１７０-８４４０ サンシャインシティプリンスホテル,東京都,豊島区,東池袋,３-１－５

１７０-８４５１ 山洋電気 (株),東京都,豊島区,南大塚,３－３３－１

１７０-８４５５ (財) 癌研究会,東京都,豊島区,上池袋,１-３７－１

１７０-８５８５ (財) 日本データ通信協会,東京都,豊島区,巣鴨,２-１１－１

１７０-８４７７ 巣鴨信用金庫,東京都,豊島区,巣鴨,２-１０－２

１７０-８４７０ 大正大学,東京都,豊島区,西巣鴨,３-２０－１

１７０-８４２１ ダイワ商事 (株),東京都,豊島区,東池袋,２-３２－２２

１７０-８６０５ 中央三井信託銀行,東京都,豊島区,東池袋,１-１７－８

１７０-８４２３ テンプスタッフ (株),東京都,豊島区,東池袋,２-６３－４

１７０-８４１６ デュプロ (株),東京都,豊島区,東池袋,３－２３－１４

１７０-８４７６ 東京都立大塚病院,東京都,豊島区,南大塚,２-８－１

１７０-８４５６ 東都化学工業 (株),東京都,豊島区,巣鴨,３-３９－４

１７０-８４４２ 豊島区立中央図書館,東京都,豊島区,東池袋,４-５－２

１７０-８４０５ トヨタ自動車 (株) 池袋ビル,東京都,豊島区,東池袋,３-３－５

１７０-８０５５ 独立行政法人 勤労者退職金共済機構,

１７０-８０５５ 東京都,豊島区,東池袋,１-２４番１号

１７０-８４３０ ドコモサービス (株) 東京モバイル第一料金センター,

１７０-８４３０ 東京都,豊島区,東池袋,３-１６－３

１７０-８５５１ ナウカ (株),東京都,豊島区,東池袋,１-３６－７

１７０-８４８８ 永田精機 (株),東京都,豊島区,北大塚,２-２４－５

１７０-８４２０ 日本信販 (株) 事務システム本部,東京都,豊島区,東池袋,４-７－１８

１７０-８４１９ ビックカメラ 本店,東京都,豊島区,東池袋,１-４１－５

１７０-８６０２ みずほ銀行 池袋支店,東京都,豊島区,南池袋,１-２８－１

１７０-８６６６ 有限会社 エンゼルダイレクト,東京都,豊島区,北大塚,３-２５－２０

１７０-８４４８ 菱電商事 (株),東京都,豊島区,東池袋,３-１５－１５

１７０-８４２４ 良品計画・東池袋,東京都,豊島区,東池袋,４-２６－３

１７０-８６８６ (株) 日本香堂,東京都,豊島区,池袋,３-１８－１２

１７０-８６３３ 大正製薬 (株),東京都,豊島区,高田,３-２４－１

１７１-８５７７ (有） オートショップ馬力屋,東京都,豊島区,南長崎,６-１３－１１

１７１-８５０２ 池袋労働基準監督署,東京都,豊島区,池袋,４-３０－２０

１７１-８５５８ エヌピー通信社,東京都,豊島区,南池袋,３-８－４

１７１-８５５５ オリジン電気 (株),東京都,豊島区,高田,１-１８－１

１７１-８５２２ オリヒロ (株) 東京支店,東京都,豊島区,池袋,４-２－１１

１７１-８５６１ 株木建設 (株) 東京支店,東京都,豊島区,高田,３-３１－５

１７１-８５６０ 株木建設 (株) 本社,東京都,豊島区,高田,３-３１－５

１７１-８５７０ (株) 白夜書房,東京都,豊島区,高田,３-１０番１２号

１７１-８５１８ (株） アップルホテルズ,東京都,豊島区,西池袋,１-１１番１号

１７１-８５１１ (株) 建築資料研究社,東京都,豊島区,西池袋,１-１５－７

１７１-８５５３ (株) コアマガジン,東京都,豊島区,高田,３-７番１１号

１７１-８５２７ (株) ジェムスタージャパン,東京都,豊島区,西池袋,２-２９－１８



１７１-８５６９ (株) 西武百貨店 池袋店,東京都,豊島区,南池袋,１-２８－１

１７１-８５６８ (株) 清和ライフサービス,東京都,豊島区,南池袋,１－１３－２３

１７１-８５８０ (株) デサント東京オフィス,東京都,豊島区,目白,１-４番８号

１７１-８５１２ (株) 東武百貨店 池袋店,東京都,豊島区,西池袋,１-１－２５

１７１-８５８２ (株) 日本ドリコム,東京都,豊島区,高田,２-１７番２２号

１７１-８５５７ (株) パルコ,東京都,豊島区,南池袋,１-２８－２

１７１-８５１４ (株) 日立国際電気サービス,東京都,豊島区,高田,３-１９－１０

１７１-８５１０ (株) 婦人之友社,東京都,豊島区,西池袋,２-２０－１６

１７１-８５８８ 学校法人 学習院・学習院大学・学習院幼稚園,

１７１-８５８８ 東京都,豊島区,目白,１-５番１号

１７１-８５２３ 警視庁 池袋通告センター,東京都,豊島区,西池袋,１-７－５

１７１-８５７２ 鉱研工業 (株),東京都,豊島区,高田,２-１７－２２－１Ｆ

１７１-８５０３ (財) 関東電気保安協会,東京都,豊島区,池袋,３-１－２

１７１-８５８６ (財） 実務技能検定協会,東京都,豊島区,高田,３-１１番１７号

１７１-８５３１ 綜研化学 (株),東京都,豊島区,高田,３-２９－５

１７０-８６５５ 大正製薬ホールディングス (株),東京都,豊島区,高田,３-２４番１号

１７０-８６３５ 大正富山医薬品 (株),東京都,豊島区,高田,３-２５－１

１７１-８５４５ 中外製薬 (株) 中央研究所,東京都,豊島区,高田,３-４１－８

１７１-８５４０ 東京音楽大学,東京都,豊島区,南池袋,３-４－５

１７１-８５０７ 東京法務局 豊島出張所,東京都,豊島区,池袋,４-３０－２０

１７１-８５４４ 東洋ゴム工業 (株) 東京本社,東京都,豊島区,高田,２-１７－２２

１７１-８４２２ 豊島区役所,東京都,豊島区,南池袋,２-４５－１

１７１-８５２１ 豊島税務署,東京都,豊島区,西池袋,３-３３－２２

１７１-８５１６ 日本加除出版 (株),東京都,豊島区,南長崎,３-１６－６

１７１-８５５２ 白十字 (株),東京都,豊島区,高田,３-２３－１２

１７１-８５２０ ハナシン (株),東京都,豊島区,西池袋,５-１７－１４

１７１-８５０５ ホテルメトロポリタン,東京都,豊島区,西池袋,１-６－１

１７１-８５０８ 三菱信託銀行 (株) 証券代行部,東京都,豊島区,西池袋,１-７－７

１７１-８５２６ 養老乃瀧 (株),東京都,豊島区,西池袋,１-１０－１５

１７１-８５２５ リコーエレメックス (株),東京都,豊島区,池袋,４-３２－８

１７１-８５０１ 立教大学,東京都,豊島区,西池袋,３-３４－１

１７１-８５３９ ワールドファミリー (株),東京都,豊島区,南池袋,１-１１－２２

１１４-８５４１ (株） 小泉 中央城北営業所,東京都,北区,昭和町,２-１０－３

１１４-８５０７ 朝日生命保険 相互会社 首都圏第二営業本部 事務センター,

１１４-８５０７ 東京都,北区,王子,１-１３－１４

１１４-８５６０ 王子税務署,東京都,北区,王子,３-２２－１５

１１４-８５６５ 海上自衛隊 需給統制隊,東京都,北区,十条台,１-５－７０

１１４-８５８１ (株) アドバネクス,東京都,北区,田端,６-１－１

１１４-８５０１ (株) コモディイイダ,東京都,北区,滝野川,７-２３－１

１１４-８５１９ (株) サーベイリサーチセンター,東京都,北区,田端,１-２５－１９

１１４-８５３８ (株) 三共製作所,東京都,北区,田端新町,３-３７－３

１１４-８６０３ (株) 全珍 東京営業所,東京都,北区,豊島,８-３－３

１１４-８５５７ (株) 東洋精機製作所,東京都,北区,滝野川,５-１５－４

１１４-８５８３ (株) トンボ鉛筆,東京都,北区,豊島,６-１０－１２

１１４-８６１１ (株) なとり,東京都,北区,王子,５-５－１

１１４-８６０６ (株) なとり 食品総合ラボラトリー,東京都,北区,豊島,８-３－３

１１４-８６０２ (株) なとり 東京営業所,東京都,北区,豊島,８-３－３

１１４-８６０５ (株) なとりデリカ,東京都,北区,豊島,８-３－３

１１４-８６０４ (株) 好好飲茶,東京都,北区,豊島,８-３－３

１１４-８５７７ (株) 模範薬品研究所,東京都,北区,滝野川,１-９３－５

１１４-８５１５ (株) ヨコオ,東京都,北区,滝野川,７-５－１１

１１４-８５０５ 川田建設 (株),東京都,北区,滝野川,６-３－１

１１４-８５６２ 川田工業 (株),東京都,北区,滝野川,１-３－１１

１１４-８５５４ 学校法人 桜丘女子学園,東京都,北区,滝野川,１-５１－１２

１１４-８５４３ 学校法人 中央工学校,東京都,北区,王子本町,１-２６－１７

１１４-８５７４ 学校法人聖学院 聖学院広報センター,東京都,北区,中里,３-１２－２

１１４-８５７４ 学校法人聖学院 女子聖学院中学校,東京都,北区,中里,３-１２－２

１１４-８５７４ 学校法人聖学院 高等学校 ,東京都,北区,中里,３-１２－２

１１４-８５７４ 学校法人聖学院 聖学院小学校,東京都,北区,中里,３-１２－２

１１４-８５７４ 学校法人聖学院  聖学院幼稚園,東京都,北区,中里,３-１２－２

１１４-８５３４ 北区滝野川会館,東京都,北区,西ケ原,１-２３－３

１１４-８５２０ 京三電線 (株),東京都,北区,東田端,１-１０－８

１１４-８５８５ コーセー化粧品販売 (株) 東京支社,東京都,北区,王子,１-２３－１０

１１４-８５５３ サイタ工業 (株),東京都,北区,滝野川,５-５－３

１１４-８５５２ 十條木材 (株),東京都,北区,王子,１-９－５

１１４-８５２２ 城北信用金庫 王子営業部,東京都,北区,豊島,１-１０－１０

１１４-８５２１ 城北信用金庫 本部,東京都,北区,豊島,１-１１－１

１１４-８５０２ 聖学院中学校高等学校,東京都,北区,中里,３-１２－１

１１４-８５１４ 全日本運輸一般 労働組合,東京都,北区,滝野川,３-３－１

１１４-８５７１ 瀧野川信用金庫,東京都,北区,田端新町,３-２５－２

１１４-８５４０ タツミ産業 (株),東京都,北区,上十条,２-１３－１

１１４-８６８６ 中央工学校 生涯学習センター,東京都,北区,中里,１-１５－７

１１４-８５４５ トーメン食品 (株),東京都,北区,十条台,１-４－１５

１１４-８５３９ 東海商事 (株),東京都,北区,東田端,２-４－４

１１４-８５８０ 東京外国語大学,東京都,北区,西ケ原,４-５１－２１

１１４-８５３５ 東京ガス (株） 北部事業本部,東京都,北区,滝野川,５-４２

１１４-８５２４ 東京書籍 (株),東京都,北区,堀船,２-１７－１

１１４-８５２６ 学校法人 東京成徳学園,東京都,北区,豊島,８-２６－９

１１４-８５０８ 東京都北区役所,東京都,北区,王子本町,１-１５－２２

１１４-８５４６ 東京都北区役所 滝野川分庁舎,東京都,北区,滝野川,２－５２－１０

１１４-８５１７ 東京都北都税事務所,東京都,北区,中十条,１-７－８

１１４-８５０６ 東京都水道局 北営業所,東京都,北区,上十条,１-９－１７

１１４-８５６１ 東京都立 飛鳥高等学校,東京都,北区,王子,６-８－８

１１４-８５２８ 東京フェライト製造 (株),東京都,北区,田端新町,１-１－１４

１１４-８５３１ 東京法務局 北出張所,東京都,北区,王子,６-２－６６

１１４-８５５５ 日本製紙総合開発 (株),東京都,北区,堀船,１-１－９

１１４-８５１０ 日本リーテック (株),東京都,北区,西ケ原,１-５２－１０

１１４-８５８４ 日本特殊塗料 (株),東京都,北区,王子,３-２３番２号



１１４-８５５０ 東日本旅客鉄道 (株) 東京支社,東京都,北区,東田端,２-２０番６８号

１１４-８５３２ フジ電設 (株),東京都,北区,十条台,１-６－３８

