
９３０-８５３６ あいおい損害保険 (株),富山県,富山市,上本町,６-５

９３０-８５７７ ＩＴホールディングスグループ健康保険組合,富山県,富山市,牛島新町,５番５号

９３０-８５７３ インテック,富山県,富山市,牛島新町,２番２号

９３０-８５７７ インテック企業年金基金,富山県,富山市,牛島新町,５番５号

９３０-８５３２ ＮＴＴ 富山支店,富山県,富山市,桜橋通り,４－３２

９３０-８５７５ 小竹金物 (株),富山県,富山市,問屋町,３-１０

９３０-８５６６ 金岡忠商事 (株),富山県,富山市,鍋田, 1-５２

９３０-８５３１ (株) アピアシティ,富山県,富山市,稲荷元町,２-１１－１

９３０-８５７７ (株) インテック,富山県,富山市,牛島新町,５－５（タワー１１１）

９３０-８６５６ (株) 教育統計会,富山県,富山市,奥井町,１６－４７

９３０-８５８０ (株) 廣貫堂,富山県,富山市,梅沢町,２-９－１

９３０-８６４４ (株) 第４銀行 富山支店,富山県,富山市,桜橋通り,２番２５号

９３０-８５０５ (株) 大和 富山店,富山県,富山市,総曲輪,３-８番６号

９３０-８６４２ (株) 富山銀行 富山支店,富山県,富山市,堤町通り,１-１－１９

９３０-８６０５ (株) 富山第一銀行,富山県,富山市,奥田本町,６－１８

９３０-８６３０ (株) 富山第一銀行 本店,富山県,富山市,西町,５番１号

９３０-８５２１ (株) 西野,富山県,富山市,五番町,４－１０

９３０-８５２６ (株) 日立ハウステック 富山工場,富山県,富山市,一本木,１０１０

９３０-８５１１ (株) 不二越,富山県,富山市,不二越本町,１-１－１

９３０-８６３７ (株) 北陸銀行,富山県,富山市,堤町通り,１-２－２６

９３０-８５１２ (株) 宮本工業所,富山県,富山市,奥田新町,１２－３

９３０-８５８７ 河上金物 (株),富山県,富山市,館出町,２-４－５

９３０-８５１３ 関西電力 (株） 北陸支社,富山県,富山市,東田地方町,１-２－１３

９３０-８６５０ 北日本新聞社 営業局,富山県,富山市,安住町,２－１４

９３０-８５８５ 北日本放送 (株),富山県,富山市,牛島町,１０－１８

９３０-８５４４ 県共済農業連合会,富山県,富山市,新総曲輪,２－２１

９３０-８５５０ 県立中央病院,富山県,富山市,西長江,２-２－７８

９３０-８５３７ 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所,

９３０-８５３７ 富山県,富山市,奥田新町,２番１号

９３０-８５３３ 国民金融公庫,富山県,富山市,桜町,２-６－１１

９３０-８６６８ サカヰ産業 (株),富山県,富山市,桜橋通り,５－６

９３０-８５１５ 佐藤工業 (株) 北陸支店,富山県,富山市,桜木町,１－１１

９３０-８５６０ (財) 富山県教職員厚生会,富山県,富山市,千歳町,１-５－１

９３０-８５０７ (財) 北陸経済研究所,富山県,富山市,丸の内,１-８－１０

９３０-８６６０ 商工組合中央金庫 富山支店,富山県,富山市,総曲輪,３-１－２１

９３０-８５０４ 住友生命保険 相互会社 富山支社,富山県,富山市,桜橋通り,１-１８

９３０-８５６３ 全労済 富山県本部,富山県,富山市,奥田新町,８１

９３０-８５５８ 立山黒部貫光 (株),富山県,富山市,桜町,１-１－３６

９３０-８６１１ 大和証券 (株) 富山支店,富山県,富山市,荒町,３－３

９３０-８５３９ チューリップテレビ,富山県,富山市,奥田本町,８－２４

９３０-８５２２ 東京海上日動火災 (株) 富山支店,富山県,富山市,神通本町,１-６－５

９３０-８５６７ 富山ＦＭ放送,富山県,富山市,奥田町,２－１１

９３０-８５０８ 富山化学工業 (株） 富山事業所,富山県,富山市,下奥井,２-４－１

９３０-８５３５ 富山県 経済農業協同組合連合会,富山県,富山市,新総曲輪,２-２１

