
５００-８５２３ 朝日大学歯学部附属村上記念病院,岐阜県,岐阜市,橋本町,３-２３

５００-８５５８ アピ (株),岐阜県,岐阜市,加納桜田町,１-１-

５００-８６７２ 荒井 (株),岐阜県,岐阜市,中鶉,２-６－２

５００-８５２２ イギン (株),岐阜県,岐阜市,加納神明町,２-８

５００-８６７８ 石田 (株),岐阜県,岐阜市,長住町,５-４

５００-８６８７ 井上精機 (株),岐阜県,岐阜市,玉宮町,１-１１

５００-８６８９ 梅本 (株),岐阜県,岐阜市,三歳町,５-１－７

５００-８５５２ ＳＭＢＣ日興証券 (株) 岐阜支店,岐阜県,岐阜市,神田町,８-２

５００-８７３１ オンダ国際特許事務所,岐阜県,岐阜市,大宮町,２-１２－１

５００-８６３８ (株) 安部日鋼工業,岐阜県,岐阜市,六条大溝,３-１３番３号

５００-８５１８ (株) 市川工務店,岐阜県,岐阜市,鹿島町,６-２７

５００-８５３０ (株) エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 岐阜支店,岐阜県,岐阜市,,長住町香蘭地区

５００-８７４３ (株) 岡本,岐阜県,岐阜市,畷町,５

５００-８６５７ (株) キタガワ,岐阜県,岐阜市,此花町,６-１７

５００-８６０２ (株) 岐阜魚介,岐阜県,岐阜市,茜部新所,２-５

５００-８５６５ (株) 岐阜銀行,岐阜県,岐阜市,宇佐南,１-７－１

５００-８６１８ (株) 岐阜セラック製造所,岐阜県,岐阜市,加納西丸町,１-２７

５００-８５８８ (株) 岐阜放送,岐阜県,岐阜市,橋本町,２-５２

５００-８６４８ (株) 小林三之助商店,岐阜県,岐阜市,加納天神町,４-２４

５００-８５５０ (株) 篠田商会,岐阜県,岐阜市,竜田町,４-８

５００-８７３０ (株) 新岐阜百貨店,岐阜県,岐阜市,神田町,９-１

５００-８６４０ (株) スギトー,岐阜県,岐阜市,六条南,３-９－７

５００-８５２５ (株) 高島屋 岐阜店,岐阜県,岐阜市,日ノ出町,２-２５

５００-８６１５ (株) 田幸,岐阜県,岐阜市,南鶉,５-５２－１

５００-８７５５ (株) ダイテックソリューション,岐阜県,岐阜市,蔵前,６-１３－２６

５００-８７５３ (株) ニツショー 岐阜支店,岐阜県,岐阜市,東金宝町,１-１７

５００-８７５１ (株) 日本タクシー,岐阜県,岐阜市,鶴田町,３-７－１

５００-８７２８ (株) パルコ 岐阜店,岐阜県,岐阜市,神田町,９-１２

５００-８６３０ (株) ヒマラヤ,岐阜県,岐阜市,江添,１-１－１

５００-８７４２ (株) 藤田商店,岐阜県,岐阜市,西川手,５-６６

５００-８６４６ (株) マキムラ,岐阜県,岐阜市,加納天神町,１-２６

５００-８７４８ (株) 丸杉,岐阜県,岐阜市,金町,８-１-

５００-８６８６ (株) マンチェス,岐阜県,岐阜市,香蘭,３-８

５００-８６５０ (株) ヤマニパッケージ,岐阜県,岐阜市,清本町,２-４４

５００-８６６０ (株) 若原工機,岐阜県,岐阜市,都通,３-１０

５００-８７６５ 学校法人 富田学園,岐阜県,岐阜市,野一色,４-１７番１号

５００-８６０３ 岐果 岐阜青果 (株),岐阜県,岐阜市,茜部新所,２-５

５００-８７３４ 岐阜観光索道 (株),岐阜県,岐阜市,千畳敷下,２５７

５００-８７１１ 岐阜北税務署,岐阜県,岐阜市,千石町,１-４

５００-８７４０ 岐阜県 社会保険診療報酬支払基金,岐阜県,岐阜市,五坪,１-１-１号

５００-８５０４ 岐阜県音楽療法研究所,岐阜県,岐阜市,薮田南,５-１４番５３号

５００-８５０１ 岐阜県警察本部,岐阜県,岐阜市,薮田南,２-１－１

５００-８５０７ 岐阜県県民ふれあい会館,岐阜県,岐阜市,薮田南,１-１４番５３号

５００-８５０８ 岐阜県市町村職員共済組合,岐阜県,岐阜市,薮田南,５-１４－５３

５００-８５０３ 岐阜県信用保証協会,岐阜県,岐阜市,薮田南,５-１４－５３

５００-８５７１ 岐阜県庁,岐阜県,岐阜市,薮田南,２-１－１

５００-８７５０ 岐阜県労働金庫,岐阜県,岐阜市,鶴田町,３-７－１１

