
９２０-８５１２ アイ・オー・データ機器 本社,石川県,金沢市,桜田町,３－１０

９２０-８６２１ 浅ノ川総合病院,石川県,金沢市,小坂町,中８３

９２０-８５４１ アパ (株),石川県,金沢市,大和町,１－５

９２０-８５０２ 荒木商事 (株),石川県,金沢市,問屋町,２-８４

９２０-８６１３ イオン金沢示野ショッピングセンター,石川県,金沢市,示野中町,７９街区１

９２０-８５１６ イオンリテール (株) 金沢フォーラス,石川県,金沢市,堀川新町,３番１号

９２０-８７９６ 石川監査室,石川県,金沢市,上堤町,１－１５

９２０-８５８５ 石川県 金沢県税事務所,石川県,金沢市,幸町,１２－１

９２０-８５５５ 石川県 市町村職員共済組合,石川県,金沢市,幸町,１２－１

９２０-８５５７ 石川県 社会福祉会館,石川県,金沢市,本多町,３-１－１０

９２０-８５１７ 石川県 社会保険診療報酬支払基金,石川県,金沢市,元菊町,１６－１５

９２０-８６６０ 石川県医師会,石川県,金沢市,鞍月東,２-４８-

９２０-８５７５ 石川県教育委員会,石川県,金沢市,鞍月,１-１-

９２０-８５５３ 石川県警察本部,石川県,金沢市,鞍月,１-１-

９２０-８５８０ 石川県庁,石川県,金沢市,鞍月,１-１-

９２０-８５３０ 石川県立 中央病院,石川県,金沢市,鞍月東,２-１-

９２０-８６０７ 石川三菱自動車販売 (株),石川県,金沢市,神宮寺,３-１－５

９２０-８６３３ 一村産業 (株),石川県,金沢市,南町,５－２０

９２０-８７０７ 伊藤忠商事 (株) 金沢支店,石川県,金沢市,広岡,１-１－１８

９２０-８６５４ 医療法人財団 松原愛育会 松原病院,石川県,金沢市,石引,４-３－５

９２０-８５３１ ウロコ水産 (株),石川県,金沢市,西念,４-７－１

９２０-８５１８ ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢,石川県,金沢市,昭和町,３－１６

９２０-８５１１ ＮＴＴ西日本 金沢支店 パーソナルユーザ営業部 コレクティングセンタ,

９２０-８５１１ 石川県,金沢市,大手町,１５番４０号

９２０-８６０５ エフエム石川,石川県,金沢市,彦三町,２-１－４５

９２０-８６２２ 加州建設 (株),石川県,金沢市,小金町,３－３１

９２０-８６５５ 金沢家庭裁判所,石川県,金沢市,丸の内,７番１号

９２０-８６５５ 金沢簡易裁判所,石川県,金沢市,丸の内,７番１号

９２０-８６５５ 金沢検察審査会,石川県,金沢市,丸の内,７番１号

９２０-８６０９ 金沢公共職業安定所 (ハローワーク金沢）,

９２０-８６０９ 石川県,金沢市,鳴和,１-１８－４２

９２０-８５８６ 金沢国税局,石川県,金沢市,広坂,２-２－６０

９２０-８５２０ 金沢合繊 (株),石川県,金沢市,北安江,２-２４－１０

９２０-８５３３ 金沢市保健所,石川県,金沢市,西念,３-４－２５

９２０-８５７７ 金沢市役所,石川県,金沢市,広坂,１-１－１

９２０-８６３９ 金沢商工会議所,石川県,金沢市,尾山町,９-１３

９２０-８７１０ 金沢信用金庫,石川県,金沢市,南町,１番１号

９２０-８５０５ 金沢税務署,石川県,金沢市,西念,３-４－１

９２０-８６４０ 金沢大学 医学部,石川県,金沢市,宝町,１-１３

９２０-８６４１ 金沢大学 附属病院,石川県,金沢市,宝町,１-１３

９２０-８６５５ 金沢地方裁判所,石川県,金沢市,丸の内,７番１号

９２０-８７９４ 金沢貯金事務センター,石川県,金沢市,尾山町,１０-２

９２０-８５０９ 金沢２１世紀美術館,石川県,金沢市,広坂,１-２番１号

９２０-８６５６ 金沢美術工芸大学,石川県,金沢市,小立野,５-１１－１

９２０-８５８３ 金沢名鉄丸越百貨店,石川県,金沢市,武蔵町,１-１５

９２０-８６８８ (株) 金沢ニューグランドホテル,石川県,金沢市,高岡町,１－５０

９２０-８７９７ (株) ゆうちょ銀行 金沢支店,石川県,金沢市,上堤町,１-１５

９２０-８５１３ (株) アイ・オー・データ機器,石川県,金沢市,桜田町,２－８４

９２０-８６１１ (株) 浅野歯科産業,石川県,金沢市,浅野本町,１-１０－１０

９２０-８６０６ (株) 浅村,石川県,金沢市,浅野本町,２-１８－４０

９２０-８６０１ (株) 石川トヨペットカローラ,石川県,金沢市,浅野本町,ロ１０４-

９２０-８６２８ (株) ヰセキ関西中部北陸支社,石川県,金沢市,問屋町,１-３２-

９２０-８６６１ (株) ウィルコム金沢営業所,石川県,金沢市,本町,１-５－２

９２０-８６１９ (株) エヌ・ティ・ティ・データ北陸,石川県,金沢市,彦三町,１-１番１号

９２０-８６３０ (株) エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸,石川県,金沢市,大手町,１２－８