１１４-８５０３ 北とぴあ,東京都,北区,王子,１-１１－１

１１４-８５９５ みどり生命保険 (株),東京都,北区,王子,６-３－４３

１１４-８５８８ 吉澤原動機 (株),東京都,北区,東田端,２-８－６

１１４-８５３０ リーベ (株),東京都,北区,中里,２-９－５

１１４-８５１８ リョービ (株),東京都,北区,豊島,５-２－８

１１５-８６２２ 浮間合成 (株),東京都,北区,浮間,２００１/４/３

１１５-８５１１ (株) ディー・エヌ・ケー,東京都,北区,赤羽西,６-３７－２

１１５-８５８５ (株) ＤＮＰロジスティクス,東京都,北区,赤羽南,２-２０－７

１１５-８５２９ (株) 吉野家,東京都,北区,赤羽南,１-２０番１号

１１５-８５２４ 学校法人 星美学園短期大学,東京都,北区,赤羽台,４-２－１４

１１５-８５２４ 学校法人 星美学園高等学校,東京都,北区,赤羽台,４-２－１４

１１５-８５２４ 学校法人 星美学園高等学校,東京都,北区,赤羽台,４-２－１４

１１５-８５２４ 学校法人 星美学園中学校,東京都,北区,赤羽台,４-２－１４

１１５-８５２４ 学校法人 星美学園小学校、,東京都,北区,赤羽台,４-２－１４

１１５-８５２４ 学校法人 星美学園幼稚園,東京都,北区,赤羽台,４-２－１４

１１５-８５５５ 三恵技研工業 (株),東京都,北区,赤羽南,２-５－１

１１５-８００１ 大日本印刷 (株),東京都,北区,神谷,３-８-

１１５-８７１１ 大和証券 (株) 赤羽支店,東京都,北区,赤羽,１-９－５

１１４-８５１２ 東京シンコール (株),東京都,北区,西ケ原,１-４６－１３

１１５-８５８６ 東京都立産業技術研究所,東京都,北区,西が丘,３-１３－１０

１１５-８５８８ 日本化薬 (株) 東京工場,東京都,北区,志茂,３-３１－１２

１１５-８５１０ 日本交通 (株) 本社,東京都,北区,浮間,５－４－５１

１１６-８５４０ アイセック (株),東京都,荒川区,西日暮里,５-３－１４

１１６-８５０７ 荒川区がん予防・健康づくりセンター,東京都,荒川区,荒川,２-１１－１

１１６-８５０２ 荒川区保健所,東京都,荒川区,荒川,２-１１－１

１１６-８５０１ 荒川区役所,東京都,荒川区,荒川,２-２－３

１１６-８５８８ 荒川税務署,東京都,荒川区,西日暮里,６-７－２

１１６-８５８６ 荒川都税事務所,東京都,荒川区,西日暮里,２-２５－１－６０１

１１６-８５８５ 井島貴金属精錬 (株),東京都,荒川区,西日暮里,２-５０－１０

１１６-８５４３ 井嶋金銀工業 (株),東京都,荒川区,東日暮里,５-４７－１０

１１６-８５４１ 井関農機 (株),東京都,荒川区,西日暮里,５-３－１４

１１６-８５８４ イセキ販売金融 (株),東京都,荒川区,西日暮里,５-５－２

１１６-８５６２ 稲垣機材 (株),東京都,荒川区,西尾久,７-３８－１

１１６-８５５４ (株) ＡＤＥＫＡ,東京都,荒川区,東尾久,７－２－３５

１１６-８５５３ (株) ＡＤＥＫＡ尾久地区開発研究所,東京都,荒川区,東尾久,７－２－３４

１１６-８５７１ (株) ウチダ和漢薬,東京都,荒川区,東日暮里,２００４/３/３

１１６-８６２１ (株) エスエスケイ,東京都,荒川区,東日暮里,３-２７－６

１１６-８５３７ (株) エドウイン,東京都,荒川区,東日暮里,３-２７－６

１１６-８５４４ (株) 協和商事,東京都,荒川区,西日暮里,１-１９－１５

１１６-８５８１ (株) サーベイリサーチセンター,東京都,荒川区,西日暮里,２-４０－１０

１１６-８５３２ (株) タカイシ,東京都,荒川区,東日暮里,４-３１－２

１１６-８５８０ (株） ダイナム,東京都,荒川区,西日暮里,２-２７－５

１１６-８５４６ (株) 千代田,東京都,荒川区,西日暮里,２-３９－４

１１６-８５０３ (株) 白興,東京都,荒川区,荒川,３-３３－１

１１６-８５０８ (株) ヤマトメ,東京都,荒川区,荒川,３-６２－４

１１６-８５８７ クリナップ (株),東京都,荒川区,西日暮里,６-２２－２２

１１６-８５２４ 城信ビジネスサービス (株),東京都,荒川区,南千住,５-１９－５

１１６-８５５６ 高六商事 (株),東京都,荒川区,西日暮里,２-２０－１

１１６-８５４９ 東栄産業 (株),東京都,荒川区,西日暮里,１-６１－１８

１１６-８５４８ 東京海上日動火災保険 (株),東京都,荒川区,西日暮里,６-５２－２

１１６-８５２２ 東京ガス (株) 東部事業本部,東京都,荒川区,南千住,３-１３－１

１１６-８５３３ 東京シンコーレザー (株),東京都,荒川区,東日暮里,４-１２－１

１１６-８５６７ 東京女子医科大学附属第二病院,東京都,荒川区,西尾久,２-１－１０

１１６-８５５０ 東京電力ホールディングス (株),東京都,荒川区,東尾久,５-３１－１１

１１６-８５２１ 東京都水道局 荒川営業所,東京都,荒川区,南千住,６-４０－１

１１６-８５５１ 東京都立医療技術短期大学,東京都,荒川区,東尾久,７-２－１０

１１６-８５２３ 東京都立産業技術高等専門学校,東京都,荒川区,南千住,８-１７番１号

１１６-８５２３ 東京都立産業技術荒川キャンパス,東京都,荒川区,南千住,８-１７番１号

１１６-８６１１ 中山式産業 (株),東京都,荒川区,南千住,６-５６－１０

１１６-８５５２ 長島特殊塗料 (株),東京都,荒川区,荒川,２-１－５

１１６-８５６１ 日本アンテナ (株),東京都,荒川区,西尾久,７-４９－８

１１６-８５０５ 三菱電機ビルテクノサービス (株),東京都,荒川区,荒川,７-１９－１

１７３-８６１１ 板橋工業 (株),東京都,板橋区,双葉町,10-３５

１７３-８５３０ 板橋税務署,東京都,板橋区,大山東町, 1-３５

１７３-８５４０ エクシオ物流サービス (株),東京都,板橋区,板橋,４-４番１号

１７３-８６３９ カネボウフーズ (株),東京都,板橋区,板橋,１-４２－１３

１７３-８５５２ (株) イシダ 東京支店,東京都,板橋区,板橋,１-５２－１

１７３-８５８５ (株) コバックス,東京都,板橋区,板橋,４-４３－２

１７３-８６３２ (株) チノー,東京都,板橋区,熊野町,8-３２

１７３-８７１０ (株) 日刊建設産業新聞社,東京都,板橋区,板橋,１-４８－９

１７３-８５１２ (株) ハリカ,東京都,板橋区,板橋,１-４７－５

１７３-８５６１ (株) フロンティアワークス,東京都,板橋区,弥生町,７８番３号

１７３-８５１９ (株） マツダアンフィニ北東京,東京都,板橋区,大山西町,３^１２

１７３-８５１６ (株） マツダアンフィニ東京,東京都,板橋区,大山西町,３-１２

１７３-８５１８ (株） マツダアンフィニ西東京,東京都,板橋区,大山西町,３-１２

１７３-８５１７ (株） マツダアンフィニ南東京,東京都,板橋区,大山西町,３-１２

１７３-８５５８ (株) ムービック,東京都,板橋区,弥生町,3-７７

１７３-８５１１ (株) モトヤ 東京本社,東京都,板橋区,中丸町,１０－１０

１７３-８６０１ (株) ライカ 東京支店,東京都,板橋区,仲宿, 1-６１

１７３-８５５５ 学校法人 帝京学園 帝京中学校,東京都,板橋区,稲荷台,１-２７

１７３-８５５５ 学校法人 帝京学園 帝京高等学校,東京都,板橋区,稲荷台,１-２７

１７３-８５１５ 国立極地研究所,東京都,板橋区,加賀,１-９－１０

１７３-８５８８ (財) 愛世会 愛誠病院,東京都,板橋区,加賀,１-３－１

１７３-８５８０ 昭産商事 (株),東京都,板橋区,板橋,１-９－３

１７３-８６０５ 帝京大学,東京都,板橋区,加賀,２-１１－１

１７３-８６０６ 帝京大学医学部附属病院,東京都,板橋区,加賀,２-１１－１



１７３-８６０２ 東京家政大学,東京都,板橋区,加賀,１-１８－１

１７３-８５０１ 東京都 板橋区役所,東京都,板橋区,板橋,２-６６－１

１７３-８５１０ 東京都板橋都税事務所,東京都,板橋区,大山東町,8-４４

１７３-８５２０ 東京都主税局徴収部納税推進課,東京都,板橋区,大山東町,４４－８

１７３-８６１０ 日本大学 医学部,東京都,板橋区,大谷口上町,１－３０

１７３-８６４８ 富士テレコム (株),東京都,板橋区,板橋,１-５３－２

１７３-８５４３ 松崎商事 (株),東京都,板橋区,中丸町,8-４５

１７４-８５６２ アスクルＤＣＭ 第２物流センター,東京都,板橋区,舟渡,４－８－１

１７４-８６１２ アステラス製薬 (株) 総務室,東京都,板橋区,蓮根,３-１７－１

１７４-８６８０ 飯沼病院,東京都,板橋区,常盤台,２-３３－１５

１７４-８６８６ 医療法人 慈誠会 上板橋病院,東京都,板橋区,常盤台,４-３６－９

１７４-８６５１ エスビー食品 (株) 板橋スパイスセンター,東京都,板橋区,宮本町,8-３８

１７４-８５５５ (株) ＬＳＩメディエンス,東京都,板橋区,志村,３－３０－１

１７４-８７０１ (株) 昭和コーポレーション,東京都,板橋区,富士見町,５－４

１７４-８５６７ (株） 鈴木商館,東京都,板橋区,舟渡,１-１２－１１

１７４-８６３０ (株) タニタ,東京都,板橋区,前野町,１－１４－２

１７４-８６０１ (株） タニタハウジングウェア,東京都,板橋区,東坂下,２-８－１

１７４-８５８０ (株) トプコン,東京都,板橋区,蓮沼町, 1-７５

１７４-８６３３ (株） ライト製作所,東京都,板橋区,前野町,１-４７－４

１７４-８８６０ 共立印刷 (株）,東京都,板橋区,清水町, 1-３６

１７４-８７３０ 金門製作所,東京都,板橋区,大原町,１－１３

１７４-８５３０ 群峰工業 (株）,東京都,板橋区,坂下,１-３５－３

１７４-８５２４ 芝浦工業大学中学高等学校,東京都,板橋区,坂下,２-２－１

１７４-８９０３ 清水産業 (株）,東京都,板橋区,蓮沼町,４－１

１７４-８５８８ 淑徳小学校,東京都,板橋区,前野町,５-３－７

１７４-８６４６ 淑徳幼児教育専門学校,東京都,板橋区,前野町,５-５－３

１７４-８７１１ 城北学園,東京都,板橋区,東新町,２-２８－１

１７４-８６３６ 千葉金属工業 (株),東京都,板橋区,南常盤台,１-２６番８号

１７４-８５２０ ＤＩＣグラフィックス (株),東京都,板橋区,坂下,３－３５－５８

１７４-８５２６ 電設健保総合健康管理センター,東京都,板橋区,坂下,１-３３－１２

１７４-８５２１ 東京日野自動車 (株),東京都,板橋区,坂下,１-３２－１７

１７４-８５０１ トックベアリング (株）,東京都,板橋区,小豆沢,２-２１－４

１７４-８５５８ 凸版印刷 (株) 情報コミュニケーション事業本部,東京都,板橋区,志村,１-１１－１

１７４-８５１０ 凸版物流 (株),東京都,板橋区,小豆沢,１-１６番５号

１７４-８６０２ ナカバヤシ (株) 東京本社,東京都,板橋区,東坂下,２-５番１号

１７４-８６８８ 日本教育書道連盟、(財) 日本書道美術館,東京都,板橋区,常盤台,１-３－１

１７４-８５６０ 日本金属 (株) 板橋工場,東京都,板橋区,舟渡,４-１０－１

１７４-８５５０ 日本電産コパル (株),東京都,板橋区,志村,２-１８－１０

１７４-８５２５ 富士ゼロックスシステムサービス (株),東京都,板橋区,坂下,１－１９－１

１７４-８６３９ ペンタックス (株),東京都,板橋区,前野町,２-３６－９