５００-８５１３ 岐阜市民病院,岐阜県,岐阜市,鹿島町,７-１

５００-８７０１ 岐阜市役所,岐阜県,岐阜市,今沢町,１８

５００-８７２０ 岐阜市役所 南庁舎,岐阜県,岐阜市,神田町,１-１１

５００-８７２７ 岐阜商工会議所,岐阜県,岐阜市,神田町,２-２

５００-８７０８ 岐阜振興局,岐阜県,岐阜市,司町,１-

５００-８５６２ 岐阜信用金庫,岐阜県,岐阜市,神田町,６-１１-

５００-８７１０ 岐阜地方裁判所,岐阜県,岐阜市,美江寺町,２-４－１

５００-８７２９ 岐阜地方法務局,岐阜県,岐阜市,金竜町,５-１３

５００-８６０７ 岐阜中央青果 (株),岐阜県,岐阜市,茜部新所,２-５

５００-８７２２ 岐阜乗合自動車 (株),岐阜県,岐阜市,九重町,４-２０-

５００-８６２０ 岐阜日野自動車 (株) 岐阜支店,岐阜県,岐阜市,北鶉,５-５７-

５００-８７２１ 岐阜プラスチック工業 (株),岐阜県,岐阜市,神田町,９-２７-

５００-８６１０ 岐阜丸魚 (株),岐阜県,岐阜市,茜部新所,２-５

５００-８７１８ 国立療養所岐阜病院,岐阜県,岐阜市,日野東,５-１－１

５００-８６１６ 小林薬品工業 (株),岐阜県,岐阜市,中鶉,１-１３９

５００-８６２２ サンラリー (株),岐阜県,岐阜市,北鶉,３-１６

５００-８７３２ (財) 岐阜県教職員互助会,岐阜県,岐阜市,柳ケ瀬通,６-１４-

５００-８５０５ (財) 岐阜県産業経済振興センター,岐阜県,岐阜市,薮田南,５-１４番５３号

５００-８７１６ 財務省 東海財務局 岐阜財務事務所,岐阜県,岐阜市,金竜町,５-１３-

５００-８７３７ シーシーエヌ (株）,岐阜県,岐阜市,須賀,１-２－１６

５００-８６３９ 資生堂化粧品販売 (株) 岐阜支社,岐阜県,岐阜市,六条南,１-１６－１６

５００-８５１０ 社団法人 岐阜県医師会,岐阜県,岐阜市,薮田南,３-５－１１

５００-８５０２ 社団法人 岐阜県建設業協会,岐阜県,岐阜市,薮田東,１-２－２

５００-８５４５ 商工組合中央金庫 岐阜支店,岐阜県,岐阜市,若宮町,９-１６

５００-８７０３ 昭和コンクリート工業 (株),岐阜県,岐阜市,香蘭,１-１-

５００-８５１５ シンガポール (株),岐阜県,岐阜市,大宝町,２-１４-

５００-８５４０ 住友海上火災保険 (株) 岐阜支店,岐阜県,岐阜市,金町,５-２４

５００-８５２４ 住友生命保険 相互会社 岐阜支社,岐阜県,岐阜市,金町,５-２４

５００-８７４１ 済美高等学校,岐阜県,岐阜市,正法寺町,３３-

５００-８６６７ 全国健康保険協会 岐阜支部,岐阜県,岐阜市,橋本町,２-８

５００-８６６６ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),岐阜県,岐阜市,都通,４-－８

５００-８６８５ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),岐阜県,岐阜市,金町,５-２０

５００-８６３６ 大和ハウス工業 (株) 岐阜支店,岐阜県,岐阜市,薮田東,２-１－６

５００-８７１７ 地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター,岐阜県,岐阜市,野一色,４-６－１

５００-８７０２ 中部電力パワーグリッド (株) 岐阜営業所,岐阜県,岐阜市,美江寺町,２-５

５００-８７０７ 中部電力パワーグリッド (株) 岐阜支社,岐阜県,岐阜市,美江寺町,２-５

５００-８７０７ 中部電力ミライズ (株) 岐阜営業本部,岐阜県,岐阜市,美江寺町,２-５

５００-８６７１ 東京海上日動火災保険 (株) 岐阜支店,岐阜県,岐阜市,金町,６-４-

５００-８５３３ 東邦ガス (株) 岐阜営業所,岐阜県,岐阜市,加納坂井町,２

５００-８６３７ トヨタカローラ岐阜 (株),岐阜県,岐阜市,六条大溝,４-１－３

５００-８６４５ 内藤建設 (株),岐阜県,岐阜市,六条南,３-１０－１０
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５００-８６５５ 二幸 (株),岐阜県,岐阜市,三歳町,３-１１－７