９２０-８７９７ (株) かんぽ生命 金沢支店,石川県,金沢市,上堤町,１－１５

９２０-８７２１ (株) 熊谷組 北陸支店,石川県,金沢市,広岡,２-１３番５号

９２０-８５６７ (株) シミズシンテック,石川県,金沢市,玉川町,５－３６

９２０-８５２２ (株) 東京ストアー,石川県,金沢市,西都,２-４-

９２０-８６１２ (株) ナルックス,石川県,金沢市,鳴和,１-１－１０

９２０-８６２３ (株) 日産サティオ石川,石川県,金沢市,浅野本町,ロ１２４

９２０-８６３８ (株) 福光屋,石川県,金沢市,石引,２-８－３

９２０-８５２１ (株） 平和堂アル・プラザ金沢,石川県,金沢市,諸江町,上丁３０－１

９２０-８５１５ (株) ほくつう,石川県,金沢市,問屋町,１-６５-

９２０-８５５６ (株) 北陸アイティエス,石川県,金沢市,本多町,３-２番１号

９２０-８６８６ (株) 北陸銀行 金沢支店,石川県,金沢市,尾山町,２－２２

９２０-８６７０ (株) 北國銀行,石川県,金沢市,広岡,２-１２番６号

９２０-８５８８ (株) 北國新聞社,石川県,金沢市,香林坊,２-５－１

９２０-８６２５ (株) 南商店,石川県,金沢市,京町,２５－１５

９２０-８６６５ (株) 山越,石川県,金沢市,兼六元町,３－７８

９２０-８６２０ 学校法人 稲置学園 金沢星稜大学,石川県,金沢市,御所町,丑１０-１

９２０-８５５４ 学校法人 飛翔 金沢情報ビジネス専門学校,

９２０-８５５４ 石川県,金沢市,高岡町,３番２０号

９２０-８５４３ 北村電機産業 (株),石川県,金沢市,問屋町,１-１１

９２０-８６４８ 国土交通省 北陸地方整備局 金沢工事事務所,

９２０-８６４８ 石川県,金沢市,西念,４-２３番５号

９２０-８５６５ 寿観光 (株),石川県,金沢市,片町,２-２１－３５

９２０-８７７７ (財) ポスタルサービスセンター 北陸地方本部,石川県,金沢市,博労町,６８

９２０-８６８１ 澁谷工業 (株),石川県,金沢市,大豆田本町,甲５８

９２０-８５７０ 清水建設 (株) 北陸支店,石川県,金沢市,玉川町,５-１５

９２０-８６７１ 商工組合中央金庫 金沢支店,石川県,金沢市,本多町,３-１－２５

９２０-８７２９ 信金中央金庫 北陸支店,石川県,金沢市,尾張町,１-４番１５号

９２０-８５３７ ジャパンプレミアム (株),石川県,金沢市,問屋町,１-３６

９２０-８６３７ 住宅金融支援機構 北陸支店,石川県,金沢市,広岡,３-１－１

９２０-８６１６ 城北病院,石川県,金沢市,京町,３－２０

９２０-８６３２ 住友生命保険 相互会社 金沢支社,石川県,金沢市,上堤町,１-１８

９２０-８５５１ 聖霊病院,石川県,金沢市,長町,１-５－３０

９２０-８５８７ 積水ハウス (株),石川県,金沢市,本町,２-１５－１
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９２０-８７６７ 全国健康保険協会 石川支部,石川県,金沢市,南町,４番５５号

９２０-８５４４ 全労済 石川県本部,石川県,金沢市,西念,１-１２－２２

９２０-８５５８ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),石川県,金沢市,香林坊,１-２－２１

