
４２０-８５２８ (株) メガネトップ,静岡県,静岡市葵区,伝馬町,８－６

４２０-８５３０ あいおい損害保険 (株),静岡県,静岡市葵区,常磐町,１-７－５

４２０-８５２５ 相川鉄工 (株),静岡県,静岡市葵区,柚木,１９１

４２０-８６１２ 安藤建設 (株) 静岡支店,静岡県,静岡市葵区,追手町,２－１２

４２０-８５２３ (株) 青島文化教材社,静岡県,静岡市葵区,流通センター,１２－３

４２０-８７３８ (株) 茜屋,静岡県,静岡市葵区,梅屋町,３－１２

４２０-８７０９ (株) 稲葉商店,静岡県,静岡市葵区,長沼,９７１－１

４２０-８５６７ (株) 静岡朝日テレビ,静岡県,静岡市葵区,東町,１５

４２０-８５１７ (株) 静岡伊勢丹,静岡県,静岡市葵区,呉服町,一-７-

４２０-８７６１ (株) 静岡銀行 本店,静岡県,静岡市葵区,呉服町,１-１０

４２０-８７６０ (株) 静岡銀行 本部,静岡県,静岡市葵区,呉服町,１-１０

４２０-８５３６ (株) 静岡三共,静岡県,静岡市葵区,南沼上,９７４－１５

４２０-８５２２ (株) 静岡フジカラー,静岡県,静岡市葵区,瀬名川,２-３９番３７号

４２０-８５０３ (株) 静岡リビング新聞社,静岡県,静岡市葵区,伝馬町,９－１

４２０-８５５５ (株) 静鉄ストア,静岡県,静岡市葵区,末広町,９５-

４２０-８５７０ (株) 白形傳４郎商店,静岡県,静岡市葵区,神明町, 1-９６

４２０-８６４１ (株) 中日ショッパー 静岡統括部,静岡県,静岡市葵区,呉服町,１-２

４２０-８６８０ (株) 帝国データバンク 静岡支店,静岡県,静岡市葵区,追手町,９-２２

４２０-８６７７ (株) トーエネック 静岡支店,静岡県,静岡市葵区,研屋町,５１

４２０-８５１５ (株) 日本交通公社 静岡支店,静岡県,静岡市葵区,御幸町,５-９

４２０-８６８１ (株) バンダイ お客様相談センター,静岡県,静岡市葵区,長沼,５００－１２

４２０-８５６０ (株) 松阪屋 静岡店,静岡県,静岡市葵区,御幸町,１０-２

４２０-８５５０ (株) 村上開明堂,静岡県,静岡市葵区,伝馬町,１１-５

４２０-８５３８ 学校法人 静岡理工科大学,静岡県,静岡市葵区,相生町,１２番１８号

４２０-８７０６ 共栄火災海上保険 (株),静岡県,静岡市葵区,両替町,２-６番５号

４２０-８６０４ 静岡家庭裁判所,静岡県,静岡市葵区,城内町,１－２０

４２０-８６３７ 静岡県 環境衛生科学研究所,静岡県,静岡市葵区,北安東,４-２７－２

４２０-８５５８ 静岡県 国民健康保険団体連合会,静岡県,静岡市葵区,春日,２-４－３４

４２０-８５５７ 静岡県 トラック運送健康組合,静岡県,静岡市葵区,宮前町,２４

４２０-８６６６ 静岡県漁業協同組合連合会,静岡県,静岡市葵区,追手町,９－１８

４２０-８６１０ 静岡県警察本部,静岡県,静岡市葵区,追手町,９－６

４２０-８６４４ 静岡県信用漁業協同組合連合会,静岡県,静岡市葵区,追手町,９-１８

４２０-８７１０ 静岡県信用保証協会,静岡県,静岡市葵区,追手町,５－４

４２０-８６０１ 静岡県庁,静岡県,静岡市葵区,追手町,９－６

４２０-８６６０ 静岡県立 こども病院,静岡県,静岡市葵区,漆山,８６０

４２０-８６０８ 静岡県立 静岡高等学校,静岡県,静岡市葵区,長谷町,６６

４２０-８５０２ 静岡県立 静岡中央高等学校,静岡県,静岡市葵区,城北,２-２９－１

４２０-８５２７ 静岡県立総合病院,静岡県,静岡市葵区,北安東,４-２７－１

４２０-８７０３ 静岡県労働金庫,静岡県,静岡市葵区,黒金町,５－１

４２０-８５２０ 静岡広告 (株),静岡県,静岡市葵区,日出町,１０-１

４２０-８５３７ 静岡産業技術専門学校,静岡県,静岡市葵区,宮前町,１１０－１１

４２０-８６２４ 静岡シェル石油販売 (株),静岡県,静岡市葵区,茶町,２-１

４２０-８６０２ 静岡市役所,静岡県,静岡市葵区,追手町,５－１

４２０-８６３０ 静岡市立静岡病院,静岡県,静岡市葵区,追手町,１０－９３

４２０-８６０６ 静岡税務署,静岡県,静岡市葵区,追手町,１０－８８

４２０-８６１１ 静岡地方検察庁,静岡県,静岡市葵区,追手町,９－４５

４２０-８６３３ 静岡地方裁判所,静岡県,静岡市葵区,追手町,１０－８０

４２０-８６５０ 静岡地方法務局,静岡県,静岡市葵区,追手町,９－５０

４２０-８６２０ 静岡中央警察署,静岡県,静岡市葵区,追手町,６－１

４２０-８５１０ 静岡鉄道 (株),静岡県,静岡市葵区,鷹匠,１-１－１

４２０-８５８１ 静岡トヨペット (株),静岡県,静岡市葵区,長沼,６１１-

４２０-８６２８ 静岡雙葉学園,静岡県,静岡市葵区,追手町,１０－７１

４２０-８６２２ 静岡労働基準監督署,静岡県,静岡市葵区,追手町,９－５０

４２０-８６３９ 静岡労働基準局,静岡県,静岡市葵区,追手町,９－５０

４２０-８５０９ 静鉄観光サービス (株),静岡県,静岡市葵区,追手町,２－１２

４２０-８６７０ 社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会,静岡県,静岡市葵区,駿府町,１－７０

４２０-８６０３ 社団法人 静岡市静岡医師会,静岡県,静岡市葵区,東草深町,３番２７号

４２０-８７３９ 商工組合中央金庫 静岡支店,静岡県,静岡市葵区,追手町,６－３

４２０-８５０８ 新静岡セノバ,静岡県,静岡市葵区,鷹匠,１-１－１

４２０-８６２３ ＪＡ静岡厚生連静岡厚生病院,静岡県,静岡市葵区,北番町,２３

４２０-８５０７ 専門学校 静岡工科自動車大学校,静岡県,静岡市葵区,宮前町, 1-５２

４２０-８５１２ 全国健康保険協会 静岡支部,静岡県,静岡市葵区,呉服町,１－１－２

４２０-８６５５ 高田薬局,静岡県,静岡市葵区,若松町, 1-４１

４２０-８７２２ 大和証券 (株) 静岡支店,静岡県,静岡市葵区,追手町,１－１

４２０-８７３３ 中部電力 (株) 静岡支店,静岡県,静岡市葵区,本通,２-４-１

４２０-８６３６ 東海財務局 静岡財務事務所,静岡県,静岡市葵区,追手町,９－５０

４２０-８５１１ 東海大学短期大学部,静岡県,静岡市葵区,宮前町,１０１

４２０-８５８５ 東京海上日動火災保険 (株) 静岡支店,静岡県,静岡市葵区,紺屋町,１-１７

４２０-８５８８ 常葉学園中・高等学校,静岡県,静岡市葵区,水落町,１－３０

４２０-８６８８ 独立行政法人 国立病院機構 静岡てんかん神経医療センター,静岡県,静岡市葵区,漆山,８８６

４２０-８６８５ 西日本電信電話 (株) 静岡支店,静岡県,静岡市葵区,城東町,５-１

４２０-８７２０ 日本銀行 静岡支店,静岡県,静岡市葵区,金座町,２６の１

４２０-８５０１ 日本信販 (株) 静岡統括部,静岡県,静岡市葵区,紺屋町,３-１０

４２０-８６１６ 日本生命保険 相互会社 静岡支社,静岡県,静岡市葵区,追手町,１-６

４２０-８６１８ 農林水産省関東農政局 静岡農政事務所,静岡県,静岡市葵区,東草深町,７-１８

４２０-８７１２ ヒダ (株),静岡県,静岡市葵区,柚木,５７０（静岡中央郵便局私書箱第３９号）

４２０-８５２１ 富士ゼロックス (株) 静岡営業所,静岡県,静岡市葵区,常磐町,２-１３－１

４２０-８５０５ 三井住友建設 (株） 静岡支店,静岡県,静岡市葵区,伝馬町,４-２４

４２０-８７０４ 三井住友信託銀行 (株) 静岡支店,静岡県,静岡市葵区,紺屋町,三-の十

４２０-８７４７ 三菱ＵＦＪ信託銀行 (株) 静岡支店,静岡県,静岡市葵区,紺屋町,６-１１

４２０-８５８０ ヤマキ (株),静岡県,静岡市葵区,沓谷,５-１０－５

４２１-１２９５ コクヨ西関東販売 (株),静岡県,静岡市葵区,牧ケ谷,２３５３

４２１-１２９８ 静岡県 静岡工業技術センター,静岡県,静岡市葵区,牧ケ谷,２０７８

４２１-１３９２ (株) 佐藤園,静岡県,静岡市葵区,大原,１０５７

４２１-０１９３ 医療法人 沖縄徳洲会 静岡徳洲会病院,静岡県,静岡市駿河区,下川原南,１１-１

４２１-０１８８ (株) 市川園,静岡県,静岡市駿河区,みずほ,４-２－３

４２１-０１９２ (株) 巴川製紙所 静岡事業所,静岡県,静岡市駿河区,用宗巴町,３－１

４２１-０１９５ (株) 平喜,静岡県,静岡市駿河区,丸子新田,１３１（静岡西郵便局私書箱第９号）
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４２１-０１９７ 中央物産 (株),静岡県,静岡市駿河区,手越原,２２７－２