５００-８７１５ 西日本電信電話 (株),岐阜県,岐阜市,梅ケ枝町,２-３１-

５００-８６７０ 日動火災海上保険 (株) 岐阜支店,岐阜県,岐阜市,金町,６-４

５００-８５６０ 日建産業 (株),岐阜県,岐阜市,今町,４-２０

５００-８６７６ 日産プリンス 岐阜販売 (株),岐阜県,岐阜市,加納城南通,１-１８－３

５００-８６８１ 日通商事 (株) 岐阜支店,岐阜県,岐阜市,長住町,１０-１

５００-８６８０ 日本通運 (株) 岐阜支店,岐阜県,岐阜市,長住町,１０-１

５００-８７３９ 日本年金機構 岐阜事務センター,岐阜県,岐阜市,金町,４－３０

５００-８６０５ 日本ガード (株),岐阜県,岐阜市,茜部中島,２-６６－６

５００-８７２５ 日本信販岐阜 (株),岐阜県,岐阜市,金町,４-３０Ｆ

５００-８６０１ 日本赤十字社 岐阜県支部,岐阜県,岐阜市,茜部中島,２-９

５００-８６３５ 濃尾電機 (株),岐阜県,岐阜市,宇佐南,２-３－８

５００-８５２１ ハートフルスクエアＧ,岐阜県,岐阜市,橋本町,１-１０-２３

５００-８６７７ ヒロタ (株),岐阜県,岐阜市,玉姓町,３-２５

５００-８６２５ 富士ゼロックス岐阜 (株),岐阜県,岐阜市,橋本町,２-２０-

５００-８７５４ 日本たばこ産業 (株) 岐阜営業所,岐阜県,岐阜市,鶴田町,３-１８-

５００-８６８２ 松久 (株),岐阜県,岐阜市,長住町,４-７

５００-８５４１ 丸佐 (株),岐阜県,岐阜市,橋本町,２-８-

５００-８６６８ 丸杉建設 (株),岐阜県,岐阜市,城東通,５-５-

５００-８７３３ 丸丹 (株),岐阜県,岐阜市,千石町,２-２５

５００-８７５２ 安田 (株),岐阜県,岐阜市,鶴田町,３-２４

５００-８６２１ 山彦鋼管 (株),岐阜県,岐阜市,須賀,３-１４－１

５００-８５３５ ラブリークィーン (株),岐阜県,岐阜市,加納寿町,４-１-

５００-８５７０ 岐阜県庁,岐阜県,岐阜市,薮田南,２-１－１

５００-８５７７ (株) 岐阜新聞社,岐阜県,岐阜市,今小町,９

５００-８５５６ (株) 十六ディーシーカード,岐阜県,岐阜市,神田町,７-１２

５００-８５６７ 岐阜南税務署,岐阜県,岐阜市,加納清水町,４-２２

５００-８５５５ 大日本土木 (株),岐阜県,岐阜市,宇佐南,１-６－８

５００-８５６６ 大和証券 (株) 岐阜支店,岐阜県,岐阜市,神田町,７-７－８

５００-８５５４ 日本放送協会 岐阜放送局,岐阜県,岐阜市,京町,２-３

５００-８５５７ 濃飛倉庫運輸 (株),岐阜県,岐阜市,橋本町,２-２０

５００-８５４４ 吉岡 (株),岐阜県,岐阜市,茜部菱野,１-６０）

５００-８５６１ (株) 電算システム,岐阜県,岐阜市,日置江,１-５８

５０１-１１９６ 岐阜薬科大学,岐阜県,岐阜市,大学西,１-２５-４

５０１-１１９６ 岐阜薬科大学 本部,岐阜県,岐阜市,大学西,１-２５-４

５０１-０１９２ 岐阜市立女子短期大学,岐阜県,岐阜市,一日市場北町,７番１号

５０１-１１９２ 医療法人社団 誠広会 平野総合病院,岐阜県,岐阜市,黒野,１７６－５

５０１-１１９５ (株) ＫＶＫ,岐阜県,岐阜市,黒野,３０８

５０１-１１９３ 岐阜大学,岐阜県,岐阜市,柳戸,１－１

５０１-１１９４ 岐阜大学 医学部,岐阜県,岐阜市,柳戸,１－１

５０１-１１９８ 岐阜中央病院,岐阜県,岐阜市,川部,３-２５-

５０１-２５９２ 岐阜女子大学,岐阜県,岐阜市,太郎丸,８０

５０１-６１９６ (株) 電算システム,岐阜県,岐阜市,日置江,１-５８

５０１-６１９２ 岐阜県自動車税事務所,岐阜県,岐阜市,日置江,3-４８

５０１-６１８０ 岐阜市 柳津地域振興事務所,岐阜県,岐阜市,柳津町宮東,１-１-

５０１-６１９４ 岐阜聖徳学園大学,岐阜県,岐阜市,柳津町高桑西,１-１-

５０２-８５６７ (株) 岐阜グランドホテル,岐阜県,岐阜市,長良,６４８

５０２-８５２１ カワボウ (株),岐阜県,岐阜市,正木,中１－２－１

５０２-８５０１ カワボウ (株),岐阜県,岐阜市,正木,中１－１－１

５０２-８５０３ 岐阜県障がい者総合就労支援センター、ぎふ木遊館,岐阜県,岐阜市,学園町,２－３３

５０２-８７９２ 岐阜サービスセンター,岐阜県,岐阜市,鷺山,１７６９－３

５０２-８５１１ 岐阜赤十字病院,岐阜県,岐阜市,岩倉町,３-３６

５０２-８５８５ 岐阜薬科大学 三田洞キャンパス,岐阜県,岐阜市,三田洞東,５-６－１

５０２-８５５８ 独立行政法人国立病院機構長良医療センター,岐阜県,岐阜市,長良,１３００-７番

５０３-８５２３ (株） 平和堂東海 鶴見店,岐阜県,大垣市,鶴見町,字上渡瀬６４１-の２

５０３-８５５２ 揖斐川工業 (株),岐阜県,大垣市,万石,２-３１

５０３-８５６１ イビケン (株),岐阜県,大垣市,河間町,１-６０-

５０３-８５０３ イビデン (株),岐阜県,大垣市,青柳町,３００

