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さかえや化粧品店 株式会社名神
株式会社ナンデモヤ 岐菱商事株式会社
三菱ＵＦＪ銀行大垣支店 株式会社大日組
株式会社西田花店 丹羽矯正歯科クリニック
東京庵 高橋電機工業株式会社
やおまん 株式会社ヤスダ寝具センター
河野スタジオ 株式会社田中モータース商会
合資会社川貞商店 医療法人愛育会　クリニックママ
有限会社シノダ種苗センター 株式会社デリカスイト
医療法人香柏会　渡辺内科クリニック 株式会社ユニテック
近藤眼科 アイケイ産業株式会社
酒井亭老舗 揖斐川工業運輸株式会社
合資会社宮川政吉商店 揖斐川工業株式会社
林工業株式会社 株式会社渡辺組
三柏株式会社 大垣土建株式会社
株式会社末松自動車 ライトクリニック
杉谷眼科 医療法人東樹会　サクマ医院
あづまや旅館 株式会社平和堂　本部　総務課（アル・プラザ鶴見）
株式会社マブチ石油店 大垣西濃信用金庫鶴見町支店
宗宮整形外科 中外工機株式会社
株式会社すいぎょく園 有限会社藤井正夫商店
株式会社丸忠　百々優 加納水道設備株式会社
山田硝子商事株式会社 中部産業株式会社東海自動車学校
医療法人昇陽会　城北整形外科クリニック 日本リファイン株式会社
株式会社トミダユニティー 医療法人社団心宏会　大垣バイパス病院
株式会社登進社 大野印刷所
三商株式会社大垣支店 大垣ケーブルテレビ
片岡弁護士 アンシンク株式会社
株式会社田中工業所 みやこ屋
岐建株式会社 小倉電気工事株式会社
特定非営利活動法人くすくす理事長　安田典子 有限会社旭バインド
竹中胃腸科 三星砿業株式会社
川惣花店 西濃鉄道株式会社
木村建設株式会社 矢橋工業株式会社
フジヤ広告株式会社 矢橋林業株式会社
広瀬自動車 近藤石灰工業株式会社
みずほ証券株式会社岐阜支店 矢橋大理石株式会社
有限会社小川商店 株式会社矢橋大理石商店
武内合資会社 河合商事株式会社
有限会社四鳥 株式会社十六銀行赤坂支店
株式会社カネダイ 清水工業株式会社
有限会社ヒダヤ 大清運輸有限会社
小玉司法書士事務所 不破貨物運輸株式会社
学校法人平野学園清凌高等学校 清水商事有限会社
しもの歯科医院 株式会社丸上運輸
大垣タクシー株式会社 金生山石灰工業株式会社
大垣特殊自動車合資会社 株式会社山本エンジニアリング
株式会社安田製パン（モンブラン） 三星運輸株式会社
スイトトラベル株式会社 森外科医院
高橋塗装株式会社 株式会社ダイキュー
小川防災株式会社 丸硝株式会社
有限会社中村鍍金工業所 中日本カプセル株式会社
株式会社起明堂 大垣設備株式会社
株式会社三輪酒造 株式会社三晃建設
村島内科 川合基礎株式会社
株式会社中日ＡＶシステム 有限会社安藤産業
有限会社二村土建 有限会社畑中自動車工業



株式会社種一 丸文工業株式会社
共栄自動車興業株式会社 大垣水産青果株式会社
合資会社増井商店 丸二小林建材株式会社
鶴岡屋　本店 株式会社タックジャパン
株式会社ダイキ グリーンワークス株式会社
ナカシマブレーキ株式会社 有限会社美濃赤坂運輸
株式会社セリア 日比野工業株式会社
中部株式会社 有限会社北野屋根工事店
中部交通株式会社 株式会社美濃建設
五島産業株式会社 医療法人(社団)静風会大垣病院
株式会社オガワ工業 伊藤配管工業株式会社
株式会社大橋プロパン 岐阜信用金庫林町支店
川合鑿泉工業株式会社 大安運輸有限会社
株式会社大合商会 株式会社佐々木工業
大洋化学工業株式会社 株式会社　艶金
株式会社三貴 株式会社十六興業
株式会社植倉造園 株式会社北山電工
大垣急送株式会社 三建産業株式会社
共立紡機株式会社 三同工業株式会社
伊藤道雄 株式会社大丸