９３０-８５６５ 富山県 信用保証協会,富山県,富山市,総曲輪,２-１－３

９３０-８５４８ 富山県 総合県税事務所,富山県,富山市,舟橋北町,１番１１号

９３０-８５７０ 富山県警察本部,富山県,富山市,新総曲輪,１－７

９３０-８６８１ 富山県 信用組合,富山県,富山市,大手町,３番５号

９３０-８５０１ 富山県庁,富山県,富山市,新総曲輪,１－７

９３０-８５１０ 富山市役所,富山県,富山市,新桜町,７－３８

９３０-８５８１ 富山商工会議所,富山県,富山市,総曲輪,２-１番３号

９３０-８５２７ 富山市立富山まちなか病院,富山県,富山市,鹿島町,２-２－２９

９３０-８５２０ 富山新聞社,富山県,富山市,大手町,５－１

９３０-８５６２ 富山赤十字病院,富山県,富山市,牛島本町,２-１番５８号

９３０-８５３０ 富山税務署,富山県,富山市,丸の内,１-５－１３

９３０-８６６７ 富山地鉄サービス (株),富山県,富山市,桜町,１-１－３６

９３０-８６３６ 富山地方鉄道 (株）,富山県,富山市,桜町,１-１－３６

９３０-８５０９ 富山労働局,富山県,富山市,神通本町,２００１/５/５

９３０-８５８９ 内外薬品,富山県,富山市,三番町,３－１５

９３０-８５８３ 日医工 (株),富山県,富山市,総曲輪,１-６番２１号

９３０-８５０６ 日本年金機構 富山事務センター,富山県,富山市,桜橋通り,５－１３

９３０-８５７１ 日本年金機構 富山年金事務所,富山県,富山市,牛島新町,７－１

９３０-８５０２ 日本放送協会 富山放送局,富山県,富山市,新総曲輪,３－１

９３０-８５８８ 日本海ガス (株),富山県,富山市,城北町,２－３６

９３０-８６１０ 日本生命保険 相互会社 富山支社,富山県,富山市,総曲輪,１-５－２４

９３０-８５１６ ネッツトヨタ富山 (株),富山県,富山市,新庄本町,３-３－３３

９３０-８６０４ 野村證券 (株) 富山支店,富山県,富山市,堤町通り,１-４－３

９３０-８５２５ 北銀リース (株),富山県,富山市,荒町,２－２１

９３０-８５５４ 北陸財務局 富山財務事務所,富山県,富山市,丸の内,１-５－１３

９３０-８５１８ 北陸通信工業,富山県,富山市,綾田町,１-７－２３

９３０-８５４３ 北陸電力 (株) 富山支店,富山県,富山市,桜橋通り,３番１号

９３０-８６８６ 北陸電力 (株) 本店,富山県,富山市,牛島,１５－１

９３０-８６８７ 北陸電力送配電 (株),富山県,富山市,牛島町,１５番１号

９３０-８６０３ 丸三開発工機 (株),富山県,富山市,上飯野,３２

９３０-８６６６ 明祥 (株),富山県,富山市,問屋町,１-４－１５

９３０-８５５２ ユアサ商事 (株),富山県,富山市,桜橋通り,６－１１

９３０-８５８６ 有限会社 月世界本舗,富山県,富山市,上本町,８－６

９３０-０１９８ (株) サンプラス,富山県,富山市,本郷,2-４９

９３０-０１９６ 富山国際大学,富山県,富山市,願海寺,水口４４４-

９３０-０１９３ 富山短期大学,富山県,富山市,願海寺,水口４４４

９３０-０１９４ 富山大学杉谷（医薬系）キャンパス,富山県,富山市,杉谷,２６３０

９３０-０１９５ 富山大学附属図書館医薬学図書館,富山県,富山市,杉谷,２６３０

９３０-８５４５ (株） シー・エー・ピー,富山県,富山市,金屋,１６３４－２５

９３０-８５３８ 富山県 国民健康保険団体連合会,富山県,富山市,下野,９９５-の３

９３０-８５７８ 富山県 市町村会館管理組合,富山県,富山市,下野,９９５－４

９３０-８５１７ 富山県 市町村職員共済組合,富山県,富山市,下野,９９５－５

９３０-８５４０ 富山県立 富山商業高等学校,富山県,富山市,庄高田,４１３

９３０-８５５５ 富山大学,富山県,富山市,五福,３１９０
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９３０-８５５６ 富山大学 教育学部附属学校,富山県,富山市,五艘,１３００