５０３-８５５９ イビデン (株) 河間工場,岐阜県,大垣市,河間町,３-２００

５０３-８５６０ イビデングリーンテック (株),岐阜県,大垣市,河間町,３-５５

５０３-８５６６ ＮＴＴ 大垣営業所,岐阜県,大垣市,丸の内,１-１８

５０３-８５６４ オーミケンシ (株) 大垣工場,岐阜県,大垣市,林町,６-８０

５０３-８５１３ 大垣機工,岐阜県,大垣市,神田町,１-２５

５０３-８５２１ 大垣工業高等学校,岐阜県,大垣市,南若森町,３０１－１

５０３-８５０２ 大垣市民病院,岐阜県,大垣市,南頬町,４-８６

５０３-８５６５ 大垣商工会議所,岐阜県,大垣市,小野,４-３５-の１０

５０３-８５５４ 大垣女子短期大学,岐阜県,大垣市,西之川町,１-１０９

５０３-８５６８ 大垣ステーションビル アピオ,岐阜県,大垣市,高屋町,１-１４５

５０３-８５５６ 大垣税務署,岐阜県,大垣市,丸の内,２-３０

５０３-８５２０ 大垣西高等学校,岐阜県,大垣市,中曽根町,１４７－１

５０３-８５０７ 大垣扶桑紡績 (株),岐阜県,大垣市,美和町,１６８８

５０３-８５２２ 大垣南高等学校,岐阜県,大垣市,浅中,２-６９

５０３-８５１７ 大光,岐阜県,大垣市,浅草,２-６６

５０３-８５０８ (株) デリカスイト,岐阜県,大垣市,築捨町,５-７７

５０３-８５１６ (株) 宇佐美組,岐阜県,大垣市,浅草,１-２８０

５０３-８５６２ (株) 大垣村田製作所,岐阜県,大垣市,荒尾町,１１２２

５０３-８５１４ (株) 川口屋スーパーチェン,岐阜県,大垣市,河間町,１-６５-

５０３-８５０９ (株) セイノー商事,岐阜県,大垣市,田口町,１

５０３-１６９６ (株) 丸順,岐阜県,大垣市,上石津町乙坂,１３０－１

５０３-８５５３ (株) 吉田ハム,岐阜県,大垣市,寿町,１－１

５０３-８５５０ 岐阜経済大学,岐阜県,大垣市,北方町,５-５０

５０３-８５６９ 公益(財) ソフトピアジャパン,岐阜県,大垣市,加賀野,４-１-の７

５０３-８５１８ サンメッセ (株),岐阜県,大垣市,久瀬川町,７-５－１

５０３-８５０５ 神鋼造機,岐阜県,大垣市,本今町,１６８２－２

５０３-８５６７ スイトピアセンター,岐阜県,大垣市,室本町,５-５１

５０３-８５１２ セイノー情報サービス,岐阜県,大垣市,田口町,１

５０３-８５０１ 西濃運輸 (株),岐阜県,大垣市,田口町,１

５０３-８５１９ 太平洋精工,岐阜県,大垣市,久瀬川町,７-５－８



５０３-８５１５ 大丸松下食品 (株),岐阜県,大垣市,本今,５-１４１

５０３-８５５７ 日電精密工業 (株),岐阜県,大垣市,三塚町,３３６

５０３-８５０４ 日本合成,岐阜県,大垣市,神田町,２-３５

５０３-８５１１ 日本合成化学工業（株）大垣事業所大垣フイルム工場,

５０３-８５１１ 岐阜県,大垣市,上屋,２-８０

５０３-８５０６ 日本耐酸壜工業 (株),岐阜県,大垣市,中曽根町,６１０

５０３-８５５８ ヤナゲン,岐阜県,大垣市,高屋町,１-５６

５０３-８５７１ ユニー (株) アクアウォーク大垣,岐阜県,大垣市,林町,６-８０番２１

５０３-８５７０ ユニー (株) アピタ大垣店,岐阜県,大垣市,林町,６-８０番２１

５０３-０１９２ 大垣市 墨俣地域事務所,岐阜県,大垣市,墨俣町上宿,４７３－１

５０３-８６０４ イビデン (株),岐阜県,大垣市,神田町,２-１

５０３-８６０１ 大垣市役所,岐阜県,大垣市,丸の内,２-２９

５０３-８６０３ 太平洋工業 (株),岐阜県,大垣市,久徳町,１００

５０１-５４９２ 高山市 荘川支所,岐阜県,高山市,荘川町新渕,５５０-

５０６-８５８５ 柏木工 (株),岐阜県,高山市,上岡本町,１-２６０

５０６-８６９０ (株) 高山市民時報社 ザ・チャンス,岐阜県,高山市,桐生町,３-１２２－１

５０６-８５０２ 久美愛 厚生病院,岐阜県,高山市,中切町,１-１

５０６-８５５５ 高山市役所,岐阜県,高山市,花岡町,２-１８

５０６-８６７８ 高山商工会議所,岐阜県,高山市,天満町,５-１

５０６-８６６６ 高山信用金庫,岐阜県,高山市,下一之町,６３

５０６-８５５０ 高山赤十字病院,岐阜県,高山市,天満町,３-１１

５０６-８６０１ 高山税務署,岐阜県,高山市,昭和町,２-２２０-

５０６-８５７７ 高山短期大学,岐阜県,高山市,下林町,１１５５

５０６-８５０６ 飛騨運輸 (株),岐阜県,高山市,上岡本町,１-５０

５０６-８６８８ 飛騨県事務所,岐阜県,高山市,上岡本町,７-４６８-

５０６-８６８６ 飛騨産業 (株),岐阜県,高山市,漆垣内町,３１８０

５０６-８６８７ 飛騨産業 (株) 本社工場,岐阜県,高山市,漆垣内町,２５９３

５０６-８６０３ 飛騨農業協同組合,岐阜県,高山市,冬頭町,１－１

５０６-０１９４ オーク・ヴィレッジ (株）,岐阜県,高山市,清見町牧ケ洞,８４６

５０６-０１９２ 高山市役所 清見支所,岐阜県,高山市,清見町三日町,３０５

