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※ 国 土 交 通 省 ※ ※ 国 土 交 通 省 ※ ※ 国 土 交 通 省 ※

国土技術政策総合研究所 ○ 関東地方整備局 名古屋第一維持出張所

東京航空局 北首都国道事務所 多治見砂防国道事務所

首都国道事務所 瑞浪維持出張所

高崎河川国道事務所 八幡維持出張所

○ 北海道開発局 常陸河川国道事務所 大垣維持出張所

旭川開発建設部 東京国道事務所 津国道維持出張所

豊平ダム統合管理事務所 大宮国道事務所 四日市国道維持出張所

定山渓ダム管理支所 横浜国道事務所 四日市港湾事務所

小樽道路事務所 川崎国道事務所 三重河川国道事務所

小樽開発建設部 千葉国道事務所 静岡国道事務所

帯広道路事務所 宇都宮国道事務所 紀勢国道事務所

帯広開発建設部 相武国道事務所 飯田国道事務所

札幌道路事務所 荒川下流河川事務所 矢作ダム管理所

札幌開発建築部 戸田維持出張所 高山国道事務所

室蘭道路事務所 柏維持修繕出張所 名四国道事務所

函館開発設計部 千葉出張所 愛知国道事務所

函館開発建設部 大宮出張所 長島ダム管理所

旭川道路事務所 浦和出張所

苫小牧道路事務所 八王子国道出張所

釧路開発建設部 保土ヶ谷出張所

函館建設開発部 代々木出張所 ○ 近畿地方整備局

留萌開発建設部 金杉橋出張所 大阪国道事務所

網走開発建設部 矢板出張所 足羽川ダム工事事務所

前橋出張所 京浜港湾事務所

土浦国道出張所 紀ノ川ダム統合管理事務所猿谷ダム

東北地方整備局 亀有出張所 舞鶴港湾事務所

水沢国道維持出張所 水戸国道出張所 滋賀国道事務所

青森河川国道事務所 厚木出張所 片田維持出張所

秋田河川国道事務所 五十里ダム管理支所 京都国道事務所

盛岡河川国道事務所 甲府河川国道事務所 京都第一維持出張所

岩手河川国道事務所 大阪国際石油精製(株)大阪製油所 京都第二維持出張所

福島国道事務所 京浜港湾事務所 大和川河川国道事務所

水沢国道維持出張所 長野国道事務所 西大阪維持出張所

十和田国道維持出張所 鹿島港湾・空港整備事務所 南大阪維持出張所

宮古維持出張所 北大阪維持出張所

寒河江国道維持出張所 高槻維持出張所

新庄国道維持出張所 ○ 北陸地方整備局 草津維持出張所

郡山国道事務所 伏木富山港湾事務所 彦根維持出張所

福島国道維持出張所 高田河川国道事務所 堅田維持出張所

磐城国道事務所 長岡国道事務所 海南国道維持出張所

二戸国道維持出張所 小出維持出張所 和歌山国道維持出張所

大舘国道出張所 富山河川国道事務所 和歌山河川国道事務所

三陸国道事務所 新潟国道事務所 兵庫国道事務所

大船渡維持出張所 金沢河川国道事務所 神戸維持出張所

山形河川国道事務所 羽越河川国道事務所 洲本維持出張所

新庄河川国道事務所 敦賀港湾事務所 淀川河川事務所

米沢国道維持出張所 信濃川河川事務所 姫路河川国道事務所

久慈維持出張所 福知山河川国道事務所

酒田河川国道事務所 福井河川国道事務所

酒田国道維持出張所 ○ 中部地方整備局 豊岡河川国道事務所

尾花沢国道維持出張所 木曽川三川公園 紀南河川国道事務所

福島河川国道事務所 木曽川上流河川事務所 浪速国道事務所

能代河川国道事務所 岐阜国道事務所 奈良国道事務所

古川国道維持出張所 富士国道維持出張所 淀川ダム統合管理事務所

仙台河川国道事務所 浜松河川国道事務所 天ケ瀬ダム管理支所

盛岡維持出張所 名古屋国道事務所

北勢国道事務所
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※ 国 土 交 通 省 ※ ※ 国 土 交 通 省 ※ ※ 国 土 交 通 省 ※

○ 中国地方整備局 ○ 九州地方整備局 根室海上保安部

広島国道事務所 宮崎河川国道事務所 稚内海上保安部

浜田河川国道事務所 長崎河川国道事務所 釧路海上保安部

岡山国道事務所 大隈河川国道事務所 室蘭海上保安部

松江国道事務所 延岡河川国道事務所 函館海上保安部

鳥取河川国道事務所 熊本河川国道事務所 大阪海上保安部

倉吉河川国道事務所 筑後川河川事務所 神戸海上保安部

山口河川国道事務所 大分河川国道事務所 田辺海上保安部

岡山維持出張所 川内川河川事務所 小松島海上保安部

岡南維持出張所 佐伯河川国道事務所 高知海上保安部

津山出張所 鹿児島国道事務所 和歌山海上保安部

玉島維持出張所 北九州国道事務所 四日市海上保安部

防府国道維持出張所 佐賀国道事務所 鳥羽海上保安部

岩国国道維持出張所 海の中道海浜公園事務所 尾鷲海上保安部

宇部国道維持出張所 福岡出張所 七尾海上保安部

萩国道出張所 福岡国道事務所 宇和島海上保安部

山口国道維持出張所 福岡出張所 今治海上保安部

三次国道維持出張所 佐世保維持出張所 松山海上保安部

益田国道維持出張所 大村維持出張所 高松海上保安部

浜田国道維持出張所 熊本維持出張所 徳山海上保安部

呉国道出張所 市来維持出張所 尾道海上保安部

可部国道出張所 嘉瀬川出張所 呉海上保安部

頓原維持出張所 唐津維持出張所 広島海上保安部

松江維持出張所 鳥栖維持出張所 玉野海上保安部

福山国道維持出張所 山鹿維持出張所 新潟海上保安部

三次河川国道事務所 行橋維持出張所 伏木海上保安部

沼津河川国道事務所 緑川ダム管理所 金沢海上保安部

福山河川国道事務所 山国川河川事務所 上越海上保安部

太田川河川事務所 唐津港湾事務所 佐渡海上保安部

広島維持出張所 博多港湾・空港整備事務所 能登海上保安部

武雄河川事務所 仙崎海上保安部

宮崎港湾・空港整備事務所 福井海上保安署

長崎海上保安部

○ 大阪航空局 福岡海上保安部

大阪空港事務所 佐世保海上保安部

広島空港事務所 対馬海上保安部

大分海上保安部

門司海上保安部

○ 四国地方整備局 銚子海上保安部

徳島河川国道事務所 ○ 那覇航空交通管制部　施設課 留萌海上保安部

大洲河川国道事務所 那覇空港事務所 紋別海上保安部

徳島国道出張所 根室海上保安部

松山河川国道事務所 水島海上保安部

西条国道維持出張所 浦河海上保安署

松山第二国道維持出張所 ○ 海上保安庁 広尾海上保安署

善通寺維持出張所 海上保安庁 海洋情報部 江差海上保安署

高松維持出張所 第一管区海上保安本部 網走海上保安署

佐川国道維持出張所 第三管区海上保安本部 羅臼海上保安署

香川河川国道事務所 第四管区海上保安本部 海上保安学校　門司分校

土佐国道事務所 第五管区海上保安本部

大渡ダム 第六管区海上保安本部

中村河川国道事務所 第七管区海上保安本部

第八管区海上保安本部

第九管区海上保安本部

第十管区海上保安本部

小樽海上保安部
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※ 内 閣 府 ※ ※ 独 立 行 政 法 人 ※ ※ 公 団 ※