９２０-８５０７ 大正製薬 (株) 中日本支店 金沢事業所,石川県,金沢市,西念,３-１－１１

９２０-８５５０ 大和 香林坊店,石川県,金沢市,香林坊,１-１－１

９２０-８７０１ 大和証券 (株) 金沢支店,石川県,金沢市,高岡町,３－２８

９２０-８５７３ 中日新聞社 北陸本社,石川県,金沢市,駅西本町,２-１２番３０号

９２０-８６７６ 蝶理 (株) 北陸支店,石川県,金沢市,昭和町,１６番１号

９２０-８５３６ 東京海上火災保険 (株),石川県,金沢市,広岡,３-１－１

９２０-８５１０ 東和工業 (株),石川県,金沢市,問屋町,１-１１０

９２０-８５３９ 冨木医療器 (株),石川県,金沢市,問屋町,２-４６

９２０-８６５０ 独立行政法人 国立病院機構金沢医療センター,石川県,金沢市,下石引町,１－１

９２０-８６１０ 独立行政法人 地域医療機能推進機構 金沢病院,石川県,金沢市,沖町,ハ１５

９２０-８６５５ 名古屋高等裁判所 金沢支部,石川県,金沢市,丸の内,７番１号

９２０-８６６６ 日動火災海上保険 (株) 金沢支店,石川県,金沢市,広岡,３-１番１号

９２０-８６７８ 日本銀行 金沢支店,石川県,金沢市,香林坊,２-３－２８

９２０-８６２６ 日本年金機構 金沢広域事務センター,石川県,金沢市,広岡,３-１－１

９２０-８６４４ 日本放送協会 金沢放送局,石川県,金沢市,広岡,３-２－１０

９２０-８７９７ 日本郵便 (株) 北陸支社,石川県,金沢市,上堤町,１-１５

９２０-８７９３ 日本郵便 (株) 北陸支社 郵便事業本部 (三種）,石川県,金沢市,上堤町,１-１５

９２０-８６１５ 能崎物産 (株),石川県,金沢市,柳橋町,ハ３２-１

９２０-８７３０ 野村證券 (株） 金沢支店,石川県,金沢市,上堤町,３－２１

９２０-８６７４ はくさん信用金庫,石川県,金沢市,玉川町,１１番１８号

９２０-８５２５ 疋田産業 (株),石川県,金沢市,若宮町,ホ３６

９２０-８６４２ 日立クレジット (株) 北信越営業本部,石川県,金沢市,高岡町,２－３７

９２０-８５０６ 富士ゼロックス (株) 北陸営業所,石川県,金沢市,昭和町,１６番１号

９２０-８７１１ ホクショー (株),石川県,金沢市,示野町,イ６

９２０-８５４０ 北邦医薬 (株),石川県,金沢市,西念,１-２－２６

９２０-８５６３ 北陸学院高等学校,石川県,金沢市,飛梅町,１番１０号

９２０-８５０１ 北陸ゼロックス (株),石川県,金沢市,中橋町,１１-１８

９２０-８７９５ 北陸総合通信局,石川県,金沢市,広坂,２-２－６０

９２０-８５０８ 北陸鉄道 (株),石川県,金沢市,割出町,５５６

９２０-８５６６ 北陸農政局,石川県,金沢市,広坂,２-２－６０

９２０-８５６０ 北陸放送 (株),石川県,金沢市,本多町,３-２－１

９２０-８５５２ 北陸労働金庫 本店営業部,石川県,金沢市,芳斉,２-１５－１８

９２０-８６７７ 前多 (株),石川県,金沢市,広岡,２００１/４/１６

９２０-８７２８ 真柄建設 (株),石川県,金沢市,彦三町,１-１３番４３号

９２０-８５３８ 松村物産 (株),石川県,金沢市,広岡,２-１－２７

９２０-８７１９ 丸果石川中央青果 (株),石川県,金沢市,西念,４-７－１

９２０-８６０２ 丸紅 (株),石川県,金沢市,此花町,６－１０

９２０-８５０４ 丸与商事 (株),石川県,金沢市,問屋町,２-６０

９２０-８６８５ 三谷産業 (株),石川県,金沢市,玉川町,１－５

９２０-８６３１ 三井海上火災保険 (株),石川県,金沢市,尾山町,６－２５

９２０-８７１８ 三井住友信託銀行 (株) 金沢支店,石川県,金沢市,上堤町,１番１８号

９２０-８５０３ ヤギコーポレーション,石川県,金沢市,問屋町,２-８０

９２０-８７７７ 郵便局 (株) カタログ販売センター,石川県,金沢市,博労町,６８

９２０-８５３５ ヨシカワ,石川県,金沢市,北安江,３-１－３３

９２０-８５６８ ヨシダ宣伝 (株),石川県,金沢市,中央通町,１-２２

９２０-３１９８ 石川県 農業総合研究センター,石川県,金沢市,才田町,戊２９５－１

９２０-０１９２ 独立行政法人 国立病院機構 医王病院,石川県,金沢市,岩出町,ニ７３

９２０-０２９５ (株) ファイネス,石川県,金沢市,大浦町,ハ５５

９２０-８６５８ シンコール (株),石川県,金沢市,直江町,イ１２-

９２０-８６１４ 北陸労働金庫,石川県,金沢市,直江町,イ２７-

９２０-８６５７ ユニベール (株),石川県,金沢市,直江町,イ１２-

９２０-０３８３ 石川県 農業会館,石川県,金沢市,古府,１-２２０

９２０-０３８８ 石川テレビ放送 (株),石川県,金沢市,観音堂町,チ１８

９２０-０３８７ 石川テレメッセージ,石川県,金沢市,観音堂町,チ１８

９２０-０３９５ 金沢トラックターミナル,石川県,金沢市,神野町,東２０２

９２０-０３９８ (株) 石川コンピュータセンター,石川県,金沢市,無量寺町,ハ６－１

９２０-０３８６ テレビ金沢,石川県,金沢市,古府,２-１３６

９２０-０３９６ 日成ビルド工業 (株),石川県,金沢市,金石北,３-１６－１０

９２０-０３９３ 北陸朝日放送 (株),石川県,金沢市,松島,１-３２－２

９２０-０３８１ 北菱電興 (株),石川県,金沢市,古府,３-１２

９２０-０３８５ 丸文通商 (株),石川県,金沢市,松島,１-４０