５０６-１３９２ 高山市 上宝支所,岐阜県,高山市,上宝町本郷,５４０-

５０６-１４９５ (有） 岡田旅館,岐阜県,高山市,奥飛騨温泉郷平湯,５０５-

５０６-１４９２ 奥飛騨ガーデンホテル本陣,岐阜県,高山市,奥飛騨温泉郷一重ケ根,２０８－４８

５０６-１４９６ (株) 飛騨湯の花本舗,岐阜県,高山市,奥飛騨温泉郷一重ケ根,２０２-９

５０６-１４９３ 穂高荘山のホテル,岐阜県,高山市,奥飛騨温泉郷神坂,５７７の１３

５０６-１４９８ ホテル平湯館,岐阜県,高山市,奥飛騨温泉郷平湯,７２６-

５０６-２１９２ 高山市丹生川支所,岐阜県,高山市,丹生川町,坊方２０００

５０９-３２９２ 高山市 久々野支所,岐阜県,高山市,久々野町無数河,５８０-１

５０９-４１９２ 高山市 国府支所,岐阜県,高山市,国府町広瀬町,１２８０-

５０７-８５８５ アマゾン 多治見ＦＣ 入庫係,岐阜県,多治見市,旭ケ丘,１０－６

５０７-８５６１ (株) アンシア,岐阜県,多治見市,姫町,３-１６２

５０７-８６０７ (株) Ｔ Ｙ Ｋ,岐阜県,多治見市,大畑町,３-１

５０７-８６０１ (株) バロー,岐阜県,多治見市,大針町,６６１－１

５０７-８５３３ (株) 三菱東京ＵＦＪ銀行 多治見支店,岐阜県,多治見市,本町,１-２-

５０７-８７０５ 協同組合 日本陶芸チェーン,岐阜県,多治見市,錦町,１-１２

５０７-８６０５ 岐阜県立多治見工業高等学校,岐阜県,多治見市,陶元町,２０７

５０７-８５２２ 岐阜県立多治見病院,岐阜県,多治見市,前畑町,５-１６１

５０７-８６０３ 産業文化センター 指定管理者 (株),岐阜県,多治見市,新町,１-２３-

５０７-８５１１ 社会医療法人厚生会 多治見市民病院,岐阜県,多治見市,前畑町,３-４３

５０７-８５６８ セレック (株),岐阜県,多治見市,大薮町,３４１

５０７-８５２３ 太陽社電気 (株),岐阜県,多治見市,小田町,６-１

５０７-８７０３ 多治見市役所,岐阜県,多治見市,日ノ出町,２-１５

５０７-８７８７ 多治見市役所 駅北庁舎,岐阜県,多治見市,音羽町,１-７１-の１

５０７-８６０８ 多治見商工会議所,岐阜県,多治見市,新町,１-２３

５０７-８７０６ 多治見税務署,岐阜県,多治見市,白山町,１-２９-の１

５０７-８５２７ 中部電力 (株) 多治見電力所,岐阜県,多治見市,上野町,５-１-

５０７-８７０２ 東濃信用金庫,岐阜県,多治見市,本町,２-５－１

５０７-８７０８ 東濃西部総合庁舎,岐阜県,多治見市,上野町,５-６８－１

５０７-８７０１ 前畑陶器 (株),岐阜県,多治見市,前畑町,２-１２

５０７-８６０２ 美濃包材 (株),岐阜県,多治見市,京町,４-１９－１

５０１-２６９７ (株) ナガセインテグレックス,岐阜県,関市,武芸川町,跡部１３３３－１

５０１-２６９５ 関市武芸川事務所,岐阜県,関市,武芸川町,八幡１４４６－１

５０１-２６９８ 東海理研 (株),岐阜県,関市,武芸川町,谷口５９９

５０１-２８９２ 関市役所 洞戸事務所,岐阜県,関市,洞戸市場,２９２-の３

５０１-３９９４ (株） マサヒロ,岐阜県,関市,倉知,９０

５０１-３９９２ カイインダストリーズ (株),岐阜県,関市,小屋名,１１１０-

５０１-３８９２ 岐阜医療科学大学 岐阜医療技術科学短期大学,

５０１-３８９２ 岐阜県,関市,市平賀,字長峰７９５－１-

５０１-３２９６ サンサンシティマーゴ,岐阜県,関市,倉知,５１６-

５０１-３８９４ 関市役所,岐阜県,関市,若草通,３-１-

５０１-３８９３ 関信用金庫,岐阜県,関市,東貸上,１２-の１

５０１-３２９３ 関税務署,岐阜県,関市,川間町,２-

５０１-３９９３ 中部学院大学 中部学院大学短期大学部,岐阜県,関市,桐ヶ丘,二-１-

５０１-３９９８ 中部学院大学 通信教育部,岐阜県,関市,桐ヶ丘,二-１-

５０１-３２９５ トーヨーキッチンアンドリビング (株),岐阜県,関市,下有知,６３１５-の１

５０８-８６８６ 王子製紙 (株) 中津川工場,岐阜県,中津川市,中津川,３４６５－１）

５０８-８５５５ (株) トキワ,岐阜県,中津川市,桃山町,３－２０

５０８-８５１１ (株) 吉川工務店,岐阜県,中津川市,小川町,２－８

５０８-８５００ 北恵那交通 (株）,岐阜県,中津川市,中津川,８４２－３３４

５０８-８５０２ 総合病院中津川市民病院,岐阜県,中津川市,駒場,１５５２－１

５０８-８５８５ 中央板紙 (株),岐阜県,中津川市,小川町,２－３

５０８-８５０１ 中津川市役所,岐阜県,中津川市,かやの木町,２－１

５０８-８６１１ 中津川税務署,岐阜県,中津川市,かやの木町,４－３

５０８-８６６６ 三菱電機 (株) 中津川製作所,岐阜県,中津川市,駒場町,１－３

５０８-０２９２ 中津川市 福岡総合事務所,岐阜県,中津川市,福岡,７１４-２

５０８-０４９４ 中津川市 加子母総合事務所,岐阜県,中津川市,加子母,３５１９-２