９３０-１２９５ (株) 市川ゴルフ興業,富山県,富山市,東福沢,１３０

９３０-１２９８ 富山国際職藝学園,富山県,富山市,東黒牧,２９８

９３０-１２９２ 富山国際大学,富山県,富山市,東黒牧, 1-６５

９３０-１３９２ 富山市大山総合行政センター,富山県,富山市,上滝,５２５

９３０-２１９８ 富山市山田総合行政センター,富山県,富山市,山田湯,７８０

９３１-８５１５ 第一薬品工業 (株),富山県,富山市,草島,１－１５

９３１-８５８５ 富山通運 (株),富山県,富山市,八町,３３０９

９３１-８５２２ 日本海石油 (株),富山県,富山市,４方北窪,字前島平均５００

９３１-８５２３ ＵＤトラックス (株),富山県,富山市,八町,７９００-

９３０-８６８０ (株) 北日本新聞社,富山県,富山市,安住町,２－１４

９３１-８５４３ (株) アライドマテリアル 富山製作所,富山県,富山市,岩瀬古志町,２

９３１-８５１１ (株) 不二越マテリアル製造所,富山県,富山市,米田町,３-１－１

９３１-８５７７ 昭和電工セラミックス (株) 富山工場,富山県,富山市,西宮町,３－１

９３１-８５７１ 新日本海重工業 (株),富山県,富山市,西宮町,１－１

９３１-８５５５ 大平洋ランダム (株),富山県,富山市,岩瀬赤田町,１

９３１-８５１０ 東ソー (株) 富山事務所,富山県,富山市,岩瀬古志町,２

９３１-８５０１ 富山医療生活協同組合,富山県,富山市,豊田町,１-１－８

９３１-８５６２ 富山県 運転教育センター,富山県,富山市,高島, 1-６２

９３１-８５１７ 富山県 高志リハビリテーション病院,富山県,富山市,下飯野,３６

９３１-８５３３ 富山県 済生会富山病院,富山県,富山市,楠木, 1-３３

９３１-８５０２ 富山県立 富山東高等学校,富山県,富山市,下飯野,荒田６－１

９３１-８５５８ 富山県立 富山北部高等学校,富山県,富山市,蓮町,４-３－２０

９３１-８６８８ 富山港湾運送 (株),富山県,富山市,東岩瀬町,１００

９３１-８５４０ なのはな農業協同組合,富山県,富山市,豊田本町,３-１８－２１

９３１-８５０８ 日本通運 (株) 富山港支店,富山県,富山市,東岩瀬町,６１

９３１-８５８８ 日本海コンクリート工業 (株),富山県,富山市,田畑,７５０

９３１-８６０１ 三菱レイヨン (株) 富山事業所,富山県,富山市,海岸通,３

９３９-８５８０ (株) アイバック,富山県,富山市,大町,１７４-１

９３９-８６０１ (株) フレット 富山支店,富山県,富山市,太郎丸西町,２-９－３

９３９-８６１０ (株) ホクタテ,富山県,富山市,中野新町,１-２－１０

９３９-８６５０ 五洲薬品 (株),富山県,富山市,花園町,１-１－５

９３９-８５５５ (財) 富山県総合健康増進事業団 富山県健康増進センター,

９３９-８５５５ 富山県,富山市,蜷川,３７３

９３９-８６４０ 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会,富山県,富山市,今泉, 1-８３

９３９-８５０１ 生活協同組合 ＣＯ・ＯＰとやま,富山県,富山市,堀川町,２０６－５

９３０-８５６１ 全国健康保険協会 富山支部,富山県,富山市,奥田新町,８－１

９３９-８６１１ タカノホーム (株),富山県,富山市,今泉西部町,７－１

９３９-８５６７ ダイト (株),富山県,富山市,八日町,３２６-

９３９-８５２１ 冨木医療器 (株) 富山支店,富山県,富山市,新根塚町,１-４－４３

９３９-８６３６ 富山県立 近代美術館,富山県,富山市,西中野町,１-１６－１２

９３９-８６３０ 富山高等専門学校 本郷キャンパス,富山県,富山市,本郷町,１３

９３９-８５８８ 富山市保健所,富山県,富山市,蜷川,４５９－１

９３９-８５１１ 富山市立 富山市民病院,富山県,富山市,今泉北部町,２－１

９３９-８５８５ 富山スガキ (株),富山県,富山市,塚原,２３番の１