１７４-８７４４ 理研計器 (株),東京都,板橋区,小豆沢,２-７－６（

１７４-８５０５ オリエンタル酵母工業 (株),東京都,板橋区,小豆沢,３-６－１０

１７４-８７３７ (株) 中央社,東京都,板橋区,東坂下,１-１８－１５

１７４-８７３９ 栗田出版販売,東京都,板橋区,東坂下,１-３－１

１７５-８５８８ 日本電機ヒーター (株),東京都,板橋区,徳丸,１-２４－１８

１７５-８５７１ 学校法人 大東文化学園,東京都,板橋区,高島平,１-９－１

１７６-８５０７ アイカ販売 (株),東京都,練馬区,豊玉北,６-５－１５

１７６-８５２８ アジアカラー (株),東京都,練馬区,貫井,１-１３－１７

１７６-８５３６ 内野建設 (株),東京都,練馬区,豊玉北,５-２４－１５

１７６-８５６０ (株） 協和,東京都,練馬区,豊玉北,２-２１－１１

１７６-８５０２ (株) シコクヤ,東京都,練馬区,豊玉南,３-１－１５

１７６-８５３１ (株) 豊島園,東京都,練馬区,向山,３-２５－１

１７６-８５１８ (株) 永岡書店,東京都,練馬区,豊玉上,１-７－１４

１７６-８５３３ 学校法人 根津育英会武蔵学園,東京都,練馬区,豊玉上,１-２６番１号

１７６-８５２１ 学校法人 武蔵野音楽学園,東京都,練馬区,羽沢,１-１３－１

１７６-８５１２ 品川電線 (株),東京都,練馬区,小竹町,１-８－１

１７６-８５０８ 太陽インキ製造 (株),東京都,練馬区,羽沢,２-７－１

１７６-８５１５ 東京電力 (株) 練馬営業センター,東京都,練馬区,中村北,１-１２－７

１７６-８５２６ 東京都都税総合事務センター 還付管理課,

１７６-８５２６ 東京都,練馬区,豊玉北,６－１３－１０

１７６-８５１７ 東京都都税総合事務センター 自動車税課課税班,

１７６-８５１７ 東京都,練馬区,豊玉北,６－１３－１０

１７６-８５０９ 東京都都税総合事務センター 自動車税課調査班,

１７６-８５０９ 東京都,練馬区,豊玉北,６－１３－１０

１７６-８５１１ 東京都練馬都税事務所,東京都,練馬区,豊玉北,６-１３－１０

１７６-８５４０ 都水道局 練馬東営業所,東京都,練馬区,中村北,１-９－４

１７６-８５２５ 日本大学 芸術学部,東京都,練馬区,旭丘,２-４２－１

１７６-８５０１ 練馬区役所,東京都,練馬区,豊玉北,６-１２－１

１７６-８５３０ 練馬総合病院,東京都,練馬区,旭丘,１-２４－１

１７６-８５０３ 練馬東税務署,東京都,練馬区,栄町,７－２３

１７６-８５２２ 野口興産 (株),東京都,練馬区,豊玉北,２-１６番１４号

１７６-８５８５ 三笠製薬 (株),東京都,練馬区,豊玉北,２-３－１

１７６-８５１６ 三菱電線工業 (株),東京都,練馬区,豊玉北,５-２９－１

１７６-８５３５ 武蔵高等学校・中学校,東京都,練馬区,豊玉上,１-２６－１

１７６-８５３４ 武蔵大学,東京都,練馬区,豊玉上,１-２６－１

１７７-８５０３ (株) アートプリントジャパン,東京都,練馬区,谷原,２-１－２６

１７７-８５０８ 社団法人 練馬区医師会,東京都,練馬区,高野台,２-２３－２０

１７７-８５２１ 順天堂大学医学部附属 練馬病院,東京都,練馬区,高野台,３-１－１０

１７７-８５０１ 大陽ステンレススプリング (株）,東京都,練馬区,三原台,１-１５－１７

１７７-８５０２ 独立行政法人 労働政策研究・研修機構,東京都,練馬区,上石神井,４-８－２３

１７７-８５０９ 練馬区石神井庁舎,東京都,練馬区,石神井町,３-３０－２６

１７８-８６０１ 大泉 総合福祉事務所,東京都,練馬区,東大泉,１-２９－１

１７８-８５０２ (株) 西友オズ 大泉西武店,東京都,練馬区,東大泉,２-１０－１１

１７８-８６８６ (株) セコニック,東京都,練馬区,大泉学園町,７-２４－１４

１７８-８５１１ (株) タムラ製作所,東京都,練馬区,東大泉,１-１９－４３

１７８-８６６６ 東映 (株) 東京撮影所,東京都,練馬区,東大泉,２-３４－５

１７８-８５６７ 東映アニメーション (株),東京都,練馬区,東大泉,２-１０－５

１７８-８６２４ 練馬西 税務署,東京都,練馬区,東大泉,７-３１－３５



１７８-８５０１ 陸上自衛隊 朝霞駐屯地,東京都,練馬区,,大泉学園町

１７９-８９０４ 河端建設 (株）,東京都,練馬区,田柄,３-３０－１５

１７９-８５０１ 東京法務局 練馬出張所,東京都,練馬区,春日町,５-３５－３３

１７９-８９１１ トモダ企画,東京都,練馬区,高松,６-１２－２０（

１７９-８９０９ 練馬工業高等学校,東京都,練馬区,早宮,２-９－１８

１７９-８９０７ 光が丘高等学校,東京都,練馬区,旭町,２-１－３９

１７９-８９０６ 光が丘パークヴィラ,東京都,練馬区,旭町,２-９－１３

１７９-８９０３ 前田建設 (株）,東京都,練馬区,高松,５-８－２０

１７９-８９１４ 前田建設 技術研究所,東京都,練馬区,旭町,１-３９－１６

１７９-８９０１ 松下ライフエレクトロニクス (株）,東京都,練馬区,高松,４-４－３

１２０-８５０１ (株） 丸井 北千住店,東京都,足立区,千住,３-９２

１２０-８５１０ 足立区役所,東京都,足立区,中央本町,１-１７－１

１２０-８５１２ 足立区役所 区民部 戸籍住民課,東京都,足立区,中央本町,１-１７－１

１２０-８５３０ 足立公共職業安定所,東京都,足立区,千住,１－４

１２０-８５２０ 足立税務署,東京都,足立区,千住旭町,４-２１

１２０-８５２８ 荒川商業高等学校,東京都,足立区,小台,２-１－３１

１２０-８５３４ 一般(財) 海外産業人材育成協会,東京都,足立区,千住東,１－３０－１

１２０-８５８１ (株) 江戸一,東京都,足立区,西綾瀬,２-２３－２２

１２０-８５７７ (株) 佐山製作所,東京都,足立区,綾瀬,３-２４－６

１２０-８５２６ (株) タジマ,東京都,足立区,小台,２００１/３/１

１２０-８６０１ (株) ニッピ,東京都,足立区,千住緑町,１-１－１

１２０-８６０２ (株) ニッピコラーゲン化粧品,東京都,足立区,千住緑町,１-１－１

１２０-８５４４ (株) 丸愛,東京都,足立区,千住中居町,１７番２０号

１２０-８５３６ (株) 吉安本店,東京都,足立区,千住関屋町,８－１２

１２０-８５５３ (株) リーガルコーポレーション,東京都,足立区,千住橋戸町,２

１２０-８５５４ (株) ルミネ 北千住店,東京都,足立区,千住旭町,４２番２号

１２０-８５５１ 学校法人 東京電機大学,東京都,足立区,千住旭町,５番

１２０-８５３９ 協和機工 (株),東京都,足立区,千住宮元町,１－１２

１２０-８５７５ 公益(財) 足立区勤労福祉サービスセンター,東京都,足立区,千住,１－５－７

１２０-８５５５ 千住金属工業 (株),東京都,足立区,千住橋戸町,２３

１２０-８５７０ 太陽生命保険 相互会社 千住支社,東京都,足立区,千住仲町,８-１９

１２０-８５５６ 大都魚類 (株) 千住支社,東京都,足立区,千住橋戸町,５０

１２０-８５５８ 東京北魚 (株),東京都,足立区,千住橋戸町,５０

１２０-８５５０ 東京千住魚市場卸協同組合,東京都,足立区,千住橋戸町,５０

１２０-８５０７ 東京電力 (株) 東京支店上野支社足立営業センター,

１２０-８５０７ 東京都,足立区,千住桜木,１-１１－９

１２１-８５１２ 足立区足立福祉事務所,東京都,足立区,中央本町,４-５番２号

１２１-８５５５ 足立福祉事務所 北部福祉課,東京都,足立区,竹の塚,２-２５－１７

１２１-８５１５ 医療法人社団 成仁病院,東京都,足立区,島根,２００３/２/１

１２１-８５２０ イワヤ (株）,東京都,足立区,梅島,２-１４－７

１２１-８６１０ 加藤産業 (株) 足立支店,東京都,足立区,保塚町,１０－８

１２１-８５２１ (株) アローシステム開発,東京都,足立区,梅島,３-３２－６

１２１-８６３３ (株) サンエス,東京都,足立区,加平,３-２－１７

１２１-８６３９ (株） 第一エレクトロニクス,東京都,足立区,一ツ家,１-１１－１３

１２１-８６８２ (株） トップライン,東京都,足立区,辰沼,２-１８－４

１２１-８６１１ (株) 丸井スズキ,東京都,足立区,南花畑,４-１７－１５

１２１-８５０８ シチズンカスタマーサービス (株),東京都,足立区,竹の塚,５－７－３

１２１-８５０４ 杉本興業 (株),東京都,足立区,島根,１-２番３号

１２１-８５８５ 東京エコール 総合流通センター,東京都,足立区,入谷,６-２－６

１２１-８５１０ 東京北足立市場青果卸売 協同組合,東京都,足立区,入谷,６-３－１

１２１-８５８８ 東京千住青果 (株),東京都,足立区,入谷,６-３－１

１２１-８５５０ 東京都水道局 足立東営業所,東京都,足立区,中央本町,３-８－２

１２１-８５０５ 日東燃料工業 (株）,東京都,足立区,六木,１-１９－１３

１２１-８５７７ 文教大学 東京あだちキャンパス,東京都,足立区,花畑,２００５/６/１

１２１-８７１１ マスセット (株）,東京都,足立区,島根,２-２５－１７

１２１-８０８０ (株) トップアート,東京都,足立区,西竹の塚,１-７－５

１２３-８５０８ イーダ (株),東京都,足立区,谷在家,３-２９－５

１２３-８５０９ (株) アベルコ,東京都,足立区,鹿浜,３-３－３

１２３-８５０７ (株) ハイロジック 東京支店,東京都,足立区,谷在家,３-２５番１１号

１２３-８５０６ 信州名鉄運輸 (株),東京都,足立区,堀之内,１-１５－３

１２３-８５１７ 水道局 足立西営業所,東京都,足立区,江北,５-５－５

１２３-８５８８ トークシステム (株),東京都,足立区,堀之内,１-１４－２０

１２３-８５１２ 東京都足立都税事務所,東京都,足立区,西新井栄町,２-８番１５号

１２３-８５１１ 並木精密宝石 (株),東京都,足立区,新田,３-８－２２

１２３-８５０１ 西新井税務署,東京都,足立区,栗原,３-１０－１６

１２３-８５０５ 富双合成 (株),東京都,足立区,堀之内,１-１３－１０

１２３-８５１４ 丸石自転車 (株) 東京工場,東京都,足立区,江北,４-９－１

１２３-８５０３ 森宮電機 (株),東京都,足立区,西新井本町,２-１２－１２

１２３-８５４０ 警視庁 西新井警察署,東京都,足立区,西新井栄町,１-１６－１

１２４-８５３９ ＮＴＴ葛飾,東京都,葛飾区,立石,２-９－１

１２４-８５８８ カール事務器 (株),東京都,葛飾区,立石,３-７－９

１２４-８５５５ 葛飾区役所,東京都,葛飾区,立石,５-１３－１

１２４-８５２４ 葛飾商工信用組合,東京都,葛飾区,立石,２-４－２

１２４-８５６０ 葛飾税務署,東京都,葛飾区,立石,８-３１－６

１２４-８５０３ (株) 国際貿易,東京都,葛飾区,４つ木,５-２５－１２

１２４-８５１１ (株) タカラトミー,東京都,葛飾区,立石,７-９－１０

１２４-８５８５ (株) バンダイロジパル,東京都,葛飾区,東４つ木,４-４２－５

１２４-８５３０ 学校法人 東京聖栄大学,東京都,葛飾区,西新小岩,１-４番６号

１２４-８５３３ 鬼怒川パシフィック (株),東京都,葛飾区,立石,８-３３－１

１２４-８５５０ 小里機材 (株),東京都,葛飾区,４つ木,３-１９－１

１２４-８５３５ 大成化工 (株),東京都,葛飾区,西新小岩,３-５－１

１２４-８５３８ 辰巳屋興業 (株),東京都,葛飾区,西新小岩,３-８－４