９２０-１１８５ 医療法人 十全会,石川県,金沢市,田上本町,カ４５－１

９２０-１１８２ 金沢刑務所,石川県,金沢市,田上町,公１

９２０-１１９２ 金沢大学 (角間キャンパス）,石川県,金沢市,角間町,１

９２０-１１８４ 北陸ジャスコ 杜の里ＳＣ,石川県,金沢市,もりの里,１-７０

９２０-１１８０ 北陸大学,石川県,金沢市,太陽が丘,１-１

９２０-１１８１ 北陸大学 薬学部,石川県,金沢市,金川町,ホ３

９２０-１３９７ 石川県立 辰巳丘高等学校,石川県,金沢市,末町,ニ１８

９２０-１３９２ 金沢学院大学,石川県,金沢市,末町,２０１０/５/１

９２０-１３９３ 金沢学院東高等学校,石川県,金沢市,末町,１０

９２０-１３９６ 北陸学院短期大学,石川県,金沢市,三小牛町,イ１１

９２１-８５１７ 石川県立 金沢泉丘高等学校,石川県,金沢市,泉野出町,３-１０－１０

９２１-８５７２ 石川トヨタ自動車 (株),石川県,金沢市,御影町,３－１

９２１-８５８３ オートバックス 入江店,石川県,金沢市,入江,３-１８

９２１-８６０１ 金沢工業高等専門学校,石川県,金沢市,久安,２-２７０

９２１-８５０５ 金沢地方法務局,石川県,金沢市,新神田,４-３－１０

９２１-８５６５ (株) 浅田屋金沢国際ホテル,石川県,金沢市,大額町,ル８

９２１-８５２３ (株) 味の近岡屋,石川県,金沢市,野町,３-２－３１

９２１-８５６２ (株） 金沢倶楽部,石川県,金沢市,泉野出町,２-２２－１２

９２１-８５８０ (株) カヨウ,石川県,金沢市,御影町,９－２４

９２１-８５２７ (株) カンポトラベル,石川県,金沢市,泉が丘,１-２－１０

９２１-８５６１ (株) 金太,石川県,金沢市,泉本町,５-６１

９２１-８５４１ (株) ４十萬谷本舗,石川県,金沢市,弥生,１-１７－２８

９２１-８５４８ (株) 柴舟 小出,石川県,金沢市,横川,７-２－４

９２１-８５７１ (株) シンヤ (ふくら屋）,石川県,金沢市,泉,３-６－４８



９２１-８５３１ (株) ジェスクホリウチ,石川県,金沢市,泉,３-１－６

９２１-８５６０ (株) 太陽ゴルフ,石川県,金沢市,新保本,４-９－１

９２１-８５５０ (株) 長府製作所 金沢営業所,石川県,金沢市,玉鉾,４-１７

９２１-８５５５ (株) 辻さく,石川県,金沢市,増泉,５-１－３０

９２１-８５８２ (株) ハチバン,石川県,金沢市,新神田,１-１２－１８

９２１-８６１２ (株) 富士通北陸システムズ,石川県,金沢市,増泉,２-７－１６

９２１-８６１１ (株) 富士通北陸システムズ (本社）,石川県,金沢市,増泉,３-４－３０

９２１-８５７６ (株) プロ保険,石川県,金沢市,西泉,４-３５-

９２１-８５１８ (株) ヤマチク,石川県,金沢市,横川,４-１８０

９２１-８５１５ 学校法人 金沢高等学校,石川県,金沢市,泉本町,３-１１１

９２１-８５８４ 北川ヒューテック (株),石川県,金沢市,神田,１-１３－１

９２１-８５３２ 喜多ハウジング (株),石川県,金沢市,新保本,３-３

９２１-８５１１ 社団法人 石川県自動車整備振興会,石川県,金沢市,入江,３-１６０

９２１-８６３９ 宗教法人 妙立寺,石川県,金沢市,野町,１-２－１２

９２１-８５０６ 自衛隊 石川地方協力本部,石川県,金沢市,新神田,４-３－１０

９２１-８５３０ 倉庫精練 (株),石川県,金沢市,玉鉾,４-１１１-

９２１-８６３０ 倉庫精練 (株) 第二事業部 (米丸工場）,

９２１-８６３０ 石川県,金沢市,玉鉾,４-１１１-

９２１-８５３６ 第一電機工業 (株),石川県,金沢市,森戸,１-１６６

９２１-８６５０ 津田駒工業 (株),石川県,金沢市,野町,５-１８－１８

９２１-８５５２ 東亜電機工業 (株),石川県,金沢市,増泉,２-１８－１５

９２１-８６２１ 東大セミナー金沢校,石川県,金沢市,有松,４-３－１０

９２１-８６３７ 東大セミナー高等部,石川県,金沢市,有松,５-８－２８

９２１-８６２０ ネッツトヨタ石川 (株),石川県,金沢市,西泉,２-１７８

９２１-８５７９ パナホーム (株) 北陸支店,石川県,金沢市,窪,４-４４０-

９２１-８５０８ 北陸財務局,石川県,金沢市,新神田,４-３－１０

９２１-８５３９ 北陸スバル自動車 (株),石川県,金沢市,泉本町,３-１０２

９２１-８５０７ 北陸農政局 土地改良技術事務所,石川県,金沢市,新神田,４-３－１０

９２１-８６１６ 北陸ミサワホーム (株) 西金沢支店,石川県,金沢市,西金沢,４-５５５

９２１-８７９８ 北陸郵政研修センター,石川県,金沢市,弥生,３-３－３７

９２０-０３９２ 明祥 (株),石川県,金沢市,無量寺町,ハ１

９２１-８５２５ 有限会社 ゴルフ情報センター,石川県,金沢市,窪,２-３－２

９２１-８５４６ ヨシダ印刷 (株),石川県,金沢市,御影町,１９番１号

９２１-８５８８ 米沢電気工事 (株),石川県,金沢市,進和町,３２

９２１-８５２０ 陸上自衛隊 金沢駐屯地,石川県,金沢市,野田町,１-８

９２１-８５２６ 菱機工業 (株),石川県,金沢市,御影町,１０-７

９２１-８５８５ (株) うつのみや,石川県,金沢市,増泉,２－１６－１２

９２１-８５７４ 協和道路 (株),石川県,金沢市,伏見台,１-１３番２３号

９２６-８５８６ 石川県 中能登土木総合事務所,石川県,七尾市,本府中町,ソ２７番９