９３９-８５１０ 富山地方検察庁,富山県,富山市,西田地方町,２-９－１６

９３９-８５０２ 富山地方裁判所,富山県,富山市,西田地方町,２-９－１

９３９-８５０２ 富山家庭裁判所,富山県,富山市,西田地方町,２-９－１

９３９-８５０２ 富山簡易裁判所,富山県,富山市,西田地方町,２-９－１

９３９-８５０２ 富山検察審査会,富山県,富山市,西田地方町,２-９－１

９３９-８５５０ 富山テレビ放送 (株),富山県,富山市,新根塚町,１-８－１４

９３９-８６４２ 中田図書販売 (株),富山県,富山市,大泉東町,１-３－７

９３９-８５１５ 日清紡績 (株) 富山工場,富山県,富山市,堀,１５

９３９-８５５８ ネッツ トヨタノヴェルとやま (株),富山県,富山市,山室,新町４１

９３９-８５７１ 北陸電気工事 (株),富山県,富山市,小中,２６９

９３９-８５７２ 北陸電気工事 (株),富山県,富山市,小中,２６９

９３９-３５９３ (株) セキノ興産,富山県,富山市,水橋開発,２７７－１２

９３９-０５９２ (株) リッチェル,富山県,富山市,水橋桜木,１３６

９３６-８５０２ 有限会社 ウスイ興産,富山県,富山市,水橋五郎丸,２００７-

９３９-２１９２ 富山市細入総合行政センター,富山県,富山市,楡原,１０８８

９３９-２２９７ (株) 富山ゴルフ,富山県,富山市,万願寺,１－１６６

９３９-２２９８ 社会福祉法人 セーナー苑,富山県,富山市,坂本,３１１０

９３９-２２９５ 富山小林製薬 (株),富山県,富山市,中大久保,１００－１

９３９-２２９３ 富山市大沢野総合行政センター,富山県,富山市,高内,３３３

９３９-２２９２ 北陸電気工業 (株),富山県,富山市,下大久保,３１５８

９３９-２３９３ (株) ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ 富山事業所,

９３９-２３９３ 富山県,富山市,八尾町保内,２-１

９３９-２３９２ (株) 富山富士通,富山県,富山市,八尾町保内,２-２－１

９３９-２３９８ 富山市八尾総合行政センター,富山県,富山市,八尾町福島,１５１

９３９-２６９４ 富山簡易保険保養センター,富山県,富山市,婦中町羽根,2-９１

９３９-２６９２ 独立行政法人 国立病院機構 富山病院,富山県,富山市,婦中町新町,３１４５

９３９-２７９８ 富山市婦中総合行政センター,富山県,富山市,婦中町速星,７５４

９３９-８５１７ (株) オスカー アソシエ,富山県,富山市,掛尾栄町,２-９

９３９-８５０７ (株) ＯＳＣＡＲ,富山県,富山市,二口町,４-７-１４

９３３-８５３７ アリタ (株）,富山県,高岡市,問屋町,１９２-

９３３-８５１５ ＮＴＴビジネスソリューションズ (株) 高岡営業担当,

９３３-８５１５ 富山県,高岡市,木舟町,７８番１号

９３３-８５５８ 金森産業 (株),富山県,高岡市,昭和町,１-４－１

９３３-８７７７ (株) インテック,富山県,高岡市,京田,６２６番１

９３３-８６０３ (株) 光伸製作所,富山県,高岡市,昭和町,２-３－８

９３３-８５３１ (株） 島屋,富山県,高岡市,問屋町,１８-

９３３-８６２８ (株) タカギセイコー,富山県,高岡市,二塚,３２２－３

９３３-８５６３ (株） 谷道,富山県,高岡市,問屋町,１０９-

９３３-８５０１ (株) 大和 高岡店,富山県,高岡市,御旅屋町,１０１

９３３-８６０６ (株) 富山銀行 本店,富山県,高岡市,下関町,３番１号

９３３-８６８８ (株) 北陸銀行 高岡支店,富山県,高岡市,片原町,１－１

９３３-８５２８ (株） マイカル 北陸高岡サティ,富山県,高岡市,駅南,２-１番１号

９３３-８５３２ (株） 矢野,富山県,高岡市,問屋町,４８-



９３３-８５３８ 学校法人 荒井学園高岡向陵高等学校,富山県,高岡市,石瀬,２８１