１２４-８５０１ 東栄信用金庫,東京都,葛飾区,新小岩,１-５２－８

１２４-８５２０ 東京都 葛飾都税事務所,東京都,葛飾区,立石,５-１３－１

１２４-８５０２ 東京法務局 城北出張所,東京都,葛飾区,小菅,４-２０－２４

１２４-８５０９ 松久 (株),東京都,葛飾区,西新小岩,４-６－７

１２４-８５１０ ミヨシ油脂 (株),東京都,葛飾区,堀切,４-６６－１

１２４-８５７７ 森永乳業 (株) 東京工場,東京都,葛飾区,奥戸,１-２９－１



１２５-８５１２ (財） 東京都保健医療公社 東部地域病院,東京都,葛飾区,亀有,５-１４－１０

１２５-８５１１ アルフレッサ・ヘルスケア,東京都,葛飾区,亀有,５-１４－１

１２５-８５０４ 石徳螺子 (株),東京都,葛飾区,青戸,５-１７－５

１２５-８５８８ 医療法人社団 玲瓏会 金町中央病院,東京都,葛飾区,金町,１-９－１

１２５-８５２２ 葛飾区東福祉サービスセンター,東京都,葛飾区,金町,１-６－２４

１２５-８５１４ (株) 京成ストア,東京都,葛飾区,高砂,８-２９－５

１２５-８５２６ (株) 三王商会,東京都,葛飾区,東金町,１－１３－６

１２５-８５１３ (株) ジョイフルまるやま,東京都,葛飾区,高砂,５-３５－１２

１２５-８５１５ (株) タカシマ,東京都,葛飾区,白鳥,３-２６－４

１２５-８５０３ (株) タカラトミー,東京都,葛飾区,青戸,４-１９－１６

１２５-８５０８ 亀有信用金庫,東京都,葛飾区,亀有,３-１３－１

１２５-８５２０ 亀有病院,東京都,葛飾区,亀有,３-３６－３

１２５-８５８５ 学校法人 東京理科大学,東京都,葛飾区,新宿,２００６/３/１

１２５-８５１７ 京成不動産 (株),東京都,葛飾区,青戸,３-３７－１５

１２５-８５０７ 修徳高等学校,東京都,葛飾区,青戸,８-１０－１

１２５-８５０６ 東京慈恵会 医科大学葛飾医療センター,

１２５-８５０６ 東京都,葛飾区,青戸,６-４１番２号

１２５-８６０１ 三菱ガス化学 (株) 東京研究所,東京都,葛飾区,新宿,６-１番１号

１２５-８５０５ 三和ニードルベアリング (株),東京都,葛飾区,青戸,５-３０－４

１０７-８６７６ (株) 興伸,東京都,江戸川区,春江町,２-３１－１５

１３２-８５６２ (株） ホリゾン東テクノ,東京都,江戸川区,松江,５-１０－９

１３２-８７３０ アイリス企画,東京都,江戸川区,中央,４-１－７

１３２-８６０１ 東金属 (株),東京都,江戸川区,松江,１-２２－１４

１３２-８６７４ 一般社団法人 江戸川区医師会,東京都,江戸川区,中央,４-２４－１４

１３２-８６６６ 内宮運輸機工 (株),東京都,江戸川区,中央,１-８－１

１３２-８６６８ 江戸川北税務署,東京都,江戸川区,平井,１-１６－１１

１３２-８５０１ 江戸川区役所,東京都,江戸川区,中央,１-４－１

１３２-８５０７ 江戸川保健所,東京都,江戸川区,中央,４-２４－１９

１３２-８５３３ (株) 小松川プラスチックス,東京都,江戸川区,松江,５-２－９

１３２-８５１５ (株) イー・ロジット 東京フルフィルメントセンター,

１３２-８５１５ 東京都,江戸川区,松江,１－６－２２

１００-８６７６ (株) 興伸,東京都,江戸川区,春江町,２-３１－１５

１０３-８６３６ (株) 興伸,東京都,江戸川区,春江町,２－３１－１５

１０５-８７０７ (株) 興伸アクトサービス,東京都,江戸川区,春江町,２-３１番１５号

１３３-８７０６ (株) 興伸デリバリーセンター モンダミン係,

１３３-８７０６ 東京都,江戸川区,一之江,１-１９－８

１３２-８５５５ (株) 大同商会,東京都,江戸川区,西瑞江,２-２０－８

１３２-８５０３ 京和工業 (株）,東京都,江戸川区,松江,５-２－１０

１３２-８６８８ 興伸,東京都,江戸川区,春江町,２-３１－１５

１３２-８７１１ 小松川信用金庫,東京都,江戸川区,平井,６-２３－２３

１３２-８７３９ スピーディ,東京都,江戸川区,松島,１-２４－１５

１３２-８６８６ タイヘイ (株),東京都,江戸川区,松江,７-８－１０

１３２-８５５０ 東京電力 (株) 江東支店 江戸川営業センター,

１３２-８５５０ 東京都,江戸川区,中央,１-５－３

１３２-８５５１ 東京都江戸川都税事務所,東京都,江戸川区,中央,４-２４－１９

１３２-８５６７ 東京都水道局 江戸川営業所,東京都,江戸川区,松江,５-４－１２

１３２-８５８５ 東京法務局 江戸川出張所,東京都,江戸川区,中央,１-１６－２

１３２-８７３２ ネグロス電工 (株),東京都,江戸川区,中央,１-３－５

１３３-８５０１ エステイワイ工業 (株),東京都,江戸川区,上一色,３-２２－１

１３３-８５１１ 王子製紙 (株） 江戸川工場,東京都,江戸川区,東篠崎,２-３－２

１３３-８５８０ 王子パッケージング (株）,東京都,江戸川区,東篠崎,２-３－３

１００-８６２９ (株) サミット,東京都,江戸川区,篠崎町,２-４０３－７

１３３-８５５８ (株) タカノスマイル,東京都,江戸川区,東松本,２-１７－９

１３３-８５５３ (株) 丸昌 小岩店,東京都,江戸川区,東小岩,５-４－１２

１３３-８５８５ 学校法人 愛国学園,東京都,江戸川区,西小岩,５-７－１

１３３-８５５２ 学校法人 江戸川学園 江戸川女子中学校,

１３３-８５５２ 東京都,江戸川区,東小岩,５-２２－１

１３３-８５５２ 学校法人 江戸川学園 江戸川女子高等学校,

１３３-８５５２ 東京都,江戸川区,東小岩,５-２２－１

１３３-８７０４ 野村証券 (株) 小岩支店,東京都,江戸川区,南小岩,７-２２－６

１３４-８５０７ (株） ノニ２１,東京都,江戸川区,中葛西,５-３８－８

１３４-８７０２ (株） 三井住友銀行 葛西支店,東京都,江戸川区,中葛西,５-３４－８

１３４-８５８８ アドレス通商 (株),東京都,江戸川区,臨海町,３-６－３

１３４-８５７５ イプソス (株),東京都,江戸川区,臨海町,５-２－２

１３４-８６０１ 江戸川区スポーツセンター,東京都,江戸川区,西葛西,４-２－２０

１３４-８６１０ ＮＴＴ データ通信 (株),東京都,江戸川区,西葛西,５-１０－２４

１３４-８６４０ カツデン (株),東京都,江戸川区,西瑞江,４-１５

１３４-８５７７ (株) ジェイ・エー・エー,東京都,江戸川区,臨海町,３-２－１

１３４-８５８５ (株) アテナ,東京都,江戸川区,臨海町,５-２－２

１３４-８５０２ (株) 白子,東京都,江戸川区,中葛西,７-５－９

１３４-８６０２ (株) ニチベイパーツ,東京都,江戸川区,西葛西,７-９－１７

１３４-８５８６ (株) マリモクラフト,東京都,江戸川区,臨海町,３-６－２

１３４-８６４２ (株) ライト,東京都,江戸川区,西瑞江,４-１２

１３４-８６８６ (株) リケン,東京都,江戸川区,西葛西,６-２４－１６

１３４-８６２２ 懸賞ＴＶ (株),東京都,江戸川区,船堀,２-２３－４

１３４-８６０３ ジャスコ (株) 葛西店,東京都,江戸川区,西葛西,３-９－１９

１３４-８５０３ スターツ (株),東京都,江戸川区,中葛西,３-３７－４

１３４-８５１５ スターツデベロップメント (株),東京都,江戸川区,中葛西,３-３７－９

１３４-８５７０ センコー (株),東京都,江戸川区,臨海町,４-３－１

１３４-８５２０ 月島食品工業 (株),東京都,江戸川区,東葛西,３-１７－９

１３４-８５８７ 東京都葛西臨海水族園,東京都,江戸川区,臨海町,２００６/２/３

１３４-８５５５ 東京都立葛西南高等学校,東京都,江戸川区,南葛西,１-１１－１

１３４-８５３３ 日本ロール製造 (株),東京都,江戸川区,東葛西,９-３－１

１３４-８５７６ バニーコルアート (株),東京都,江戸川区,臨海町,３-６－３

１３４-８６３１ 丸泰土木 (株),東京都,江戸川区,北葛西,３-５－１７

１３４-８６０９ みずほ情報総研 (株）,東京都,江戸川区,西葛西,３-２２－３６

１３４-８６１２ 山一興産 (株),東京都,江戸川区,西葛西,７-２０－１

１３４-８６３０ 第一三共 (株) 葛西研究開発センター,東京都,江戸川区,北葛西,１-１６－１３



１９２-８５３５ (株） エスアールエル 八王子ラボラトリー,東京都,八王子市,小宮町,５１

１９２-８５５８ (株） 関電工 多摩支店,東京都,八王子市,明神町,２-２４－６

１９２-８５１０ アジレント・テクノロジー (株),東京都,八王子市,高倉町,９－１

１９２-８５６０ アマゾン八王子フルフィルメントセンター,東京都,八王子市,石川町3-７０

１９２-８５１８ ＭＳ＆ＡＤ八王子センター ＭＳ＆ＡＤ事務サービス (株),

１９２-８５１８ 東京都,八王子市,高倉町,９番１号

１９２-８５０７ オリンパス光学工業 (株) 技術開発センター石川,

１９２-８５０７ 東京都,八王子市,石川町,２９５１

１９２-８５１２ オリンパス光学工業 (株) 技術開発センター宇津木,

１９２-８５１２ 東京都,八王子市,久保山町,２-３

１９２-８５５６ カシオ計算機 (株) 八王子研究所,東京都,八王子市,石川町,5-５１

１９２-８５２５ (株) ＪＶＣ ケンウッド,東京都,八王子市,石川町,3-６７

１９２-８５１５ (株) 東京精密,東京都,八王子市,石川町,2-６８

１９２-８５２２ (株) ニレコ,東京都,八王子市,石川町,4-５１

１９２-８５５１ (株) 村内ファニチャーアクセス,東京都,八王子市,左入町,７８７-

１９２-０９８１ 学校法人 片柳学園,東京都,八王子市,片倉町,１４０４－１

１９２-０９８２ 学校法人 片柳学園 東京工科大学,東京都,八王子市,片倉町,１４０４－１

１９２-８５７７ 学校法人 創価大学,東京都,八王子市,丹木町,１-２３６

１９２-８５５０ キーサイト・テクノロジー 合同会社,東京都,八王子市,高倉町,９番１号

１９２-８５０８ 杏林大学,東京都,八王子市,宮下町,４７６

１９２-８６２２ 工学院大学附属中学・高等学校,東京都,八王子市,中野町,2-４７

１９２-８６５０ 商工中金 八王子支店,東京都,八王子市,横山町,２－５

１９２-８６５５ 大和證券 八王子支店,東京都,八王子市,旭町,８－１０

１９２-８５３２ 中央電子 (株),東京都,八王子市,元本郷町,１-９－９

１９２-０９９２ 東京造形大学,東京都,八王子市,宇津貫町,１５５６-

１９２-８５５３ 東京地方検察庁 八王子支部,東京都,八王子市,明神町,４-２１－２

１９２-０９９３ 東京電力 (株) 多摩支店,東京都,八王子市,子安町,１-１６－２５

１９２-８６１１ 東京都八王子都税事務所,東京都,八王子市,明神町,３-１９－２

１９２-８５６８ 東京都立八王子東高等学校,東京都,八王子市,高倉町,６８番１

１９２-８５６２ 東京都立南多摩中等教育学校,東京都,八王子市,明神町,４－２０－１

１９２-８６４８ 中日本高速道路 (株） 八王子支社,東京都,八王子市,宇津木町,２３１

１９２-０９８８ 日本水産 (株) 八王子総合工場,東京都,八王子市,北野町,５５９－６-

１９２-８６４４ 日本銀刺ワーム,東京都,八王子市,明神町,３-２６－１

１９２-０９８３ 日本工学院八王子専門学校,東京都,八王子市,片倉町,１４０４番１号

１９２-８６３３ 日本コンテック (株) 産業資材部,東京都,八王子市,小門町,５３-