○ 沖縄総合事務局 独立行政法人水資源機構木津川ダム総合管理所 西日本高速道路㈱　北九州管理事務所

南部国道事務所 独立行政法人水資源機構草木ﾀﾞﾑ管理所 西日本高速道路㈱　熊本管理事務所

北部国道事務所 独立行政法人水資源機構高山ﾀﾞﾑ管理所 西日本高速道路㈱　佐賀管理事務所

那覇港湾・空港整備事務所 独立行政法人水資源機構霞ヶ浦用水管理所 西日本高速道路㈱　長崎高速道路事務所

国営沖縄記念公園事務所 独立行政法人水資源機構池田総合管理所 西日本高速道路㈱　沖縄高速道路事務所

独立行政法人水資源機構徳山ﾀﾞﾑ管理所 首都高速道路㈱西東京管理局
独立行政法人水資源機構愛知用水総合管理所 首都高速道路㈱東京東管理局

独立行政法人宇宙航空研究開発機構 首都高速道路㈱東京管理事務所

○ 防衛省 独立行政法人航海訓練所 首都高速道路㈱神奈川管理局

航空自衛隊　宮古島駐屯基地 独立行政法人都市再生機構西日本支社 都市公団 兵庫県北摂･北神開発事務所

航空自衛隊第36警戒隊 独立行政法人造幣局本局 本州四国連絡高速道路㈱鳴門管理ｾﾝﾀｰ

航空自衛隊東京支処 独立行政法人造幣局広島支局 本州四国連絡高速道路㈱早島点検管理室

陸上自衛隊  東富士演習場 独立行政法人土木研究所 本州四国連絡高速道路㈱しまなみ尾道管理ｾﾝﾀｰ

陸上自衛隊  北海道補給所白老弾薬支所 独立行政法人海上災害防止ｾﾝﾀｰ 本州四国連絡高速道路㈱岡山管理ｾﾝﾀｰ

陸上自衛隊 施設学校 独立行政法人 国立青少年教育振興機構

陸上自衛隊岩見沢駐屯地 独立行政法人 日本原子力研究開発機構

陸上自衛隊北千歳駐屯地 独立行政法人 日本原子力研究開発機構　東海研究開発ｾﾝﾀｰ

陸上自衛隊南恵庭駐屯地 独立行政法人水資源機構 利根導水総合事業所

陸上自衛隊北恵庭駐屯地 独立行政法人水資源機構 千葉用水総合管理所

陸上自衛隊多賀城駐屯地 独立行政法人水資源機構 豊川用水総合事業部

陸上自衛隊大宮駐屯地 学校法人　辰馬育英会

陸上自衛隊古河駐屯地 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 大洗研究センター

陸上自衛隊関東補給処 独立行政法人　 石油天然ガス・金属鉱物資源機構　志布志国家石油備蓄基地 ※ 事 業 団 ※

陸上自衛隊船岡駐屯地 日本下水道事業団 兵庫西ｴｰｽｾﾝﾀｰ

陸上自衛隊九州補給処 日本下水道事業団大阪南広域処理事務所

陸上自衛隊目達原駐屯地 北千葉広域水道事業団

陸上自衛隊関東補給古河支処

陸上自衛隊北宇都宮駐屯地

海上自衛隊　館山航空基地

海上自衛隊横須賀造修補給所

陸上自衛隊横須賀基地

陸上自衛隊朝霞駐屯地

陸上自衛隊大久保駐屯地 ※ 公 社 ※

陸上自衛隊那覇駐屯地 ※ 公 団 ※ 名古屋高速道路公社楠基地

海上自衛隊舞鶴地方隊 東日本高速道路㈱　北海道支社 宮城県道路公社

海上自衛隊厚木基地 東日本高速道路㈱室蘭管理事務所 (財)寝屋川市公共施設管理公社

海上自衛隊呉地方隊 東日本高速道路㈱新潟支社 (財）新潟県下水道公社　長岡支所

海上自衛隊健軍駐屯地 東日本高速道路㈱　静岡建設局 (財）新潟県下水道公社　長岡浄化ｾﾝﾀｰ

東日本高速道路㈱　岩見沢支社 (財）新潟県下水道公社　新津支社

東日本高速道路㈱関東支社 （財）静岡県下水道公社　静清浄化センター

※ そ の 他 省 庁 ※ 東日本高速道路㈱京浜事業所 (財）埼玉県下水道公社元荒川水循環センター

広島県気象庁 中日本高速道路㈱　東名阪自動車道 （財）埼玉県下水道公社中川支社 中川水循環ｾﾝﾀｰ

香川医科大学 中日本高速道路㈱羽島管理事務所 埼玉県下水道公社新河岸川水循環センター

京都府警本部 中日本高速道路㈱厚木工事事務所 （財）神奈川県下水道公社　扇町管理ｾﾝﾀｰ

大阪府警本部 中日本高速道路㈱金沢支社 (財）兵庫県下水道公社揖保川管理事務所

島根県警 西日本高速道路㈱京都丹波道路管理事務所 (財）兵庫県下水道公社武庫川上流管理事務所

広島県警察 西日本高速道路㈱関西支社福知山高速道路事務所 （財）兵庫県下水道公社加古川下流管理事務所

宮崎県警察本部 西日本高速道路㈱神戸管理事務所 愛知県道路公社

徳島県警察本部 西日本高速道路㈱　津山管理事務所 (財)富山県下水道公社

米軍岩国基地 西日本高速道路㈱　福山管理事務所 (財)三重県下水道公社

米軍横須賀基地 西日本高速道路㈱　福崎管理事務所 (財)熊本県下水道公社熊本北部浄化ｾﾝﾀｰ

米軍横田基地 西日本高速道路㈱　第二神名道路管理事務所 （財）滋賀県下水道公社湖南中部浄化ｾﾝﾀｰ

在沖米軍 西日本高速道路㈱　三次管理事務所 (財)滋賀県下水道公社

農林水産省東北農政局 西日本高速道路㈱　広島管理事務所 滋賀県道路公社

農林水産省近畿農政局 西日本高速道路㈱　鹿児島管理事務所 兵庫県道路公社

大阪管区気象台 西日本高速道路㈱　下関管理事務所 福岡北九州道路公社
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※ 公 社 ※ ※ そ の 他 （ 団 体 ・ 組 合 等 ） ※ ※ 都 道 府 県 ※

大阪府住宅供給公社 桂沢水道企業団 北海道室蘭土木現業所苫小牧出張所

兵庫県住宅供給公社 （財）小野市都市施設管理協会 新千歳空港

徳島県住宅供給公社 （財）富田林市公園緑化協会 秋田県南部下水道事務所

(財)札幌市住宅管理公社 （財）兵庫県園芸・公園協会赤穂海浜公園 秋田県庁 産業労働部

阪神高速道路㈱四ツ橋管理所 茨木市島土地区画整理組合 秋田県秋田地域振興局

阪神高速道路㈱京都管理所 （財）神戸港埠頭公社 秋田県鹿角地域振興局

神戸市住宅供給公社 （財）千歳市体育協会 秋田県北秋田地域振興局
（財）新潟県下水道公社 国府川浄化ｾﾝﾀｰ 吹田市電気設備事業協同組合 秋田県仙北地域振興局
長野県下水道公社 千曲川上流管理事務所 小豆地区広域行政事務組合 秋田県平鹿地域振興局

長野県千曲川流域下水道事務所 （財）大阪府公園協会久宝寺管理事務所 秋田県雄勝地域振興局

福島県下水道公社　県北浄化センター 上越地域水道用水供給企業団 秋田空港管理事務所

福島県下水道公社　県中浄化ｾﾝﾀｰ 石巻広域水道企業団 秋田県大館能代空港管理事務所

福岡市水道サービス公社 石巻地区広域行政事務組合 秋田県能代山本広域市町村組合

(財)静岡県下水道公社 磐南浄化ｾﾝﾀｰ 石巻東部浄化センター 青森県西北地域県民局
（財）山梨県下水道公社 桂川清流ｾﾝﾀｰ 阪神水道企業団　尼崎浄水場 青森県上北地域県民局
（財）山梨県下水道公社 釜無川浄化センター 砺波広域園事務組合 ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ 青森県東青地域県民局

(財)福岡県下水道管理センター 紫波稗貫衛生処理組合 青森県中南地域県民局
(公財)愛知水と緑の公社 矢作川浄化センター 北千葉広域水道企業団 青森県三八地域県民局

神戸すまいまちづくり公社 公益財団法人　東京都公園協会 青森空港管理事務所

愛知県住宅供給公社 北秋田市周辺衛生施設組合 米代流域衛生ｾﾝﾀｰ 岩手県南振興局 花巻土木部

名古屋市住宅供給公社 君津広域水道企業団 岩手県盛岡広域振興局

(公財）横浜市建築保全公社 滝沢・雫石環境組合 岩手県県南広域振興局 北上土木センター

千葉県下水道公社 手賀沼終末処理場 (財)都市技術ｾﾝﾀｰ　西部下水道事務所 岩手県県南地域振興局　花巻土木センター

(公財)高砂市施設利用振興財団　兵庫県立高砂海浜公園 (財)都市技術ｾﾝﾀｰ　東部下水道事務所 岩手県県土整備部

北九州市道路公社 石狩川流域下水道組合 岩手県県北広域振興局

大阪湾広域臨海環境整備センター 岩手県沿岸広域振興局

名古屋港管理組合 岩手県一関土木事務所

峡北地域広域水道企業団 盛岡北部行政事務組合 北岩手環境衛生センター

協同組合神戸船用品センター 宮城県大河原土木事務所

※ そ の 他 （ 団 体 ・ 組 合 等 ） ※ 静岡県大井川広域水道企業団 宮城県土木部

(財）海洋生物環境研究所 九十九里地域水道企業団 宮城県仙台土木事務所

(財）塩事業ｾﾝﾀｰ海水総合研究所 越谷・松伏水道企業団 宮城県南土木事務所

(財)伏木富山港･海王丸財団 東京湾横断道路㈱ 宮城県北上川下流東部流域下水道事務所

（財）環境科学技術研究所 香川県広域水道企業団 宮城県東部土木事務所

（財）東北電気保安協会米沢事業所 公益財団法人　佐世保市体育協会 宮城県県南浄化センター

（財）慈愛会　徳之島病院 国立病院機構　富山病院 宮城県北部土木事務所
社団法人北海道栽培漁業振興公社羽幌事業所 (国)水産研究・教育機構 北海道区水産研究所 宮城県石巻東部浄化センター
東京都二十三区清掃一部事務組合光が丘清掃工場 公益財団法人 遠賀川下流浄化センター 宮城県石越浄化センター
東京都二十三区一部清掃事務組合世田谷清掃工場 公益財団法人 遠賀川中流浄化センター 宮城県仙南・仙塩広域水道事務所
東京二十三区清掃一部事務組合 中央清掃工場 (独)奈良県立病院機構　奈良県西和医療センター 気仙沼土木事務所

日立・高萩広域下水道組合 山形県山形浄化ｾﾝﾀｰ

愛知県津島環境衛生組合 山形県最上総合支庁

愛知中部水道企業団 山形県庄内総合支庁
大阪府　淀川右岸流域下水道高槻水みらいセンター 山形県村山総合庁舎
安威川､淀川右岸流域下水道組合中央管理ｾﾝﾀｰ 山形県庄内空港

大阪府漁連協同組合連合会 山形県企業局

ｺｽﾓ鶴見緑地管理組合 山形県企業局　酒田水道事務所
鹿児島県菱刈郡伊佐北姶良環境管理組合未来館 山形県置賜総合支庁
八女西部広域事務組合一般廃棄物最終処分場 山形県西置賜総合支庁