４２１-０１９８ (株) 市川園,静岡県,静岡市駿河区,みずほ,４-２－３

４２２-８５７０ 旭化成ホームズ (株）,静岡県,静岡市駿河区,南町,１８－１

４２２-８５８０ 旭化成リフォーム (株) 静岡事業所,静岡県,静岡市駿河区,南町,１８－１

４２２-８５６８ ＮＴＴ 静岡支店,静岡県,静岡市駿河区,大坪町,１２－３２

４２２-８５６７ 遠藤科学 (株),静岡県,静岡市駿河区,西脇,１２９４

４２２-８５７２ (株) 富士通ソフトウェアテクノロジーズ 静岡事業所,静岡県,静岡市駿河区,南町,１８－１

４２２-８５２４ (株) エスラップコミニュケーションズ,静岡県,静岡市駿河区,栗原,１８－１５

４２２-８５８５ (株) エヌ・ビー 中根屋,静岡県,静岡市駿河区,有東,２-２－２０

４２２-８５２３ (株) オズ,静岡県,静岡市駿河区,高松,２-２３－４５

４２２-８５６３ (株) クレディア,静岡県,静岡市駿河区,南町,１０番５号

４２２-８５６２ (株) グローバルアクト,静岡県,静岡市駿河区,中田,２-１番６号

４２２-８５６０ (株) 静岡第一テレビ,静岡県,静岡市駿河区,中原,５６３

４２２-８５２２ (株) ビープラン,静岡県,静岡市駿河区,高松,１-３－２０

４２２-８５７４ (株） 富士ロジテック,静岡県,静岡市駿河区,南町,１８－１

４２２-８５７５ (株） ホテル小田急静岡,静岡県,静岡市駿河区,南町,１－１８

４２２-８５７６ (株） マルウ海野商店,静岡県,静岡市駿河区,西島,７３７－１

４２２-８５６９ (株) 村上開明堂,静岡県,静岡市駿河区,宮本町,１２－２５

４２２-８５７１ (株） ヤマシタコーポレーション,静岡県,静岡市駿河区,南町,１８－１

４２２-８５６１ 起立木工 (株),静岡県,静岡市駿河区,津島町,１６番２０号

４２２-８５０２ 静岡いすず自動車 (株),静岡県,静岡市駿河区,豊田,２-７－３３

４２２-８５４５ 静岡英和学院大学 短期大学部,静岡県,静岡市駿河区,池田,１７６９

４２２-８５２０ 静岡県 教職員生活協同組合,静岡県,静岡市駿河区,登呂,６-１２－２０

４２２-８５２６ 静岡県立大学,静岡県,静岡市駿河区,谷田, 1-５２

４２２-８５２７ 静岡済生会総合病院,静岡県,静岡市駿河区,小鹿,１-１－１

４２２-８５０６ 静岡市 農業協同組合,静岡県,静岡市駿河区,曲金,５-４－７０

４２２-８５５０ 静岡市駿河区役所,静岡県,静岡市駿河区,南八幡町,１０番４０号

４２２-８５２９ 静岡大学,静岡県,静岡市駿河区,大谷,８３６

４２２-８５３１ 静岡大学片山寮,静岡県,静岡市駿河区,大谷,８３６

４２２-８５１５ 静岡トヨタ自動車 (株),静岡県,静岡市駿河区,国吉田,２-３－１

４２２-８５１２ 静岡日産自動車 (株),静岡県,静岡市駿河区,国吉田,１-７－４８

４２２-８５７８ 静岡南警察署,静岡県,静岡市駿河区,富士見台,１-５番１０号

４２２-８５１１ 社会保険診療報酬支払基金 静岡支部,静岡県,静岡市駿河区,国吉田,１-２－２０

４２２-８５１０ 社団法人 静岡県トラック協会,静岡県,静岡市駿河区,池田,１２６－４

４２２-８５１７ 社団法人 日本自動車連盟 静岡支部,静岡県,静岡市駿河区,曲金,６-４－８

４２２-８５０７ 太陽建機レンタル (株),静岡県,静岡市駿河区,大坪町,２－２６

４２２-８５０４ 大和ハウス工業 (株) 静岡支店,静岡県,静岡市駿河区,石田,１-３番２９号

４２２-８５２５ テレビ静岡,静岡県,静岡市駿河区,栗原,１８－６５

４２２-８５６５ 東海家具工業 (株),静岡県,静岡市駿河区,中原,１５５

４２２-８５１４ 東海自動車工業 (株),静岡県,静岡市駿河区,国吉田,２-１－１１

４２２-８５８１ 常葉大学 静岡草薙キャンパス,静岡県,静岡市駿河区,弥生町,６番１号

４２２-８５２１ トラスコ中山 (株) 静岡営業所,静岡県,静岡市駿河区,敷地,１-４－１８

４２２-８５１６ 日星石油 (株),静岡県,静岡市駿河区,国吉田,２-２－２５

４２２-８５０９ 日産部品静岡販売 (株),静岡県,静岡市駿河区,池田,６５

４２２-８５１８ 日産プリンス静岡販売 (株),静岡県,静岡市駿河区,中吉田,１４－２９

４２２-８７８７ 日本放送協会 静岡放送局,静岡県,静岡市駿河区,八幡,１-６番１号

４２２-８５６４ 富士工業 (株),静岡県,静岡市駿河区,南町,３－１９

４２２-８６５０ 平和みらい (株),静岡県,静岡市駿河区,豊田,１-９－１

４２２-８５６６ 真富士屋食品 (株),静岡県,静岡市駿河区,中野新田,１２３

４２２-８５７３ 丸紅 (株） 静岡支店,静岡県,静岡市駿河区,南町,１８－１サウスポット静岡１４Ｆ

４２２-８５２８ 三菱電機 (株) 静岡製作所,静岡県,静岡市駿河区,小鹿,３-１８－１

４２２-８５０５ 村田工業 (株),静岡県,静岡市駿河区,豊原町,５－７

４２２-８５１９ 矢崎化工 (株),静岡県,静岡市駿河区,小鹿,２-２４－１

４２２-８５３０ 理研軽金属工業 (株),静岡県,静岡市駿河区,曲金,３-２－１

４２２-８６７０ (株) 静岡新聞社,静岡県,静岡市駿河区,登呂,３-１－１

４２２-８６８０ 静岡放送 (株),静岡県,静岡市駿河区,登呂,３-１－１

４２２-８６７７ (株) 静岡鐵工所,静岡県,静岡市駿河区,豊原町,９－５２

４２２-８６１５ (株) シャンソン化粧品,静岡県,静岡市駿河区,国吉田,２-５－１０

４２２-８６１０ (株) タミヤ,静岡県,静岡市駿河区,恩田原,３－７

４２２-８６３３ 木内建設 (株),静岡県,静岡市駿河区,国吉田,１-７－３７

４２２-８６８６ 協立電機 (株),静岡県,静岡市駿河区,中田本町,６１－１

４２２-８６８８ 静岡ガス (株),静岡県,静岡市駿河区,八幡,１-５－３８

４２２-８７６６ 静岡ガス (株) 静岡支社,静岡県,静岡市駿河区,池田,２８-

４２２-８６２０ 静岡県 経済農業協同組合連合会,静岡県,静岡市駿河区,曲金,３-８－１

４２２-８６３０ 静岡県 静岡財務事務所,静岡県,静岡市駿河区,有明町,２－２０

４２２-８６２１ 静岡県 信用農業協同組合連合会,静岡県,静岡市駿河区,曲金,３-８－１

４２２-８６１９ 静岡県 農業協同組合中央会,静岡県,静岡市駿河区,曲金,３-８－１

４２２-８６６８ 静岡社会保険事務局 静岡社会保険事務室,静岡県,静岡市駿河区,中田,２-７－５

４２２-８６５４ スター精密 (株),静岡県,静岡市駿河区,中吉田,２０－１０

４２２-８６２２ 全国共済農業協同組合連合会 静岡県本部,静岡県,静岡市駿河区,曲金,３-８－１

４２２-８６２８ 日本電信電話 (株) 静岡情報システムサービスセンタ,静岡県,静岡市駿河区,曲金,３-１－５０

４２２-８６６６ 日本レーベル印刷 (株),静岡県,静岡市駿河区,国吉田,３-１－１

４２１-３２９５ (株) ホテイフーズコーポレーション,静岡県,静岡市清水区,蒲原,４-２６－６）

４２１-３２９６ ニチフリ食品 (株),静岡県,静岡市清水区,蒲原,2-９０

４２１-３２９７ 日本軽金属 (株) 蒲原製造所,静岡県,静岡市清水区,蒲原,１６１

４２１-３２９２ リョービ (株) 静岡工場,静岡県,静岡市清水区,蒲原, 1-１５

４２４-８７６０ アオキトランス (株),静岡県,静岡市清水区,入船町,１４－１２

４２４-８５１０ (株) アイ・テック,静岡県,静岡市清水区,三保,３８７－７

４２４-８６８６ (株) カナサシ重工,静岡県,静岡市清水区,三保,４９１－１

４２４-８７１７ (株) 三明,静岡県,静岡市清水区,松原町,６－１６

４２４-８６７７ (株) 静岡銀行,静岡県,静岡市清水区,草薙北,２－１

４２４-８７２１ (株) 静岡銀行 清水支店,静岡県,静岡市清水区,万世町,２-３－７

４２４-８７１５ (株) 清水銀行,静岡県,静岡市清水区,天神,１-８番２５号

４２４-８５６６ (株) 駿河生産プラットフォーム,静岡県,静岡市清水区,七ツ新屋,５０５-

４２４-８７８２ (株) とらや,静岡県,静岡市清水区,長崎,２１０－１

４２４-８７１９ (株) 日本平ホテル,静岡県,静岡市清水区,馬走,１５００－２

４２４-８７２０ (株) ノダ 清水事業所,静岡県,静岡市清水区,駒越北町,１３－１

４２４-８６６８ (株) 古川組 静岡支店,静岡県,静岡市清水区,村松,４１