１９２-８５８５ 日本ヒューレット・パッカード (株) 八王子事業所,

１９２-８５８５ 東京都,八王子市,明神町,４-９－８

１９２-０９８６ 日本文化大學,東京都,八王子市,片倉町,９７７-

１９２-８５３７ 日本分光 (株),東京都,八王子市,石川町,5-６７

１９２-８５１６ 八王子簡易裁判所,東京都,八王子市,明神町,４-２１－１

１９２-８５０６ 八王子社会保険事務所,東京都,八王子市,南新町,４－１

１９２-８５０１ 八王子市役所,東京都,八王子市,元本郷町,３-２４－１

１９２-８７０２ 八王子市役所 市民部市民課,東京都,八王子市,元本郷町,３-２４－１

１９２-８５２０ 八王子商工会議所,東京都,八王子市,大横町,１１－１

１９２-８５６５ 八王子税務署,東京都,八王子市,明神町,４-２１番３号

１９２-０９８９ 八王子総合卸売センター (株),東京都,八王子市,北野町,５８４－３０

１９２-８５０２ 東日本旅客鉄道 (株) 八王子支社,東京都,八王子市,旭町,１－８

１９２-８５３３ 双葉産業 (株）,東京都,八王子市,本郷町,８－１２

１９２-８５６６ 横河計測 (株),東京都,八王子市,明神町,４-９－８

１９２-８５３６ 読売新聞 東京本社 八王子支局,東京都,八王子市,本町,８－２４

１９２-８５０５ コニカミノルタ 東京サイト八王子,東京都,八王子市,石川町,２９７０

１９２-０３９８ (株) スリーボンド,東京都,八王子市,南大沢,２００４/３/３

１９２-０３９４ 学校法人 多摩美術大学 八王子校舎,東京都,八王子市,鑓水,２-１７２３

１９２-０３９３ 中央大学,東京都,八王子市,東中野,７４２－１

１９２-０３９５ 帝京大学 八王子校舎,東京都,八王子市,大塚,３５９

１９２-０３９７ 東京都立大学,東京都,八王子市,南大沢,１-１

１９２-０３９２ 東京薬科大学,東京都,八王子市,堀之内,１４３２－１

１９２-０３９６ 山野美容芸術短期大学,東京都,八王子市,鑓水,５３０

１９２-０９９６ (株) 八王子エフエム,東京都,八王子市,みなみ野,４－３３－１

１９２-０９９１ 日本水産 (株) 東京イノベーションセンター,

１９２-０９９１ 東京都,八王子市,七国,１-３２－３

１９３-８５１０ (株） 育良精機製作所 八王子事業所,

１９３-８５１０ 東京都,八王子市,元八王子町,１-４２６

１９３-８５０５ 医療法人財団 青渓会 駒木野病院,東京都,八王子市,裏高尾町,２７３

１９３-８５５０ ＯＫＩセミコンダクタ (株),東京都,八王子市,東浅川町,５５０－１

１９３-８５０１ 共立女子大学,東京都,八王子市,元八王子町,１-７１０

１９３-８５１１ 高尾登山電鉄 (株),東京都,八王子市,高尾町,２２０５

１９３-０９８５ 拓殖大学 (八王子キャンパス）,東京都,八王子市,館町,８１５－１

１９３-０９９８ 東京医科大八王子医療センター,東京都,八王子市,館町,１１６３

１９３-０９９７ 東京工業高等専門学校,東京都,八王子市,椚田町,１２２０－２

１９３-８５２０ 八王子保健生活協同組合,東京都,八王子市,元八王子町,３-２８７２－１

１９３-８５２５ ＨＯＹＡ (株） 八王子工場,東京都,八王子市,川口町,１３７５

１９３-８５７０ 林野庁 森林技術総合研修所,東京都,八王子市,廿里町,１８３３－９４

１９３-８６６６ 共立女子第二中学・高等学校,東京都,八王子市,元八王子町,１-７１０-

１９３-８６８６ 宗教法人 薬王院,東京都,八王子市,高尾町,２１７７

１９３-０９９１ 蛇の目ミシン工業 (株),東京都,八王子市,狭間町,１４６３

１９０-８５５０ あいおい損害保険 (株),東京都,立川市,曙町,２-３６－２

１９０-８５５３ あいおい損害保険 (株) 東京西支店,東京都,立川市,曙町,１-９－１９

１９０-８５３７ ＮＥＣ三栄 (株),東京都,立川市,曙町,１-２５－１２

１９０-８５２８ オリックス・クレジット (株),東京都,立川市,曙町,２-２２－２０

１９０-８５１１ (株) 伊勢丹 立川店,東京都,立川市,曙町,２-５－１

１９０-８５１７ (株) いなげや,東京都,立川市,栄町,６-１－１

１９０-８５３６ (株) ＮＴＴドコモ 多摩支店,東京都,立川市,曙町,１-３１－２

１９０-８５４２ (株) 壽屋,東京都,立川市,緑町,４－５壽屋ビル

１９０-８５３９ (株) ジェイコム多摩,東京都,立川市,栄町,６－１－１

１９０-８５６６ (株) セレモアつくば,東京都,立川市,柏町,１-２６－４

１９０-８５０７ (株) 高島屋 立川店,東京都,立川市,曙町,２-３９－３

１９０-８５５５ (株) 田島,東京都,立川市,柴崎町,６-１８－１０



１９０-８５１４ (株) 東京スター銀行 立川支店,東京都,立川市,曙町,２-３９－３

１９０-８５５１ (株) 日本政策金融公庫 立川支店,東京都,立川市,曙町,２-８番３号

１９０-８５６０ (株) 日本アクセス 東京西支店,東京都,立川市,泉町,９３５－１

１９０-８５１０ (株) 日本旅行 立川支店,東京都,立川市,曙町,２-１０－１

１９０-８５０５ (株) 和凰,東京都,立川市,幸町,３-３２－５

１９０-８５７５ 関東財務局 立川出張所,東京都,立川市,緑町,４－２

１９０-８５２０ 学校法人 国立音楽大学,東京都,立川市,柏町,５-５－１

１９０-８５１５ 軽貨急配シーエス (株) 立川支店,東京都,立川市,泉町,９３５

１９０-８５５８ 国土交通省 関東地方整備局 国営昭和記念公園事務所,

１９０-８５５８ 東京都,立川市,緑町,３１７３

１９０-８５１８ 国立極地研究所,東京都,立川市,緑町,１０－３

１９０-８５３１ 国家公務員共済組合連合会 立川病院,東京都,立川市,錦町,４-２－２２

１９０-８５８８ サンケイリビング新聞社 多摩本部,東京都,立川市,曙町,２-１０－１

１９０-８５３５ (財) 東京顕微鏡院,東京都,立川市,高松町,１-１００－３８

１９０-８５７８ 社会医療法人社団 健生会 立川相互病院,東京都,立川市,緑町,４－１

１９０-８５１９ 宗教法人 真如苑,東京都,立川市,柴崎町,１-２－１３

１９０-８５３０ 昭和記念公園 パークス共同体 国営昭和記念公園 管理センター,

１９０-８５３０ 東京都,立川市,緑町,３１７３

１９０-８６８８ 新立川航空機 (株),東京都,立川市,高松町,１-１００

１９０-８５５４ ジェイアール東日本商業開発 (株) (グランデュオ）,

１９０-８５５４ 東京都,立川市,柴崎町,３-２－１

１９０-８５８１ 自治大学校,東京都,立川市,緑町,３５９１

１９０-８５０３ 住宅・都市整備公団 東京支社 北多摩営業所,

１９０-８５０３ 東京都,立川市,曙町,２-３４－７

１９０-８５６２ 情報・システム研究機構 統計数理研究所,東京都,立川市,緑町,１０－３

１９０-８５７２ 立川簡易裁判所,東京都,立川市,緑町,１０-４

１９０-８６０９ 立川公共職業安定所,東京都,立川市,緑町,４－２

１９０-８６６６ 立川市役所,東京都,立川市,泉町,１１５６番９号

１９０-８５６５ 立川税務署,東京都,立川市,緑町,４-の２

１９０-８５１６ 立川労働基準監督署,東京都,立川市,緑町,４-２

１９０-８６８０ 立飛企業 (株),東京都,立川市,泉町,８４１

１９０-８５０８ 多摩運送 (株),東京都,立川市,富士見町,６-４９－１８

１９０-８６８１ 多摩信用金庫,東京都,立川市,緑町,３-の４

１９０-８５０６ 第一デパート ((株) サビアコーポレーション）,東京都,立川市,曙町,２-２－２５

１９０-８５６１ 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立国語研究所,

１９０-８５６１ 東京都,立川市,緑町,１０-２

１９０-８６８６ 大和証券 (株) 立川支店,東京都,立川市,曙町,２-７－１６

１９０-８５２２ 超音波工業 (株),東京都,立川市,柏町,１-６－１

１９０-８５９０ 東京医療保健大学 国立病院機構立川キャンパス,東京都,立川市,緑町,３２５６-

１９０-８５８９ 東京家庭裁判所 立川支部,東京都,立川市,緑町,１０-４

１９０-８５４４ 東京地方検察庁 立川支部,東京都,立川市,緑町,６-３

１９０-８５７１ 東京地方裁判所 立川支部,東京都,立川市,緑町,１０-４

１９０-８５７３ 東京都市町村 職員共済組合,東京都,立川市,錦町,１-１２－１

１９０-８５８３ 東京都立砂川高等学校,東京都,立川市,泉町,９３５－４

１９０-８５４３ 東京都立多摩社会教育会館,東京都,立川市,錦町,６-３－１

１９０-８５７９ 独立行政法人 国立病院機構本部 ＤＭＡＴ事務局,東京都,立川市,緑町,３２５６

１９０-８５１３ 日本信販 (株) 西関東統括部,東京都,立川市,曙町,２-３４－１３

１９０-８５８２ 日本生命保険 相互会社 東京西支社,東京都,立川市,曙町,２-２０－５

１９０-８５５７ 森永乳業 (株) 多摩支店,東京都,立川市,高松町,３-１－５

１９０-８５８６ 横河電機 (株) 立川オフィス,東京都,立川市,栄町,６-１－３

１９０-８５４０ 読売新聞 東京本社 立川支局,東京都,立川市,曙町,１-２７－１０

１９０-８５０１ 陸上自衛隊 立川駐屯地,東京都,立川市,緑町,５

１８０-８５８０ (株) すかいらーくホールディングス,東京都,武蔵野市,西久保,１-２５－８

１８０-８６０８ (株) すかいらーくＤ＆Ｍ,東京都,武蔵野市,西久保,１-２５－８第２

１８０-８５１９ (株) 東急百貨店 吉祥寺店,東京都,武蔵野市,吉祥寺本町,２-３－１

１８０-８５２７ (株) 冬水社,東京都,武蔵野市,吉祥寺本町,２－３４－９

１８０-８５０８ (株) 日本マイクロニクス,東京都,武蔵野市,吉祥寺本町,２-６－８

１８０-８５２０ (株) パルコ 吉祥寺店,東京都,武蔵野市,吉祥寺本町,２００１/５/１

１８０-８５３８ (株) モンテローザ,東京都,武蔵野市,中町,１-１７番３号６

１８０-８５０５ 学校法人 井之頭学園藤村女子中学・高等学校,東京都,武蔵野市,吉祥寺本町,２-１６－３

１８０-８６２９ 学校法人 亜細亜学園,東京都,武蔵野市,境,５-８番

１８０-８６３３ 学校法人 成蹊学園 成蹊大学,東京都,武蔵野市,吉祥寺北町,３-３－１

１８０-８６３３ 学校法人 成蹊学園 成蹊高等学校,東京都,武蔵野市,吉祥寺北町,３-３－１

１８０-８６３３ 学校法人 成蹊学園 成蹊中学校,東京都,武蔵野市,吉祥寺北町,３-３－１

１８０-８６３３ 学校法人 成蹊学園 成蹊小学校,東京都,武蔵野市,吉祥寺北町,３-３－１

１８０-８５６６ 学校法人 武蔵野美術大学部,東京都,武蔵野市,吉祥寺東町,３-３－７

１８０-８５６６ 学校法人 武蔵野美術学園,東京都,武蔵野市,吉祥寺東町,３-３－７

１８０-８５６６ 学校法人 武蔵野美術大学短期大学部,東京都,武蔵野市,吉祥寺東町,３-３－７

１８０-８５６６ 学校法人 武蔵野美術大学通信教育部,東京都,武蔵野市,吉祥寺東町,３-３－７

１８０-８５１７ サンケイリビング新聞社 武蔵野本部,東京都,武蔵野市,吉祥寺本町,１-１７－１２

１８０-８５７１ 多摩信用金庫 武蔵野支店,東京都,武蔵野市,西久保,１-６－２７

１８０-８５７７ 東京電力 (株) 武蔵野支社,東京都,武蔵野市,西久保,１-６－２４

１８０-８６０２ 日本獣医畜産大学,東京都,武蔵野市,境南町,１-７－１