八戸県域水道企業団 (山形県)最上川土地改良区

中空知広域水道企業団 山形県港湾事務所

西三河南部水道企業団 茨城県鹿嶋下水道事務所

神奈川県内広域水道企業団 茨城県鹿島下水道事務所　深芝処理場

神奈川県内広域水道企業団　飯泉ポンプ場 茨城県流域下水道事務所　利根浄化センター

一関地方衛生組合 茨城県深芝汚水処理場 知手中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場

函館湾流域下水道事務組合函館湾浄化ｾﾝﾀｰ 茨城県新治浄水場
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茨城県筑西土木事務所 埼玉県飯能県土整備事務所 千葉県印旛土木事務所

茨城県県南水道事務所 埼玉県志木市都市整備部下水道課 千葉県北千葉道路建設事務所

茨城県茨城港湾事務所 埼玉県東松山土木事務所 東京都北多摩北部建設事務所

茨城県境工事事務所 埼玉県秩父土木事務所 東京都北多摩南部建設事務所

茨城県企業局 埼玉県本庄県土整備事務所 東京都清掃局　中央防波堤処分場

茨城県企業局中央水道事務所 埼玉県秩父県土木整備事務所 東京都大井清掃局

茨城県竜ヶ崎工事事務所 埼玉県北本県土整備事務所 東京都港湾局 東京港建設事務所

栃木県真岡土木事務所 埼玉県さいたま県土整備事務所 東京港湾局　東京港管理事務所

栃木県安足土木事務所 埼玉県朝霞県土整備事務所 東京都港湾局　三宅島出張所

栃木県宇都宮土木事務所 埼玉県行田県土整備事務所 東京都東村山浄水場

栃木県営風見発電所 埼玉県新河岸川総合治水事務所 東京都下水道局砂町水再生ｾﾝﾀｰ

栃木県鹿沼土木事務所 埼玉県新河岸川水循環センター 東京都水道局 金町浄水管理事務所

茨城県鹿行水道事務所 埼玉県立越谷総合技術高校 東京都水道局　東部第一支所

栃木県大田原土木事務所 埼玉県新三郷浄水場 東京都水道局　上井草浄水所

栃木県下水道資源化工場 埼玉県越谷県土整備事務所 東京都水道局　板橋給水所

栃木県安足土木事務所 埼玉県行田浄水場 東京都水道局 三園浄水場導水ポンプ所

茨城県常総工事事務所 埼玉県大久保浄水場 東京都水道局多摩水道改革推進本部立川給水管理事務所

茨城県常総土木事務所 埼玉県庄和浄水場 東京都水道局　朝霞浄水管理事務所

茨城県潮来土木事務所 埼玉県吉見浄水場 東京都水道局　水元給水所

茨城県境工事事務所 埼玉県荒川左岸南部下水道事務所 東京下水道局 南部下水道事務所

茨城県常陸大宮土木事務所 埼玉県高坂中継ﾎﾟﾝﾌﾟ所 東京都下水道局 北部下水事務所

矢坂土木事務所 埼玉県杉戸県土整備事務所 東京都下水道局南部ｽﾗｯｼﾞﾌﾟﾗﾝﾄ

日光土木事務所 埼玉県企業局 東京都下水道局落合水再生ｾﾝﾀｰ

足利土木事務所 埼玉県企業局 大久保浄水場 東京都下水道局 八王子水再生センター

福島県公立岩瀬病院 埼玉県企業局 吉見浄水場 東京都下水道局芝浦水再生ｾﾝﾀｰ

福島県県南建設事務所 千葉県市原市松ヶ島終末処理場 東京都下水道局みやぎ水再生ｾﾝﾀｰ

福島県県北建設事務所 千葉県企業局 葛南工業用水道事務所 東京都下水道局 堀切ポンプ所

福島県県中建設事務所 千葉県東葛飾地域整備センター 東京都下水道局森ｹ崎水処理ｾﾝﾀｰ

福島県喜多方建設事務所 千葉県君津地域整備センター 東京都下水道局三河島水再生ｾﾝﾀｰ

福島県いわき建設事務所 千葉県葛南地域整備センター 東京都下水道局桜橋第二ﾎﾟﾝﾌﾟ所

福島県相双建設事務所 千葉県市原土木事務所 東京都下水道局多摩川上流水再生ｾﾝﾀｰ

福島県猪苗代土木事務所 千葉県案房土木事務所 東京都下水道局葛西水再生ｾﾝﾀｰ

福島県三春土木事務所 千葉県夷隅土木事務所 東京都下水道局南多摩川水再生ｾﾝﾀｰ

福島県須賀川土木事務所 千葉県海匝土木事務所 東京都下水道局小菅水再生ｾﾝﾀｰ

福島県会津若松建設事務所 千葉県香取土木事務所 東京都下水道局本田ポンプ所

福島県企業局 千葉県東葛飾土木事務所 東京都下水道局　日本堤ポンプ所

福島県相馬港湾建設事務所 千葉県成田土木事務所 東京都下水道局篠崎ポンプ所

群馬県企業局 県土整備部 東葛飾地域整備ｾﾝﾀｰ柏整備事務所 東京都下水道局小岩ポンプ所

群馬県渋川土木事務所 千葉県葛南土木事務所 東京都下水道局東小松川ポンプ所

群馬県桐生土木事務所 千葉県東葛土木事務所 東京都下水道局新河岸水再生ｾﾝﾀｰ

群馬県安中土木事務所 千葉県東松山県土整備事務所 東京都下水道局浅川水再生ｾﾝﾀｰ

群馬県東毛工水 千葉県君津土木建築事務所 東京都下水道局天王洲ﾎﾟﾝﾌﾟ所

群馬県太田土木事務所 千葉県海匝土木事務所 東京都下水道局 北多摩一号水再生ｾﾝﾀｰ

高崎土木事務所 千葉県千葉土木事務所 東京都下水道局 北多摩二号水再生ｾﾝﾀｰ

群馬県利根沼田県民局　沼田土木事務所 千葉県印幡土木事務所 東京都下水道局有明事業所

群馬県下水道総合事務所 印旛沼流域下水道　花見川終末処理場 東京都下水道局 有明水再生センター

群馬県吾妻県民局　中之条土木事務所 千葉県県土整備部　亀山・片倉ダム管理事務所 東京都建設局北多摩南部建設事務所

群馬県前橋土木事務所 千葉県水道局　栗山浄水場　矢切取水場 東京都建設局南多摩東部建設事務所

群馬県東部県民局　館林土木事務所 千葉県水道局葛南工業用水道事務所 東京都建設局南多摩西部建設事務所

埼玉県昭和浄水場 千葉県柏井浄水場 東京都建設局 西多摩建設事務所

川越県土整備事務所 南房総広域水道企業団　大多喜浄水場 東京都下水道局　東部第一下水道事務所

山梨県中北建設事務所 千葉県水道局　幕張給水場 東京都下水道局北部下水道事務所

山梨県峡南建設事務所 千葉県水道局　栗山浄水場 東京都港区清掃工場

山梨県峡東浄化センター 千葉県　江戸川第二終末処理場 東京都品川区まちづくり事業部

埼玉県熊谷県土整備事務所 千葉県印旛地域整備センター維持課 東京都建設局　西部公園緑地事務所

埼玉県朝露県土整備事務所 千葉県印旛農業事務所 東京都建設局第一建設事務所
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東京都建設局第二建設事務所 石川土木総合事務所 三重県中勢水道事務所

東京都建設局第三建設事務所 長野県犀川安曇野流域下水道穂高中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場 三重県伊賀建設事務所

東京都建設局第四建設事務所 長野県犀川安曇野流域下水道事務所 三重県伊勢土木事務所

東京都建設局第五建設事務所 長野県大町建設事務所 大阪府西大阪治水事務所　毛馬排水機場

東京都建設局第六建設事務所 長野県安曇野建設事務所 奈良県桜井土木事務所

東京都建設局　東多摩東部建設事務所 岐阜県東部広域水道事務所 奈良県宇陀土木事務所

東京都交通局 長野県松本建設事務所 奈良県奈良土木事務所

神奈川県県西土木事務所 長野県伊那建設事務所 奈良県郡山土木事務所

神奈川県小田原土木事務所 長野県諏訪建設事務所 奈良県立医科大学

神奈川県藤沢土木事務所 岐阜県岐阜土木事務所 奈良県五條土木事務所

神奈川県松田土木事務所 岐阜県下呂土木事務所 奈良県高田土木事務所

神奈川県横須賀土木事務所 岐阜県加茂土木事務所 奈良県中和土木事務所

神奈川県平塚土木事務所 岐阜県恵那土木事務所 奈良県立医科大学

神奈川県相模原土木事務所 岐阜県高山土木事務所 奈良県浄化センター

神奈川県厚木土木事務所 岐阜県大垣土木事務所 大阪府北部流域下水道事務所　中央水みらいセンター

神奈川県企業庁経営局 岐阜県郡上土木事務所 今池水みらいセンター

神奈川県企業庁寒川浄水場 岐阜県美濃土木事務所 渚水みらいセンター

神奈川県扇町水再生センター 岐阜県多治見土木事務所 大阪府万博公園浄水場
神奈川県厚木土木事務所 東部センター 岐阜県可児土木事務所 大阪府まちづくり部公共建築室