４２４-８６２４ 学校法人 星美学園,静岡県,静岡市清水区,中之郷,３-２－１

４２４-８５５５ 菊池建設 (株),静岡県,静岡市清水区,北脇,２３２

４２４-８６８８ 協和医科器械 (株),静岡県,静岡市清水区,草薙北,３-１８

４２４-８７６７ クミアイ化学工業 (株),静岡県,静岡市清水区,渋川,１００

４２４-８６３７ 静岡県立 清水西高等学校,静岡県,静岡市清水区,青葉町,５-１

４２４-８５５０ 静岡県立 清水東高等学校,静岡県,静岡市清水区,秋吉町,５-１０

４２４-８６２２ 静岡県立 清水南高等学校,静岡県,静岡市清水区,折戸,３-２－１

４２４-８６０２ 静岡コンピューターサービス (株),静岡県,静岡市清水区,草薙北,１-１０

４２４-８７０１ 静岡市役所 清水庁舎,静岡県,静岡市清水区,旭町,６－８

４２４-８７５２ 静岡市立 清水商業高等学校,静岡県,静岡市清水区,桜が丘町,７－１５

４２４-８６３６ 静岡市立 清水病院,静岡県,静岡市清水区,宮加三,１２３１

４２４-８５０３ 静岡スバル自動車 (株),静岡県,静岡市清水区,長崎南町,５番１号

４２４-８６５０ 静岡地方法務局 清水出張所,静岡県,静岡市清水区,松原町,２-１５

４２４-８７３４ 清水商工会議所,静岡県,静岡市清水区,相生町,６番１７号

４２４-８７５１ 清水税務署,静岡県,静岡市清水区,江尻東,１-５－１

４２４-８６０１ 社会保険 桜ケ丘総合病院,静岡県,静岡市清水区,桜が丘町,１３－２３

４２４-８６０３ ＪＦＥエンジニアリング (株) 清水製作所,静岡県,静岡市清水区,三保,３８７－１

４２４-８６６６ 清和海運 (株),静岡県,静岡市清水区,日の出町,４－１８

４２４-８６４８ 大和製缶 (株),静岡県,静岡市清水区,中之郷,３-６－１

４２４-８６１０ 東海大学 清水校舎,静岡県,静岡市清水区,折戸,３-２０－１

４２４-８６２０ 東海大学 社会教育センター,静岡県,静岡市清水区,三保,２３８９

４２４-８６１１ 東海大学付属翔洋中等・高等学校,静岡県,静岡市清水区,折戸,３-２０－１

４２４-８５０２ 東海溶材 (株),静岡県,静岡市清水区,北脇,２４２

４２４-８７２４ 東燃ゼネラル石油 (株) 清水油漕所,静岡県,静岡市清水区,袖師町,１９００

４２４-８５１１ 東洋冷蔵 (株)（清水）,静岡県,静岡市清水区,島崎町,１６１-の１３

４２４-８６７８ 独立行政法人 海員学校国立清水海上技術短期大学校,

４２４-８６７８ 静岡県,静岡市清水区,折戸,３-１８番１号

４２４-８６３３ 独立行政法人 水産総合研究センター 国際水産資源研究所,

４２４-８６３３ 静岡県,静岡市清水区,折戸,５-７－１

４２４-８５５８ 日本ケミカル工業 (株),静岡県,静岡市清水区,吉川,８１３

４２４-８７５０ はごろもフーズ (株),静岡県,静岡市清水区,島崎町,１５１

４２４-８７５５ 北静木材 (株),静岡県,静岡市清水区,下野緑町,１５－１０

４２４-８６３１ 三井・デュポンフロロケミカル (株) 清水工場,静岡県,静岡市清水区,三保,３６００

４２４-８７０８ 村上貿易 (株),静岡県,静岡市清水区,長崎,１１６２

４２４-８７２７ 望月燃料 (株),静岡県,静岡市清水区,入船町,１－１０

４２４-８７３０ ヤヨイ食品 (株),静岡県,静岡市清水区,永楽町,３-５

４２４-０１９２ 清水農業協同組合,静岡県,静岡市清水区,庵原町,１

４２４-０１９３ ＪＡ静岡厚生連 清水厚生病院,静岡県,静岡市清水区,庵原町,５７８－１

４２４-０２９２ 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 果樹研究所カンキツ研究興津拠点,

４２４-０２９２ 静岡県,静岡市清水区,興津中町,４８５-の６

４２４-０２９２ ４３０８５３０ アズマ工業 (株）,静岡県,浜松市中区,野口町,６２６

４３０-８５８０ 榎本 (株),静岡県,浜松市中区,板屋町,５６２

４３０-８６５５ 遠州鉄道 (株),静岡県,浜松市中区,旭町,１２-１

４３０-８５６０ 遠州綿業 (株),静岡県,浜松市中区,早馬町,１-５

４３０-８５５３ 小栗 (株),静岡県,浜松市中区,早馬町,１-５

４３０-８５８８ (株) 遠鉄百貨店,静岡県,浜松市中区,砂山町,３２０－２

４３０-８５５５ (株) 大誠,静岡県,浜松市中区,龍禅寺町,７６５

４３５-８６６０ (株) スクロール,静岡県,浜松市中区,佐藤,２-２４－１

４３０-８５７５ Ｋ・ＭＩＸ 静岡エフエム放送,静岡県,浜松市中区,常盤町,１３３-の２４

４３０-８５３３ 公立大学法人 静岡文化芸術大学,静岡県,浜松市中区,中央,２-１-１号

４３０-８６８６ 三立製菓 (株),静岡県,浜松市中区,中央,１-１６番１１号

４３０-８６２０ 静岡家庭裁判所 浜松支部,静岡県,浜松市中区,中央,１-１２番５号

４３０-８６３０ 静岡地方検察庁浜松支部，浜松区検察庁,静岡県,浜松市中区,中央,１-１２番４号

４３０-８５２０ 静岡地方裁判所 浜松支部,静岡県,浜松市中区,中央,１-１２番５号

４３０-８５５８ 聖隷浜松病院,静岡県,浜松市中区,住吉,２-１２－１２

４３０-８６７５ 大和証券 (株) 浜松支店,静岡県,浜松市中区,砂山町,６－１

４３０-８５７７ 東京海上日動火災保険 (株),静岡県,浜松市中区,板屋町,１１１－２

４３０-８６８７ 豊田通商 (株) 浜松支店,静岡県,浜松市中区,板屋町,１１１－２

４３０-８６７８ 中村建設 (株),静岡県,浜松市中区,中沢町,７１－２３

４３０-８５４０ 日管 (株）,静岡県,浜松市中区,池町,２２０－４

４３０-８６１１ 浜松エフエム放送 (株) ＦＭ Ｈａｒｏ！,静岡県,浜松市中区,鍛冶町,１００-の１

４３０-８５７０ 浜松簡易裁判所,静岡県,浜松市中区,中央,１-１２番５号

４３０-８６７０ 浜松信用金庫,静岡県,浜松市中区,元城町,１１４－８

４３０-８５８５ 浜松西税務署,静岡県,浜松市中区,中央,１-１２－４

４３０-８６６７ 浜松東税務署,静岡県,浜松市中区,砂山町,２１６－６

４３０-８５８７ 浜松ホトニクス (株) 本社事務所,静岡県,浜松市中区,砂山町,３２５－６

４３０-８６３９ 浜松労働基準監督署,静岡県,浜松市中区,中央,１-１２番４号

４３０-８５１１ ホテル クラウンパレス浜松,静岡県,浜松市中区,板屋町,１１０－１７

４３０-８６８９ 遠州信用金庫,静岡県,浜松市中区,中沢町,８１－１８

４３０-８６７７ (株) ウチゲン,静岡県,浜松市中区,元浜町,８７

４３０-８６６５ (株) 河合楽器製作所,静岡県,浜松市中区,寺島町,２００

４３０-８６５４ (株) 静岡銀行 浜松営業部,静岡県,浜松市中区,田町,３２２－７

４３０-８６８０ 商工組合中央金庫 浜松支店,静岡県,浜松市中区,常盤町,１３３－１

４３０-８５３６ 豊島 (株) 浜松支店,静岡県,浜松市中区,砂山町,３５５－４

４３０-８６６８ 西日本電信電話 (株) 浜松市支店,静岡県,浜松市中区,板屋町,１０３－３

４３０-８６５２ 浜松市役所・浜松市中区役所,静岡県,浜松市中区,元城町,１０３－２

４３０-８６５３ 浜松市役所・浜松市中区役所,静岡県,浜松市中区,元城町,１０３－２

４３０-８６５０ ヤマハ (株),静岡県,浜松市中区,中沢町,１０－１

４３２-８５３１ 天方産業 (株),静岡県,浜松市中区,神田町,１３６６

４３２-８７７７ ＳＬＣ浜松西,静岡県,浜松市中区,高丘西,２００４/１/１６

４３２-８５０７ (株) 聴涛館,静岡県,浜松市中区,東伊場,１-３－１

４３２-８５３９ (株) 不二,静岡県,浜松市中区,神田町,１１７９

４３２-８６０８ (株) 丸八,静岡県,浜松市中区,神田町,１１６０

４３２-８５８０ (財) 浜松市医療公社 浜松医療センター,静岡県,浜松市中区,富塚町,３２８

４３２-８５６１ 静岡大学 工学部,静岡県,浜松市中区,城北,３-５－１

４３２-８５６２ 須山建設 (株),静岡県,浜松市中区,布橋,２-６－１

４３２-８５４１ 中部電力パワーグリッド (株) 浜松営業所,静岡県,浜松市中区,鴨江町,１－２２

４３２-８５３２ 中泉 (株) 浜松支店,静岡県,浜松市中区,神田町,５１０－１



４３２-８６２６ 日本年金機構 浜松西年金事務所,静岡県,浜松市中区,高町,３０２－１