９３３-８６１０ 三協立山 (株),富山県,高岡市,早川,７０

９３３-０３９２ 三協マテリアル (株） 高岡西工場,富山県,高岡市,柴野内島,９８６

９３３-８５２７ 助野 (株),富山県,高岡市,上伏間江,１-

９３３-８５０２ 高岡市農業協同組合,富山県,高岡市,あわら町,１-１

９３３-８５５０ 高岡市民病院,富山県,高岡市,宝町,４－１

９３３-８６０１ 高岡市役所,富山県,高岡市,広小路,７－５０

９３３-８５１０ 高岡商業高等学校,富山県,高岡市,横田,２８６

９３３-８５６７ 高岡商工会議所,富山県,高岡市,丸の内,１－４０

９３３-８６１１ 高岡信用金庫 本店,富山県,高岡市,守山町,６８

９３３-８５４０ 高岡税務署,富山県,高岡市,博労本町,５－３０

９３３-８５０８ 高岡第一高等学校,富山県,高岡市,本郷,２-１番１号

９３３-８５０６ 高岡西高等学校,富山県,高岡市,横田町,３-４－１

９３３-８５１１ 第一ファインケミカル (株),富山県,高岡市,長慶寺,５３０-

９３３-８６６６ 第一物産 (株),富山県,高岡市,宮田町,９－１６

９３３-８５３３ 中越パルプ工業 (株) 能町工場,富山県,高岡市,米島,２８２

９３３-８５２６ 中越パルプ工業 (株） 二塚工場,富山県,高岡市,二塚,３２８８-

９３３-８５６６ トナミ運輸 (株),富山県,高岡市,昭和町,３-２－１２

９３３-８７８８ トナミホールディングス (株),富山県,高岡市,昭和町,３-２番１２号

９３３-８５２５ 富山県 済生会高岡病院,富山県,高岡市,二塚,３８７－１

９３３-８５２３ 富山県高岡厚生センター,富山県,高岡市,赤祖父,２１１-

９３３-８５１８ 富山県立 高岡工芸高等学校,富山県,高岡市,中川,１-１番２０号

９３３-８５２０ 富山県立 高岡高等学校,富山県,高岡市,中川園町,１番１号

９３３-８５３０ 富山県立 二上工業高等学校,富山県,高岡市,東海老坂,９５０-

９３３-８５８８ 富山大学 高岡キャンパス,富山県,高岡市,二上町,１８０-

９３３-８５８５ 日本年金機構 高岡年金事務所,富山県,高岡市,中川園町,１１－２０

９３３-８５１６ 日本ゼオン (株） 高岡工場,富山県,高岡市,荻布,６３０

９３３-８５０７ 日本曹達 (株) 高岡工場,富山県,高岡市,向野本町,３００

９３３-８６０５ 富源商事 (株),富山県,高岡市,昭和町,３-３－１０

９３３-８５３５ ホクアハウスウエア (株),富山県,高岡市,問屋町,５５-

９３３-８５４３ 読売新聞 北陸支社,富山県,高岡市,下関,４－５

９３３-０１９５ 東亞合成 (株) 高岡工場,富山県,高岡市,伏木,２-１－３

９３３-０１９３ 日本製紙 (株) 伏木工場,富山県,高岡市,伏木,１-１番１号

９３３-０１９２ 伏木海陸運送 (株),富山県,高岡市,伏木湊町,５－１

９３３-０３９８ (株) ヒスコムＨＬＣ事業本部,富山県,高岡市,内島,３５５０

９３３-０３９５ (株) ファイネス 高岡支店,富山県,高岡市,笹川,２６００

９３３-０３９６ (株) ヘネフレックス,富山県,高岡市,内島,３５５０-

９３３-０３９３ 北陸アルミニウム (株),富山県,高岡市,笹川,２２６５

９３３-０３９７ 北陸コカ・コーラボトリング (株),富山県,高岡市,内島,３５５０

９３４-８６８６ 石友ホーム (株),富山県,高岡市,下牧野,2-３６

９３９-０１９２ 高岡市役所 福岡庁舎,富山県,高岡市,福岡町大滝,１２

９３９-１１９２ キタムラ機械,富山県,高岡市,戸出光明寺,１８７０

９３９-１１９３ 高岡法科大学,富山県,高岡市,戸出石代,３０７－３

９３７-８５０３ 魚津社会保険事務所,富山県,魚津市,本江,１６８３－７

９３７-８５５５ 魚津市役所,富山県,魚津市,釈迦堂,１-１０－１

９３７-８６０１ 魚津税務署,富山県,魚津市,新金屋,２００１/１２/３１

９３７-８５１１ (株) スギノマシン,富山県,魚津市,本江,２４１０