神奈川県金井場配水場 岐阜県古川土木事務所 大阪府川俣処理場

潮来市水道課 長野建設事務所 大阪府立八尾高校

新潟県上越市春日新田小学校 長野県佐久建設事務所 大阪府服部緑地

新潟県流域下水道事務所 愛知県海部建設事務所 大阪府鳳土木事務所

新潟県中越衛生処理組合 愛知県企業庁　愛知用水水道事務所 大阪府大和川下流流域下水道組合

新潟県水道局 愛知用水総合管理所 大阪府東部流域下水道事務所　鴻池水みらいセンター

新潟県新潟地域振興局 愛知県一宮建設事務所 大阪府東部流域下水道事務所　渚水みらいセンター

新潟県新発田地域振興局 愛知県尾張建設事務所 大阪府南部流域下水道事務所今池処理場

新潟県三条地域振興局 愛知県知立建設事務所 大阪府南部流域下水道湾岸南部管理センター

新潟県村上地域振興局 愛知県知多建設事務所 大阪府南部流域下水道事務所　北部水みらいセンター

新潟県佐渡地域振興局 愛知県豊田加茂建設事務所 大阪府南部流域下水道事務所　南部水みらいセンター

新潟県魚沼地域振興局 愛知県東三河建設事務所 大阪府南部流域下水道事務所 大井水みらいセンター

新潟県上越地域振興局 愛知県東三河水道事務所 大阪府南部流域下水道事務所　佐山管理センター

新潟県十日町地域振興局 愛知県西三河水道事務所 大阪府南部流域下水道事務所　湾岸中部管理センター

新潟県長岡地域振興局 愛知県西三河建設事務所 大阪府寝屋川流域下水道　川俣水みらいセンター

新潟県土地改良事業団体連合会 愛知県衣浦港務所 南大阪府湾岸流域下水道

富山県下水道課 滋賀県矢橋帰帆島公園 大阪府北部水道事業所

富山県高岡土木センター 滋賀県大津土木事務所 大阪広域水道企業団
富山県高岡土木センター氷見土木事務所 滋賀県高島土木事務所 大阪広域環境施設組合

富山県企業局 滋賀県東近江土木事務所 大阪府北部流域下水道事務所

富山県畜産研究所種畜供給センター 滋賀県南部水道事務所 大阪府南部水道事業所

静岡県小笠原競技場 滋賀県長浜水道企業団 大阪府中央卸売市場

静岡県袋井土木事務所 滋賀県南部流域下水道事務所 大阪府中央水みらいセンター

静岡県富士土木建設事務所 三重県企業局三瀬谷変電所 大阪府富田林土木事務所

静岡県沼津土木事務所 三重県鈴鹿建設事務所 大阪府枚方土木事務所

静岡県立大学 三重県伊賀建設事務所 大阪府茨木土木事務所

静岡県下田土木事務所 三重県松阪建設事務所 大阪府池田土木事務所

静岡県静岡土木事務所 三重県桑名建設事務所 大阪府八尾土木事務所

静岡県清水港管理局 三重県四日市建設事務所 大阪府岸和田土木事務所

静岡県企業局東部事務所 滋賀県長浜土木事務所 大阪府西大阪治水事務所

静岡県島田土木事務所 三重県企業庁 京都府洛西浄化センター

福井県丹生大橋 三重県企業庁　北勢水道事務所 京都府丹後土木事務所

福井県福井土木事務所 三重県企業庁　北勢水道事務所　水沢浄水場 京都府乙訓土木事務所

福井県嶺南振興局 三重県南志摩県民局伊勢建設部 京都府山城南土木事務所

福井県栽培漁業センター 三重県津建設事務所 京都府南丹土木事務所

福井県三国土木事務所 三重県志摩建設事務所 京都府中丹東土木事務所

小浜土木事務所 三重県伊勢建設事務所 (京都府)南丹東土木事務所
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京都府山城北土木事務所 岡山県企業局発電総合管理事務所 福岡県久留米県土整備事務所

兵庫県東播磨県民局 明石土木事務所 広島県東部建設事務所 福岡県久留米県土整備事務所

兵庫県浜坂教育委員会 広島県西部建設事務所 福岡県 直方県土整備事務所

兵庫県藪土木事務所 広島県北部建設事務所 福岡県筑後農林事務所
兵庫県東播磨県民局 加古川土木事務所 広島県広島水道事務所 福岡県　福岡農林事務所

兵庫県中播磨県民局福崎土木事務所 山口県企業局厚東川工業用水道事業所 大分県玖珠土木事務所

兵庫県中播磨県民局 姫路土木事務所 山口県企業局 柳井川工業用水道事務所 大分県豊後高田土木事務所
兵庫県中播磨県民センター姫路港事務所 山口県宇部土木建築事務所 大分県大分土木事務所

兵庫県但馬県民局八鹿土木事務所 山口県柳井土木建築事務所 大分県国東土木事務所

兵庫県但馬県民局 養父土木事務所 山口県周南土木建築事務所 大分県中津土木事務所

兵庫県但馬県民局　新温泉土木事務所 山口県大島土木事務所 大分県臼杵土木事務所

兵庫県但馬県民局　豊岡土木事務所 山口県周南流域下水道浄化センター 宮崎県宮崎土木事務所

兵庫県北播磨県民局 三木土木事務所 山口県防府土木建築事務所 宮崎県高鍋土木事務所

兵庫県北播磨県民局 多可土木事務所 萩・石見空港（島根県） 宮崎県日南土木事務所

兵庫県北播磨県民局 社土木事務所 島根県松江県土整備事務所 宮崎県都城土木事務所

兵庫県北播磨県民局 加西事業所 島根県企業局 宮崎県延岡土木事務所

兵庫県北播磨県民局 加東土木事務所 島根県企業局東部事務所 宮崎県西臼杵支庁

兵庫県西播磨県民局 佐用土木事務所 島根県広瀬土木事務所 長崎県五島振興局 上五島土木事務所

兵庫県西播磨県民局 光都土木事務所 島根県浜田土木建築事務所 長崎県県央振興局

兵庫県西播磨県民局 上郡土木事務所 島根県益田県土整備事務所 長崎県長崎港湾漁業事務所

兵庫県西播磨県民局 龍野土木事務所 島根県東部企業局 長崎土木事務所

兵庫県姫路利水事務所 島根県企業局 長崎振興局

兵庫県阪神北県民局 宝塚土木事務所 島根県出雲県土木整備事務所 長崎県県北振興局

兵庫県篠山土木事務所 愛媛県須賀川ダム管理事務所 長崎県壱岐振興局

兵庫県丹波土木事務所 愛媛県 八幡浜土木事務所 熊本県企業局

兵庫県山崎土木事務所 愛媛県大洲土木事務所 熊本県熊本土木事務所

兵庫県柏原土木事務所 愛媛県久万高原土木事務所 熊本県熊本地域振興局

兵庫県豊岡土木事務所 愛媛県今治土木事務所 熊本県天草地域振興局

兵庫県播磨中央公園 愛媛県愛南土木事務所 熊本県宇城地域振興局

兵庫県尼崎港管理事務所 愛媛県四国中央土木事務所 熊本県八代地域振興局

兵庫県西宮土木事務所 愛媛県西予土木事務所 熊本県南広域本部土木部

兵庫県春日町立春日部小学校 愛媛県東予地方局 熊本県阿蘇地域振興局

兵庫県姫路利水事務所 愛媛県南予地方局 熊本県上益城地域振興局
兵庫県立総合リハビリテーションセンター防災センター 愛媛県中予地方局 熊本県南広域本部
兵庫県流域下水　加古川下流浄化センター 香川県小豆総合事務所 熊本県企業局

和歌山県海草振興局建設部 香川県中讃土木事務所 熊本県球磨地域振興局

和歌山県日高振興局 香川県西讃土木事務所 佐賀県川上浄水場

和歌山県伊都振興局 香川県高松土木事務所 佐賀県武雄土木事務所

和歌山県那賀振興局 香川県水道局 西部浄水場 佐賀県佐賀土木事務所

和歌山県東牟婁振興局 高知県須崎土木事務所 佐賀県杵藤土木事務所

和歌山県西牟婁振興局 高知県中央東土木事務所 佐賀県唐津土木事務所

和歌山県新宮建設事務所 高知県幡多土木事務所 佐賀県東部土木事務所

和歌山県下津港湾事務所 高知県中央西土木事務所 鹿児島県大島支庁土木課

鳥取県企業局 高知県安芸土木事務所 鹿児島県鹿児島土木事務所

鳥取県西部広域行政管理組合 徳島県東部県土整備局 沖縄県中部土木事務所

鳥取県東部広域行政管理組合 徳島県南部総合県民局 沖縄県北部土木事務所

鳥取県土整備局中部総合事務所 福岡県行橋市立行橋小学校 沖縄県宮古土木事務所
鳥取県西部総合事務所　米子県土整備局 福岡県企業局　苅田事務所 沖縄県土木建築部

鳥取県土整備事務所 福岡県北九州県土整備事務所 沖縄県企業局

岡山県備前県民局 福岡県福岡県土整備事務所 沖縄県企業局　海水淡水化センター

岡山県備中県民局 福岡県京築県土整備事務所 沖縄県企業局 久志浄水管理事務所

岡山県美作県民局 福岡県久留米土木事務所

岡山県備中県民局　高梁地域事務所 福岡県 柳川土木事務所

岡山県備中県民局 福岡県直方土木事務所

岡山県下水道公社 福岡県　八女県土整備事務所

岡山県企業局工業用水道事務所 福岡県 飯塚県土整備事務所
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苫小牧市役所 宮城県石巻浄化センター (群馬県)前橋市