４３２-８５３７ 浜松公共職業安定所,静岡県,浜松市中区,浅田町,５０-2

４３２-８５５０ 浜松市保健所,静岡県,浜松市中区,鴨江,２-１１－２

４３２-８５０１ 浜松商工会議所,静岡県,浜松市中区,東伊場,２-７－１

４３２-８５５５ 浜松労働基準監督署,静岡県,浜松市中区,元魚町,１４６

４３３-８５５０ (株) 栃木屋 東海営業所,静岡県,浜松市中区,上島,５-３－１８

４３３-８５１１ 浜松市 リハビリテーション病院,静岡県,浜松市中区,和合町,１５４

４３３-８６０１ 浜松信用金庫 事務集中部,静岡県,浜松市中区,和合町,２－５５

４３３-８５０１ 本田技研工業 (株) 浜松製作所,静岡県,浜松市中区,葵東,１-１３－１

４３１-３１９５ (株) 日進機械製作所,静岡県,浜松市東区,有玉西町,３００

４３１-３１９４ (株) ユタカ技研,静岡県,浜松市東区,豊町,５０８－１

４３１-３１９３ とぴあ浜松農業協同組合,静岡県,浜松市東区,有玉南町,１９７５

４３１-３１９２ 浜松医科大学,静岡県,浜松市東区,半田山,１-２０－１

４３１-３１９６ 浜松ホトニクス (株) 常光製作所,静岡県,浜松市東区,常光町,８１２

４３５-８５０５ オー・ジー (株) 浜松支店,静岡県,浜松市東区,大蒲町,１１５－８

４３５-８５４０ (株) マキ製作所,静岡県,浜松市東区,篠ケ瀬町,６３０

４３５-８６１１ (株) コーエイ,静岡県,浜松市東区,和田町,８４８

４３５-８６６１ (株) 静岡メイカン,静岡県,浜松市東区,和田町,８６６－１

４３５-８５１０ (株) スズケン 浜松支店,静岡県,浜松市東区,西塚町,３１９－２

４３５-８５５７ (株) 中日ショッパー,静岡県,浜松市東区,薬新町,４５

４３５-８５１５ (株) マルト 神戸屋,静岡県,浜松市東区,市野町,２７５０

４３５-８５３３ 大興産業 (株),静岡県,浜松市東区,安間町,２６４－１

４３５-８５５５ 中日新聞社 東海本社,静岡県,浜松市東区,薬新町,４５

４３５-８５２２ 東海染工 (株) 浜松事業所,静岡県,浜松市東区,中田町,８４６

４３５-８５２０ ナガセ東海 (株),静岡県,浜松市東区,原島町,５５１－１

４３５-８５５１ ネッツトヨタ静浜 (株),静岡県,浜松市東区,和田町,８０９

４３５-８６８６ 浜松市 東区役所,静岡県,浜松市東区,流通元町,２０番３号

４３５-８６４２ 浜松市保健環境研究所,静岡県,浜松市東区,上西町,９３９－２

４３５-８５３９ 浜松日産自動車 (株),静岡県,浜松市東区,和田町,５９７

４３５-８６１９ 浜松東社会保険事務所,静岡県,浜松市東区,天龍川町,１８８

４３５-８５０２ 浜松プラザウエスト,静岡県,浜松市東区,上西町,９８５－１

４３５-８５５８ 浜松ホトニクス (株) 本社工場,静岡県,浜松市東区,市野町,１１２６－１

４３５-８５７５ 矢崎総業 (株）,静岡県,浜松市東区,子安町,１３７０

４３１-０１９３ 浜松西区役所 雄踏地域自治センター,静岡県,浜松市西区,雄踏,１-３１番１号

４３１-０１９２ (株) アツミテック,静岡県,浜松市西区,雄踏町宇布見,７１１１

４３１-０２９８ スズキ直納 (株),静岡県,浜松市西区,篠原町,２１３３９-

４３１-０２９５ 大和養魚 (株),静岡県,浜松市西区,篠原町,１８３０３－９

４３１-０２９２ 舞阪地域自治センター,静岡県,浜松市西区,舞阪町舞阪,２７０１-の９

４３２-８５５１ 航空自衛隊 浜松基地,静岡県,浜松市西区,西山町,無�４３２８６８６ 静岡県立 浜松大平台高等学校,静岡県,浜松市

西区,大平台,４-２５-

４３０-０８９８ (株) マルイチ,静岡県,浜松市南区,瓜内町,５４０-

４３０-８５１０ 共和レザー (株),静岡県,浜松市南区,東町,１８７６-

４３０-０８９７ 浜松市 南区役所,静岡県,浜松市南区,江之島町,６００-の１

４３２-８５２２ エンシュウ (株),静岡県,浜松市南区,高塚町,４８８８

４３２-８５２１ (株) クラベ,静岡県,浜松市南区,高塚町,４８３０

４３２-８６８０ (株) ハマネツ,静岡県,浜松市南区,新橋町,１０３

４３２-８５０８ (株) 丸八真綿,静岡県,浜松市南区,小沢渡町,１５３３

４３２-８５２３ 沢根スプリング (株),静岡県,浜松市南区,小沢渡町,１３５６

４３２-８６１１ スズキ (株),静岡県,浜松市南区,高塚町,３００

４３２-８５２８ ヤマハ発動機 (株) 浜松マリン事業所,静岡県,浜松市南区,新橋町,１４００

４３５-８５６１ (株） 出雲流通センター,静岡県,浜松市南区,飯田町,２４６－１

４３５-８５６０ (株）ソミック石川,静岡県,浜松市南区,古川町,５００

４３５-８５８５ ソニーイーエムシーエス (株) 浜松テック,静岡県,浜松市南区,新貝町,１１２８

４３５-８５８８ 弥栄商事 (株),静岡県,浜松市南区,金折町,１４７

４３５-８５６７ ヤマハ (株） 天竜工場,静岡県,浜松市南区,青屋町,２８３

４３５-８５６８ ヤマハファインテック (株）,静岡県,浜松市南区,青屋町,２８３

４３１-１３９４ (株) エフ・シー・シー,静岡県,浜松市北区,細江町中川,７０００－３６

４３１-１３９３ (財) 日本老人福祉財団 浜松ゆうゆうの里,静岡県,浜松市北区,細江町中川,７３９９

４３１-１３９２ 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 浜名湖エデンの園,

４３１-１３９２ 静岡県,浜松市北区,細江町中川,７２２０－９９

４３１-１３９５ 浜松市北区役所・細江地域自治センター,静岡県,浜松市北区,細江町気賀,３０５

４３１-１４９５ 北区三ヶ日地域自治センター,静岡県,浜松市北区,三ヶ日町三ヶ日,５００－１

４３１-１４９６ 浜名湖三ケ日簡易保険保養センター,静岡県,浜松市北区,三ヶ日町都筑,2-７７

４３１-１４９７ 三ケ日町 農業協同組合,静岡県,浜松市北区,三ヶ日町三ヶ日,８８５

４３１-２２９５ 引佐地域自治センター,静岡県,浜松市北区,引佐町井伊谷,６１６－５

４３３-８５５８ 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷三方原病院,静岡県,浜松市北区,三方原町,３４５３

４３３-８５６７ 浜松工業高校,静岡県,浜松市北区,初生町,１１５０

４３３-８５５５ ユニー (株） アピタ初生店,静岡県,浜松市北区,初生町,６２６－１

４３４-８５０５ 静岡県立浜北特別支援学校,静岡県,浜松市浜北区,中瀬,１６２１

４３４-８５１１ 独立行政法人 国立病院機構 天竜病院,静岡県,浜松市浜北区,於呂,2-０１

４３４-８５５０ 浜松市 浜北区役所,静岡県,浜松市浜北区,,貴布祢３０００

４３４-８５３３ 浜松赤十字病院,静岡県,浜松市浜北区,小林,１０８８－１

４３４-８６０１ 浜松ホトニクス (株) 中央研究所,静岡県,浜松市浜北区,平口,５０００

４３４-８５０２ プレ葉ウォーク浜北,静岡県,浜松市浜北区,貴布祢,１２００

４３４-８５０１ ヤマハ発動機 (株) 浜北工場,静岡県,浜松市浜北区,中条,１２８０

４３１-３３９２ 浜松市天竜区役所,静岡県,浜松市天竜区,二俣町二俣,４８１

４３１-３３９３ 矢崎エナジーシステム (株) 天竜工場,静岡県,浜松市天竜区,二俣町南鹿島,２３-

４３１-３４９２ 天竜厚生会,静岡県,浜松市天竜区,渡ケ島,２１７－３

４３１-４１９５ 水窪協働センター,静岡県,浜松市天竜区,水窪町奥領家,２９５５の１

４３７-０６９３ 秋葉神社,静岡県,浜松市天竜区,春野町領家,８４１

４３７-０６９２ 春野協働センター,静岡県,浜松市天竜区,春野町宮川,１４６７－２

４１０-８５５８ ＮＴＴ西日本 沼津支店,静岡県,沼津市,大手町,２-１－１７

４１０-８５１４ (株) イワサキ経営,静岡県,沼津市,大岡,８７７－６

４１０-８５２５ (株) すみや電器 沼津営業所,静岡県,沼津市,平町,６－２

４１０-８６８９ (株) 駿河銀行,静岡県,沼津市,通横町,２３

４１０-８５７０ (株) 西武百貨店 沼津店,静岡県,沼津市,大手町,３-１番１号

４１０-８５４５ (株) ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク カスタマーセンター,静岡県,沼津市,寿町,８番２８号