１８０-８６１８ 日本赤十字武蔵野短期大学,東京都,武蔵野市,境南町,１-２６－３３

１８０-８５３１ 三井生命 武蔵野支社,東京都,武蔵野市,中町,１-２０－８

１８０-８７７７ 武蔵野市役所,東京都,武蔵野市,緑町,２-２－２８

１８０-８６１０ 武蔵野赤十字病院,東京都,武蔵野市,境南町,１-２６－１

１８０-８５２２ 武蔵野税務署,東京都,武蔵野市,吉祥寺本町,３-２７－１

１８０-８５３３ 名糖運輸 (株),東京都,武蔵野市,中町,２-４－５

１８０-８６１１ ユニダックス (株),東京都,武蔵野市,境南町,５-１－２１

１８０-８７５０ 横河電機 (株),東京都,武蔵野市,中町,２-９－３２

１８１-８６０８ アイデックスラボラトリーズ (株),東京都,三鷹市,北野,３-３－７

１８１-８６０１ アサカ物産 (株),東京都,三鷹市,北野,３-６－１１

１８１-８５３３ アツデン (株),東京都,三鷹市,上連雀,１-１２－１７

１８１-８６４８ いずみ書房 (株),東京都,三鷹市,井の頭,５-８－３０

１８１-８５０３ 医療法人財団 慈生会 野村病院,東京都,三鷹市,下連雀,８-３－６

１８１-８５１８ 春日電機 (株),東京都,三鷹市,下連雀,６-１－３３

１８１-８００１ (株) ジェーシービー ＪＣＢカードセンター,東京都,三鷹市,下連雀,７-５－１４



１８１-８５６７ (株) Ｊマート,東京都,三鷹市,野崎,１－２０－２０

１８１-８５２２ (株) ジャパンエナジー ＪＯＭＯカードセンター,東京都,三鷹市,下連雀,８-７－２

１８１-８５７１ (株) ジャムコ,東京都,三鷹市,大沢,６-１１－２５

１８１-８５３５ (株) テスコ,東京都,三鷹市,上連雀,１-１２－１７

１８１-８６２２ (株) 日立製作所 ヘルスケア 三鷹事業所,東京都,三鷹市,牟礼,６-２２番１号

１８１-８６１１ 学校法人 杏林学園,東京都,三鷹市,新川,６-２０－２

１８１-８６１２ 学校法人 杏林学園 杏林大学井の頭キャンパス,東京都,三鷹市,下連雀,２００５/４/１

１８１-８５８５ 学校法人 国際基督教大学（ＩＣＵ）,東京都,三鷹市,大沢,３-１０－２

１８１-８５２０ キヤノンファインテック (株),東京都,三鷹市,下連雀,６-３－３

１８１-８６１４ 杏林大学医学部付属看護専門学校,東京都,三鷹市,新川,６-１７－３

１８１-８５５１ 酒井薬品 (株),東京都,三鷹市,野崎,１-１１－２２

１８１-８５４１ サンマルイ (株） 西東京カンパニー,東京都,三鷹市,井口,２-５－３

１８１-８５３１ (財) 井之頭病院,東京都,三鷹市,上連雀,４-１４－１

１８１-８６３３ 消防研究所,東京都,三鷹市,中原,３-１４－１

１８１-８５２８ セコムＳＣセンター,東京都,三鷹市,下連雀,８-１０－１６

１８１-８５２１ セコムＴＥセンター,東京都,三鷹市,下連雀,６-１１－２３

１８１-８５１１ セントラル・コンピュータ・サービス (株) 情報通信センター,

１８１-８５１１ 東京都,三鷹市,下連雀,８-７－２

１８１-８５８８ 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 国立天文台,

１８１-８５８８ 東京都,三鷹市,大沢,２-２１－１

１８１-８５１０ 日本無線 (株),東京都,三鷹市,下連雀,５-１－１

１８１-８５８６ 長谷川病院,東京都,三鷹市,大沢,２-２０－３６

１８１-８５７７ 富士重工業 (株) 東京事業所,東京都,三鷹市,大沢,３-９－６

１８１-８５１７ 三鷹公共職業安定所,東京都,三鷹市,下連雀,４-１５－１８

１８１-８５０５ 三鷹市教育委員会,東京都,三鷹市,下連雀,９-１１－７

１８１-８５５５ 三鷹市役所,東京都,三鷹市,野崎,１-１－１

１９８-８５２５ 日本年金機構 青梅年金事務所,東京都,青梅市,新町,３－３－１

１９８-８７６０ (株） やまびこ,東京都,青梅市,末広町,１-７－２

１９８-８６６６ アジアエレクトロニクス (株),東京都,青梅市,新町,９-２１５７

１９８-８５７７ アロカ (株) 東京事業所,東京都,青梅市,今井,３-７－１９

１９８-８７０１ 青梅市役所,東京都,青梅市,東青梅,１-１１－１

１９８-８７００ 青梅市役所,東京都,青梅市,東青梅,１-１１－１

１９８-８５８５ 青梅商工会議所,東京都,青梅市,上町,３７３

１９８-８７２２ 青梅信用金庫,東京都,青梅市,勝沼,３-６５

１９８-８５８８ (株) オザム,東京都,青梅市,友田町,５-３５０

１９８-８７１１ (株) 共立,東京都,青梅市,末広町,１-７－２

１９８-８５５５ (株) テラミクロス,東京都,青梅市,今井,３-１０番６号

１９８-８７１０ (株) 東芝 青梅事業所,東京都,青梅市,末広町,２-９番

１９８-８５１０ (株) 東邦製作所,東京都,青梅市,今井,３-７－２０

１９８-８５１２ (株) 日立製作所 マイクロデバイス事業部,東京都,青梅市,新町,６-１６－３

１９８-８５３１ 社会福祉法人 聖明福祉協会,東京都,青梅市,根ケ布,２-７２２

１９８-８６０１ 住友金属鉱山 (株) 電子事業本部,東京都,青梅市,末広町,１-６－１

１９８-８６１１ 日立ライティング (株) 青梅事業所,東京都,青梅市,新町,６-１６－２

１９８-８５２２ ホットマン (株),東京都,青梅市,長淵,５-２５１

１９８-８６５５ 明星大学 青梅キャンパス,東京都,青梅市,長淵,２-５９０

１８３-８５１１ (株） 東芝 府中事業所,東京都,府中市,東芝町,１

１８３-８５７０ アマゾン府中ＦＣ,東京都,府中市,４谷,５-２３－６２

１８３-８５５１ ＮＥＣスペーステクノロジー (株),東京都,府中市,日新町,１-１０

１８３-８５０２ ＮＥＣ中河原技術センター,東京都,府中市,住吉町,５-２２－５

１８３-８５１９ (株) 田原電機製作所,東京都,府中市,本町,２－３０

１８３-８５４１ (株) 伊勢丹 府中店,東京都,府中市,宮町,１-４１－２

１８３-８５３０ (株) 五藤光学研究所,東京都,府中市,矢崎町,４-１６

１８３-８７０７ (株) スーパーヤマザキ,東京都,府中市,寿町,１-６－３

１８３-８５３９ (株) セイジョー,東京都,府中市,美好町,２-１２－２

１８３-８５２９ (株） 大東京綜合卸売センター,東京都,府中市,矢崎町,４-１

１８３-８５２２ (株) ドライバースタンド,東京都,府中市,白糸台,１-２９－６

１８３-８５４０ (株) ワイ・ディ・シー,東京都,府中市,府中町,１-９

１８３-８５８５ 警視庁 警察学校,東京都,府中市,朝日町,３-１５番１号

１８３-８５０６ 警視庁 府中運転免許試験場,東京都,府中市,多磨町,３-１番１号

１８３-８５２１ 航空自衛隊 府中基地,東京都,府中市,浅間町,１-５－５

１８３-８５２６ (財) 東京都神経科学総合研究所,東京都,府中市,武蔵台,２-６

１８３-８７０６ 自動車安全運転センター 東京都事務所,東京都,府中市,多磨町,３-１

１８３-８５１４ 多摩川競艇場,東京都,府中市,是政,４-１１

１８３-８７０５ 東京エレクトロン (株) 府中テクノロジーセンター,東京都,府中市,住吉町,２-３０－７

１８３-８５３４ 東京外国語大学,東京都,府中市,朝日町,３-１１－１

１８３-８５５０ 東京競馬場,東京都,府中市,日吉町,１

１８３-８５４９ 東京都 府中都税支所,東京都,府中市,宮西町,１－２６－１

１８３-８５６１ 東京都立 小児総合医療センター,東京都,府中市,武蔵台,２-８－２９

１８３-８５２４ 東京都立 多摩総合医療センター,東京都,府中市,武蔵台,２-８－２９

１８３-８５５３ 東京都立 府中療育センター,東京都,府中市,武蔵台,２-９－２

１８３-８５２８ 東芝ＩＴサービス (株),東京都,府中市,武蔵台,２００１/１/１５

１８３-８５３２ 東芝ソリューション (株) 府中エンジニアリングセンター,

１８３-８５３２ 東京都,府中市,武蔵台,１-１－１５

１８３-８５１２ 東芝ソリューション (株) 府中ソリューションセンター,東京都,府中市,片町,３-２２

１８３-８５１３ 東芝プラントシステム (株) 府中事務所,東京都,府中市,東芝町,１

１８３-８７０２ 日本銀行 府中分館,東京都,府中市,日鋼町,１－１９

１８３-８５０１ 日本電気 (株) 府中事業場,東京都,府中市,日新町,１-１０

１８３-８５２５ 府中市生涯学習センター,東京都,府中市,浅間町,１-７

１８３-８５０５ 府中社会保険事務所,東京都,府中市,府中町,２-１２－２

１８３-８７０３ 府中市役所,東京都,府中市,宮西町,２-２４

１８３-８７０１ 三井住友信託銀行 (株),東京都,府中市,日鋼町,１番１０号

１８３-８５４８ 武蔵府中税務署,東京都,府中市,本町,４-２

１８３-８５３６ モランボン (株),東京都,府中市,晴見町,２－１６－１

１８３-８５１６ 横河ディジタルコンピュータ (株),東京都,府中市,府中町,１-９

１９６-８６６６ (株) リガク,東京都,昭島市,松原町,３-９－１２

１９６-８６０１ アーバンリゾーツ昭和の森 (株),東京都,昭島市,拝島町,４０１７-３

１９６-８５１１ 昭島市役所,東京都,昭島市,田中町,１-１７－１

１９６-８６８６ (株) ＩＨＩ,東京都,昭島市,拝島町,３９７５－１８



１９６-８５８５ (株) 三井Ｅ＆Ｓパワーシステムズ,東京都,昭島市,拝島町,３９２８-３

１９６-８６１１ (株) タチエス,東京都,昭島市,松原町,３-３－７

１９６-８５８８ 協立包装材 (株）,東京都,昭島市,福島町,３-１２－８

１９６-８５２２ 昭和飛行機工業 (株),東京都,昭島市,田中町,６００

１９６-８５０１ スタック電子 (株),東京都,昭島市,武蔵野,３-９－１８

１９６-８５５５ 日本航空電子工業 (株),東京都,昭島市,武蔵野,３-１－１

１９６-８６６８ 日本ゼネラルモーターズ (株)／デルファイ・オートモーティブ・システムズ,

１９６-８６６８ 東京都,昭島市,つつじが丘,１-１－１１０

１９６-８５５８ 日本電子 (株),東京都,昭島市,武蔵野,３-１－２

１９６-８５６０ 東日本成人矯正医療センター,東京都,昭島市,もくせいの杜,２-１番９号

１９６-８５５０ フォスター電機 (株),東京都,昭島市,つつじが丘,１-１番１０９号

１９６-８５１０ ＨＯＹＡ (株) 昭島工場,東京都,昭島市,武蔵野,３-３－１

１９６-８５８０ 法務省 矯正研修所,東京都,昭島市,もくせいの杜,２-１番２０号

１９６-８５７０ 法務省 国連アジア極東犯罪防止研修所,東京都,昭島市,もくせいの杜,２００２/１/１８

１９６-８５７０ 法務省 法務総合研究所国際協力部,東京都,昭島市,もくせいの杜,２００２/１/１８

１９６-８５３３ ＭＯＲＩＰＡＲＫ ＯｕｔｄｏｏｒＶｉｌｌａｇｅ,東京都,昭島市,田中町,６１０－４

１８２-８００６ アフラック 調布スクエアビル,東京都,調布市,小島町,２-３３－２

１８２-８００１ アフラック調布サウスゲートビル,東京都,調布市,小島町,２-４８－２６

１８２-８５６７ 小田急バス (株),東京都,調布市,仙川町,２-１９－５

１８２-８５２０ (株) 共和電業,東京都,調布市,調布ケ丘,３-５－１

１８２-８５５５ (株) 東京現像所,東京都,調布市,富士見町,２-１３

１８２-８６８６ (株) フジカラーサービス 東京事業所,東京都,調布市,柴崎,１-６７－１