函館市役所 石巻市 (群馬県)前橋市公園管理事務所

苫小牧市上下水道部 (宮城県)大崎市水道部 (群馬県)昭和町

函館市南部下水終末処理場 (宮城県)色麻町 杉並区杉並中継所

室蘭市役所 亘理町 品川区戸越公園

札幌市役所 (宮城県)栗原市 稲城市役所

札幌市建設局 (宮城県)塩竃市 足立区役所

札幌市下水道局手稲処理場 (宮城県)名取市水道事務所 立川市役所

札幌市北区土木部維持課 （岩手県）盛岡市 台東区役所

札幌市創生川下水処理場 盛岡市上下水道局 墨田区役所

札幌市新川処理場 (岩手県)奥州市 中央区役所

札幌市施設課 (岩手県)住田町 東村山市

札幌市環境局白石清掃工場 (岩手県)西和賀町 江東区役所

札幌市豊平川管理センター 花巻市上下水道部 渋谷区役所

後志総合振興局　小樽建設管理部 いわき市役所 葛飾区役所

札幌市水道局　藻岩浄水場 いわき市南部清掃ｾﾝﾀｰ 品川区

札幌市白川浄水場 宮城野区役所 練馬区

千歳市水道局 奥州金ヶ崎行政事務組合 港区

千歳市 北上市 新宿区

網走市 南陽市役所 千代田区

(北海道)小清水町 会津若松市 荒川区

(北海道)白糠町 会津若松市役所　下水浄化工場 世田谷区

(北海道)津別町 福島県双葉郡大熊町役場生活環境課 中野区

石狩湾浄化センター 福島市役所 大田区

網走市建設部土木管理課 大館市山館浄水場 北区

江別市役所 (山形県)白鷹町 板橋区

江別市役所水道部浄化センター (山形県)真室川町 渋谷区神宮前土木事務所

岩見沢市役所建築課 (山形県)白川土地改良区 渋谷区幡ヶ谷土木事務所

岩見沢市教育委員会 新潟県弥彦村 あきる野市役所

岩見沢市下水道課 (新潟県)三条市 国立市下水道課

倶知安町 水道課 三条市下田下水処理センター 瑞穂町

北海道雨竜町産業建設課 三条市三条下水処理センター 多摩市

北海道爾志郡乙部町 (新潟県)燕市 青梅市

秋田市上下水道局 (新潟県)上越市 日野市

秋田市役所 (栃木県)日光市 小平市(東京都)

秋田市建設部 (栃木県)南砺市役所 東京都文京区　指ヶ谷小学校
秋田県男鹿市　男鹿地区衛星処理一部事務組合 (栃木県)佐野市 文京区

秋田市公園課 （財）栃木県建設総合技術センター 巴波川浄化センター 国分寺市役所

秋田県 秋田発電･工業用水道事務所 (栃木県)東吾妻町 町田市下水処理場成瀬ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

五所川原市役所 栃木市 町田市クリーンセンター

青森市企業局 佐久市 下水道管理課 清瀬市立第四小学校

青森市役所 （茨城県）日立市役所 三鷹市小学校

(青森県)六ヶ所村 (茨城県)常陸大宮市上下水道局 三鷹市　都市整備局

八戸市役所 (茨城県)つくば市 相模原市役所

仙台市 (茨城県)水戸市 茅ヶ崎市役所

仙台市環境局 水戸市水道局 野田市

仙台市水道局 (茨城県)日立市都市建設部 横浜市環境事業局鶴見工場

仙台市交通局 (茨城県)北茨城市 横浜市環境創造局港北水再生センター

仙台市葛岡清掃工場 （茨城県）守谷市 横浜市青葉土木事務所

仙台市建設局 鹿嶋市 横浜市西土木事務所

宮城野区役所 筑西市 横浜市保土ヶ谷土木事務所

仙台市太白区 坂東市役所 （千葉県）千歳市水道局

仙台市若林区 坂東市上下水道局 横浜市横北水再生センター

(宮城県)大和町役場 古河市 横浜市緑政局建設課三ツ沢公園

(宮城県)名取市 真岡市 横浜市交通局

（宮城県）富谷町役場 栃木県那須塩原市 横浜市道路局
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横浜市泉区役所 (神奈川県)秦野市水道局 熱海市浄水管理センター

横浜市役所 秦野市 熱海市水道温泉課

横浜市港北水再生センター 千葉市緑土木事務所 焼津市役所

横浜市中区根岸森林公園馬見広場園 (千葉県)館山市 福井市建設部公園課

横浜市緑区緑土木事務所 花見川・稲毛土木事務所 (福井県)美浜町漁連観光組合

横浜市栄第二下水処理場 千葉市建設局土木部 (福井県)今立郡池田町

横浜市鶴見土木事務所 千葉市水道事業事務所 （福井県）日野川用水土地改良区

横浜市環境創造局磯子ﾎﾟﾝﾌﾟ場 (千葉県)鴨川市 (福井県)高浜町上下水道課
横浜市環境創造局 港北水再生センター (千葉県)白井市 富山市浜黒崎浄化ｾﾝﾀｰ

横浜市環境創造局都筑水再生ｾﾝﾀｰ (千葉県)市原市 富山市
横浜市環境創造局　中部水再生センター (千葉県)柏市 (富山県)黒部市
横浜市環境創造局　北部水再生センター (千葉県)富津市 富山市水橋浄化センター
横浜市環境創造局　神奈川水再生センター (千葉県)松戸市 敦賀市天筒浄化ｾﾝﾀｰ

横浜市港湾局 (千葉県)習志野市 敦賀市

八王子市道路部 (千葉県)旭市 金沢市西部クリーンセンター

八王子市役所 (千葉県)茂原市 小松市中央浄化センター

横浜市水道局西谷浄水場 八千代市役所 羽咋市水道局

横浜市水道局港北配水池 さいたま市建設局 南部建設事務所 新潟市

横浜市水道局　川井配水ポンプ場 さいたま市建設局　北部建設事務所 新潟市北区役所

横浜市磯子土木事務所 蕨市役所 新潟市中部下水処理場

横浜市大福浦病院 (埼玉県)戸田市 新潟市水道局

横浜市北部汚泥資源化センター （埼玉県）草加市上下水道局 新潟市新田清掃センター

横浜市金沢土木事務所 （埼玉県）朝霞市 新潟市船見下水処理場

横浜市資源循環局 鶴見工場 (埼玉県)桶川市 新潟市東部地域土木事務所

藤沢市 (埼玉県)秩父広域市町村圏組合 新潟市西部地域土木事務所

横須賀市上下水道局 (埼玉県)加須市 長岡市

藤沢市辻堂浄化センター (埼玉県)鴻巣市 (新潟県)新発田市

藤沢市道路河川部 (埼玉県)狭山市 (新潟県)魚沼市

藤沢土木事務所 東松山市役所 長岡市 長岡中央浄化センター

大和市 (埼玉県)日高市 長岡市水道局

厚木市 (埼玉県)宮代町 長岡市水道局 妙見浄水場

平塚市 (埼玉県)和光市 南伊豆町
横須賀市上下水道局 下町浄化センター (埼玉県)杉戸町 小千谷市

川崎市港湾局 三郷市役所 能美市役所

川崎市富士見庭球場 坂戸市役所 （仙台市）泉区役所

川崎市建設局土木建設部 越谷市 かほく市南部浄化センター

川崎市まちづくり局 飯能市保健センター 松任中央浄化センター

川崎市環境局 飯能市 石川県石川郡鶴来町本町老人福祉施設

川崎市緑政局公園管理課 さいたま市水道局　さいたま新都心ポンプ所 石川県県央土木総合事務所

川崎区建設ｾﾝﾀｰ さいたま市水道局深作配水場 石川県県央土木総合事務所　津幡土木事務所

川崎市高津区役所　道路公園センター 新座市役所 (石川県)津幡町役場

川崎市宮前区道路公園センター 川口市水道部 (石川県)七尾市

川崎市南部基盤事務所 川口市下水道部 (石川県)羽咋市浄化センター

川崎市川崎区役所センター 川口市戸塚環境センター (石川県)小松市中央浄化センター

川崎市麻生区役所 南房総市水道部 （長野県）大町市役所

足柄下郡箱根町 (茨城県）常総市 長野市上下水道局

足柄上郡中井町 千葉市中央美浜土木事務所 長野市

ひたちなか市中央消防署 千葉市 長野市東部浄化センター

川口市 千葉市新港清掃工場 （長野県）上田市上下水道局

川口市水道局 市川市 上田市南部浄化センター

三浦市北下浦行政ｾﾝﾀｰ (千葉県)印西市 上田市浄水場

三浦市 船橋市役所 (長野県)飯田市

鎌倉市都市整備部七里ｶﾞ浜浄化ｾﾝﾀｰ 船橋市宮本ポンプ場 (長野県)松川浄水苑

鎌倉市都市整備部山崎浄化センター 酒々井町役場 (長野県)大町上水センター

我孫子市 流山市 松本市宮渕浄化センター

木更津市役所 我孫子市 松本市
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(長野県)諏訪市 小牧市 一宮市役所

