
支部 会社名
1 城南 ＳＮＡＣＫ  志摩
2 城南 青山嵩法律事務所
3 城南 ㈱スマイルリーフ
4 城南 ㈲浅野造園
5 城南 オルタナ  キャリア
6 城南 社会保険労務士法人池田事務所
7 城南 ㈱ライズウィル
8 城南 石崎家具㈱
9 城南 ㈲いづみ自動車

10 城南 旭食品㈱
11 城南 ㈱ウイスタ
12 城南 アイエイト㈱
13 城南 ㈱雲外蒼天
14 城南 大坪特許事務所
15 城南 ㈲食のコンサルタントブーケ
16 城南 ㈱縄合屋
17 城南 情報マネジメントシステム㈱
18 城南 金山税務経営事務所
19 城南 ㈲加納造園
20 城南 北陸換気㈱
21 城南 ㈱河畠造園
22 城南 NPO法人北陸青少年自立援助ｾﾝﾀｰ Peaceful Houseはぐれ雲
23 城南 ㈲北山ナ－セリ－
24 城南 ㈱アイボリー
25 城南 ﾚｾﾌﾟｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ  ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ倶楽部
26 城南 山谷新聞販売店
27 城南 ㈱リライフふろいち富山中央店
28 城南 ㈲敬心興建
29 城南 ㈱ケイアート
30 城南 ㈱Ｋ－ＤＩＣ
31 城南 生活協同組合ＣＯ・ＯＰとやま
32 城南 ㈱リョーシン
33 城南 ㈱コマヤ
34 城南 Ｋ．Ｄ．Ｃ （Ｓｐｏｒｔｓ Ｉｎｔｅｒｉｏｒ Ｋ．Ｄ．Ｃ）
35 城南 ㈲保険工房
36 城南 佐伯健一税理士事務所
37 城南 特定非営利活動法人　知的障害者のくらしを考える会
38 城南 三楽園グループ
39 城南 ユニオン産業㈱
40 城南 十全美装㈱
41 城南 フジマ－ク㈱
42 城南 島田工業㈲
43 城南 ㈱石金精機
44 城南 ㈱シムラ
45 城南 ㈲日広建機
46 城南 エムエス保険サービス㈱
47 城南 アレンジスタイル
48 城南 ㈱提案室
49 城南 カーサコンセプト㈱
50 城南 丸栄運輸機工㈱
51 城南 ㈱高橋電機
52 城南 たかみ司法書士事務所
53 城南 スナック山茶花
54 城南 ㈱ジュープラス
55 城南 ㈱シー・エー・ピー
56 城南 ㈱田中憲石材
57 城南 医療法人社団藤聖会　女性クリニックＷｅ富山
58 城南 ソニー生命保険㈱富山支社
59 城南 TMR保険デザイン
60 城南 照田不動産部
61 城南 とうざわ印刷工芸㈱
62 城南 ㈱アールナイン
63 城南 ㈱中尾清月堂
64 城南 ㈱中川善三郎商店
65 城南 ㈱コノハ（ナーシングデイサービスこもれび）　
66 城南 ㈱タイト
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支部 会社名
67 城南 ㈱なかたに印刷
68 城南 オフィスエンカレッジ
69 城南 ㈱ジュープラス
70 城南 ㈱ナリキ
71 城南 ㈲フレック
72 城南 ㈲日和
73 城南 ㈱神通技研
74 城南 ㈱野口建設工業
75 城南 野原厨房㈱
76 城南 ㈱シイ・アイ・エス
77 城南 ハマ企画㈱
78 城南 ㈱ハマデン
79 城南 林建設㈱
80 城南 富山中央法律事務所
81 城南 ㈱アイペック
82 城南 あ！！ホルモン
83 城南 松田電機工業㈱
84 城南 ㈱藤井産業
85 城南 ㈱とやま総合経理センター