９２６-８５５５ 石川県立 七尾東雲高等学校,石川県,七尾市,下町,戊部１２－１

９２６-８５４５ 石川県立 七尾養護学校,石川県,七尾市,下町,己部５４

９２６-８５６６ エイゾーナナオエスムス (株),石川県,七尾市,藤橋町,ア部８-２

９２６-８５４０ ＮＴＴ 七尾支店,石川県,七尾市,神明町,ロ部１３

９２６-８５４１ 金沢家庭裁判所 七尾支部,石川県,七尾市,馬出町,ハ部１-の２

９２６-８５４１ 金沢地方裁判所 七尾支部,石川県,七尾市,馬出町,ハ部１-の２

９２６-８５２０ 金沢地方法務局 七尾支局,石川県,七尾市,小島町,大開地３-７

９２６-８６５０ (株) 在沢組,石川県,七尾市,白馬町,８－５

９２６-８６０３ (株) スギヨ 本社事務所・北陸工場,石川県,七尾市,西三階町,１０号４－１

９２６-８６６６ (株) 北陸銀行 七尾支店,石川県,七尾市,一本杉町,１１８

９２６-８６０２ (株) 北国銀行 七尾支店,石川県,七尾市,生駒町,３０－１

９２６-８６１０ 公立能登総合病院,石川県,七尾市,藤橋町,ア部６-４

９２６-８５３１ 国立療養所 七尾病院,石川県,七尾市,松百町,８部３－１

９２６-８６０５ 特定医療法人財団 董仙会 恵寿総合病院,石川県,七尾市,富岡町,９４

９２６-８５４１ 七尾簡易裁判所,石川県,七尾市,馬出町,ハ部１-の２

９２６-８５４１ 七尾検察審査会,石川県,七尾市,馬出町,ハ部１-の２

９２６-８６０９ 七尾公共職業安定所（ハローワーク七尾）,石川県,七尾市,小島町,西部２番

９２６-８５５０ 七尾サンライフプラザ,石川県,七尾市,本府中町,ヲ部３８

９２６-８６１１ 七尾市役所,石川県,七尾市,袖ケ江町,イ２５

９２６-８６４２ 七尾商工会議所,石川県,七尾市,三島町,７０－１

９２６-８６８６ 七尾税務署,石川県,七尾市,小島町,大開地３-７

９２６-８５１１ 日本年金機構 七尾年金事務所,石川県,七尾市,藤橋町,酉部２２－３

９２６-８６０１ のと共栄信用金庫,石川県,七尾市,桧物町,３５（

９２６-８５０１ 林ベニヤ (株) 七尾工場,石川県,七尾市,大田町,１１０－４３

９２６-８５８５ 北陸電力 (株) 七尾支店,石川県,七尾市,三島町,7-６１

９２６-８５８８ 北陸電力 七尾大田火力発電所,石川県,七尾市,大田町,１１４部２－４

９２６-８５５８ 北陸乳業 (株),石川県,七尾市,八幡町,ほ３６

９２６-０１９２ (株) 加賀屋,石川県,七尾市,和倉町,ヨ部８０

９２６-０２９２ 七尾市役所 能登島支所,石川県,七尾市,能登島向田町,ろ部１

９２６-０２９３ 能登島リゾート開発 (株),石川県,七尾市,能登島半浦町,７-１

９２９-２１９５ 石川県立 田鶴浜高等学校,石川県,七尾市,上野ケ丘町,５９

９２９-２１９２ 七尾市役所 田鶴浜支所,石川県,七尾市,田鶴浜町,り部６

９２９-２２９２ 七尾市役所 中島支所,石川県,七尾市,中島町中島,甲１７０

９２３-８５４４ アパ (株) 小松店,石川県,小松市,本折町,３３-

９２３-８６４４ アル・プラザ小松,石川県,小松市,園町,ハ２３-１

９２３-８５６５ イオンモール新小松,石川県,小松市,,沖周辺土地区画整理事業区域内２０街区

９２３-８５３１ 県立 小松北高等学校,石川県,小松市,島田町,イ８５－１

９２３-８５６７ 県立 小松工業高等学校,石川県,小松市,打越町,丙６７

９２３-８６４６ 県立 小松高等学校,石川県,小松市,丸内町,二ノ丸１５

９２３-８５５５ 県立 小松商業高等学校,石川県,小松市,希望丘,１０

９２３-８５４５ 県立 小松明峰高等学校,石川県,小松市,平面町,ヘ７２

９２３-８５０７ 医療法人社団 さくら会 森田病院,石川県,小松市,園町,ホ９９－１

９２３-８５１０ 医療法人社団 東野会 東野病院,石川県,小松市,今江町,７-４６８

９２３-８６８６ 小倉織物 (株),石川県,小松市,新町,８６

９２３-８６１５ カナカン (株) 酒類小松営業所,石川県,小松市,有明町,２７

９２３-８５４１ 金沢地方裁判所 小松支部,石川県,小松市,小馬出町,１１

９２３-８５０３ (株） 板尾鉄工所,石川県,小松市,工業団地,１-６５

９２３-８５４６ (株) ＮＴＴデータＮＪＫ 北陸事業所,石川県,小松市,上八里町,ニ２５

９２３-８６２０ (株) 共和工業所,石川県,小松市,工業団地,１-５７-



９２３-８５８８ (株) 小松電業所,石川県,小松市,国府台,５-２０

９２３-８６２６ (株) 小松村田製作所,石川県,小松市,光町,９３

９２３-８５２１ (株) コマテック,石川県,小松市,串町,工業団地１－２

９２３-８６８８ (株) 北國銀行 小松支店,石川県,小松市,京町,６８

９２３-８６０３ (株) 室戸鉄工所,石川県,小松市,串町,工業団地１－３

９２３-８５５７ (株) ワイエムシイ 小松事業所,石川県,小松市,国府台,５-２８

９２３-８５３３ ＫＢセーレン (株),石川県,小松市,白嶺町,１-３４

９２３-８５８６ 航空自衛隊 小松基地,石川県,小松市,向本折町,戊２６７

９２３-８５１１ 公立大学法人 公立小松大学,石川県,小松市,４丁町,ヌ１－３

９２３-８６４０ Ｋｏｍａｔｓｕ Ａ×Ｚ Ｓｑｕａｒｅ,石川県,小松市,土居原町,１０-１０

９２３-８６４３ 小松ウオール工業 (株),石川県,小松市,工業団地,１-７２-