１８２-８５５８ キユーピー (株) 仙川工場,東京都,調布市,仙川町,２-５

１８２-８５２２ 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構,

１８２-８５２２ 東京都,調布市,深大寺東町,７-４４-１

１８２-８６０２ 島田理化工業 (株）,東京都,調布市,柴崎,２-１－３

１８２-８５０８ 消防大学校,東京都,調布市,深大寺東町,４-３５－３

１８２-８５２５ 白百合女子大学,東京都,調布市,緑ケ丘,１-２５

１８２-８６０１ 第百生命保険 相互会社,東京都,調布市,国領町,４-３４－１

１８２-８５１１ 調布市役所,東京都,調布市,小島町,２-３５－１

１８２-８５８５ 電気通信大学,東京都,調布市,調布ケ丘,１-５－１

１８２-８５７０ 東京慈恵会 医科大学,東京都,調布市,国領町,８-３－１

１８２-８５１０ 桐朋学園 女子部門,東京都,調布市,若葉町,１-４１－１

１８２-８５１２ 林建設 (株),東京都,調布市,小島町,２-５６－３

１８２-８６２１ マニュライフ・センチュリー生命保険 (株),東京都,調布市,国領町,４-３４－１

１９４-８５５０ 小田急百貨店 町田店,東京都,町田市,原町田,６-１２－２０

１９４-８５８５ オリックス・レンテック (株),東京都,町田市,金森,１１６１

１９４-８６６６ (株) オーディオテクニカ,東京都,町田市,成瀬,２２０６

１９４-８５６６ (株) オーディオテクニカ 成瀬事業所,東京都,町田市,成瀬,１３４８

１９４-８５０３ (株) エルハート 横浜店,東京都,町田市,鶴間,１７－１７１６

１９４-８５０７ (株) 家具の大正堂,東京都,町田市,森野,１-１３－１４

１９４-８５５５ (株) ケーユー,東京都,町田市,鶴間,８-１７－１

１９４-８５０８ (株) 高速道路総合技術研究所,東京都,町田市,忠生,１-４－１

１９４-８５１５ (株) サマディ,東京都,町田市,原町田,６-１５－２

１９４-８５３０ (株) 三和,東京都,町田市,金森,４-１番２号

１９４-８５７０ (株) ジャックス,東京都,町田市,南町田,５-２－１

１９４-８５０２ (株) スクールパートナーズ,東京都,町田市,森野,１－３４－１０

１９４-８５０５ (株) 東急ハンズ 町田店,東京都,町田市,原町田,４-１－１７

１９４-８５３８ (株) 長崎屋 町田店,東京都,町田市,原町田,６-１３－２１

１９４-８５１０ (株) ＰＦＵ,東京都,町田市,鶴間,６５８－１

１９４-８５４３ 学校法人 昭和薬科大学,東京都,町田市,東玉川学園,３-３１６５-

１９４-８６１０ 学校法人 玉川学園,東京都,町田市,玉川学園,６-１番１号

１９４-８５８８ 協栄電気 (株),東京都,町田市,忠生,３-２２－１８

１９４-８５３３ 協和キリン (株) 東京リサーチパーク,東京都,町田市,旭町,３-６番６号

１９４-８５８９ グランベリーパーク,東京都,町田市,鶴間,２００３/４/１

１９４-８５５１ サンケイリビング新聞社 まちだ・さがみ本部,東京都,町田市,原町田,３-２－２

１９４-８６１１ 玉川大学 通信教育部,東京都,町田市,玉川学園,６-１番１号

１９４-８６１２ 玉川大学 入試広報部,東京都,町田市,玉川学園,６-１番１号

１９４-８５６０ 電気化学工業 (株) 総合研究所,東京都,町田市,旭町,３-５－１

１９４-８５４０ 東京都 町田都税事務所,東京都,町田市,中町,１-３１－１２

１９４-８５７７ ホーチキ (株) 町田事業所,東京都,町田市,南町田,３-７番１号

１９４-８５２０ 町田市役所,東京都,町田市,森野,２００２/２/２２

１９４-８５８０ 町田市役所 市民課,東京都,町田市,森野,２-２番２２号

１９４-８５６７ 町田税務署,東京都,町田市,中町,３-３－６

１９４-８５８６ 町田郵便貯金地域文化活動支援施設,東京都,町田市,原町田,４-１－１４

１９４-８５１１ 三菱化学生命科学研究所,東京都,町田市,南大谷,１１号

１９４-０２９７ 医療法人社団 幸隆会多摩丘陵病院,東京都,町田市,下小山田町,１４９１

１９４-０２９４ 桜美林学園,東京都,町田市,常盤町,３７５８

１９４-０２９５ (株) オーク製作所,東京都,町田市,小山ケ丘,３-９－６

１９４-０２９３ 中央協同組合学園,東京都,町田市,相原町,４７７１

１９４-０２９２ 東京家政学院大学,東京都,町田市,相原町,２６００

１９４-０２９６ 東京航空計器 (株),東京都,町田市,小山ヶ丘,２-２番６号

１９４-０２９８ 法政大学,東京都,町田市,相原町,４３４２

１９５-８５５５ 学校法人 和光学園,東京都,町田市,金井町,２１６０-

１９５-８５８５ 和光大学,東京都,町田市,金井町,２１６０

１９５-８５５０ 国士舘大学,東京都,町田市,広袴,１-１－１

１８４-８５０５ あいおい損害保険 (株）,東京都,小金井市,貫井北町,１-９－１

１８４-８５１５ アイデックスラボラトリーズ (株),東京都,小金井市,梶野町,２００５/８/１８

１８４-８５５８ 医療法人財団 美生会小金井病院,東京都,小金井市,前原町,４-４－４７

１８４-８５８５ 医療法人社団 総合会武蔵野中央病院,東京都,小金井市,東町,１-４４－２６

１８４-８５３３ (株) コガネイ,東京都,小金井市,緑町,３-１１－２８

１８４-８５１０ (株) 長崎屋 小金井店,東京都,小金井市,本町,５-１１－２

１８４-８５２２ (株) ムラコシ,東京都,小金井市,緑町,５-３－３０

１８４-８５９５ (株) ムラコシ精工,東京都,小金井市,緑町,５-６－３５

１８４-８５０２ (株) ヤジマ,東京都,小金井市,本町,４-１－３

１８４-８５４３ 学校法人 東京工学院専門学校,東京都,小金井市,前原町,５-１－２９

１８４-８５７７ 劇団ふるさときゃらばん,東京都,小金井市,本町,６-５－３

１８４-８５０４ 小金井市役所,東京都,小金井市,本町,６-６－３



１８４-８５０３ 国際基督教大学高等学校,東京都,小金井市,東町,１-１－１

１８４-８７９５ 国立研究開発法人 情報通信研究機構,東京都,小金井市,貫井北町,４-２－１

１８４-８５０８ (財) 日本リハビリテーション振興会専門学校社会医学技術学院,

１８４-８５０８ 東京都,小金井市,中町,２-２２－３２

１８４-８５１１ 社会福祉法人 聖ヨハネ会総合病院 桜町病院,東京都,小金井市,桜町,１-２－２０

１８４-８５７５ 中央大学附属高等学校,東京都,小金井市,貫井北町,３-２２－１

１８４-８５０１ 東京学芸大学,東京都,小金井市,貫井北町,４-１－１

１８４-８５５５ 東京電機大学中学校・高等学校,東京都,小金井市,梶野町,４-８－１

１８４-８５８１ 東京都立小金井工業高等学校,東京都,小金井市,本町,６-８－９

１８４-８５８８ 東京農工大学 工学部,東京都,小金井市,中町,２-２４－１６

１８４-８５８４ 法政大学,東京都,小金井市,梶野町,２００３/７/２

１８７-８５７８ 嘉悦大学,東京都,小平市,花小金井南町,２-８－４

１８７-８５１２ (株) ＨＹＳエンジニアリングサービス,東京都,小平市,御幸町,３２

１８７-８５８１ (株) 紙叶,東京都,小平市,上水本町,２-１１－３０

１８７-８５６７ (株) 小泉 多摩本社,東京都,小平市,天神町,１-１６１

１８７-８５５８ (株) コバヤシ,東京都,小平市,喜平町,１-１０－７

１８７-８５１１ (株) 日立国際電気,東京都,小平市,御幸町,３２

１８７-８５２２ (株) 日立超ＬＳＩシステムズ,東京都,小平市,上水本町,５-２２－１

１８７-８５３１ (株) ブリヂストン 東京工場,東京都,小平市,小川東町,３-１－１

１８７-８５８８ (株) ルネサスエレクトロニクス 武蔵事業所,東京都,小平市,上水本町,５-２０－１

１８７-８５７０ 学校法人 白梅学園,東京都,小平市,小川町,１-８３０

１８７-８５７７ 学校法人 津田塾大学,東京都,小平市,津田町,２-１－１

１８７-８５６０ 学校法人 東京朝鮮学園 朝鮮大学校,東京都,小平市,小川町,１-７００

１８７-８５５５ 警視庁 小平警察署,東京都,小平市,小川町,２-１２６５－１

１８７-８５１０ 公立昭和病院,東京都,小平市,花小金井,２００８/１/１

１８７-８５２０ 国土交通省 国土交通大学校,東京都,小平市,喜平町,２-２－１

１８７-８５５１ 国立精神・神経医療研究センター,東京都,小平市,小川東町,４-１－１

１８７-８５０２ 国立精神・神経医療研究センター 神経研究所,

１８７-８５０２ 東京都,小平市,小川東町,４-１－１

１８７-８５５３ 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所,

１８７-８５５３ 東京都,小平市,小川東町,４-１－１

１８７-８７０１ 小平市役所,東京都,小平市,小川町,２-１３３３

１８７-８５４０ (財) 全国建設研修センター,東京都,小平市,喜平町,２-１－２

１８７-８５８５ (財) 多摩緑成会,東京都,小平市,小川西町,２-３５－１

１８７-８６１１ 第一屋製パン (株),東京都,小平市,小川東町,３-６－１

１８７-８５８７ 大学評価・学位授与機構,東京都,小平市,学園西町,１-２９－１

１８７-８５３３ 東京都小平都税支所,東京都,小平市,花小金井,１-６－２０

１８７-８５１８ 東京むさし農業共同組合 小平支店,東京都,小平市,小川町,２-１８２７

１８７-８５０５ 武蔵野美術大学,東京都,小平市,小川町,１-７３６

１８７-８５０７ 有限会社 鈴木園,東京都,小平市,仲町,５２２

１８７-８５０３ わらべや日洋 (株),東京都,小平市,小川東町,５-７－１０

１９１-８５０３ ＧＥヘルスケア・ジャパン (株),東京都,日野市,旭が丘,４-７－１２７

１９１-８５１０ 実践女子大学,東京都,日野市,大坂上,４-１－１

１９１-８５０１ セイコーエプソン (株),東京都,日野市,大字日野,４２１－８

１９１-８５１２ 帝人(株) 東京研究センター,東京都,日野市,旭が丘,４-３－２

１９１-８５０７ 東京電力 (株) 総合研修センター,東京都,日野市,百草,４６０

１９１-８６８６ 日野市役所,東京都,日野市,神明,１-１２－１

１９１-８６６０ 日野自動車 (株),東京都,日野市,日野台,３-１－１

１９１-８５２０ 日野税務署,東京都,日野市,万願寺,６－３６－２

１９１-８５０９ ファナック (株),東京都,日野市,旭が丘,３-５－１

１９１-８５０２ 富士電機 (株) 東京工場,東京都,日野市,富士町,１

１９１-８５０６ 明星大学,東京都,日野市,程久保,２-１－１

１９１-８５１１ コニカミノルタ 東京サイト日野,東京都,日野市,さくら町,１

１８９-８５５０ 国立療養所 多磨全生園,東京都,東村山市,青葉町,４-１－１

１８９-８５１１ 東京都 多摩北部医療センター,東京都,東村山市,青葉町,１-７－１

１８９-８５２０ 日機装 (株) 東村山製作所,東京都,東村山市,野口町,２-１６－２

１８９-８５０１ 東村山市役所,東京都,東村山市,本町,１-２－３

１８９-８５５５ 東村山税務署,東京都,東村山市,本町,１-２０－２２

１８９-８５８５ 山崎製パン (株） 武蔵野第二工場,東京都,東村山市,久米川町,１-５３－１

１８５-８５６２ (株) 丸井 マルイファミリー国分寺,東京都,国分寺市,南町,３-２０－３