９３７-８６６０ (株) 北陸銀行 魚津支店,富山県,魚津市,中央通り,１-１－２０

９３７-８５６７ 日本カーバイド工業 (株) 魚津工場,富山県,魚津市,本新,７５１

９３７-８５８５ パナソニック・タワージャズセミコンダクター (株),

９３７-８５８５ 富山県,魚津市,東山,８００

９３７-８５８５ パナソニックセミコンダクターソリューションズ (株),

９３７-８５８５ 富山県,魚津市,東山,８００

９３７-８５６６ ビニフレーム工業 (株),富山県,魚津市,北鬼江,６１６

９３７-８６７８ にいかわ信用金庫,富山県,魚津市,双葉町,６番５号

９３５-８５３１ 金沢医科大学 氷見市民病院,富山県,氷見市,鞍川,１１３０-

９３５-８５０１ コマツキヤステックス (株),富山県,氷見市,下田子,１－３

９３５-８５３５ 富山県立 氷見高等学校,富山県,氷見市,幸町,１－１７

９３５-８６８６ 氷見市役所,富山県,氷見市,鞍川,１０６０-

９３５-８６０１ 氷見伏木信用金庫,富山県,氷見市,伊勢大町,２-１４－１２

９３５-８５５５ 有限会社永芳閣,富山県,氷見市,阿尾,３２５７

９３６-８５８８ (株) スギノマシン 滑川工場,富山県,滑川市,中野島,１８００

９３６-８５７７ (株) スギノマシン 早月工場,富山県,滑川市,栗山,２８８０

９３６-８６８６ (株) 北陸銀行 滑川支店,富山県,滑川市,下小泉町,9-８３

９３６-８５８５ 厚生連 滑川病院,富山県,滑川市,常盤町,１１９

９３６-８５０１ 三晶技研 (株),富山県,滑川市,上小泉,１５８６

９３６-８５３６ 富山県 水産試験場,富山県,滑川市,高塚,３６４

９３６-８５０７ 富山県立 滑川高等学校,富山県,滑川市,加島町,４５

９３６-８６０１ 滑川市役所,富山県,滑川市,寺家町,１０４（滑川郵便局私書箱第５号）

９３６-８５５５ 日本カーバイド工業 (株) 早月工場,富山県,滑川市,大島,５３０

９３６-８５５８ 北陸電機製造 (株),富山県,滑川市,法花寺,２３３

９３６-８６０８ にいかわ信用金庫 滑川営業部,富山県,滑川市,４間町,６９３－１

９３８-８５８５ (株) トヨックス,富山県,黒部市,前沢,４３７１

９３８-８５０２ 黒部市民病院,富山県,黒部市,三日市,１１０８－１

９３８-８５５５ 黒部市役所 黒部庁舎,富山県,黒部市,三日市,７２５

９３８-８５０５ 富山県立 桜井高等学校,富山県,黒部市,三日市,１３３４

９３８-８６１３ ＹＫＫ ＡＰ (株) 黒部越湖製造所,富山県,黒部市,吉田,９４２５

９３８-８６１２ ＹＫＫ ＡＰ (株) 黒部荻生製造所,富山県,黒部市,荻生,１

９３８-８６１０ ＹＫＫ ＡＰ(株) 黒部事業所,富山県,黒部市,吉田,２００

９３８-８６１１ ＹＫＫ ＡＰ (株) 黒部製造所（素材）,富山県,黒部市,吉田,２００

９３８-８６０１ ＹＫＫ (株) 黒部事業所,富山県,黒部市,吉田,２００

９３８-８６０２ ＹＫＫ (株) 黒部牧野工場,富山県,黒部市,牧野,９３８

９３８-０２９３ 黒部峡谷鉄道 (株),富山県,黒部市,黒部峡谷口,１１-

９３８-０２９２ 黒部市役所 宇奈月庁舎,富山県,黒部市,宇奈月町内山,３３５３

９３２-０３９６ 三楽園,富山県,砺波市,庄川町金屋,８３９

９３２-０３９２ 庄川温泉観光ホテル,富山県,砺波市,庄川町金屋,３５３１

９３２-０３９５ 庄川町商工会,富山県,砺波市,庄川町示野,１１６

９３２-０３９８ 第一編物,富山県,砺波市,庄川町青島,１１



９３２-０３９３ 砺波市 庄川支所,富山県,砺波市,庄川町青島,４０１

９３９-１３９４ (株) ヒスコム,富山県,砺波市,三郎丸,２０８-

９３９-１３９５ 市立砺波総合病院,富山県,砺波市,新富町,１－６１

９３９-１３９３ 砺波 税務署,富山県,砺波市,本町,１３－１９

９３９-１３９８ 砺波市役所,富山県,砺波市,栄町,７－３