４１０-８５４０ (株) 特電,静岡県,沼津市,双葉町,２００９/１１/５



４１０-８５８５ (株) 日本政策金融公庫 沼津支店,静岡県,沼津市,市場町,５番７号

４１０-８５０４ (株) フジクラ 沼津工場,静岡県,沼津市,双葉町,９－１

４１０-８５５１ (株) マルヤ水産,静岡県,沼津市,千本港町,２

４１０-８５８８ (株) 明電舎 沼津事業所,静岡県,沼津市,東間門,字上中溝５１５

４１０-８５６７ 国土交通省 中部地方整備局 沼津河川国道事務所,静岡県,沼津市,下香貫,外原３２４４－２

４１０-８５７５ (財) 復康会 沼津中央病院,静岡県,沼津市,中瀬町,２４番１号

４１０-８５５５ (財) 芙蓉協会 聖隷沼津病院,静岡県,沼津市,本,字松下七反田９０２－６

４１０-８５４４ 静岡県農業協同組合中央会 東部支所,静岡県,沼津市,三芳町,２－１

４１０-８５５０ 静岡地方裁判所沼津支部,静岡県,沼津市,御幸町,１－２１

４１０-８５５０ 静岡家庭裁判所沼津支部,静岡県,沼津市,御幸町,１－２１

４１０-８５５０ 沼津簡易裁判所,静岡県,沼津市,御幸町,１－２１

４１０-８５５０ 沼津検察審査会,静岡県,沼津市,御幸町,１－２１

４１０-８５８０ 聖隷沼津健康診断センター,静岡県,沼津市,本,字下一丁田８９５－１

４１０-８５１０ 東芝機械 (株) 沼津事業所,静岡県,沼津市,大岡,3-６８

４１０-８５２２ 東部教育事務所,静岡県,沼津市,高島本町,１－３

４１０-８６０２ 日本生命保険 相互会社 沼津支社,静岡県,沼津市,大手町,２-１０番１７号

４１０-８５０８ 沼津警察署,静岡県,沼津市,平町,１１－１９

４１０-８５０１ 沼津工業高等専門学校,静岡県,沼津市,大岡,３６００

４１０-８５２０ 沼津財務事務所,静岡県,沼津市,高島本町,１－３

４１０-８５３３ 沼津市立図書館,静岡県,沼津市,三枚橋町,９－１

４１０-８６１０ 沼津信用金庫 本店 本部,静岡県,沼津市,大手町,５-６－１６

４１０-８６８６ 沼津税務署,静岡県,沼津市,米山町,３－３０

４１０-８５４３ 沼津保健所,静岡県,沼津市,高島本町,１－３

４１０-８５５２ 羽野水産 (株),静岡県,沼津市,春日町,2-７５

４１０-８５３５ 富士ロビン (株),静岡県,沼津市,大岡,３５

４１０-８５４１ 三井ショッピングパークららぽーと沼津,静岡県,沼津市,東椎路,字東荒３０１-３

４１０-８５３１ 三井生命保険 相互会社 沼津支社,静岡県,沼津市,三枚橋町,６－１０

４１０-８５１５ 矢崎エナジーシステム (株) 沼津製作所,静岡県,沼津市,大岡,２７７１

４１０-８５１１ 矢崎総業 (株),静岡県,沼津市,大岡,２７７１

４１０-８５３０ 米久 (株),静岡県,沼津市,岡宮,寺林１２５９

４１０-０１９２ 加倉水産,静岡県,沼津市,獅子浜, 1-４９

４１０-０１９５ 沼津海産物協同組合,静岡県,沼津市,口野,11-５０

４１０-０３９５ 東海大学沼津校舎,静岡県,沼津市,西野,３１７

４１０-０３９８ 図書印刷 (株) 沼津工場,静岡県,沼津市,大塚,１５

４１０-０３９６ 富士通 (株) 沼津工場,静岡県,沼津市,宮本,１４０

４１０-８７１０ (株) 静岡中央銀行,静岡県,沼津市,大手町,４-７６

４１０-８６５４ 商工組合中央金庫 沼津支店,静岡県,沼津市,御幸町,１７－５

４１０-８６５５ 沼津社会保険事務所,静岡県,沼津市,日の出町,１－４０

４１０-８６０１ 沼津市役所,静岡県,沼津市,御幸町,１６－１

４１３-８５０５ 熱海簡易裁判所,静岡県,熱海市,春日町,１３－１４

４１３-８６２６ 熱海後楽園,静岡県,熱海市,和田浜南町,１０－１

４１３-８５５０ 熱海市役所,静岡県,熱海市,中央町,１－１

４１３-８５０２ 熱海税務署,静岡県,熱海市,上宿町,１４番１５号

４１３-８５８９ 熱海身代り不動尊,静岡県,熱海市,伊豆山,８３７

４１３-８５３０ (株) 寿恵会 ネオ・サミット湯河原,静岡県,熱海市,泉,２－１７

４１３-８５５８ (株) 中銀ライフケア,静岡県,熱海市,田原本町,９－１

４１３-８５６７ 国際医療福祉大学附属熱海病院,静岡県,熱海市,東海岸町,１－１３

４１３-８５１１ (財) エム・オー・エー美術・文化財団 ＭＯＡ美術館,静岡県,熱海市,桃山町,２－２６

４１３-８５６０ 静岡地方法務局 熱海出張所,静岡県,熱海市,福道町,７－３０

４１３-８５６６ 社会福祉法人 黎明会 熱海ゆとりあの郷,静岡県,熱海市,西熱海町,１-２４－１

４１３-８５８５ 世界救世教 いづのめ教団,静岡県,熱海市,桃山町,１－２６

４１３-８６１８ 中島水産 (株),静岡県,熱海市,紅葉ガ丘町,１７－１４

４１３-８５１０ 日本ジャンボー (株),静岡県,熱海市,泉,山下２７－１

４１３-８６７８ ホテル池田,静岡県,熱海市,東海岸町,１２－４０

４１３-８６１１ ホテル大野屋,静岡県,熱海市,和田浜南町,３－９

４１３-８５５５ ホテルニューアカオ,静岡県,熱海市,熱海,釜ケ根１９９３－２５０

４１３-０１９６ (株) 間瀬,静岡県,熱海市,網代,４００－１

４１１-８５３３ 伊豆箱根鉄道 (株),静岡県,三島市,大場,３００

４１１-８５１１ オムロン (株) 三島事業所,静岡県,三島市,松本,６６

４１１-８５２５ (株) 三静工業,静岡県,三島市,松本,１８１

４１１-８５７７ (株) 鈴木工務店,静岡県,三島市,八反畑,１１７－１

４１１-８５６０ (株) 電業社 機械製作所,静岡県,三島市,三好町,３－２７

４１１-８５０２ 静岡県立 静岡中央高等学校 通信制課程 東部キャンパス,

４１１-８５０２ 静岡県,三島市,文教町,１-３－９３

４１１-８７８７ 順天堂大学 保健看護学部,静岡県,三島市,大宮町,３－７－３３

４１１-８５４０ 大学共同利用機関法人 情報システム研究機構,静岡県,三島市,谷田,１１１１

４１１-８５１０ 東栄電機 (株),静岡県,三島市,松本,１３１

４１１-８５２０ 東芝テック (株) 三島事業所,静岡県,三島市,南町,６－７８

４１１-８６５２ 東レ(株) 三島工場,静岡県,三島市,,４８４５

４１１-８５５５ 日本大学 国際関係学部,静岡県,三島市,文教町,２-３１－１４５

４１１-８５８８ 日本大学 国際関係学部（三島駅北口校舎）,静岡県,三島市,文教町,２００１/９/１８

４１１-８６６０ 三島社会保険事務所,静岡県,三島市,寿町,９－４４

４１１-８６６６ 三島市役所,静岡県,三島市,北田町,４－４７

４１１-８６４４ 三島商工会議所,静岡県,三島市,一番町,２－２９

４１１-８５５１ 三島税務署,静岡県,三島市,文教町,１-４－３３

４１１-８６４８ 明治ケンコーハム (株) 三島工場,静岡県,三島市,安久,2-４３

４１１-８５４１ 和興産業 (株),静岡県,三島市,谷田,字雪沢１７３－２

４１８-８６６６ 富士写真フイルム (株) 富士宮工場,静岡県,富士宮市,大中里,２００

４１８-８６０１ 富士宮市役所,静岡県,富士宮市,弓沢町,１５０

４１８-８６８６ 富士宮信用金庫,静岡県,富士宮市,元城町,３１－１５

４１８-０１９２ (株) エッチ・ケー・エス,静岡県,富士宮市,北山,７１８１

４１９-０３９２ 富士宮市役所 芝川出張所,静岡県,富士宮市,長貫,１１３１－６

４１３-０２９２ 伊豆急行 (株),静岡県,伊東市,八幡野,１１５１

４１３-０２９３ 伊豆高原ゆうゆうの里,静岡県,伊東市,八幡野,１０２７

４１３-０２９８ (株) 伊豆急コミュニティー,静岡県,伊東市,八幡野,１１５１-

４１４-８５５５ 伊東市役所,静岡県,伊東市,大原,２-１－１

４１４-８５５０ (株) 杉山製茶工場,静岡県,伊東市,馬場町,１-１１－６

４１４-８５１１ 東海自動車 (株),静岡県,伊東市,渚町,２番２８号



４２７-８５２２ 大河原建設 (株),静岡県,島田市,向島町,４５３２

４２７-８５１１ (株) シズテー,静岡県,島田市,岸町,７８５－１

４２７-８５１２ サカイ産業 (株),静岡県,島田市,細島,１３４９－１

４２７-８５４１ 静岡県立島田工業高等学校,静岡県,島田市,阿知ケ谷,２０１

４２７-８５８８ 静岡県立島田高等学校,静岡県,島田市,稲荷,１-７－１

４２７-８６０１ 島田 税務署,静岡県,島田市,扇町,２－２

４２７-８５０９ 島田公共職業安定所,静岡県,島田市,本通,１-４６７７－４

４２７-８５０１ 島田市役所,静岡県,島田市,中央町,１－１

４２７-８６０２ 島田信用金庫,静岡県,島田市,本通,３-２－１

４２７-８６８６ 島田信用金庫 事務集中部,静岡県,島田市,岸町,４１２

４２７-８５０８ 島田労働基準監督署,静岡県,島田市,本通,１-４６７７－４

４２７-８５０２ 市立島田市民病院,静岡県,島田市,野田,１２００－５

４２７-８５０５ 東海加工紙 (株),静岡県,島田市,横井,１-５－１

４２７-８５１０ 東海パルプ (株),静岡県,島田市,向島町,４３７９

４２７-８５８１ 日清紡 (株) 島田工場,静岡県,島田市,宝来町,８－１

４２７-８５５５ 矢崎計器 (株) 島田製作所,静岡県,島田市,横井,１-７－１

４２７-０１９６ (株）ヤマシタコーポレーション 本社業務部,静岡県,島田市,中河,７６６－１

４２７-０１９５ (株) ヤマシタコーポレーション 静岡事業所,静岡県,島田市,中河,７３７-