86 城南 きり奈社会保険労務士事務所
87 城南 ㈱太平電工舎
88 城南 にいかわ若者サポートステーション
89 城南 ㈱ボン・リブラン
90 城南 ㈲申山
91 城南 ㈱オーパーツ
92 城南 Ｂａｒ学校
93 城南 ファインネクス㈱
94 城南 ㈱ＫＢＳコーポレーション
95 城南 まどか
96 城南 ㈱塗元
97 城南 光田精器㈱
98 城南 ㈲テックみなみ
99 城南 ㈱リツエイ

100 城南 源造園
101 城南 ㈲三船鉄工所
102 城南 ㈲シーズプランニング
103 城南 ㈱クレオテクノロジー
104 城南 森田俊彦司法書士事務所
105 城南 ㈱モリタ
106 城南 山下電気産業㈱
107 城南 ㈱ＤＥＣＴ
108 城南 ㈱サンシックス
109 城南 行政書士　山本和博事務所
110 城南 ㈲メルクエスト
111 城南 三和ボーリング㈱
112 城南 吉乃友酒造㈲
113 城南 無線パーツ㈱
114 城南 医療法人社団富山健生会吉田内科クリニック
115 城南 ガレージ　オッチモ
116 城南 ㈱頼成工務店
117 城南 ㈱クア・ソリューション
118 城南 ㈱ＷＦＣ
119 城北 ㈱セイシン
120 城北 寿テクノス㈱　クリーンジャパン富山
121 城北 社会福祉法人  とやま虹の会
122 城北 ㈱のぞみ創経
123 城北 ㈱サンエツ
124 城北 ㈲ピュア・ハウジング
125 城北 ㈱犬島商会
126 城北 スタジオＤＵＣＫ
127 城北 尾久木材工業㈲
128 城北 ㈱サンテクノ
129 城北 サンヨウ㈱
130 城北 ㈱富山合板
131 城北 ㈲エス・オー・エル
132 城北 笠島社会保険労務士事務所
133 城北 ㈱新川住宅サ－ビス
134 城北 社会保険労務士法人　片境事務所



支部 会社名
135 城北 バルーンアートスタジオ　ブルーラビット
136 城北 ㈲河上兄弟商会
137 城北 ローソン富山大学西門前店
138 城北 キマド㈱
139 城北 久郷行政書士事務所
140 城北 ㈱ビルド・サポート
141 城北 ㈱桑原
142 城北 富山データー機器サービス㈱
143 城北 富山データー機器サービス㈱
144 城北 Ｉ．Ｓ．Ｋ㈲
145 城北 エル・サカエ
146 城北 ㈱北陸環境システム
147 城北 ㈱リライト
148 城北 ㈲ｈｓ－style
149 城北 ゆた吉㈱
150 城北 ㈱島田商店
151 城北 富山倉庫㈱
152 城北 ㈱サン計装
153 城北 ㈱ジースリー
154 城北 北陸国際協同組合
155 城北 ㈱伝風堂
156 城北 ㈱富山アメニティシステム
157 城北 ㈱高橋
158 城北 高見まち子税理士事務所
159 城北 ㈱グラフ
160 城北 ㈱竹原工務店
161 城北 日商建材㈱
162 城北 ㈲愛伸総石
163 城北 プロヴィデザイン㈱
164 城北 ㈲常願寺美装
165 城北 ㈱田村製作所
166 城北 ㈱寺下工業
167 城北 ㈲シーアンドエス
168 城北 ㈱エアプランツ
169 城北 ㈱森崎
170 城北 ㈲エイキ
171 城北 ㈱サフレ
172 城北 ㈱龍成
173 城北 ㈱なかひこ
174 城北 アクル
175 城北 ㈱中川製作所
176 城北 バルーンアートスタジオ　ブルーラビット
177 城北 中島建築
178 城北 ㈱ナカゼ
179 城北 ㈱中曽根造園
180 城北 ㈲中田保険事務所