９２３-８６０５ コマツエンジニアリング (株),石川県,小松市,今江町,９-４０６

９２３-８６０６ 小松織物工業協同組合,石川県,小松市,園町,ハ３６－１

９２３-８５３０ 小松教習所 (株） 粟津センタ,石川県,小松市,月津町,ヲ７２－２

９２３-８６３９ 小松鋼機 (株),石川県,小松市,光町,２０

９２３-８６０９ 小松公共職業安定所 (ハローワーク小松）,石川県,小松市,日の出町,１-１２０

９２３-８６６６ コマツ小松工場,石川県,小松市,八日市町地方,５

９２３-８６１１ 小松市農業協同組合,石川県,小松市,上小松町,丙２５２

９２３-８５６０ 小松市民病院,石川県,小松市,向本折町,ホ６０

９２３-８６５０ 小松市役所,石川県,小松市,小馬出町,９１

９２３-８５６６ 小松商工会議所,石川県,小松市,園町,ニ１

９２３-８５０１ 小松市立高等学校,石川県,小松市,八幡,ト１

９２３-８５７０ 小松税務署,石川県,小松市,日の出町,１-１２０

９２３-８６４２ 小松電子 (株),石川県,小松市,安宅町,甲１３５

９２３-８５０２ コマニー (株),石川県,小松市,工業団地,１-９３-

９２３-８６１０ サイエンスヒルズこまつ,石川県,小松市,こまつの杜,２-

９２３-８６３０ (財) こまつ看護学校,石川県,小松市,向本折町,ヘ１４－１

９２３-８６１６ 篠岡建設 (株),石川県,小松市,桜木町,１３３－１

９２３-８５７５ ジェイ・バス (株),石川県,小松市,串町,工業団地３０-

９２３-８５５２ 整形外科 芦城病院,石川県,小松市,大文字町,８８

９２３-８５８１ 大京 (株),石川県,小松市,串町,工業団地１－１

９２３-８５７８ 第二松寿園,石川県,小松市,月津町,ヲ９５

９２３-８５５０ 帝人加工糸 (株),石川県,小松市,今江町,６-３４９

９２３-８５２０ 東亜電機工業 (株) Ｐ＆Ｄセンター,石川県,小松市,国府台,５-３

９２３-８６３３ 日本電信電話 (株) 小松支店,石川県,小松市,末広町,４６

９２３-８５８０ ブレクスプロダクツ (株),石川県,小松市,里川町,ナ２３-

９２３-８５２８ 北陸ジャスコ 新小松店,石川県,小松市,平面町,ア６９

９２３-８６０１ 北陸体力科学研究所,石川県,小松市,八幡,イ１３－１

９２３-８５２５ 三島石油 (株),石川県,小松市,問屋町,２５

９２３-８５０５ 森康 (株),石川県,小松市,光町,８９

９２３-８５５１ やわたメディカルセンター,石川県,小松市,八幡,イ１２－７

９２３-０３９８ 加賀芙蓉カントリー倶楽部,石川県,小松市,那谷町,５－３０

９２３-０３９２ コマツ粟津工場,石川県,小松市,符津町,ツ２３

９２３-０３９３ ゆのくにの森,石川県,小松市,粟津町,ナ－３－３

９２７-２１９３ 石川県立 門前高等学校,石川県,輪島市,門前町広岡,５－３

９２７-２１９２ 輪島市役所 門前総合支所,石川県,輪島市,門前町走出,６－６９

９２８-８６０９ 穴水公共職業安定所 輪島出張所,石川県,輪島市,鳳至町,畠田９９－３

９２８-８５４１ 金沢家庭裁判所 輪島支部,石川県,輪島市,河井町,１５部４９－２

９２８-８５４１ 金沢地方裁判所 輪島支部,石川県,輪島市,河井町,１５部４９－２

９２８-８５０２ 航空自衛隊 第２３警戒群,石川県,輪島市,河井町,１０部２９－７

９２８-８５８５ 市立輪島病院,石川県,輪島市,山岸町,は１番１地

９２８-８５２５ 輪島市役所,石川県,輪島市,二ツ屋町,２字２９

９２８-８５０１ 輪島税務署,石川県,輪島市,河井町,１５部９０－１６

９２９-２３９２ 石川県 奥能登総合事務所,石川県,輪島市,三井町洲衛,１０部１１－１

９２７-１２９７ 珠洲簡易裁判所,石川県,珠洲市,上戸町北方,い４６番３

９２７-１２９７ 金沢家庭裁判所,石川県,珠洲市,上戸町北方,い４６番３

９２７-１２９７ 金沢家庭裁判所珠洲出張所,石川県,珠洲市,上戸町北方,い４６番３

９２７-１２９５ 珠洲市役所,石川県,珠洲市,上戸町北方,１－６－２

９２２-８５１０ 石川県立 大聖寺高等学校,石川県,加賀市,大聖寺永町, 1-３３

９２２-８６０９ 加賀公共職業安定所,石川県,加賀市,大聖寺菅生,イ７８の３

９２２-８５２２ 加賀市医療センター,石川県,加賀市,作見町,リ３６-

９２２-８６２２ 加賀市役所,石川県,加賀市,大聖寺南町,ニ－４１

９２２-８６５０ 加賀商工会議所,石川県,加賀市,大聖寺菅生,ロ－１７－３

９２２-８５３０ 鹿野漆器 (株),石川県,加賀市,黒瀬町,３５０－１

９２２-８６７８ (株) 江沼チェン製作所,石川県,加賀市,上河崎町,３００

９２２-８５５５ (株) 正和,石川県,加賀市,上河崎町,ネ３３１

９２２-０５９５ (株) ソディック 加賀事業所,石川県,加賀市,宮町,カ１-１

９２２-８６１１ (株) 月星製作所,石川県,加賀市,永井町,１９７１/１/１

９２２-８５７０ (株) ＤＭＭ．ｃｏｍ Ｂａｓｅ,石川県,加賀市,美岬町,メ１-１

９２２-８５５０ 九谷宗山,石川県,加賀市,中代町,リ４０－５

９２２-８５６６ 九谷満月,石川県,加賀市,中代町,ル９５－２

９２２-８５０１ 久藤病院,石川県,加賀市,大聖寺永町,イ－１７

９２２-８５８８ 黒田建設 (株）,石川県,加賀市,黒瀬町,カ１２０

９２２-８５２５ 大聖寺実業高等学校,石川県,加賀市,熊坂町,ヲ７７

９２２-８６８６ 大同工業,石川県,加賀市,熊坂町,イ－１９７