(長野県)南箕輪村 稲沢市 愛西市

(長野県)佐久穂町 常滑市 新城市役所

(長野県)王滝村 弥富市 春日井市役所

(長野県)山ノ内町 名古屋市環境局 春日井市勝西浄化センター

(山梨県）南部町 名古屋市役所 豊橋市

(山梨県)甲府市 名古屋市柴田水処理センター 西尾市立福地南部保育園

(山梨県)南アルプス市 名古屋市上下水道局　岩塚水処理センター (愛知県)西尾市

(山梨県)大月市 名古屋市春日井浄水場 安城市役所

岐阜市役所 名古屋市上下水道局　名城水処理事務所 各務原市役所

大垣市 名古屋市上下水道局　堀留水処理センター 中津川市役所

(岐阜県)神戸町役場 名古屋市上下水道局 宝神水処理場 日進北部浄化センター

下呂市 名古屋市中川土木事務所 可児市役所

(岐阜県)飛騨市役所 名古屋市中村土木事務所 (三重県)菰野町役場

（岐阜県）美濃市 名古屋市東土木事務所 伊賀市役所

(岐阜県)郡上市 名古屋市西土木事務所 (三重県)大紀町

(岐阜県)海津市 名古屋市南土木事務所 亀山市

(岐阜県)羽島市 名古屋市北土木事務所 (三重県)津市役所

（岐阜県）美濃加茂市 名古屋市中土木事務所 津市中央浄化センター

（岐阜県）関ヶ原町 名古屋市緑土木事務所 (三重県)員弁郡東員町

(岐阜県)多治見市役所 名古屋市昭和土木事務所 いなべ市

(岐阜県)関市 名古屋市港土木事務所 津市中央浄化センター

(岐阜県)養老町 名古屋市瑞穂土木事務所 (三重県)尾鷲市

(岐阜県)輪之内町 名古屋市天白土木事務所 (三重県)播磨浄水場

(岐阜県)白川町 名古屋市熱田土木事務所 (三重県)熊野市

(岐阜県)高山市 名古屋市名東土木事務所 (三重県)桑名市

(岐阜県)山県市 名古屋市財政局 四日市市役所

(岐阜県)川辺町 名古屋市守山土木事務所 四日市市上下水道局
静岡市消防局　湾岸消防署　興津出張所 名古屋市緑政土木局 四日市市市立楠小学校

静岡市 名古屋市緑生土木局 大和郡山市上下水道部

静岡市建設局 中村土木事務所 長浜市

静岡市上下水道局 名古屋市交通局 (滋賀県)甲賀市

浜松市 蒲郡市上下水道局 (滋賀県)竜王町

浜松市南土木整備事務所 蒲郡市 (滋賀県)東近江市

浜松市北土木事務所 (愛知県)海部群飛島村役場 彦根市立旭森小学校

浜松市東・浜北土木整備事務所 (愛知県)海部群蟹江町役場 大津市役所

浜松市上下水道部西遠浄化センター (愛知県)知立市役所 大津市企業局　膳所浄水場

富士市 (愛知県)美浜町役場 大津市企業局　水道ガス部

裾野市 (愛知県)日進市 滋賀県能登川町土地改良区

(静岡県)森町 (愛知県)阿久比町 滋賀県東近江市都市改良区

(静岡県)東伊豆町 (愛知県)東郷町 (滋賀県)愛知郡広域行政組合

(静岡県富士市)岳南排水路管理組合 (愛知県)岡崎市 (滋賀県)守山市

磐田市磐南浄化センター (愛知県)田原市 福知山市役所

磐田市 尾張旭市役所 京都市南部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ第二工場

（静岡県）河津町 (愛知県)江南市 長岡京市

(静岡県)菊川市 (愛知県)東海市 木津川市　山城浄水場

(静岡県)沼津市 (愛知県)碧南市 向日市

(静岡県)伊豆市 (愛知県)瀬戸市 城陽市

(静岡県)伊東市 (愛知県)半田市 京都市上下水道局

(静岡県)袋井市 (愛知県)豊明市　豊明市立舘小学校 京都市上下水道局　鳥羽水環境保全センター

(静岡県)富士宮市 (愛知県)長久手市 京都市役所

(静岡県)函南町 豊田市役所 京都市東部土木事務所

藤枝市 豊川市役所 京都市北部土木事務所

島田市清掃センター 清須市役所 京都市南部土木事務所

鯖江市 知多市南部浄化センター 宇治田原市

掛川市 大府市役所 京都市建設局　伏見土木事務所

2021年8月現在

ウ ル ト ラ パ ッ チ 納 入 先 （ 官 公 庁 ）

阿南電機株式会社



11ﾍﾟｰｼﾞ

※ 市 区 町 ※ ※ 市 区 町 ※ ※ 市 区 町 ※

京都市建設局 西部土木事務所 大阪市泉尾公園 河内長野市役所

上賀茂西上之段町 大阪市巽公園 吹田市水道部

福知山市終末処理場 大阪市平野白鷺公園 富田林市役所道路交通課

綾部市第二浄水場 大阪市築港南公園 泉佐野市役所

宇治市東宇治浄化ｾﾝﾀｰ 大阪市南巽公園 富田林市役所

宇治市 大阪市天保山公園 熊取町役場

宮津市立日置小学校 大阪市玉津公園 大東市水道局

宮津湾浄化センター 大阪市万代池公園 大東市

舞鶴市東浄化ｾﾝﾀｰ 大阪市西脇公園 羽曳野市

舞鶴市 大阪市長吉公園 門真市浄化センター

舞鶴市舞鶴文化公園 大阪市北江口公園 門真市環境水道部

丹波市役所 大阪市長居公園 和泉市役所

奈良市役所 大阪市北淀公園 泉南市

奈良市企業局 大阪市西成公園 岸和田市 礒ノ上下水処理場

奈良市水道局 大阪市鶴見緑地 和泉市上下水道部

天理市 大阪市中之島西公園 交野市水道局 私市浄水場

奈良県十津川村 大阪市我孫子公園 交野市

(奈良県)大和高田市 大阪市北鶴橋公園 貝塚市

(奈良県)御所市 大阪市西天満公園 泉佐野市上下水道局

(奈良県)平群町 大阪市都島中央公園 大東市西楠の里公園

(奈良県)東吉野村 大阪市八軒家浜公園 寝屋川市公園緑地課

(奈良県)王寺町 大阪市建設局　東南工営所 寝屋川市上下水道局

上牧町水道部 大阪市建設局　西北工営所 箕面市環境ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

香芝市上下水道局 大阪市建設局　十三工営所 守口市水道局

鈴鹿市クリーンセンター 大阪市建設局　海老江工営所 守口市

鈴鹿市 大阪市建設局　田島工営所 八尾市役所

枚方市役所 大阪市建設局　此花下水道処理場 摂津市役所　太中浄水場

枚方市水道局 大阪市交通局 摂津市上下水道部 鳥飼送水場

茨木市役所 大阪市港湾局 四条畷市

箕面市水道部 大阪市環境事業局大正工場 豊中市役所

大阪市下水道局　西部管理事務所 大阪市環境事業局城北浄化センター 豊中市下水道部猪名川流域下水道

大阪市水道局 大阪市都市整備局　阪堺電気軌道㈱ 豊中市原田処理場

大阪市水道局 西部水道センター 大阪市平野下水処理場 交野市役所道路河川課

大阪市放出下水処理場 大阪市津守下水処理場 河内郡美原町美原さつき野汚水処理場

大阪市住之江下水処理場 大阪市役所 （大阪府）島本町役場

大阪市平野処理場 大阪市南部方面管理事務所 (大阪府)能勢町

大阪市柴島浄水場 池田市役所 神戸市建設局中部処理場

大阪市建設局桜ノ宮公園 高槻市役所 神戸市垂水区

大阪市建設局千島公園 大阪南下水汚泥広域処理場 高石送泥ﾎﾟﾝﾌﾟ場 神戸市役所

大阪市建設局 堺市上下水道局　三宝下水処理場 神戸市中部建設事務所

東大阪市建設局 堺市上下水道局　泉北水再生センター 神戸市北建設事務所

東大阪市総合体育館 堺市 神戸市建設局東部建設事務所

大阪市建設局東工営所 堺市産業振興局 神戸市建設局 西建設事務所

大阪市ゆとりとみどり振興局靱公園 堺市西部地域整備事務所 神戸市須磨離宮公園

大阪市玉出公園 堺市北部地域整備事務所 神戸市水道局

大阪市千間川公園 堺市南部地域整備事務所 神戸市水道局 浄水管理センター鳥原ポンプ場

大阪市此花西部臨海2号緑地 堺市上下水道局　村野浄水場 神戸市建設局西水環境センター

大阪市長良公園 堺市上下水道局 南部下水道サービスセンター 神戸市建設局垂水処理場

大阪市日之出公園 堺市小学校 神戸市中央水環境センター

大阪市此花区伝法公園 堺市竹城台下水道管理事務所 神戸市西水環境センター

大阪市西淀川区大和田川公園 堺市建設局下水道部石津下水処理場 神戸市建設局西部処理場

大阪市西淀川区福町北公園 堺市建設局　大浜公園事務所 神戸市建設局東灘処理場

大阪市西淀川区野里西公園 柏原市水道局 神戸市建設局　玉津処理場

大阪市西淀川区東姫島公園 高石市 神戸市建設局　垂水建設事務所

大阪市桃ｹ池公園 柏原市役所 神戸市建設局北建設事務所公園係
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※ 市 区 町 ※ ※ 市 区 町 ※ ※ 市 区 町 ※