181 城北 Labore㈱
182 城北 なかもとほけん
183 城北 合同会社アーキテクト
184 城北 ㈲西野重機
185 城北 ㈱クリエイティブル－ム
186 城北 テレ通㈱
187 城北 ㈱福田園
188 城北 ㈲橋本電機産業
189 城北 ヴィストキャリア富山駅前
190 城北 ㈱アドプロ
191 城北 ㈲ノボル板金工業
192 城北 ㈱アンダースタンド
193 城北 ㈲深川地所
194 城北 ㈱フクール
195 城北 ㈱福建
196 城北 藤田石装㈱
197 城北 藤田石装㈱
198 城北 丸協プラント
199 城北 堀瓦工業㈲
200 城北 牧野工業㈱
201 城北 土地家屋調査士・行政書士　松景事務所
202 城北 ㈲三澤電機商会



支部 会社名
203 城北 湊恒成社会保険労務士事務所
204 城北 ㈱ジャパンビジュアルサポート
205 城北 ミヤナガ設備
206 城北 むろたかプランニング㈲
207 城北 神通運輸㈱
208 城北 ㈲花月堂
209 城北 ㈱エムダイヤ
210 城北 ㈱ヒューマン・サポート
211 城北 Ｏｒｂ
212 城北 正栄産業㈱
213 城北 ㈱礼
214 城北 ㈱ジェック経営コンサルタント
215 城北 ㈱さくら
216 城北 ㈱カワノ
217 城北 富士ゼロックス北陸㈱
218 城北 税理士法人Jタックス
219 城北 ㈲渡辺瓦工事店
220 新川 ㈱秋山クリーニング
221 新川 朝日観光㈲
222 新川 池田技建
223 新川 ㈱丸八
224 新川 石川製麺㈱
225 新川 ㈲桃源
226 新川 アイティオ㈱
227 新川 ㈱ファインカット富山
228 新川 ㈱内山精工
229 新川 ㈱富山ホ－ム食品
230 新川 大高建設㈱
231 新川 ㈲富山教育企画　学び舎プラット
232 新川 ㈱旅行企画
233 新川 ㈲小幡建材
234 新川 尾山製材㈱
235 新川 ㈱かねみつ
236 新川 ㈱双葉ダイス
237 新川 いいもん家
238 新川 ㈱スカイホテル
239 新川 ㈲仁右衛門家
240 新川 ㈲源七
241 新川 ㈲後藤防水工業
242 新川 ㈲越川
243 新川 ㈱コージン
244 新川 ㈱コージン
245 新川 ㈱腰山工業
246 新川 社会福祉法人　光南会
247 新川 ㈱公生社
248 新川 ㈱喜泉閣
249 新川 ㈲とと屋
250 新川 華王寺 川原保育園
251 新川 ㈱金閣自動車商会
252 新川 ㈲佐渡石材
253 新川 ㈱マッキーファーム
254 新川 ㈲真成
255 新川 Hotミール
256 新川 ㈲杉本工業所
257 新川 富山飼料畜産㈲
258 新川 ㈲高田鉄工
259 新川 高原鉄工所
260 新川 ㈱エイペックスエンターテイメント
261 新川 ㈲丸匠
262 新川 ㈱ホクペレ
263 新川 ㈲中島商事
264 新川 ㈱ホテル黒部
265 新川 ㈱中嶋組
266 新川 パワーコーチ㈱
267 新川 ㈱中西電気
268 新川 ㈲中村蒲鉾
269 新川 ㈱石工中村
270 新川 ㈱富山プレート



支部 会社名
271 新川 ㈱野澤木工
272 新川 野末建築
273 新川 ㈱ハギワラ防水工業
274 新川 ㈲プラコ長谷川
275 新川 ㈱延楽
276 新川 ㈱スマイル・ハート
277 新川 家印㈱
278 新川 まる工務店㈱
279 新川 ㈲藤井ガラス建材