９３９-１３９２ 砺波地方介護保険組合,富山県,砺波市,栄町,７番３号

９３９-１３９６ 富山県花卉球根農業協同組合,富山県,砺波市,大門,３８１

９３９-１３９７ 富山社会保険事務局 砺波事務所,富山県,砺波市,太郎丸,２００２/２/１２

９３９-１４９２ 大和リゾート (株） 砺波ロイヤルホテル,富山県,砺波市,安川,天皇３３０

９３２-８５８５ 朝日化工 (株),富山県,小矢部市,泉町,７－１

９３２-８５０１ アラセレース (株),富山県,小矢部市,八講田,２３１

９３２-８５７５ 石黒建設 (株) 北陸支社,富山県,小矢部市,芹川,４０４６

９３２-８５１２ 石動証券 (株),富山県,小矢部市,本町,２－１

９３２-８５１１ 小矢部大家病院,富山県,小矢部市,島,３２１

９３２-８５０８ 小矢部公共職業安定所,富山県,小矢部市,綾子,５１８５

９３２-８６１１ 小矢部市役所,富山県,小矢部市,本町,１－１

９３２-８５３３ 小矢部市立石動小学校,富山県,小矢部市,後谷,１１５１

９３２-８５１８ 介護老人保健施設 ゆうゆうハウス,富山県,小矢部市,島,３２２

９３２-８５１５ 開田運輸 (株),富山県,小矢部市,島,７０

９３２-８５２２ 加越木工 (株),富山県,小矢部市,蓮沼,４５６

９３２-８５０２ (株) エイゼット,富山県,小矢部市,小神,６１

９３２-８５５１ (株) 野手組,富山県,小矢部市,和沢,４８４

９３２-８５８８ (株) ミヤモリ,富山県,小矢部市,埴生,２０８

９３２-８５５８ (株) 吉田組,富山県,小矢部市,綾子,５２６８

９３２-８５２０ 黒田化学 (株) 小矢部工場,富山県,小矢部市,五社,３７

９３２-８５０３ 公立学校共済組合 北陸中央病院,富山県,小矢部市,野寺,１２３

９３２-８５０５ 泉洋化工 (株),富山県,小矢部市,松永, 1-３８

９３２-８５１０ ティ・エフ・シー (株) 北陸工場,富山県,小矢部市,和沢,４１４

９３２-８５４０ 富山県立 石動高等学校,富山県,小矢部市,西町,６－３３

９３２-８５２８ パナソニック エコシステムズ小矢部 (株),富山県,小矢部市,末友,３-

９３２-８５６７ 北栄電設 (株),富山県,小矢部市,埴生,１５７０

９３２-８５２５ 松岡病院,富山県,小矢部市,畠中町,４－１８

９３２-８５３８ 三井アウトレットパーク 北陸小矢部,富山県,小矢部市,西中野,９７２－１

９３２-８５５５ 大和トランスポート (株),富山県,小矢部市,赤倉,１６９

９３２-８５５０ 菱光サイジング (株),富山県,小矢部市,鷲島,１１１０

９３２-０１９３ (株) ゴールドウイン,富山県,小矢部市,清沢,２１０-

９３２-０１９８ (株) スズキ部品富山,富山県,小矢部市,水島,３２００

９３２-０２９８ 大建工業 (株),富山県,南砺市,井波,１－１

９３２-０２９３ 南砺市地域包括医療ケア部,富山県,南砺市,北川,１６６-１

９３２-０２９２ 南砺市役所 井波庁舎・南砺市 井波行政センター,

９３２-０２９２ 富山県,南砺市,井波,５２０

９３９-１５９３ 川田工業 (株),富山県,南砺市,苗島,４６１０

９３９-１５９５ コマツＮＴＣ (株),富山県,南砺市,福野,１００

９３９-１５９２ 第一交易 (株),富山県,南砺市,苗島,４７８５

９３９-１５９６ 南砺市役所 福野庁舎・南砺市 福野行政センター,富山県,南砺市,苗島,４８８０

９３９-１６９３ ささら屋 本店,富山県,南砺市,田中,４１１

９３９-１６９８ 三光合成 (株),富山県,南砺市,土生新,１２００

９３９-１６９２ 南砺市役所 福光庁舎・南砺市 福光行政センター,富山県,南砺市,荒木,１５５０

９３９-１６９４ 日の出屋製菓産業 (株),富山県,南砺市,田中,４１１

９３９-１８９７ (株） 日本抵抗器製作所,富山県,南砺市,北野,２３１５

９３９-１８９３ 国立療養所北陸病院,富山県,南砺市,信末,５９６３