９２２-８５１１ 月うさぎの里,石川県,加賀市,永井町,４３－４１

９２２-８５８５ フジセイカ,石川県,加賀市,黒瀬町,３７０－１

９２２-０１９２ 加賀市役所 山中温泉支所,石川県,加賀市,山中温泉湯の出町,タ３３

９２２-０１９３ 山中温泉ぬくもり診療所,石川県,加賀市,山中温泉上野町,ル１５－１

９２２-０２９７ 加賀の本陣 山下家,石川県,加賀市,山代温泉,１８－１２４

９２２-０２９３ 雄山閣,石川県,加賀市,山代温泉,東山町１６－１

９２２-０２９４ 湯快リゾート (株) 山代温泉 彩朝楽,

９２２-０２９４ 石川県,加賀市,山代温泉,桔梗丘２-１０－３

９２２-０２９８ ゆのくに天祥,石川県,加賀市,山代温泉,１９－４９－１

９２２-０２９５ よろづや観光 (株） 瑠璃光,石川県,加賀市,山代温泉,１９－５８

９２２-０４９７ 加賀農業協同組合,石川県,加賀市,作見町,ホ１０-１

９２２-０４９５ 協同組合 加賀ターミナルセンター,石川県,加賀市,作見町,ル２５番１

９２５-８５２１ 石川県立 羽咋工業高等学校,石川県,羽咋市,西釜屋町,ク２１



９２５-８５５０ 石川県立 羽咋高等学校,石川県,羽咋市,柳橋町,柳橋１

９２５-８５６６ エイゾーナナオエムエス (株),石川県,羽咋市,寺家町,レ３７－９

９２５-８６８８ (株) 朱鷺の台カントリー,石川県,羽咋市,柳田町,８－８

９２５-８５５５ (株) ハクイ村田製作所,石川県,羽咋市,柳橋町,柳橋５２-

９２５-８６１０ (株) 北陸銀行 羽咋支店,石川県,羽咋市,中央町,ア２１－２

９２５-８６２０ (株) 北國銀行 羽咋支店,石川県,羽咋市,川原町,テ１

９２５-８５０２ 公立羽咋病院,石川県,羽咋市,的場町,松崎２４

９２５-８５０６ 社会福祉法人 羽咋市社会福祉協議会,石川県,羽咋市,鶴多町,亀田１７

９２５-８５０８ 千里浜観光開発 (株) 千里浜レストハウス,石川県,羽咋市,千里浜町,タ４－１

９２５-８５３０ 独立行政法人 国立青少年教育振興機構 国立能登青少年交流の家,

９２５-８５３０ 石川県,羽咋市,柴垣町,１４字５番６

９２５-８５２５ 能登千里浜国民休暇村,石川県,羽咋市,羽咋町,オ７０

９２５-８５０５ 羽咋郡市広域圏事務組合,石川県,羽咋市,中央町,ア１８５-

９２５-８５１１ 羽咋郡市広域圏事務組合消防本部,石川県,羽咋市,中央町,ア１８５-

９２５-８５６７ 羽咋警察署,石川県,羽咋市,旭町,ユ２０

９２５-８６０９ 羽咋公共職業安定所（ハローワーク羽咋）,石川県,羽咋市,南中央町,キ１０５－６

９２５-８５８５ 羽咋市商工会,石川県,羽咋市,旭町,ア１３９

９２５-８５０１ 羽咋市役所,石川県,羽咋市,旭町,ア２００

９２５-０６９７ 平鍛造 (株),石川県,羽咋市,千代町,い８０

９２９-１１９８ (株） イオンかほくショッピングセンター,石川県,かほく市,内日角,タ２５番

９２９-１１９２ (株) ＰＦＵ,石川県,かほく市,宇野気,ヌ９８－２

９２９-１１９６ (株) 富士通ＩＴプロダクツ,石川県,かほく市,笠島,ト１－１

９２９-１１９３ かほく市 七塚庁舎,石川県,かほく市,浜北,ハ６－１

９２９-１１９５ かほく市役所,石川県,かほく市,宇野気,ニ８１

９２９-１２９３ 石川県立 高松病院,石川県,かほく市,内高松,ヤ３６

９２９-１２８７ (株) ＰＦＵ ＰｒｏＤｅＳセンター,石川県,かほく市,高松,シ１－１

９２９-１２９２ かほく市高松庁舎,石川県,かほく市,高松,ウ１－１

９２０-２１９５ 中村留精密工業 (株),石川県,白山市,熱野町,ロ１５-

９２０-２１９６ 中村留精密工業 (株) エヌテック事業部,石川県,白山市,部入道町,ホ１４－３

９２０-２１９２ 白山市鶴来支所,石川県,白山市,鶴来本町,４-ヌ８５

９２０-２３９５ 白山市 尾口市民サービスセンター,石川県,白山市,瀬戸,午１０-

９２０-２３９２ 白山市 河内市民サービスセンター,石川県,白山市,河内町福岡,７７

９２０-２３９３ 白山市 鳥越市民サービスセンター,石川県,白山市,別宮町,ロ１７０-

９２０-２３９４ 白山市 吉野谷市民サービスセンター,石川県,白山市,佐良,ニ１３６

９２４-８５３３ アイレムソフトウェアエンジニアリング (株),石川県,白山市,福留町,６５５

９２４-８５４４ 石川県立 翠星高等学校,石川県,白山市,三浦町,５００－１

９２４-８５６６ ＥＩＺＯ (株),石川県,白山市,下柏野町,１５３

９２４-８５１０ (株) クスリのアオキ,石川県,白山市,横江町,４街区１番

９２４-８５８０ (株) トランテックス,石川県,白山市,徳丸町,６７０-

９２４-８５５５ (株) パルタック 金沢支店,石川県,白山市,旭丘,２-６

９２４-８５６０ (株) 別川製作所,石川県,白山市,漆島町,１１３６-

９２４-８５１１ 金城大学,石川県,白山市,笠間町,１２００-

９２４-８５８８ 公立松任石川中央病院,石川県,白山市,倉光,３-８

９２４-８５５８ 高松機械工業 (株),石川県,白山市,旭丘,１-８

９２４-８５７７ 東邦ゴム工業 (株),石川県,白山市,田中町,３１５

９２４-８６８６ ニッコー (株),石川県,白山市,相木町,３８３

９２４-８６８８ 白山市役所,石川県,白山市,倉光,２-１

９２４-８５２２ 冨士工業 (株),石川県,白山市,旭丘,１-１２

９２４-８５８５ 松任税務署,石川県,白山市,博労,２-２２