４２７-０１９３ 静岡カントリー事務センター (株) 東興,静岡県,島田市,船木,５０３－１

４２８-８５０３ 大井川鉄道 (株),静岡県,島田市,金谷,１１１２－２

４２８-８５０２ (株) 寺田製作所,静岡県,島田市,牛尾,８６９－１

４２８-８６５０ 島田市役所 金谷支所,静岡県,島田市,金谷河原,３４００

４２８-０１９２ 白瀧製茶 (株),静岡県,島田市,川根町抜里,８７１

４２８-８６５１ ティーライフ (株),静岡県,島田市,牛尾,１１８

４２８-８６８６ なかすぎ園,静岡県,島田市,佐夜鹿,２６－２

４２８-８５０１ 野菜茶業試験場,静岡県,島田市,金谷,２７６９

４２８-８６５２ サンエムパッケージ (株),静岡県,島田市,大代,１０８６－１

４１６-８５０１ 旭化成 (株) 富士支社,静岡県,富士市,鮫島,２－１

４１６-８５４０ オー・ジー (株) 富士支店,静岡県,富士市,上横割,２５８－７

４１６-８６５６ 王子製紙 (株) 富士工場,静岡県,富士市,平垣,３００

４１６-８５７７ (株) アールアンドケー,静岡県,富士市,前田,７２１－１

４１６-８６５９ (株) 石井組,静岡県,富士市,水戸島元町,４－１０

４１６-８５５５ 学校法人 富士学園 静岡県富士見中学校,静岡県,富士市,平垣町,１番１号

４１６-８５５５ 学校法人 富士学園 静岡県高等学校,静岡県,富士市,平垣町,１番１号

４１６-８６６０ 大興製紙 (株),静岡県,富士市,上横割,１０

４１６-８５２１ 東芝キャリア (株),静岡県,富士市,蓼原,３３６-

４１６-８５３０ 日本製紙 (株) 富士工場,静岡県,富士市,蓼原,６００

４１６-８６５５ 富士化工 (株),静岡県,富士市,前田,９０

４１６-８５４４ 富士財務事務所,静岡県,富士市,本市場,４４１－１

４１６-８６８６ 富士市 上下水道部,静岡県,富士市,本市場,４４１-の１

４１６-８５５８ 富士市 保健女性センター,静岡県,富士市,本市場,４３２－１

４１６-８６５４ 富士社会保険事務所,静岡県,富士市,横割,３-５－３３

４１６-８６５０ 富士税務署,静岡県,富士市,本市場,２９７－１

４１６-８５３３ ポリプラスチックス (株) 富士工場,静岡県,富士市,宮島,９７３

４１７-８５０１ アスト (株),静岡県,富士市,今泉,４４１－１

４１７-８５０７ イデシギョー (株),静岡県,富士市,島田町,２-１９８

４１７-８５１９ ＮＴＴマーケティングアクト静岡 (株) 富士ソリューション営業部,

４１７-８５１９ 静岡県,富士市,中央町,１-３－１２

４１７-８５０３ 春日製紙工業 (株),静岡県,富士市,比奈,７６０－１

４１７-８５２９ (株) イエローハット,静岡県,富士市,伝法,５６０

４１７-８５６０ (株) 興人富士工場,静岡県,富士市,新橋町,７－１

４１７-８５７７ (株) 近藤商店,静岡県,富士市,今泉,２-２－９

４１７-８５６５ (株) 齊藤商会,静岡県,富士市,鈴川本町,９－１

４１７-８５１２ (株) サンメイカ 富士支店,静岡県,富士市,伝法,９０２

４１７-８５１０ (株) スギヤマ,静岡県,富士市,中里,２６０８－５０

４１７-８５４０ (株) 鈴木建設工業,静岡県,富士市,永田町,１-１５０

４１７-８５３３ (株) 中村組,静岡県,富士市,大野新田,３２

４１７-８５０８ (株) ひのや,静岡県,富士市,大淵,２３７３

４１７-８５８０ (株) マルダイ,静岡県,富士市,大淵, 1-１０

４１７-８５３１ 川商コイル (株),静岡県,富士市,大淵, 1-６６

４１７-８５７１ 県立富士東高等学校,静岡県,富士市,今泉,２９２１

４１７-８５４５ 県立吉原高等学校,静岡県,富士市,今泉,２１６０

４１７-８６５０ 興和 (株) 富士工場,静岡県,富士市,大野新田,３３２－１

４１７-８５５５ 五條製紙 (株),静岡県,富士市,原田,４５１－１

４１７-８５４３ 櫻井化学興業 (株),静岡県,富士市,神谷,９５４－１

４１７-８５３５ 三興製紙 (株),静岡県,富士市,伝法,１１８０－１

４１７-８５０６ 静岡県 労働金庫 吉原支店,静岡県,富士市,八代町,４－３０

４１７-８５６６ 静岡県富士警察署,静岡県,富士市,八代町,３番５５号

４１７-８５５０ 静岡県富士工業技術支援センター,静岡県,富士市,大淵, 1-９０

４１７-８５１１ 静岡地方裁判所富士支部,静岡県,富士市,中央町,２-７－１

４１７-８５１１ 静岡家庭裁判所富士支部,静岡県,富士市,中央町,２-７－１

４１７-８５１１ 富士簡易裁判所,静岡県,富士市,中央町,２-７－１

４１７-８５８５ ジヤトコ (株),静岡県,富士市,今泉,字鴨田７００-の１

４１７-８５３８ 第一建設,静岡県,富士市,永田,６７－１４

４１７-８５７０ 大昭和紙工産業,静岡県,富士市,依田橋, 1-６１

４１７-８５８８ 日医工ファーマテック (株) 静岡工場,静岡県,富士市,中河原,８８

４１７-８５３０ 日本食品化工 (株),静岡県,富士市,田島,３０

４１７-８６１０ 日本製紙 (株) 鈴川工場,静岡県,富士市,今井,４-１－１

４１７-８５２０ 日本大昭和板紙吉永 (株),静岡県,富士市,比奈,７９８

４１７-８５２２ 日本プラスト (株),静岡県,富士市,青島町,２１８

４１７-８５０５ パーパス (株),静岡県,富士市,西柏原新田,２０１

４１７-８５７５ ビヨンズ (株),静岡県,富士市,大淵,3-２９

４１７-８６０９ 富士公共職業安定所,静岡県,富士市,南町,１－４

４１７-８６０１ 富士市役所,静岡県,富士市,永田町,１-１００

４１７-８６３２ 富士商工会議所,静岡県,富士市,瓜島町,８２

４１７-８５６７ 富士市立中央病院,静岡県,富士市,高島町,５０

４１７-８６８６ 富士信用金庫,静岡県,富士市,青島町,２１２

４１９-０２９３ 丸井製紙 (株),静岡県,富士市,久沢,３７



４１９-０２９５ 丸富製紙 (株) 富士根工場,静岡県,富士市,天間,６８６－１

４２１-３３９２ コアレックス信栄 (株),静岡県,富士市,中之郷,５７５－１

４３７-１２９２ 磐田市 福田支所,静岡県,磐田市,福田,４００-

４３８-８７１１ 磐田 税務署,静岡県,磐田市,中泉,１１２－４

４３８-８６０１ 磐田市 豊田支所,静岡県,磐田市,森岡,１５０

４３８-８６５０ 磐田市役所,静岡県,磐田市,国府台,３－１

４３８-８５５０ 磐田市立総合病院,静岡県,磐田市,大久保,５１２－３

４３８-８７１８ 磐田農業高等学校,静岡県,磐田市,中泉,１６８

４３８-８６８６ 磐田南高等学校,静岡県,磐田市,見付,３０８４

４３８-８５８５ 磐田労働基準監督署,静岡県,磐田市,見付,Jun-９９

４３８-８５１０ ＮＴＮ (株）,静岡県,磐田市,東貝塚,１５７８

４３８-８５４３ 遠菱アルミホイール (株),静岡県,磐田市,上岡田,４３９－５

４３８-８５５５ 王子コンテナー (株) 静岡工場,静岡県,磐田市,豊田,８００

４３８-８５７７ 県立農林大学校,静岡県,磐田市,富丘,６７８－１

４３８-８６２２ 静岡県 西部健康福祉センター,静岡県,磐田市,見付,4-９９

４３８-８５５８ 静岡県 中遠農林事務所,静岡県,磐田市,見付,4-９９

４３８-８６１１ 大日精化工業 (株) 東海製造事業所,静岡県,磐田市,豊島,８６

４３８-８５０１ ヤマハ発動機 (株),静岡県,磐田市,新貝,２５００

４３８-０１９５ 磐田市 豊岡支所,静岡県,磐田市,下野部,４８

４３８-０１９３ 浜松ホトニクス (株) 豊岡製作所,静岡県,磐田市,下神増,３１４－５

４３８-０１９２ ヤマハ (株) 豊岡工場,静岡県,磐田市,松之木島,２０３

４３８-０２９２ 磐田市 竜洋支所,静岡県,磐田市,岡,７２９－１

４２１-０２９２ 大井川庁舎,静岡県,焼津市,宗高,９００-

４２１-０２９８ (株) ニッセー,静岡県,焼津市,下江留,８９６－２

４２１-０２９３ 航空自衛隊,静岡県,焼津市,上小杉,１６０２-

４２５-８５１１ (株) 赤阪鉄工所,静岡県,焼津市,柳新屋,６７０－６

４２５-８５５５ (株) ビック東海 西静支社,静岡県,焼津市,小柳津, 1-７４

４２５-８５６０ (株) アンビ・ア,静岡県,焼津市,栄町,２-２－２１

４２５-８５０８ (株) ハットリ製茶,静岡県,焼津市,三ケ名,７８７－１

４２５-８６８０ (株) 富士屋,静岡県,焼津市,八楠,４-９－８

４２５-８７０８ (株) 柳屋 本店,静岡県,焼津市,東小川,２-１－１０

４２５-８５０３ (株) 菱食 静岡支店,静岡県,焼津市,越後島,３４４

４２５-８５２２ サッポロビール (株) 静岡工場,静岡県,焼津市,浜当目,７０８－１

４２５-８６１１ 静岡福祉大学,静岡県,焼津市,本中根,５４９－１

４２５-８５３３ 焼津簡易保険保養センター,静岡県,焼津市,浜当目,１３７５－２

４２５-８５８５ 焼津市文化会館,静岡県,焼津市,三ケ名,１５５０

４２５-８５０２ 焼津市役所,静岡県,焼津市,本町,２-１６－３２

４２５-８５０５ 焼津市立総合病院,静岡県,焼津市,道原,１０００

４２５-８５０１ 焼津信用金庫,静岡県,焼津市,五ケ堀之内,９８７

４２５-８５７０ 焼津水産化学工業 (株),静岡県,焼津市,小川新町,５-８－１３

４２５-８６８６ 石原水産 (株),静岡県,焼津市,中港,２-１－１３