280 新川 ㈱ホシナパック
281 新川 ㈱細川組
282 新川 ㈱本田工務店
283 新川 桝崎クリニック
284 新川 松井エネルギーモータース㈱
285 新川 ㈱かねみつ
286 新川 ㈲三浦葬祭
287 新川 ニッショク㈱
288 新川 ギャラリーまつだ
289 新川 ㈱シャッターメンテナンス
290 新川 ㈲安井ファーム
291 新川 ㈱長森工業
292 新川 ㈲やまもと
293 新川 くろべの太陽㈱
294 新川 ㈱吉田商会
295 新川 不動産ワークス合同会社
296 高岡 ㈱ｗith　Ｏｎｅ
297 高岡 天野屋蒲鉾店
298 高岡 ㈲荒木商会
299 高岡 ビルド計画㈱
300 高岡 西高岡工芸
301 高岡 ㈱アキデザイン
302 高岡 ㈱北陸ホームサービス
303 高岡 ㈱わらびしい倶楽部
304 高岡 Ｆｌｏｗｅｒ　ｓｈｏｐ　コトノカ
305 高岡 ㈱たきでん
306 高岡 ㈱織田幸銅器
307 高岡 海下巧公認会計士事務所
308 高岡 菓子板金
309 高岡 ㈱フジタ
310 高岡 春日建設㈱
311 高岡 アースブリッジ㈱
312 高岡 ㈱金七金物店
313 高岡 ㈲木村刺繍
314 高岡 かすみ不動産㈱
315 高岡 ㈲ＬＥＧＥＮＤ　ＯＦ　Ｋ
316 高岡 グルメフーズ㈱
317 高岡 エステック㈱電装事業部
318 高岡 サンオウホーム㈱
319 高岡 高岡つばさ法律事務所
320 高岡 ㈲池田自動車部品商会
321 高岡 ㈱フレッシュ佐武
322 高岡 澤川鍛造工業㈱
323 高岡 ㈱沢田工業
324 高岡 ㈱スタート
325 高岡 粋
326 高岡 ㈱三共空調サービス
327 高岡 ㈲仁光園
328 高岡 ㈱北陸ハウステック
329 高岡 ㈲北辰工業所
330 高岡 ㈲白石縫旗店
331 高岡 ㈱菅原電気
332 高岡 ㈱高岡ケージ工業
333 高岡 杉林行政書士事務所
334 高岡 ㈱三輝
335 高岡 ㈲栄寿し
336 高岡 ㈲酢谷不動産
337 高岡 ㈱協和総商
338 高岡 ㈲アメニティ



支部 会社名
339 高岡 ソニー生命保険㈱
340 高岡 ㈱サンシステム
341 高岡 ㈲マルタカ防災
342 高岡 高陵プラスチックス工業㈱
343 高岡 ㈱カネソ
344 高岡 ㈲好緑園
345 高岡 エムアールテクノサービス㈱
346 高岡 医）寺田矯正歯科医院
347 高岡 税理士法人 中村税務みらい経営
348 高岡 ㈲伸越製作所
349 高岡 ㈱みらいラボラトリー
350 高岡 西森電気㈱
351 高岡 ㈱能作
352 高岡 一般社団法人美海　サルーンなぎ
353 高岡 ㈱ミマツ
354 高岡 ㈲メタルワークノハラ
355 高岡 ㈲松蒼圓
356 高岡 延野法律事務所
357 高岡 ㈱長谷川自動車
358 高岡 ㈱浦建築研究所　
359 高岡 高岡紙器印刷㈱
360 高岡 ㈲原瓦販売店
361 高岡 ㈱北陸瓦販売店
362 高岡 富山テレビ放送㈱
363 高岡 藤井社会保険労務士・行政書士事務所
364 高岡 ａｍｏｕｒ
365 高岡 ㈱富士機工
366 高岡 堀自動車販売㈲
367 高岡 富山県勤労者保養センター　越中庄川荘
368 高岡 サン・エクステリア㈱本部
369 高岡 ㈱北陸ドラフティング
370 高岡 松島工業㈱
371 高岡 富源商事㈱
372 高岡 ㈱松村紙工所
373 高岡 社会保険労務士法人　ＬａＬａコンサルティング