５０９-８３９２ 蛭川総合事務所,岐阜県,中津川市,蛭川,２１７８-８

５０９-９１９２ 恵那峡パークカントリークラブ,岐阜県,中津川市,茄子川,１１９－３



５０９-９１９３ 岐阜県立中津川工業高等学校,岐阜県,中津川市,千旦林,１５２１－３

５０９-９１９５ 中京学院大学,岐阜県,中津川市,千旦林,１－１０４

５０９-９２９６ (株) 高峰楽器製作所,岐阜県,中津川市,坂下,９３３-

５０９-９２９３ 国民健康保険 坂下病院,岐阜県,中津川市,坂下,７２２－１

５０９-９２９２ 中津川市 坂下総合事務所,岐阜県,中津川市,坂下,１６６５-５号

５０９-９２９５ 中津川市川上総合事務所,岐阜県,中津川市,川上,１４３７－１

５０９-９２９８ ヤマコー (株）,岐阜県,中津川市,坂下,３７７－２

５０１-３７９２ 美濃市役所,岐阜県,美濃市,,１３５０（美濃郵便局私書箱第２０号）

５０９-６１９４ (財) モラロジー研究所,岐阜県,瑞浪市,稲津町萩原,１６６１-

５０９-６１９２ 中京学院大学 瑞浪キャンパス,岐阜県,瑞浪市,土岐町,２２１６

５０９-６１９３ 廣池学園,岐阜県,瑞浪市,稲津町萩原,１６６１

５０９-６１９６ 瑞浪高等学校,岐阜県,瑞浪市,土岐町,2-２８

５０９-６１９５ 瑞浪市役所,岐阜県,瑞浪市,上平町,１-１

５０１-６２９５ 岐阜県立 看護大学,岐阜県,羽島市,江吉良町, 1-４７

５０１-６２９２ 羽島市役所,岐阜県,羽島市,竹鼻町,５５

５０１-６２９３ 丸栄コンクリート工業 (株),岐阜県,羽島市,福寿町間島,１５１８

５０９-７７９３ 岐阜県立 恵那南高等学校,岐阜県,恵那市,明智町,2-４１

５０９-７２９２ 恵那市役所,岐阜県,恵那市,長島町正家,１-１－１

５０９-７４９３ 岩村高等学校,岐阜県,恵那市,岩村町,１３３

５０９-７４９２ 恵那市岩村振興事務所,岐阜県,恵那市,岩村町,５４５－１

５０９-７５９２ 恵那市上矢作振興事務所,岐阜県,恵那市,上矢作町,１８０５－２

５０９-７６９２ 恵那市役所山岡振興事務所,岐阜県,恵那市,山岡町上手向,５８４

５０９-７６９３ ５０９７６９３ 国土交通省 中部地方整備局 小里川ダム管理所,

５０９-７６９３ 岐阜県,恵那市,山岡町田代,１５６５－２１

５０９-７７９５ 明智セラミックス (株),岐阜県,恵那市,明智町,１６１４-

５０９-７７９２ 恵那市明智振興事務所,岐阜県,恵那市,明智町,８４３－１

５０９-７７９７ (株) 明智ゴルフ倶楽部,岐阜県,恵那市,明智町吉良見,字西山９８０－２

５０９-７８９２ 恵那市串原振興事務所,岐阜県,恵那市,串原, 1-７１

５０５-８５０３ 医療法人厚生会 木沢記念病院,岐阜県,美濃加茂市,古井町下古井,５９０

５０５-８５０８ 可茂総合庁舎,岐阜県,美濃加茂市,古井町下古井, 1-１０

５０５-８５１０ 中部国際医療センター,岐阜県,美濃加茂市,蜂屋町上蜂屋,字石塚３４８１－１

５０５-８６０６ 美濃加茂市役所,岐阜県,美濃加茂市,太田町, 1-３１

５０５-８６０３ 美濃加茂ディストリビューションセンター,岐阜県,美濃加茂市,本郷町,９－１５－２２

５０９-５１９６ 土岐プレミアム・アウトレット,岐阜県,土岐市,土岐ヶ丘,１－２

５０９-５１９８ (株) 丸辰,岐阜県,土岐市,土岐津町土岐口,富士平６８２－３

５０９-５１９５ 協同組合 王将チェーン,岐阜県,土岐市,肥田町肥田,２２４２

５０９-５１９２ 土岐市役所,岐阜県,土岐市,土岐津町土岐口,２１０１

５０９-５１９３ 土岐市立総合病院,岐阜県,土岐市,土岐津町土岐口,７０３－２４

５０９-５２９２ 核融合科学研究所,岐阜県,土岐市,下石町,３２２－６

５０９-５４９４ 米井データバンク,岐阜県,土岐市,肥田町肥田,２８７－１４

５０１-６１９５ エーザイ (株) 川島工園,岐阜県,各務原市,川島竹早町,１

５０１-６１９８ 各務原市 川島振興事務所,岐阜県,各務原市,川島河田町,１０４０－１

５０４-８５５１ 榎本ビーエー (株),岐阜県,各務原市,蘇原興亜町,５-１０

５０４-８５５５ 各務原市役所,岐阜県,各務原市,那加桜町,１-６９

５０４-８５８５ 各務原高校,岐阜県,各務原市,蘇原新生町,２-６３

５０４-８５４５ 各務原西高校,岐阜県,各務原市,那加東亜町,１－２４

５０４-８５０１ 岐阜県立 岐阜各務野高等学 校岐女商校舎,岐阜県,各務原市,那加手力町,４１

５０４-８７０２ 岐阜プラスチック工業 (株） 生産本部,岐阜県,各務原市,前渡東町,４-２２２-

５０４-８７０１ 航空自衛隊,岐阜県,各務原市,那加官有地無-,（各務原郵便局私書箱第１８号）

５０４-８６０１ 公立学校共済組合 東海中央病院,岐阜県,各務原市,蘇原東島町,４-６-２

５０４-８６４２ 天龍ホールディングス (株),岐阜県,各務原市,蘇原興亜町,４-１

５０４-８５０４ 東海女子短期大学,岐阜県,各務原市,那加桐野町,２-４３