４２５-８７１１ (株) ハセガワ,静岡県,焼津市,八楠,３-１－２

４２５-８７０１ 焼津漁業協同組合,静岡県,焼津市,城之腰,２６９－９

４３６-８５０１ ＮＥＣプラットフォームズ (株),静岡県,掛川市,下俣,８００

４３６-８６５２ 掛川 税務署,静岡県,掛川市,緑ケ丘,２-１１－４

４３６-８５５５ 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター,

４３６-８５５５ 静岡県,掛川市,,菖蒲ヶ池１－１

４３６-８６５０ 掛川市役所,静岡県,掛川市,長谷,７０１－１

４３６-８５０２ 掛川市立総合病院,静岡県,掛川市,杉谷,７２１

４３６-８６５１ 掛川信用金庫,静岡県,掛川市,亀の甲,２-２０３

４３６-８５０３ ダイレクトワン (株),静岡県,掛川市,駅前,１-の９

４３６-８６５３ 日本年金機構 掛川年金事務所,静岡県,掛川市,久保,１-１９－８

４３７-１３９３ 掛川市役所 大須賀支所,静岡県,掛川市,西大渕,１００

４３７-１３９２ (株) 遠興,静岡県,掛川市,横須賀,１４０９－２

４３７-１３９７ コーニングジャパン (株),静岡県,掛川市,大渕,１２１１７

４３７-１３９５ 横須賀高等学校,静岡県,掛川市,横須賀,１４９１－１

４３７-１４９２ (株) キャタラー,静岡県,掛川市,千浜,７８００-

４３７-１４９６ クラリアントジャパン (株) 静岡工場,静岡県,掛川市,千浜,３８１０

４３７-１４９５ 積水ハウス (株) 静岡工場,静岡県,掛川市,中,１１００

４３７-１４９４ 矢崎部品 (株) 大浜工場,静岡県,掛川市,国包,１３６０-

４２６-８６６２ 医療法人社団 平成会藤枝平成記念病院,静岡県,藤枝市,水上,１２３－１

４２６-８６４６ 科研製薬 (株) 静岡工場,静岡県,藤枝市,源助,３０１

４２６-８６７０ (株) ニシムラ,静岡県,藤枝市,志太,１-６番５０号

４２６-８５７０ (株) アライドマテリアル,静岡県,藤枝市,堀之内,１-８－４

４２６-８５０３ (株) 静岡産業社 藤枝営業所,静岡県,藤枝市,下当間,９０１

４２６-８５４３ (株) 西友 藤枝店,静岡県,藤枝市,駅前,３-２０－１

４２６-８５０１ (株) 大黒屋,静岡県,藤枝市,八幡,字宗高５２１－９

４２６-８６３２ (株) ツチヤコーポレーション,静岡県,藤枝市,田沼,１-１８番２号

４２６-８５３９ (株) ツムラ 静岡工場,静岡県,藤枝市,築地,３９２

４２６-８６６６ (株) 藤越,静岡県,藤枝市,志太,５-３－３４

４２６-８５６６ (株) 扶桑工業,静岡県,藤枝市,茶町,１-６－２

４２６-８５１１ (株) マルタカ,静岡県,藤枝市,八幡,５５０－１

４２６-８６０１ (株) 村上開明堂 藤枝工場,静岡県,藤枝市,兵太夫,７４８

４２６-８５７５ (株) 山田組,静岡県,藤枝市,堀之内,１-１－３

４２６-８６３３ 共和成産 (株),静岡県,藤枝市,泉町,２０

４３６-８５５５ (財) 静岡県予防医学協会 総合健診センター ヘルスポート,

４３６-８５５５ 静岡県,藤枝市,善左衛門,２－１９－８

４２６-８５７７ 静岡県立 藤枝東高等学校,静岡県,藤枝市,天王町,１-７－１

４２６-８６６８ 静岡産業大学 国際情報学部,静岡県,藤枝市,駿河台,４-１－１

４２６-８６１２ 住友ベークライト (株),静岡県,藤枝市,高柳,２１００

４２６-８６４２ 日清紡 藤枝工場,静岡県,藤枝市,善左衛門,６００

４２６-８７１１ 藤枝 税務署,静岡県,藤枝市,青木,２-２－３３

４２６-８６６３ 藤枝財務事務所,静岡県,藤枝市,瀬戸新屋,３６２－１

４２６-８７２２ 藤枝市役所,静岡県,藤枝市,岡出山,１-１１－１

４２６-８６７７ 藤枝市立総合病院,静岡県,藤枝市,駿河台,４-１－１１

４２６-８６３１ 藤枝製紙 (株),静岡県,藤枝市,前島,１-１４－２

４２６-８５１０ 富士鋼業 (株),静岡県,藤枝市,仮宿,１３５７

４２６-８６４０ 持田製薬 (株) 藤枝事業所,静岡県,藤枝市,源助,３４２



４２６-８５１５ ヤマキ (株) 藤枝支店,静岡県,藤枝市,仮宿,１４４３－２

４２６-８６１７ 有限会社 新日邦,静岡県,藤枝市,田沼,１-１０－１

４２６-０２９２ 日本ビクター (株) モーター事業部,静岡県,藤枝市,花倉,４３０－１

４１２-８５１１ (株) ショーワ 御殿場工場,静岡県,御殿場市,駒門,１-１４０

４１２-８５１２ 国立駿河療養所,静岡県,御殿場市,神山,１９１５

４１２-８６０５ 御殿場 農業協同組合,静岡県,御殿場市,茱萸沢,５

４１２-８６０１ 御殿場市役所,静岡県,御殿場市,萩原,４８３

４１２-８７０１ 御殿場プレミアム・アウトレット,静岡県,御殿場市,深沢,１３１２

４１２-８５０１ ジェイビルジャパン (株),静岡県,御殿場市,駒門,１-１５０

４１２-８６０９ 駿河信用金庫 本店・本部（総務部）,静岡県,御殿場市,新橋,２０２０

４１２-８６０９ 駿河信用金庫 本店・本部（人事部）,静岡県,御殿場市,新橋,２０２０

４１２-８６０９ 駿河信用金庫 本店・本部（経理部）,静岡県,御殿場市,新橋,２０２０

４１２-８６０９ 駿河信用金庫 本店・本部（業務部）,静岡県,御殿場市,新橋,２０２０

４１２-８６０９ 駿河信用金庫 本店・本部（管理部）,静岡県,御殿場市,新橋,２０２０

４１２-８６０９ 駿河信用金庫 本店・本部（審査部）,静岡県,御殿場市,新橋,２０２０

４１２-８６０９ 駿河信用金庫 本店・本部（事務部）,静岡県,御殿場市,新橋,２０２０

４１２-８６０９ 駿河信用金庫 本店・本部（総合企業部）,静岡県,御殿場市,新橋,２０２０

４１２-８６０９ 駿河信用金庫 本店・本部（検査部）,静岡県,御殿場市,新橋,２０２０

４１２-８５１３ 中外製薬 (株) 富士御殿場研究所,静岡県,御殿場市,駒門,１-１３５

４１２-８５０５ メディアロジテック (株),静岡県,御殿場市,保土沢,９８５

４１２-８５２４ 持田製薬 (株) 富士中央研究所,静岡県,御殿場市,神場,字上ノ原７２２

４１２-８６３４ 陸上自衛隊 板妻駐屯地,静岡県,御殿場市,板妻, 1-４０

４１２-８５５０ 陸上自衛隊 滝ケ原駐屯地,静岡県,御殿場市,中畑,2-９２

４１２-８５８５ 陸上自衛隊駒門駐屯地,静岡県,御殿場市,駒門,５－１

４１２-８６３０ 菱和金属工業 (株),静岡県,御殿場市,上小林,９５

４３７-８５４５ エヌエスケー・ワーナー (株),静岡県,袋井市,愛野,２３４５

４３７-８５０１ (株) 静岡カントリー 袋井コース,静岡県,袋井市,国本,１６１６

４３７-８５１１ 静岡パイオニア (株),静岡県,袋井市,鷲巣,１－１５

４３７-８５０２ ティーライフ (株) 物流センター,静岡県,袋井市,鷲巣,西ノ谷１５－１

４３７-１１９４ (株) ショーワ 浅羽工場,静岡県,袋井市,松原,２６０１

４３７-１１９６ (株) スタジオコバ,静岡県,袋井市,松原,2-５５

４３７-１１９５ 天龍製鋸 (株),静岡県,袋井市,浅羽,３７１１

４３７-１１９７ 日本ハイパック (株) 静岡工場,静岡県,袋井市,浅岡,３５０-

４３７-１１９２ 袋井市 浅羽支所,静岡県,袋井市,浅名,１０２８

４３７-１１９３ ミネベア (株) 浜松製作所,静岡県,袋井市,浅名,１７４３－１

４３７-８６０１ 静岡製機 (株),静岡県,袋井市,山名町,４－１

４３７-８５５５ 静岡理工科大学,静岡県,袋井市,豊沢,２２００－２

４３７-８６１１ 豊田肥料 (株),静岡県,袋井市,高尾,１２０２－１

４３７-８６６６ 袋井市役所,静岡県,袋井市,新屋,１-１－１

４３７-８６８６ 丸尾興商 (株),静岡県,袋井市,川井,９８１

４１５-８５２１ 伊豆下田病院,静岡県,下田市,西本郷,１-５－２

４１５-８５１８ 伊豆太陽農業 協同組合,静岡県,下田市,東本郷,１-１２－８

４１５-８５０５ 一般社団法人 下田市観光協会,静岡県,下田市,外ケ岡,１-の１

４１５-８５２２ ＮＴＴ 下田営業所,静岡県,下田市,一-,１２－３

４１５-８５１４ (株) 黒船ホテル,静岡県,下田市,柿崎,３－８

４１５-８５３０ (株) サンプラーザ,静岡県,下田市,東本郷,１-６－２３

４１５-８５０８ (株) 静岡銀行 下田支店,静岡県,下田市,二-,１－１４

４１５-８５１０ (株) 下田東急ホテル,静岡県,下田市,五-,１２－１

４１５-８５１１ (株) 下田大和館,静岡県,下田市,吉佐美,２０４８

４１５-８５０７ (株) 永谷,静岡県,下田市,東本郷,１-１９－１７

４１５-８５１６ 賀茂米穀卸 (株),静岡県,下田市,中,５４１－１

４１５-８６１１ 河津建設 (株),静岡県,下田市,中,４１１－１

４１５-８５１７ サガミシード (株),静岡県,下田市,東本郷,１-１６－８

４１５-８５２７ 静岡県立下田北高等学校,静岡県,下田市,蓮台寺,１５２

４１５-８５２６ 静岡県立下田南高等学校,静岡県,下田市,六-,４－１

４１５-８５２０ 静岡地方裁判所 下田支部,静岡県,下田市,４-,７－３４

４１５-８５２４ 静岡地方法務局 下田支局,静岡県,下田市,西本郷,２-５－３３

４１５-８５１３ 下田ガス (株),静岡県,下田市,中,４６７

４１５-８５２８ 下田警察署,静岡県,下田市,東中,７－８

４１５-８５０９ 下田公共職業安定所,静岡県,下田市,４-,５－２６