９２９-０２９６ ＤＩＣ (株) 北陸工場,石川県,白山市,湊町,ソ６４－２

９２９-０２９２ 白山市美川支所,石川県,白山市,美川浜町,ヨ１０３

９２３-１１９８ 能美市役所 寺井庁舎,石川県,能美市,寺井町,た３５-

９２３-１２９３ 加賀東芝エレクトロニクス (株),石川県,能美市,岩内町,１-１

９２３-１２９４ 東レ (株) 石川工場,石川県,能美市,北市町,リ１

９２３-１２９７ 能美市役所 辰口庁舎,石川県,能美市,来丸町,１１１０-

９２３-１２９２ 北陸先端科学技術大学院大学,石川県,能美市,旭台,１-１

９２９-０１９８ (株) 富士精工本社,石川県,能美市,大浜町,ヤ２５-

９２９-０１９３ デクセリアルズ (株) 根上事業所,石川県,能美市,赤井町,は８６

９２９-０１９２ 能美市役所 根上庁舎,石川県,能美市,中町,子８８-

９２１-８５７３ (株) 石川トヨペットカローラ トヨタカローラ石川会社,

９２１-８５７３ 石川県,野々市市,堀内,４-８７

９２１-８５７５ (株) アイワホーム,石川県,野々市市,押野,３-６１

９２１-８５１２ Ｋ．Ｋ． えふえむ・エヌ・ワン,石川県,野々市市,高橋町,２-２４

９２１-８５６４ (株) 高井製作所,石川県,野々市市,稲荷,１－１

９２１-８５７７ (株) 大日製作所,石川県,野々市市,扇が丘,１－１

９２１-８５８９ (株) ぶった農産,石川県,野々市市,上林,２-１６２-１

９２１-８５８１ (株) みやもり,石川県,野々市市,上林,５-２９－１

９２１-８５４４ (株) モリワン,石川県,野々市市,御経塚,３-８

９２１-８５０１ 学校法人 金沢工業大学,石川県,野々市市,扇が丘,７－１

９２１-８５２９ 津田駒工業 (株) 野々市工場,石川県,野々市市,粟田,５-１００-

９２１-８５１０ 野々市市役所,石川県,野々市市,三納,１-１-

９２３-１２９６ (株) ジャパンディスプレイ 石川工場,

９２３-１２９６ 石川県,能美郡川北町,字山田先出,２-２６

９２３-１２９５ 川北町役場,石川県,能美郡川北町,字壱ツ屋,１７４

９２９-０３９２ 石川工業高等専門学校,石川県,河北郡津幡町,字北中条,タ－１

９２９-０３９３ 津幡町役場,石川県,河北郡津幡町,字加賀爪,ニ－３

９２９-０４９２ 倶利伽羅不動寺,石川県,河北郡津幡町,字倶利伽羅,リ２

９２９-０４９３ シブヤアシナリー (株),石川県,河北郡津幡町,字旭山,１

９２９-０４９４ タカラスタンダード (株) 北陸工場,石川県,河北郡津幡町,字東荒屋,ヌ４８－４

９２９-０４９５ 有限会社 倶利伽羅そば普及協会,石川県,河北郡津幡町,字竹橋,ヨ１０５

９２０-０２９２ 内灘町役場,石川県,河北郡内灘町,字大学,１-２-１

９２０-０２９３ 金沢医科大学,石川県,河北郡内灘町,字大学,１-１

９２５-０１９３ 石川サンケン (株) 志賀工場,石川県,羽咋郡志賀町,字末吉,小崎１０

９２５-０１９８ 志賀町役場,石川県,羽咋郡志賀町,末吉,千古１-１

９２５-０３９２ (株) 能登金剛センター,石川県,羽咋郡志賀町,富来牛下,ル－１－１

９２５-０４９８ 志賀町役場富来支所,石川県,羽咋郡志賀町,富来領家町,甲１０

９２９-１３９４ 石川県立 宝達高等学校,石川県,羽咋郡宝達志水町,今浜,ト８０

９２９-１３９７ (株) トミナガ,石川県,羽咋郡宝達志水町,小川,４－１



９２９-１３９５ 三東観光 (株) 千里浜カントリークラブ,石川県,羽咋郡宝達志水町,宿,２甲３６－１

９２９-１３９３ 能登カントリークラブ,石川県,羽咋郡宝達志水町,米出,ワ－１

９２９-１３９２ 宝逹志水町役場 押水庁舎,石川県,羽咋郡宝達志水町,小川,ハ２５０

９２９-１３９６ 見砂酒造 (株),石川県,羽咋郡宝達志水町,宿,４４３－１０７

９２９-１４９３ 三協マテリアル (株) 石川工場,石川県,羽咋郡宝達志水町,杉野屋,ぬ１－１

９２９-１４９４ 参天製薬 (株) 能登工場,石川県,羽咋郡宝達志水町,敷波,１－１４

９２９-１４９２ 宝達志水町役場,石川県,羽咋郡宝達志水町,子浦,そ１８－１

９２９-１６９２ 中能登町役場 鹿西庁舎,石川県,鹿島郡中能登町,能登部下, 1-８５

９２９-１８９２ 中能登町役場 鹿島庁舎,石川県,鹿島郡中能登町,井田,４部１－１

９２９-１７９２ 中能登町役場 鳥屋庁舎,石川県,鹿島郡中能登町,末坂,９－４６

９２７-８６０１ 穴水町役場,石川県,鳳珠郡穴水町,字川島,ラ－１７４

９２７-０２９２ 蔵谷工務店 (株),石川県,鳳珠郡穴水町,字鹿波,５４字３１－７

９２７-０２９３ 坂上電機製作所,石川県,鳳珠郡穴水町,字甲,レ２５６－１

９２７-０４９３ 興能信用金庫,石川県,鳳珠郡能登町,字宇出津,ム字４５－１

９２７-０４９５ 公立宇出津総合病院,石川県,鳳珠郡能登町,字宇出津,タ字９７

９２７-０４９２ 能登町役場,石川県,鳳珠郡能登町,字宇出津,ト字５０-１

９２７-０６９５ 能登町役場 内浦総合支所,石川県,鳳珠郡能登町,字松波,１３字７５-１

９２８-０３９５ 社会福祉法人 清祥会 特別養護老人ホーム こすもす,

９２８-０３９５ 石川県,鳳珠郡能登町,字五郎左エ門分,藤１７

９２８-０３９２ 能登町役場 柳田総合支所,石川県,鳳珠郡能登町,字柳田,仁部５０-

９２８-０３９３ 柳田温泉病院,石川県,鳳珠郡能登町,字上町,８字３９３