神戸市みなと総局ﾎﾟｰﾄｱｲﾗｲﾝﾄﾞ公園 浜坂町  水道事業所 鳥取県西部総合事務所

神戸市港湾局 橿原市クリーンセンターかしはら (鳥取県)境港市

神戸市みなと総局 神戸港管理事務所 橿原市 (鳥取県)智頭町役場

神戸市環境局垂水事業所 和歌山市下水道管理課 鳥取市水道局

神戸大学医学部付属病院 御坊市水道局 （鳥取県）三朝温泉病院

尼崎市浄化センター 和歌山市建設局 （鳥取県）石美町大谷浄化センター

尼崎市公園局 和歌山市役所 （鳥取県）米子市役所

尼崎市土木事務所 和歌山市 中央終末処理場 （鳥取県）琴浦町

伊丹市立図書館 紀ノ川市役所 （鳥取県）倉吉市役所

伊丹市 (和歌山県)岩出市 (鳥取県)江津市

伊丹市上下水道局 和歌山市和歌川終末処理場 (鳥取県)日南町

篠山市役所 (和歌山県)美浜町 (鳥取県)伯耆町

篠山市消防本部 (和歌山県)白浜町 (鳥取県)北栄町

加西市上下水道部工務課 (和歌山県)日高町 （島根県）長田浄水場

加西市 (和歌山県)広川町 （島根県）松江市役所

三田市役所 和歌山県湯浅町　上下水道局 松江市公園緑地課

高砂市役所 日高川町役場 （島根県）松江市上下水道局

高砂市生石研修センター (広島県)福山市教育委員会 （島根県）安来市役所

芦屋市役所 福山市役所　深品し尿処理場 （島根県）出雲市役所平田支所上下水道課

宝塚市 福山市上下水道局 （島根県）出雲市水道局

宝塚市水道局小林浄水場 岡山県赤坂町役場　原水槽 (島根県)出雲市菱川土地改良区

宝塚市水道局亀井浄水場 岡山市水道局　東水道センター （島根県）金城町水道局

宝塚市水道局惣川浄水場 倉敷市児島下水処理場 （島根県）斐川町　都市計画課

西宮市瓦林公園 倉敷市水島下水処理場 (島根県)美郷町役場

西宮市役所 倉敷市 (島根県)雲南市

西宮市水道局 (岡山県)井原市 (島根県)奥出雲町

西宮市教育委員会 岡山市役所 (島根県)浜田市

西宮市枝川浄化センター 岡山市水道局　西水道センター (島根県)益田市

西宮市都市局住宅部住宅整備課 津山市 （山口県）岩国市環境課

豊岡市役所 (岡山県)玉野市 岩国市水道局

姫路市役所 (岡山県)高梁市成羽地域局 （山口県）岩国市一文字終末処理場

姫路市水道局 (岡山市)高梁市 （山口県）諏訪大島町　上下水道課

姫路市姫路下水処理場（中部） (岡山県)里庄町役場 （山口県）下松市水道局

姫路市北部建設事務所 (岡山県)鏡野町 （山口県）光市役所　福祉保健部

明石市役所　道路管理課 津山市上下水道部 (山口県)周南市役所　道路課

明石市魚住浄水場 新見市 (山口県)周南市上下水道局

明石市 広島市中区役所 (山口県)周南市上下水道局　一の井手浄水場

川西市 広島市西部水資源再生センター 山口市上下水道局

川西市水道局 広島市西区 (山口県)長門市

淡路市役所 広島市東区 (山口県)周和大島町

加古川市役所 広島市南区 (山口県)萩市上下水部

加古川市上下水道局 広島市役所 (山口県)下関市　豊浦中部浄化センター

三木市 広島市下水道局 山陽小野田市

朝来市 廿日市市役所 萩・長門清掃一部事務組合

丹波篠山市 廿日市市浄化センター (山口県)防府市上下水道局

(兵庫県)多可町 尾道市 (山口県)美祢市

(兵庫県)香美町役場 東広島市 （香川県）高松市東部浄水場

相生市役所　下水管理ｾﾝﾀｰ 広島市安佐南区 農林建設部維持管理課 (香川県)高松市南部広域クリーンセンター

西脇市役所 広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課第一維持係 (香川県)高松市上下水道局

市立伊丹病院 広島市江波水資源再生センター （香川県）高松市福岡下水処理場

たつの市都市計画課 (広島県)庄原市 （香川県）善通寺市

佐用町 (広島県)三次市 （香川県）観音寺市　上下水道部

養父市 (広島県)神石高原町 (香川県)丸亀市

福崎町役場 (広島県）江田島浄化センター (香川県)三豊市

新宮町上下水道事業所 （鳥取県）天神町役場 (香川県)坂出市
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(香川県)坂出・宇多津広域事務組合 北九州市上下水道局 (鹿児島県)姶良市

(香川県)多度津町 北九州市上下水道局 日明浄化センター (鹿児島県)いちき串木野市役場

(香川県)四万十町 北九州市上下水道局　港町ポンプ場 (鹿児島県)南さつま市役所

高知県越知町浄化ｾﾝﾀｰ 北九州市皇后崎浄化ｾﾝﾀｰ (鹿児島県)西之表市

高知市 北九州市戸畑区役所 (沖縄県)北谷町　建設経済部

（高知県）梼原町 北九州市立守恒小学校 那覇市

(高知県)香南市 久留米市企業局

(高知県)田野町 (福岡県)朝倉市

（徳島県）小松島市水道部 (福岡県)飯塚市企業局

（徳島県）松山市中央浄化センター (福岡県)上毛町

松山市 (福岡県)築上町

松山市農林土木課 (福岡県)岡垣町

松山市都市整備部 (福岡県)八女市

（徳島県）阿南市役所建設部土木課 日田土木事務所

（徳島県）鳴門市企業局 (佐賀県)唐津市

（徳島県）鳴門市企業局　北島浄水場 (佐賀県)みやき町浄化センター

（徳島県）徳島市中央浄化センター 大分市役所

(徳島県)勝浦町 大分市宮崎水資源再生センター

(徳島県)神山町 (大分市)古国府浄水場

（愛媛県）松山市役所 大分市上下水道局

愛媛大学 中津市上下水道局

（愛媛県）内子町 参川浄水場 日田市

（愛媛県）四国中央市 別府市中央浄化センター

四国中央市三島浄化センター (大分県)佐伯市上下水道部

（愛媛県）西条市 宮崎市

（愛媛県）今治市役所 長崎市東部下水処理場

（愛媛県）今治市今治浄化センター 長崎市水産農林部
(愛媛県)今治市役所　本庁舎下水浄化センター天保山ポンプ場 長崎市上下水道局

（愛媛県）砥部町 雲仙市

（愛媛県）東温市 (長崎県)諫早市上下水道局 東園中継ポンプ場

（愛媛県）新居浜市 宮崎県終末処理場

（愛媛県）鬼北町立　日吉中学校 宮崎県小林食肉衛生管理所

（愛媛県）松山市立久枝小学校 日向市富高不燃物処理場

(愛媛県)大洲市 都城市役所下水道課

(愛媛県)八幡浜市 宮崎県廃棄物総合処理センター
(福岡県)糟屋郡志免町水道課桜丘浄水場 (宮崎県)高原町役場

福岡市環境局 鹿島市七浦排水機場

福岡市 熊本市秋田配水場

福岡市農林水産局 熊本市花畑ポンプ場

福岡市道路下水道局 熊本市
福岡市道路下水道局　新西部水処理センター 熊本市上下水道局

福岡市水道局　乙金浄水場 熊本市上下水道局 南部浄化センター

福岡市水道局　瑞梅寺浄水場 熊本県荒尾市役所　下水道課

福岡市水道局　高宮浄水場 熊本県長洲町役場

福岡市水道局  夫婦石浄水場 （熊本市）津名木町

福岡市水道局　多々良浄水場 天草市

福岡市交通局姪浜車輌基地 八代市

福岡市東部水処理ｾﾝﾀｰ (鹿児島県)曽於市

福岡市中部水処理ｾﾝﾀｰ 糸満市教育委員会

福岡市南部水処理ｾﾝﾀｰ 石垣市役所

福岡市和白水処理ｾﾝﾀｰ 五島市

福岡市西部埋立管理事務所 (鹿児島県)霧島市

福岡市早良区役所 (鹿児島県)知名町役場

北九州市 鹿児島市建設局

北九州市建設局　西部整備事務所 (鹿児島県)大崎町
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北海道電力㈱ 水ing㈱　阿武隈管理事務所 加藤化学㈱