374 高岡 エス・アール司法書士事務所
375 高岡 ㈱雫
376 高岡 ㈱夢ごこち
377 高岡 ㈲ミヤタニ
378 高岡 ㈱アクティブオフィス
379 高岡 居酒屋矢波
380 高岡 ㈱ダイワ自動車
381 高岡 ㈱森田木工所
382 高岡 相互企画印刷㈱
383 高岡 オフィススマイルベアー
384 高岡 山辺事務機㈱
385 高岡 ㈱ヤマモト産業
386 高岡 北陸ライフエナジー㈱
387 高岡 高岡秋吉㈱
388 高岡 ㈱アクト・コーポレーション
389 高岡 北登精機㈱
390 高岡 ㈱ル・ソレイユ
391 高岡 ㈱四津井
392 射水 ㈲青井呉服店
393 射水 ㈱赤井建設
394 射水 経営共創マネジメントコンサルティング㈱
395 射水 石友ホーム㈱
396 射水 イトウ室内㈱
397 射水 フラワーウォークポポ
398 射水 今牧自動車㈱
399 射水 ㈱勇気の花
400 射水 新湊観光開発㈱
401 射水 料亭　三角
402 射水 ㈱ワールド
403 射水 ㈱大光自動車
404 射水 射水ケーブルネットワーク㈱
405 射水 ㈱エス・シー・エム商事
406 射水 ㈲大協塗装



支部 会社名
407 射水 ㈲京吉
408 射水 CSメンテナンス㈱
409 射水 シンコー運輸倉庫㈲
410 射水 ㈲ホームサポートオダケ
411 射水 堺義洋税理士事務所
412 射水 ㈱匠技創
413 射水 ㈱松田自動車
414 射水 ㈱石敬木材センター
415 射水 田仲司法書士行政書士法務事務所
416 射水 ㈱寺島研磨工業
417 射水 ㈲新港タイヤ商事
418 射水 徳永食品㈱
419 射水 ㈱中村燃料商店
420 射水 東洋パック
421 射水 ㈱鍋島製作所
422 射水 ㈲野上金物
423 射水 特定非営利活動法人プラスワン
424 射水 八幡屋電機
425 射水 ㈲ティーディーエス
426 射水 ㈱前田瓦工事店
427 射水 新湊商業開発㈱
428 射水 ㈲村製作所
429 射水 八嶋合名会社
430 射水 三和パック㈱
431 射水 ㈱やの園
432 射水 米田木材㈱
433 氷見 東工業㈱
434 氷見 ㈲池崎製作所
435 氷見 ㈱リンク・パームズ
436 氷見 エバタ技建工業
437 氷見 ㈱丸協
438 氷見 岡峰畳店
439 氷見 ㈲オケ商事
440 氷見 ㈲粋な民宿　美岬
441 氷見 ㈲次郎平
442 氷見 岸田木材㈱
443 氷見 タツ塗装
444 氷見 サボテン
445 氷見 ㈱北陸ハウステック
446 氷見 ㈲西川運輸
447 氷見 ㈲竹岸精肉販売店
448 氷見 ㈲シモタニ
449 氷見 税理士法人　田中会計
450 氷見 ㈱NEXTライフ
451 氷見 ㈲東海製作所
452 氷見 ウッドスタジオ㈱
453 氷見 ㈲中谷
454 氷見 特定非営利活動法人ｂ－らいふ
455 氷見 ㈲タイヤショップ・野村
456 氷見 針木和也社会保険労務士事務所
457 氷見 ㈲引田アルミ
458 氷見 紅谷電設
459 氷見 弁護士法人本田総合法律事務所
460 氷見 松木菓子舗
461 氷見 ㈱セーヌビレッジ
462 氷見 Morimoriプロダクション
463 氷見 山岸ちまき本舗
464 氷見 義浦鉄工所
465 となみ野 縁空
466 となみ野 ㈱アイドマセンサー
467 となみ野 ㈲池田木工