１８５-８６０１ (株) 日立製作所 中央研究所,東京都,国分寺市,東恋ケ窪,１-２８０

１８５-８５４０ 公益(財) 鉄道総合技術研究所,東京都,国分寺市,光町,２-８-３８

１８５-８５０１ 国分寺市役所,東京都,国分寺市,戸倉,１-６－１

１８５-８７９５ 情報通信政策研究所,東京都,国分寺市,泉町,２-１１－１６

１８５-８５６７ ダイトエレクトロン (株) 商品仕入部 東京センター,

１８５-８５６７ 東京都,国分寺市,本多,１-１０－１４

１８５-８５１０ 鉄道情報システム (株),東京都,国分寺市,光町,１-４７－４

１８５-８５０２ 東京経済大学,東京都,国分寺市,南町,１-７

１８５-８５２０ 東京都立多摩図書館,東京都,国分寺市,泉町,２００２/２/２６

１８５-８５１１ 農林水産省動物医薬品検査所,東京都,国分寺市,戸倉,１-１５－１

１８５-８５３３ リオン (株),東京都,国分寺市,東元町,３-２０－４１

１８５-８５０６ 早稲田大学系属 早稲田実業学校初等部,東京都,国分寺市,本町,１-２－１

１８６-８６１１ ＥＮＡ,東京都,国立市,東,１-４

１８６-８５８５ (株) セカンドスタッフ（パラダイスレコード）,東京都,国立市,東,１-７－５

１８６-８６５０ (株) ヤクルト本社 中央研究所,東京都,国立市,泉,５-１１-

１８６-８００１ 学校法人 ＮＨＫ学園,東京都,国立市,富士見台,２-３６-２

１８６-８６６６ 切手趣味研究会,東京都,国立市,富士見台,２-４３－４

１８６-８５０１ 国立市役所,東京都,国立市,富士見台,２-４７－１

１８６-８５１９ 進学舎,東京都,国立市,中,１-８－５

１８６-８６１９ 進研社,東京都,国立市,中,１-８－３３

１８６-８６８６ 多摩中央信用金庫 国立支店,東京都,国立市,中,１-９－５２

１８６-８６８８ 大和證券 国立支店,東京都,国立市,東,１-４－１１

１８６-８７９８ 中央郵政研修センター,東京都,国立市,西,２-１８－４

１８６-８６６８ 東京女子体育大学,東京都,国立市,富士見台,４-３０－１

１８６-８６８０ 東京多摩青果 (株),東京都,国立市,谷保,６-２-の１

１８６-８６０１ 一橋大学,東京都,国立市,中,２-１

１８６-８６０３ 一橋大学経済研究所,東京都,国立市,中,２-１

１８６-８６０２ 一橋大学付属図書館,東京都,国立市,中,２-１



１８６-８５０５ ユアサ商事 (株) 西関東営業所,東京都,国立市,東,１-４－１５－６Ｆ

１８６-８７９７ 郵政大学校,東京都,国立市,西,２-１８－４

１９７-８６２３ 石川酒造 (株),東京都,福生市,大字熊川,１-

１９７-８６０１ (株) 大多摩ハム 小林商会,東京都,福生市,大字福生,７８５

１９７-８５０１ 福生市役所,東京都,福生市,本町,５-

１９７-８５１１ 福生病院組合,東京都,福生市,加美平,１-６-１

１９７-８５５５ 武陽ガス (株),東京都,福生市,本町,１－１７

２０１-８５１１ 一般(財) 電力中央研究所,東京都,狛江市,岩戸北,２-１１－１

２０１-８６８６ 学校法人 狛江こだま学園,東京都,狛江市,中和泉,３-１４－８

２０１-８６４８ 京セラキンセキ (株),東京都,狛江市,和泉本町,１-８－１

２０１-８５８５ 狛江市役所,東京都,狛江市,和泉本町,１-１－５

２０１-８５８８ 第一電材 (株),東京都,狛江市,東野川,３-４－１４

２０１-８６０１ 東京慈恵会医科大学附属第三病院,東京都,狛江市,和泉本町,４-１１－１

２０１-８５０１ 東京都立狛江高等学校,東京都,狛江市,元和泉,３-９－１

２０７-８５０１ (株) カシオ日立モバイルコミュニケーションズ,

２０７-８５０１ 東京都,東大和市,桜が丘,２-２２９

２０７-８５１５ 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 関東支部 中小企業大学校 東京校,

２０７-８５１５ 東京都,東大和市,桜が丘,２-１３７－５

２０７-８５８５ 東大和市役所,東京都,東大和市,中央,３-９３０

２０４-８５５８ (株) 大林組 技術研究所,東京都,清瀬市,下清戸,４-６４０

２０４-８５１１ 清瀬市役所,東京都,清瀬市,中里,５-８４２

２０４-８５３３ (財) 結核予防会 結核研究所,東京都,清瀬市,松山,３-１－２４

２０４-８５２２ (財) 結核予防会 複十字病院,東京都,清瀬市,松山,３-１－２４

２０４-８５６７ 東京都立 清瀬小児病院,東京都,清瀬市,梅園,１-３－１

２０４-８５８５ 独立行政法人 国立病院機構 東京病院,東京都,清瀬市,竹丘,３-１－１

２０４-８５５５ 日本社会事業大学,東京都,清瀬市,竹丘,３-１－３０

２０４-８５８８ 明治薬科大学,東京都,清瀬市,野塩,２-５２２－１

２０４-８５８９ 明治薬科大学 図書館,東京都,清瀬市,野塩,２-５２２－１

２０３-８６０１ (株) インテージ,東京都,東久留米市,本町,１-４－１

２０３-８７３９ (株) インテージリサーチ ＩＦＩセンター,東京都,東久留米市,本町,１-４－１

２０３-８５１１ グローブライド (株),東京都,東久留米市,前沢,３-１４－１６

２０３-８５２１ 自由学園（初等部）,東京都,東久留米市,学園町,１-８－１５

２０３-８５２１ 自由学園（男子部中等科）,東京都,東久留米市,学園町,１-８－１５

２０３-８５２１ 自由学園（女子部中等科）,東京都,東久留米市,学園町,１-８－１５

２０３-８５２１ 自由学園（高等科）,東京都,東久留米市,学園町,１-８－１５

２０３-８５２１ 自由学園（・最高学部）,東京都,東久留米市,学園町,１-８－１５

２０３-８５８８ 損害保険ジャパン (株),東京都,東久留米市,南沢,４-９番２３号

２０３-８５５５ 東久留米市役所,東京都,東久留米市,本町,３-３－１

２０３-８５８５ 山崎製パン (株) 武蔵野工場,東京都,東久留米市,柳窪,２-５－１４

２０８-８５５５ (株) コトブキ 村山工場,東京都,武蔵村山市,伊奈平,１-７０－２

２０８-８５８５ (株) 新川,東京都,武蔵村山市,伊奈平,２-５１－１

２０８-８５０３ 武蔵村山市社会福祉協議会,東京都,武蔵村山市,学園,４-５－１

２０８-８５０２ 武蔵村山市民総合センター,東京都,武蔵村山市,学園,４-５－１

２０８-８５０１ 武蔵村山市役所,東京都,武蔵村山市,本町,１-１－１

２０６-８６１１ 朝日生命保険 相互会社 多摩本社,東京都,多摩市,鶴牧,１-２３

２０６-８５４０ 大妻学院 多摩校,東京都,多摩市,唐木田,２-７－１

２０６-８５２２ (株) 京王ストア,東京都,多摩市,関戸,１-７－４

２０６-８５８８ (株) サンリオエンターテイメント,東京都,多摩市,落合,１-３１

１０３-８６８６ (株) ベネッセコーポレーション,東京都,多摩市,落合,１-３４

２０６-８５０２ 京王電鉄 (株),東京都,多摩市,関戸,１-９－１

２０６-８５８６ 恵泉女学園大学,東京都,多摩市,南野,２-１０番１号

２０６-８５１５ 国士舘大学 体育学部,東京都,多摩市,永山,７-３－１

２０６-８５５１ ＪＵＫＩ (株),東京都,多摩市,鶴牧,２-１１-１

２０６-８６６６ 多摩市役所,東京都,多摩市,関戸,６-１２－１

２０６-８５２０ 大和證券 (株) 多摩支店,東京都,多摩市,関戸,１-７－５

２０６-８５６１ 帝京大学小学校,東京都,多摩市,和田,１２５４－６

２０６-８５１０ 東京海上日動火災保険 (株),東京都,多摩市,鶴牧,２-１－１

２０６-８５８５ トヨタ西東京カローラ (株),東京都,多摩市,関戸,４-８－３

２０６-８５１２ 日本医科大学付属多摩永山病院,東京都,多摩市,永山,１-７－１

２０６-８５２５ ミタニマイクロニクス (株),東京都,多摩市,永山,６-２４－１

２０６-８５４３ 三越 多摩センター店,東京都,多摩市,落合,１-４６－１

２０６-８５６７ ミツミ電機 (株),東京都,多摩市,鶴牧,２-１１－２

２０６-８５３０ ティアック (株),東京都,多摩市,落合,１-４７

２０６-８６８６ (株) ベネッセコーポレーション,東京都,多摩市,落合,１-３４

３７０-８６８６ (株) ベネッセコーポレーション,東京都,多摩市,落合,１-３４

２０６-８６０１ 稲城市役所,東京都,稲城市,東長沼,２１１１

２０６-８５６６ (株) よみうりランド,東京都,稲城市,矢野口, 1-１５

２０６-８５１１ 学校法人 駒澤学園,東京都,稲城市,坂浜,２３８

２０６-８５０５ 生活協同組合 東京マイコープ,東京都,稲城市,百村,２１１１

２０６-８５７７ 日本フイルコン (株) 東京事務所,東京都,稲城市,大丸,２２２０

２０６-８５０３ 富士通 (株),東京都,稲城市,大丸,１４０５

２０６-８５５５ 富士通フロンテック (株),東京都,稲城市,矢野口,１７７６

２０５-８５０１ あすか製薬 (株),東京都,羽村市,栄町,３-４－３

２０５-８５５５ カシオ計算機 (株) 羽村技術センター,東京都,羽村市,栄町,３-２－１

２０５-８６０７ (株) カイジョー,東京都,羽村市,栄町,３-１－５

２０５-８６０６ (株) 日立国際電気 羽村工場,東京都,羽村市,神明台,２-１－１

２０５-８６０４ 三和電気計器 (株)・羽村工場,東京都,羽村市,神明台,２００４/７/１５

２０５-８５１１ 日本フィルター工業 (株),東京都,羽村市,栄町,３-４

２０５-８６０１ 羽村市役所,東京都,羽村市,緑ケ丘,５-２－１

２０５-８６６０ 日野自動車工業 (株) 羽村工場,東京都,羽村市,緑ケ丘,３-１－１

２０５-８５０３ 富士フレーバー (株),東京都,羽村市,緑ケ丘,３-５－８

１８８-８５５５ 石川島播磨重工業 (株),東京都,西東京市,向台町,３-５－１

１８８-８５１１ シチズン時計 (株) 田無製造所,東京都,西東京市,田無町,６-１－１２

１８８-８５８５ 住友重機械工業 (株) 田無製造所,東京都,西東京市,谷戸町,２-１－１

１８８-８６６６ 西東京市役所 田無庁舎,東京都,西東京市,南町,５-６－１３

１８８-８７０１ (株） インテージ,東京都,西東京市,谷戸町,２-１４－１１

１８８-８６８０ (株) ロッテ (（株） 有謝商会）,東京都,西東京市,芝久保町,２-１４－３８

２０２-８５５８ (株) 損害保険ジャパン,東京都,西東京市,新町,６-３－５



２０２-８５２０ (株) パルコ ひばりが丘店,東京都,西東京市,ひばりが丘,１-１－１

２０２-８５８５ 学校法人 武蔵野大学（武蔵野キャンパス）,東京都,西東京市,新町,１-１－２０

２０２-８５５５ 西東京市役所 保谷庁舎,東京都,西東京市,中町,１-５－１

１９０-１２９８ (株) 日本アクセス 西多摩センター,

１９０-１２９８ 東京都,西多摩郡瑞穂町,二本木,４６１－２

１９０-１２９７ (株) ＩＨＩ,東京都,西多摩郡瑞穂町,大字殿ケ谷,２２９

１９０-１２９３ (株) 桝屋,東京都,西多摩郡瑞穂町,箱根ケ崎東松原,２６－１７

１９０-１２９２ 瑞穂町役場,東京都,西多摩郡瑞穂町,大字箱根ケ崎,２３３５

１９０-１２９５ (株) ソニック,東京都,西多摩郡瑞穂町,箱根ケ崎東松原,６－１９

１９０-０１９２ 日の出町役場,東京都,西多摩郡日の出町,大字平井,２７８０

１００-１４９２ 東京都八丈支庁,東京都,八丈島八丈町,大賀郷,2-６６

１００-１４９８ 八丈町役場,東京都,八丈島八丈町,大賀郷,２５５１-２