４１５-８５０６ 下田市 民宿組合連合会,静岡県,下田市,,２００１/４/２８

４１５-８５０１ 下田市役所,静岡県,下田市,東本郷,１-５－１８

４１５-８６０３ 下田商工会議所,静岡県,下田市,二-,１２－１７

４１５-８６０２ 下田信用金庫,静岡県,下田市,一-,１９－１

４１５-８５１５ 下田税務署,静岡県,下田市,六-,３－２６

４１５-８５２５ 下田プリンスホテル,静岡県,下田市,白浜,１５４７－１

４１５-８５２３ 東京電力 (株) 下田営業所,静岡県,下田市,中,５３７－１

４１５-８５０２ 藤田観光 (株） 下田事業所,静岡県,下田市,三-,２２－３１

４１５-８５１２ ホテル伊豆急,静岡県,下田市,白浜,7-３２

４１０-１１９７ 裾野警察署,静岡県,裾野市,平松,６２０-の１

４１０-１１９６ キヤノン (株) 富士裾野リサーチパーク,静岡県,裾野市,深良,４２０２

４１０-１１９２ 裾野市役所,静岡県,裾野市,佐野,１０５９

４１０-１１９３ トヨタ自動車 (株) 東富士研究所,静岡県,裾野市,御宿,１２００

４１０-１１９５ トヨタ自動車東日本 (株) 東富士工場,静岡県,裾野市,御宿,１２００-

４１０-１１９８ トヨタ自動車東日本 (株) 東富士総合センター,静岡県,裾野市,御宿,１５０１

４１０-１１９４ 矢崎総業 (株) Ｙ－ＣＩＴＹ,静岡県,裾野市,御宿,１５００

４３１-０３９５ 湖西市 新居支所,静岡県,湖西市,新居町浜名,５１９－１

４３１-０４９５ ＦＤＫ (株) 湖西工場,静岡県,湖西市,鷲津,２２８１-

４３１-０４９３ (株) デンソー湖西製作所,静岡県,湖西市,梅田,３９０-

４３１-０４９４ (株) ユニバンス,静岡県,湖西市,鷲津,２４１８

４３１-０４９２ 湖西市役所,静岡県,湖西市,吉美,３２６８

４３１-０４９６ ソニーブロードキャストプロダクツ (株),静岡県,湖西市,境宿,５５４

４１０-２５９２ 伊豆市 中伊豆支所,静岡県,伊豆市,八幡,５００－１

４１０-３２９２ 伊豆市役所 天城湯ヶ島支所,静岡県,伊豆市,市山,５５０

４３７-１６９４ 御前崎市教育会館・市役所 御前崎支所,静岡県,御前崎市,白羽,６１７１-の１

４３７-１６９７ シェブロンジャパン (株) 御前崎事業場,静岡県,御前崎市,港,６６２０-１５号

４３７-１６９８ エイケン工業 (株),静岡県,御前崎市,門屋,１３７０

４３７-１６８８ 御前崎市総合保健福祉センター,静岡県,御前崎市,池新田,２０７０



４３７-１６９２ 御前崎市役所,静岡県,御前崎市,池新田,５５８５

４３７-１６８６ (株) 静岡カントリー 浜岡コース,静岡県,御前崎市,,高松２０７０－２

４３７-１６９６ 市立御前崎総合病院,静岡県,御前崎市,池新田,２０６０

４３７-１６９５ 中部電力 (株) 浜岡原子力発電所 総合事務所,静岡県,御前崎市,佐倉,５５６１

４３７-１６９３ 東海サンド (株),静岡県,御前崎市,佐倉,４７４４

４３７-１５９３ 遠州夢咲 農業協同組合,静岡県,菊川市,下平川,５２８０

４３７-１５９２ 菊川市役所小笠支所,静岡県,菊川市,赤土,１５０３

４３７-１５９４ フガク工機 (株),静岡県,菊川市,下平川,１２５６－１

４３９-８６５１ 旭テック (株),静岡県,菊川市,堀之内,５４７－１

４３９-８６５０ 菊川市役所,静岡県,菊川市,堀之内,６１

４１０-２１９３ ＡＢＢ日本ベーレー (株),静岡県,伊豆の国市,原木,５１１-

４１０-２１９５ 伊豆韮山温泉病院,静岡県,伊豆の国市,中條,２３４

４１０-２１９４ 伊豆の国農業協同組合,静岡県,伊豆の国市,南條,８００

４１０-２１９２ 伊豆の国市役所 韮山支所,静岡県,伊豆の国市,４日町,２１０-の３

４１０-２２９２ 伊豆の国市役所,静岡県,伊豆の国市,長岡,３４０－１

４１０-２２９７ (株) コクド 三養荘,静岡県,伊豆の国市,墹之上,２７０－１

４１０-２２９５ 順天堂大学 医学部附属 静岡病院,静岡県,伊豆の国市,長岡,１１２９

４１０-２３９６ 伊豆の国市役所 大仁支所,静岡県,伊豆の国市,田京,２９９－６

４１０-２３９５ 静岡県立 大仁高等学校,静岡県,伊豆の国市,大仁,３３４

４１０-２３９２ 東芝テック (株) 大仁事業所,静岡県,伊豆の国市,大仁,５７０

４１０-２３９４ ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル (株） モビリティーパーク事業部,

４１０-２３９４ 静岡県,伊豆の国市,長者原,１４４５－４８１

４１０-２３９３ ワールドメイト,静岡県,伊豆の国市,立花,３-１６２

４２１-０４９６ 日機装 (株) 静岡製作所,静岡県,牧之原市,静谷,４９８－１

４２１-０４９３ 榛原総合病院,静岡県,牧之原市,細江, 1-８７

４２１-０４９５ 牧之原市役所,静岡県,牧之原市,静波,４４７－１

４２１-０４９２ 矢崎部品 (株) 榛原工場,静岡県,牧之原市,布引原,２０６－１

４２１-０５９６ 相良高等学校,静岡県,牧之原市,波津,１７００－３

４２１-０５９３ 相良物産 (株),静岡県,牧之原市,波津,１０２

４２１-０５９５ ＴＤＫ (株) 静岡工場,静岡県,牧之原市,女神,１－３１

４２１-０５９８ 東洋製罐 (株) 静岡工場,静岡県,牧之原市,白井,６２２－８

４２１-０５９２ 牧之原市役所 相良庁舎,静岡県,牧之原市,相良,２７５

４１３-０４９３ (株) 徳造丸,静岡県,賀茂郡東伊豆町,稲取, 1-８５

４１３-０４９２ ホテル銀水荘,静岡県,賀茂郡東伊豆町,稲取,１６２４－１

４１５-０１９３ 共立湊病院,静岡県,賀茂郡南伊豆町,湊,６７４

４１５-０１９２ 南伊豆国民休暇村,静岡県,賀茂郡南伊豆町,湊,８８８

４１５-０１９４ 南伊豆町観光協会,静岡県,賀茂郡南伊豆町,青市,１０３１－１

４１５-０３９２ 南伊豆町役場,静岡県,賀茂郡南伊豆町,下賀茂,３２８－２

４１０-３６９３ 松崎高校,静岡県,賀茂郡松崎町,櫻田,１８８

４１０-３６９６ 松崎町役場,静岡県,賀茂郡松崎町,宮内,３０１－１

４１９-０１９３ ＮＴＴ東日本 伊豆病院,静岡県,田方郡函南町,平井,７５０-

４１９-０１９２ 函南町役場,静岡県,田方郡函南町,平井,７１７-の１３

４１１-８６１０ 臼井国際産業 (株),静岡県,駿東郡清水町,長沢,１３１－２

４１１-８６２３ (株) 大成,静岡県,駿東郡清水町,卸団地,６７

４１１-８６３０ 近物レックス (株),静岡県,駿東郡清水町,伏見,字向田３５１

４１１-８６５０ 清水町役場,静岡県,駿東郡清水町,堂庭,２１０－１

４１１-８６１１ 独立行政法人 国立病院機構 静岡医療センター,

４１１-８６１１ 静岡県,駿東郡清水町,長沢,７６２－１

４１１-８６２０ 野口アルミ箔加工紙 (株),静岡県,駿東郡清水町,卸団地,２８１

４１１-８６４１ フジトク (株),静岡県,駿東郡清水町,久米田,１４０－１９

４１１-８７２５ (株) 共和工機,静岡県,駿東郡長泉町,上土狩,字奥原７１６

４１１-８６８９ (株) 駿河銀行,静岡県,駿東郡長泉町,,スルガ平５００

４１０-８７３９ (株) 増進会出版社,静岡県,駿東郡長泉町,下土狩,１０５-の１７

４１１-８７３０ (株) 不二精機製造所,静岡県,駿東郡長泉町,下土狩,８４０

４１１-８７２２ 岳南光機 (株),静岡県,駿東郡長泉町,上土狩,６９５

４１１-８７３１ 協和発酵工業 (株) 富士工場,静岡県,駿東郡長泉町,下土狩,１１８８

４１１-８７７７ 静岡県立 静岡がんセンター,静岡県,駿東郡長泉町,下長窪,１００７

４１１-８７２０ 東邦テナックス (株) 三島事業所,静岡県,駿東郡長泉町,上土狩,２３４

４１１-８７５０ 特種製紙,静岡県,駿東郡長泉町,本宿,５０１

４１１-８６６８ 長泉町役場,静岡県,駿東郡長泉町,中土狩,８２８

４１１-８７４０ ハックキミサワ,静岡県,駿東郡長泉町,竹原,３８３－９

４１１-８６５１ 三島信用金庫,静岡県,駿東郡長泉町,下土狩,９６－３

４１０-１３９５ 小山町役場,静岡県,駿東郡小山町,藤曲,2-５７

４１０-１３９３ (株) 日立ハイテクサイエンス 小山事業所,静岡県,駿東郡小山町,竹之下, 1-３６

４１０-１３９６ (株) センサータ・テクノロジーズジャパン,静岡県,駿東郡小山町,棚頭,３０５

４１０-１３９４ フジボウ愛媛 (株) 小山工場,静岡県,駿東郡小山町,小山,４７-

４１０-１３９２ ユニバーサル製缶 (株),静岡県,駿東郡小山町,菅沼,１５００

４２１-０３９３ (株) ライトアップショッピングクラブ,静岡県,榛原郡吉田町,大幡,１３００－２

４２１-０３９７ (株) ライトアップショッピングクラブ,静岡県,榛原郡吉田町,大幡,１３００－２

４２１-０３９４ (株) ライトアップショッピングクラブ,静岡県,榛原郡吉田町,大幡,１３００－２

４２１-０３９２ (株) ライトアップショッピングクラブ,静岡県,榛原郡吉田町,大幡,１３００－２

４２１-０３９６ 富士写真フイルム (株) 吉田南工場,静岡県,榛原郡吉田町,川尻,４０００

４２１-０３９５ 吉田町役場,静岡県,榛原郡吉田町,住吉,８７

４３７-０２９３ 森町役場,静岡県,周智郡森町,森, 1-０１

４３７-０２９２ ヤマハモーターエレクトロニクス (株),静岡県,周智郡森町,森,１４５０－６