468 となみ野 ㈲いざわ保険
469 となみ野 ㈱石川組
470 となみ野 ㈲Ｅ・Ｐ・Ｒ泉野
471 となみ野 メットライフ生命保険㈱
472 となみ野 マジックミシン　イオンモールとなみ店
473 となみ野 アルカスコーポレーション㈱
474 となみ野 ㈱アークエナリー



支部 会社名
475 となみ野 ㈱フォー・シーズン・ズ
476 となみ野 ㈱ふかまつ
477 となみ野 ㈲大西石油
478 となみ野 ㈲セブンボンド
479 となみ野 ㈱仲人香房



支部 会社名
480 となみ野 ㈲潟沼塗装店
481 となみ野 ㈱カルデックスエンターテインメント
482 となみ野 金岡工業㈱
483 となみ野 ㈱庄川エンボース工業所
484 となみ野 ㈲かにや　
485 となみ野 医療法人社団和康会　河合医院
486 となみ野 協同組合三豊繊維
487 となみ野 キタムラ住設
488 となみ野 ㈱ケアカーズ
489 となみ野 木村産業㈱
490 となみ野 清沢造園㈱
491 となみ野 ㈱トナミデンタルラボラトリー
492 となみ野 ㈱喜八食品
493 となみ野 庄川温泉観光ホテル㈱
494 となみ野 ㈱暮匠
495 となみ野 ㈱柴田瓦工事
496 となみ野 ㈱フォー・シーズン・ズ
497 となみ野 ㈱日本ビルサービス
498 となみ野 ㈲ユアライフ総合保険
499 となみ野 ㈱スズキアリーナ砺波
500 となみ野 Ｌｉｎｄｅｎ　ＨＡＩＲ
501 となみ野 ㈱鳶ティーツー
502 となみ野 ㈲たちぱぱ
503 となみ野 あ・り・が・と・う㈱
504 となみ野 ホワイト食品工業㈱
505 となみ野 ㈱ジャストドゥイット
506 となみ野 寺島呉服店
507 となみ野 ㈲中沢組
508 となみ野 中島社会保険労務士事務所
509 となみ野 ㈱KO-KEN
510 となみ野 Ｍａｓａ　Ｇａｒａｇｅ　
511 となみ野 ㈱第一技産
512 となみ野 ㈱タイセー
513 となみ野 糀ＡＳＯＢＩ
514 となみ野 ㈱プロアイティ
515 となみ野 西村貞人税理士事務所
516 となみ野 ㈲西森組
517 となみ野 ㈲苗加インテリア
518 となみ野 ㈱北陸コンピュータグラフィックス
519 となみ野 砺波工業㈱
520 となみ野 ㈱木香美・服部
521 となみ野 ㈱林商店
522 となみ野 Boulangerie&caf'e霜月
523 となみ野 ㈱フジイ電装
524 となみ野 ㈱フシキ
525 となみ野 ㈱ホリウチ紙器
526 となみ野 日本海ツーリスト㈱
527 となみ野 ジェイエスコーポレーション㈱
528 となみ野 ノイズステーション
529 となみ野 ㈱マックス加工
530 となみ野 建具の松本
531 となみ野 合資会社オフィスハートランド
532 となみ野 宮窪建設㈱
533 となみ野 ㈱宮本工務店
534 となみ野 Ｍｅａｔ＆Ｆｏｏｄｓ　Ｔａｋａｃｈａｎ㈱
535 となみ野 ㈱北陸流通企画
536 となみ野 ㈱森組
537 となみ野 北陸企画室㈱
538 となみ野 アイファクトリー㈱
539 となみ野 ㈱スターライフコンサルティング
540 となみ野 ㈱山秀木材（ヤマヒデホーム）
541 となみ野 和伊之介
542 となみ野 ㈱国際有機公社
543 となみ野 ㈱かな和工業
544 となみ野 ㈱ライジング
545 となみ野 ㈱余西商会
546 となみ野 ワキモト石油店