株式会社稲川電気 長良電業株式会社
株式会社山中工務店 MCCアドバンスドモールディングス株式会社
株式会社牧野工務店 株式会社桐山組
株式会社槌谷 ツルミ工業株式会社上石津工場
西尾医院 株式会社佐竹組
株式会社ノムラ 株式会社りゅういき上石津工場
大垣西濃信用金庫本部 株式会社大阪砕石工業所
株式会社沼波組 天野エンザイム株式会社
西濃電気工事協同組合 株式会社アイコム
太陽織物株式会社 三喜工業有限会社
株式会社ナニワ 株式会社金山組
株式会社しかの 株式会社杉口プレス工業所
新大垣証券株式会社 小寺建設株式会社
株式会社河合物流 グリーン産業建設株式会社西濃事務所
株式会社小山 メナードカントリークラブ西濃コース
大垣ガス株式会社 桑原建設
株式会社清水屋本店 株式会社大垣共立銀行上石津出張所
美濃庄商事株式会社 河村産業株式会社上石津工場
東和電気株式会社 株式会社三輪組
遠藤木材店 一二三興業株式会社
マツオ 株式会社阿藤組
合資会社寺田油脂化学工業所 アイランドゴルフ養老
三和薬局　三和義彦 近藤織物有限会社
新和自動車工業株式会社 光受寺
有限会社野田鉄工所 山北新聞販売店
有限会社三笠堂薬局 大垣西濃信用金庫墨俣支店
株式会社でんすん堂斉秀 岩田歯科医院
イビケン株式会社 有限会社岡崎電興
まぶち歯科医院 株式会社平塚家具
株式会社ダスキン大垣 墨俣医院
西濃機工株式会社 アイビー電子工業株式会社
株式会社はまだや イビデン株式会社
株式会社中央電機工業 サンメッセ株式会社
ツルミ工業株式会社大外羽工場 フタムラ化学株式会社大垣工場
共同製帽株式会社 河合石灰工業株式会社
Honda Cars大垣静里店 株式会社宇佐美組
オーケーシー食品株式会社 株式会社大垣共立銀行　総務部
株式会社田口鉄工所 株式会社大光
有限会社広瀬商店 株式会社天木鉄工



株式会社川地石油 TSUCHIYA株式会社
有限会社中部工業 ハイジェントテクノロジー株式会社
橋本商店 株式会社里鎌屋
イビデン産業株式会社 岐阜倉庫運輸株式会社　
株式会社オーセロ 株式会社OKBキャピタル
丸藻住宅株式会社 株式会社OKBﾍﾟｲﾒﾝﾄﾌﾟﾗｯﾄ
株式会社小林モータース 共立ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ株式会社
株式会社大垣クリニック興業 株式会社OKBビジネス
株式会社エストテクニカ 三甲テキスタイル株式会社
鈴木鋳造株式会社 上田石灰製造株式会社
トキワ工業株式会社大垣工場 正和商事株式会社
冨士ビニール工業株式会社 太平洋工業株式会社
株式会社名和装苑 太平洋精工株式会社
浅野木材株式会社 大垣扶桑紡績株式会社大垣工場
ブレインシール株式会社 中部電力株式会社大垣営業所
株式会社トーエネック 東海サーモ株式会社
株式会社扇港電機 日本耐酸壜工業株式会社
金森香粧堂 平井精密工業株式会社大垣工場
松井工業株式会社 睦産業株式会社
豊田商事株式会社 株式会社明星
株式会社愛大運輸 有限会社西濃衛生検査所
水都自動車株式会社 野田モータース
株式会社丸進自動車大垣営業所 大正不動産
安田電機暖房株式会社 医療法人大誠会　松岡クリニック
株式会社グランド工房 西濃自家用自動車組合
三景電機株式会社 株式会社シンセン
中日本商事株式会社
有限会社林文香堂
大垣西濃信用金庫東前支店
西濃運輸株式会社
有限会社ゆうきや
株式会社方円堂書店
株式会社種田石油店
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
八屋産業株式会社
有限会社ジーバケアサービス
大垣スバル自動車株式会社
西美濃農業協同組合
合資会社川貞商店東店