９３９-１８９５ トナミロイヤルゴルフ倶楽部・トナミロイヤルゴルフ (株),富山県,南砺市,井口,１－１３

９３９-１８９８ 南砺市 井口行政センター,富山県,南砺市,蛇喰,２６

９３９-１８９２ 南砺市役所 城端庁舎・南砺市城端行政センター,富山県,南砺市,城端,１０４６

９３９-１９９８ 南砺市 上平行政センター,富山県,南砺市,上平細島,８７９

９３９-１９９７ 南砺市 平行政センター,富山県,南砺市,下梨,２２４０

９３９-２５９５ 南砺市 利賀行政センター,富山県,南砺市,利賀村,１７１

９３３-０２９５ 東洋ガスメーター (株),富山県,射水市,本江,２７９５

９３３-０２９３ 富山商船高等専門学校,富山県,射水市,海老江練合,１-２

９３４-８５８８ アイシン軽金属 (株),富山県,射水市,奈呉の江,１２-３

９３４-８５６７ 大谷製鉄 (株),富山県,射水市,奈呉の江,８－４

９３４-８５８０ (株) タカギセイコー,富山県,射水市,川口,８００

９３４-８５５８ (株) ＴＡＮ－ＥＩ－ＳＹＡ,富山県,射水市,片口高場,１-１

９３４-８６５１ (株) 富山第一銀行 新湊支店,富山県,射水市,中新湊,５-１３

９３４-８６８８ (株) ４方組,富山県,射水市,作道,６８５－２

９３４-８５６８ 共栄コンクリート (株),富山県,射水市,新堀,３４

９３４-８５０１ 黒谷 (株),富山県,射水市,奈呉の江,１２－２

９３４-８５７７ 三協立山 (株) 射水工場,富山県,射水市,奈呉の江,１３-の３

９３４-８５１１ 三協立山 (株) 新湊工場,富山県,射水市,新堀,２３番１

９３４-８５３１ 三精工業 (株),富山県,射水市,奈呉の江,８-１３

９３４-８６１１ 新湊信用金庫 本店,富山県,射水市,中新湊,１２-２０

９３４-８５５０ ＪＦＥマテリアル (株),富山県,射水市,庄西町,２-９－３８

９３４-８５８５ 富山県立 新湊高等学校,富山県,射水市,西新湊,１０-２１

９３４-８５１５ 富山合金 (株),富山県,射水市,奈呉の江,８－３

９３４-８５２２ 富山住友電工 (株),富山県,射水市,奈呉の江,１０－２

９３４-８５０２ 日本高周波鋼業 (株) 富山製造所,富山県,射水市,八幡町,３-１０－１５

９３４-８５３４ 燐化学工業 (株),富山県,射水市,新堀,３４

９３９-０２９４ 射水市役所,富山県,射水市,新開発,４１０－１

９３９-０２９２ 射水市役所 大島分庁舎,富山県,射水市,小島,７０３

９３９-０２９６ 大栄建材 (株),富山県,射水市,北高木,１０５

９３９-０２９５ 東洋紡 (株) 富山事業所,富山県,射水市,犬内,５０

９３９-０２９３ 北陸紙器 (株),富山県,射水市,小島,９１

９３９-０３９５ 宗教法人 浄土真宗親鸞会,富山県,射水市,上野,１１９１

９３９-０３９２ 富山県立 大学生活協同組合,富山県,射水市,黒河,５１８０

９３９-０３９８ 富山県立大学,富山県,射水市,黒河,５１８０

９３０-０３９４ (株) 池田模範堂,富山県,中新川郡上市町,神田,１６-

９３０-０３９３ 上市町役場,富山県,中新川郡上市町,法音寺,１

９３０-０３９７ 富士化学工業 (株),富山県,中新川郡上市町,横法音寺,５５



９３０-０３９５ 細川機業 (株),富山県,中新川郡上市町,正印,１-

９３０-０２９３ 佐藤鉄工 (株),富山県,中新川郡立山町,鉾ノ木,２２０

９３０-０２９２ 立山町役場,富山県,中新川郡立山町,前沢,２４４０

９３０-０２９８ 中越合金鋳工 (株),富山県,中新川郡立山町,西芦原,新１－１

９３９-０６９３ 入善町役場,富山県,下新川郡入善町,入膳,３２５５

９３９-０７９５ あさひ野小学校,富山県,下新川郡朝日町,藤塚,３１

９３９-０７９８ あさひ総合病院,富山県,下新川郡朝日町,泊,４７７

９３９-０７９３ 朝日町役場,富山県,下新川郡朝日町,道下,１１３３

９３９-０７９２ 小川建設工業 (株),富山県,下新川郡朝日町,三枚橋,６