５０４-８５１１ 東海女子大学,岐阜県,各務原市,那加桐野町,５-６８

５０９-０１９８ (株） 八幡ねじ Ｈ・Ｉ事業部,岐阜県,各務原市,鵜沼大伊木町,５-２６５－１

５０４-８７１０ 川崎重工業 (株),岐阜県,各務原市,川崎町,１

５０９-０１９２ 岐阜車体工業 (株),岐阜県,各務原市,鵜沼三ツ池町,６-４５５

５０９-０１９７ 生活協同組合コープぎふ,岐阜県,各務原市,鵜沼各務原町,１-４-の１

５０９-０２９４ ＦＭラインウェーブ (株),岐阜県,可児市,広見,７－９０

５０９-０２９２ 可児市役所,岐阜県,可児市,広見,１-１

５０９-０２９６ (株) 日特スパークテック東濃,岐阜県,可児市,二野,字南山２７０６番３

５０９-０２９８ カヤバ工業 (株) 岐阜北工場,岐阜県,可児市,土田,２５４８

５０９-０２９７ カヤバ工業 (株) 岐阜南工場,岐阜県,可児市,土田,５０５

５０９-０２９３ 岐阜医療科学大学 可児キャンパス,岐阜県,可児市,虹ケ丘,４-３-３

５０９-０２９５ 大王製紙 (株) 可児工場,岐阜県,可児市,土田,５００-

５０１-２１９２ 山県市役所,岐阜県,山県市,高木,１０００-の１

５０１-２２９２ 喜多村合金製作所 (株),岐阜県,山県市,富永,８６８

５０１-０２９６ 朝日大学,岐阜県,瑞穂市,穂積,１８５１－１

５０１-０２９４ 三甲 (株),岐阜県,瑞穂市,本田,４７４－１

５０１-０２９２ 西濃信用金庫 本部,岐阜県,瑞穂市,馬場上光町,１-１１７

５０１-０２９３ 瑞穂市役所,岐阜県,瑞穂市,別府,１２８８

５０１-０２９５ ヤナゲン ＦＡＬ店,岐阜県,瑞穂市,稲里,５８０-

５０１-０３９２ 瑞穂市役所 巣南庁舎,岐阜県,瑞穂市,宮田,３００－２

５０６-１１９６ 神岡鉱業 (株),岐阜県,飛騨市,神岡町鹿間,１－１

５０６-１１９５ 飛騨市 神岡振興事務所,岐阜県,飛騨市,神岡町東町,３７８

５０９-４２９２ 飛騨市役所,岐阜県,飛騨市,古川町本町,２番２２号

５０９-４３９２ 飛騨市 河合振興事務所,岐阜県,飛騨市,河合町角川,２２３-１

５０１-０４９５ 岐阜工業高等専門学校,岐阜県,本巣市,上真桑,２２３６番２

５０１-０４９３ 本巣市役所 糸貫分庁舎,岐阜県,本巣市,三橋,１１０１-６

５０１-０４９４ 本巣市役所 真正分庁舎,岐阜県,本巣市,下真桑,１０００-

５０１-０４９７ モレラ岐阜,岐阜県,本巣市,三橋,１１００

５０１-０４９８ レシップ (株),岐阜県,本巣市,上保,１２６０-２

５０１-１２９２ 本巣市役所,岐阜県,本巣市,文殊,３２４-

５０１-１５９２ 本巣市役所 根尾総合支庁,岐阜県,本巣市,根尾板所,６２５-の１

５０１-４１９２ 郡上市 美並地域振興事務所,岐阜県,郡上市,美並町白山,７２５－３

５０１-４１９３ 慈恵中央病院,岐阜県,郡上市,美並町大原,１－１

５０１-４２９７ 郡上市役所,岐阜県,郡上市,八幡町島谷,２２８

５０１-４２９２ 郡上総合庁舎,岐阜県,郡上市,八幡町初音,１７２７－２

５０１-４２９８ 八幡信用金庫,岐阜県,郡上市,八幡町新町,９６１



５０１-４５９５ 郡上市国保和良病院,岐阜県,郡上市,和良町沢,８８２

５０１-４５９２ 郡上市役所 和良振興事務所,岐阜県,郡上市,和良町沢,８８２-

５０１-５１９２ 郡上市白鳥地域振興事務所,岐阜県,郡上市,白鳥町白鳥, 1-３８

５０１-５３９３ 郡上市高鷲地域振興事務所,岐阜県,郡上市,高鷲町大鷲, 1-４９

５０９-１６９２ (株) マツオカ,岐阜県,下呂市,金山町下原町,５４９－１

５０９-１６９５ 下呂市役所 金山振興事務所,岐阜県,下呂市,金山町大船渡,６００－８

５０９-２２９３ (株) ハウテック,岐阜県,下呂市,少ケ野,４２３

５０９-２２９５ 下呂市役所,岐阜県,下呂市,森,９６０

５０９-２２９２ 地方独立行政法人 岐阜県立 下呂温泉病院,岐阜県,下呂市,森,２２１１

５０９-２５９８ 金子工業 (株),岐阜県,下呂市,萩原町萩原,１５００

５０９-２５９２ 岐阜県 下呂総合庁舎,岐阜県,下呂市,萩原町羽根, 1-０５

５０９-２５９３ 岐阜県立 益田清風高等学校,岐阜県,下呂市,萩原町萩原,３２６－１

５０９-２５９５ 下呂市役所 萩原庁舎,岐阜県,下呂市,萩原町萩原,１８５６-

５０９-３１９５ 下呂市役所 小坂振興事務所,岐阜県,下呂市,小坂町小坂町,８１５－５

５０３-０３９２ 海津市役所 平田支所,岐阜県,海津市,平田町仏師川,４８３

５０３-０４９５ 海津市役所 城山支所,岐阜県,海津市,南濃町駒野奥条入会地, 1-９９

５０３-０６９５ 海津市役所,岐阜県,海津市,海津町高須,５１５

５０１-６１９７ 岐南町役場,岐阜県,羽島郡岐南町,八剣,７-１０７

５０１-６１８１ 笠松町役場,岐阜県,羽島郡笠松町,司町,１-

５０１-６１９３ ジーエフシー (株),岐阜県,羽島郡笠松町,田代,９７８－１

５０３-１３９３ 玉泉堂酒造 (株),岐阜県,養老郡養老町,高田,８００－３

５０３-１３９６ 佐竹鉄工 (株),岐阜県,養老郡養老町,蛇持,２２５

５０３-１３９４ 西美濃厚生病院,岐阜県,養老郡養老町,押越,９８６

５０３-１３９５ 藤井ハウス産業 (株),岐阜県,養老郡養老町,押越,１９７４

５０３-１３９２ 養老町役場,岐阜県,養老郡養老町,高田,７９８

５０３-２１９３ 垂井町役場,岐阜県,不破郡垂井町,宮代,２９５７-の１１

５０３-２１９２ ナブテスコ (株) 岐阜工場,岐阜県,不破郡垂井町,宮代,１１１０－１

５０３-１５９３ (株) 関ケ原製作所,岐阜県,不破郡関ケ原町,大字関ケ原,２０６７

５０３-１５９５ 関ケ原石材 (株),岐阜県,不破郡関ケ原町,大字関ケ原,２６８２

５０３-１５９２ 関ケ原町役場,岐阜県,不破郡関ケ原町,大字関ケ原, 1-１０

５０３-２３９３ コダマ樹脂工業 (株),岐阜県,安八郡神戸町,大字末守,３７７－１

５０３-２３９２ 神戸町役場,岐阜県,安八郡神戸町,大字神戸,１１１１

５０３-２３９７ 太平洋工業 (株) 北大垣工場,岐阜県,安八郡神戸町,大字横井,１３０１

５０３-２３９５ 東レ (株) 岐阜工場,岐阜県,安八郡神戸町,大字安次,９００－１

５０３-２３９６ 丸山工業 (株),岐阜県,安八郡神戸町,大字安次,７００

５０３-２３９４ 三菱マテリアル (株) 岐阜製作所,岐阜県,安八郡神戸町,大字横井,１５２８－１

５０３-０２９５ 未来工業 (株),岐阜県,安八郡輪之内町,楡俣,１６９５－１

５０３-０２９２ 輪之内町役場,岐阜県,安八郡輪之内町,４郷, 1-３０

５０３-０１９８ 安八町役場,岐阜県,安八郡安八町,氷取,１６１

５０３-０１９５ 三洋電機 (株),岐阜県,安八郡安八町,大森,１８０

５０１-０６９３ いび川 農業協同組合 本店,岐阜県,揖斐郡揖斐川町,三輪,２７４４－３９－２

５０１-０６９２ 揖斐川町役場,岐阜県,揖斐郡揖斐川町,三輪,１３３

５０１-０６９６ 揖斐厚生病院,岐阜県,揖斐郡揖斐川町,三輪,4-４７

５０１-０６９５ イビデン (株) 大垣北工場,岐阜県,揖斐郡揖斐川町,北方,１－１

５０１-０６９４ 西建産業 (株),岐阜県,揖斐郡揖斐川町,脛永,１６４５－１

５０１-０６９７ 西濃建設 (株),岐阜県,揖斐郡揖斐川町,上ミ野,１２８

５０１-０７９７ 揖斐川町役場 久瀬振興事務所,岐阜県,揖斐郡揖斐川町,東津汲,８７５－１

５０１-０７９８ (株) ヤマモト,岐阜県,揖斐郡揖斐川町,三倉,１３３－１

５０１-１３９２ 揖斐川町谷汲振興事務所,岐阜県,揖斐郡揖斐川町,谷汲名礼,２６５－４３

５０１-１３９３ 谷汲カントリークラブ,岐阜県,揖斐郡揖斐川町,谷汲長瀬,乾谷

５０１-０５９２ 大野町役場,岐阜県,揖斐郡大野町,大字大野,８０

５０１-０５９６ 東海森紙業 (株） 岐阜事業所,岐阜県,揖斐郡大野町,五之里,字三林４５１

５０３-２４９２ 池田町役場,岐阜県,揖斐郡池田町,六之井,１４６８－１

５０３-２４９５ 岐阜県立 池田高等学校,岐阜県,揖斐郡池田町,六之井,下向２４２－１

５０３-２４９４ タニサケ (株）,岐阜県,揖斐郡池田町,片山, 1-５７

５０３-２４９３ 平和教会,岐阜県,揖斐郡池田町,片山,２０００

５０１-０４９２ 北方町役場,岐阜県,本巣郡北方町,長谷川,１-１-

５０１-０４９６ 魚供養観音菩薩円境寺事務局,岐阜県,本巣郡北方町,北方,円境寺内

５０５-８５０１ 坂祝町役場,岐阜県,加茂郡坂祝町,取組,４６－１８

５０５-８５０５ パジェロ製造 (株),岐阜県,加茂郡坂祝町,酒倉,２０７９

５０１-３３９３ (株） 喜多村合金製作所 富加工場,岐阜県,加茂郡富加町,高畑,字稲荷６４１

５０１-３３９２ 岐阜県加茂郡富加町役場,岐阜県,加茂郡富加町,瀧田,１５１１

５０１-３３９５ 野田産業 (株),岐阜県,加茂郡富加町,大平賀,打越４２９

５０９-０３９３ 川辺町役場,岐阜県,加茂郡川辺町,中川辺,１５１５－１

５０９-０４９２ 七宗町役場,岐阜県,加茂郡七宗町,上麻生,3-４２

５０５-０３９２ 八百津町役場,岐阜県,加茂郡八百津町,八百津,３９０３－２

５０９-１１９３ 白川観光開発 (株),岐阜県,加茂郡白川町,白山,１０３３

５０９-１１９２ 白川町役場,岐阜県,加茂郡白川町,河岐,７１５

５０９-１４９２ (株） ますぶち園,岐阜県,加茂郡白川町,黒川,１４００-

５０９-１３９４ (株) 岐阜部品,岐阜県,加茂郡東白川村,越原, 1-３３

５０９-１３９６ (株) 白川物産,岐阜県,加茂郡東白川村,神土,１７７０

５０９-１３９５ (株) ふるさと企画,岐阜県,加茂郡東白川村,神土,４２６－１

５０９-１３９３ 東白川村国民健康保険病院,岐阜県,加茂郡東白川村,神土,６９２－２

５０９-１３９２ 東白川村役場,岐阜県,加茂郡東白川村,神土,５４８

５０１-５６９２ 白川村役場,岐阜県,大野郡白川村,大字鳩谷,５１７