東北電力㈱ 水ing㈱　熱海管理事務所 鐘淵化学工業㈱鹿島工場

東京電力㈱ 水ing㈱　安曇野管理事務所 鐘淵化学工業㈱大阪工場

中部電力㈱ 新相模酸素㈱相模原工場 川研ファインケミカル㈱　静岡工場

北陸電力㈱ 緑水工業㈱緑水コンポストセンター 協和発酵㈱　堺工場

関西電力㈱ エア・ウォーター㈱鹿島 九州石油㈱大分製油所

中国電力㈱ 南九州ウィンド・パワー㈱ 熊本酸素㈱

四国電力㈱ ㈶電力中央研究所(横須賀地区) 岩崎酸素㈱

九州電力㈱ ㈱東光高岳 コスモ石油㈱　坂出事業所

沖縄電力㈱ 太陽日酸エンジニアリング㈱ コスモ石油㈱　堺製油所

電源開発㈱ 富士酸素㈱ コスモ石油㈱  千葉製油所

核燃料サイクル開発機構 ㈱ユーラスエナジーホールディングス コスモ石油㈱　　四日市事業所

市原グリーン電力㈱ 鹿島液化ガス共同備蓄㈱ コニシ㈱　鳥栖工場

日本原子力発電㈱ 住友共同火力㈱西火力発電所 コープケミカル㈱　秋田工場

日本原燃㈱　六ヶ所本部 コスモエコパワー㈱度会ウィンドファーム 金剛化学㈱

日本原燃㈱再処理場 ㈱市民風力発電　浜頓別 参天製薬㈱石川工場

和歌山共同火力㈱ ㈱サニックス 北九州工場

常磐共同火力㈱ ㈱サニックス明石環境衛生事業所

㈱りんくうエネルギーセンター ※ 石 油 ・ 化 学 ・ 薬 品 ※ 塩野義製薬㈱　金ヶ崎工場

大分共同火力㈱ 旭化成㈱　延岡工場 塩野義製薬㈱　赤穂工場

酒田共同火力発電㈱ 旭化成㈱　富士工場 ㈱資生堂　久喜工場

君津共同火力㈱ 旭化成㈱　水島工場 シーアイ化成㈱　滋賀工場

瀬戸内共同火力㈱ 旭化成㈱　レオナ工場 昭和電工㈱　大分工場

相馬共同火力発電㈱新地発電所 旭化成㈱　松戸工場 中北薬品㈱天塚第一支店

常磐共同火力㈱勿来発電所 旭化成㈱　川崎工場 昭和電工㈱　東長原事業所

日本海エルエヌジー㈱ 日立化成㈱五所工場 昭和電工㈱　秩父工場

清水エルエヌジー㈱ 石原産業㈱　四日市工場 昭和電工セラミックス㈱　塩尻工場

大分エルエヌジー㈱ ㈱伏見製薬所 昭和四日市石油㈱

北九州エルエヌジー㈱ 出光興産㈱　兵庫製油所 昭和四日市石油㈱四日市製油所

鹿島南共同発電㈱ 出光興産㈱北海道製油所 昭和高分子㈱　滝野工場

大阪ガス㈱ 泉北製造所 出光興産㈱  愛知製油所 昭和シェル石油㈱新潟輸入基地

大阪ガス㈱姫路製作所 出光興産㈱  千葉製油所 白島石油備蓄㈱

北海道ガス㈱ 出光興産㈱下田油槽所 志布志湾石油備蓄㈱

旭川ガス㈱ 出光石油化学㈱千葉工場 新日鐵化学㈱九州製造所

大阪ガス㈱ 東大阪事務所 出光石油化学㈱徳山工場 新日鐵化学㈱化成工場

東京ガス㈱　袖ケ浦工場 大阪国際石油精製㈱千葉製油所 新日本石油㈱日立油槽所

東邦ガス㈱　空見工場 大阪国際石油精製(株)大阪製油所 新日本石油㈱気仙沼油槽所

東邦ガス㈱知多LNG共同基地 宇部興産㈱　伊佐工場 新日本石油㈱中央技術研究所

中部ガス㈱　浜松製造所 宇部興産㈱　堺工場 新日本石油㈱市川油槽所

西部ガス㈱  長崎工場 ウエルファイド㈱　長田野工場 新日本石油㈱北新油槽所

新庄都市ガス㈱本社工場 大阪有機化学工業㈱柏原工場 新日本石油㈱　東京支店

四国ガス㈱ 大塚製薬㈱　徳島工場 新日本石油精製㈱川崎製造所

伊東ガス㈱ 大塚製薬㈱  鷲敷工場 新日本石油精製㈱水島製油所

宇部市ガス局 大塚製薬㈱  鳴門工場 新日本石油精製㈱大阪製油所

福島ガス㈱ 大塚製薬㈱  福岡支店 新日本石油精製㈱室蘭製油所

武州瓦斯㈱ 大塚製薬㈱　佐賀工場 新日本石油精製㈱仙台製油所

日立熱エネルギー㈱ 大鵬薬品工業㈱　製薬センター 新日本石油精製㈱横浜製油所

日本海ガス㈱岩瀬工場 大鵬薬品工業㈱徳島工場 新日本石油精製㈱根岸製油所

大分液化ガス共同備蓄㈱ 大鵬薬品工業㈱北島工場 新日本石油化学㈱浮島工場

エコ・パワー㈱岩屋風力発電所 大倉工業㈱詫間工場 ㈱ジャパンエナジー八戸油槽所

エコ・パワー㈱酒田風力発電所 沖縄石油基地㈱ ㈱ジャパンエナジー朝霞油槽所
エコ・パワー㈱むつ小川原・岩屋WF管理事務所 沖縄ターミナル㈱ ㈱ジャパンエナジー新潟油槽所

エコ・パワー㈱秋田新屋ウィンドファーム 鹿島電解㈱　鹿島工場 ㈱ジャパンエナジー釧路油槽所
六ヶ所村風力開発㈱六ヶ所村風力発電所 川崎化成工業㈱ ㈱ジャパンエナジー留萌油槽所

日本風力開発㈱ 花王㈱　和歌山工場 ㈱ジャパンエナジー稚内油槽所

㈱ベイサイドエナジー 花王㈱　川崎工場 ㈱ジャパンエナジー酒田油槽所
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※ 石 油 ・ 化 学 ・ 薬 品 ※ ※ 石 油 ・ 化 学 ・ 薬 品 ※ ※ 石 油 ・ 化 学 ・ 薬 品 ※

㈱ジャパンエナジー小名浜油槽所 帝人デュポンフィルム㈱ 三菱レイヨン㈱　横浜工場

㈱ジャパンエナジー金沢油槽所 電気化学工業㈱　大牟田工場 三菱レイヨン㈱　大竹事業所

㈱ジャパンエナジー尼崎油槽所 東亞合成㈱徳島工場 三菱ﾚｲﾖﾝ・エンジニアリング㈱横浜事業所

㈱ジャパンエナジー広島油槽所 東レ㈱　愛媛工場 三菱ﾚｲﾖﾝ・エンジニアリング㈱広島工場

㈱ジャパンエナジー田子の浦油槽所 東レ㈱  滋賀工場 三菱ガス化学㈱  新潟工場

㈱ジャパンエナジー大井川油槽所 東レ㈱　岡崎工場 三菱ガス化学㈱　鹿島工場

㈱ジャパンエナジー船橋油槽所 東レ㈱岐阜工業 三菱化学㈱筑波事業所

㈱ジャパンエナジー知多油槽所 東レ㈱名古屋事務所 三菱化学㈱直江津事業所

㈱ジャパンエナジー新潟東港油槽所 東ソー㈱　四日市事業所 三菱化学㈱鹿島事業所
ジャパンオイルネットワーク㈱松本油槽所 ㈱トウペ茨城工場 三菱化学㈱黒崎事業所
ジャパンオイルネットワーク㈱福井油槽所 ㈱トクヤマ 三菱化学㈱四日市事業所
ジャパンオイルネットワーク㈱八戸油槽所 東燃化学㈱　千鳥工場 三菱化学㈱機能食品工場
ジャパンオイルネットワーク㈱苫小牧油槽所 東海カーボン㈱　知多工場 三菱化学㈱小田原工場

東燃ゼネラル石油㈱ 東レファインケミカル㈱ 三菱化学㈱水島工場

東燃ゼネラル石油㈱和歌山 東西オイルターミナル㈱川崎油槽所 三菱化学㈱四日市事業所

東燃ゼネラル㈱川崎工場 東西オイルターミナル㈱大井川油槽所 三井化学ポリウレタン㈱鹿島工場

川研ファインケミカル㈱埼玉工場 波方ターミナル㈱ 三菱化学メディエンス㈱

川研ファインケミカル㈱静岡工場 南西石油㈱　沖縄 山形スリーエム㈱

ＪＦＥケミカル㈱　西日本製造所 中山薬品商会㈱ ユニチカ㈱　宇治プラスチック工場

JXエネルギー㈱ 南海化学㈱ 山本化学㈱八尾工場

JX日鉱日石エネルギー㈱根岸製油所 日産化学工業㈱富山工場 ライオン㈱　千葉工場
JX日鉱日石エネルギー㈱中央技術研究所 日産化学工業㈱小野田工場 ラサ工業㈱　伊勢崎工場

JX日鉱日石エネルギー㈱知多製造所 日本ブチル㈱ タマ生化学㈱

JXエネルギー㈱市川油槽所 日本海石油㈱　富山製油所 田子の浦埠頭㈱

JXTGエネルギー㈱大分製油所 日東エフシー㈱　名古屋工場 秋田石油備蓄㈱

JXTGエネルギー㈱川崎製油所 日東エフシー㈱  千葉工場 日本海洋石油資源開発㈱

JXTGエネルギー㈱和歌山精油所 日本エア.リキード（株）兵庫サポートセンター 日本地下石油備蓄㈱

JXTGエネルギー㈱麻里布製油所 ㈱日本触媒　川崎工場 南西石油㈱

信越化学工業㈱　鹿島工場 ㈱日本触媒　姫路製造所 全農エネルギー㈱新潟石油基地

住友化学㈱　菊本工場 日本油脂㈱　尼崎工場 鹿島石油㈱鹿島製油所

住友化学㈱大分工場 日本油脂㈱　武豊工場 大阪国際石油精製㈱大阪製油所

住友化学㈱先端材料開発研究所 日本油脂㈱　愛知事業所 日油株式会社

住友化学㈱　三沢工場 日産化学㈱　富山工場 サンリット化成㈱

住友化学㈱  大阪工場 日産化学㈱袖ヶ浦工場 武田薬品

住友化学㈱　袖ヶ浦第2工場 日本エタノール㈱ 富士石油㈱袖ヶ浦製油所

住友化学㈱  姉ヶ崎工場 日本ケミコン㈱　高萩工場 石油資源開発㈱

住友化学㈱  千葉工場 日本ゼオン㈱　高岡工場 ㈱ダイセル 新井工場

住化ファインケミカル㈱　 日本ゼオン㈱水島工場 ㈱ダイセル　網干工場

積水化学工業㈱  埼玉工場 日本石油化学㈱ ㈱ダイセル　播磨工場

積水化学工業㈱  武蔵工場 日本合成化学工業㈱　水島工場 千代田工商㈱

積水化成品工業㈱  武蔵工場 日本化成㈱小名浜工場 日本化学工業㈱

タキロン㈱　網干工場 パーカー熱処理工業㈱　川崎事業所 バイオエネルギー㈱城南島工場

タキロン㈱　揖保川事業所　 久光製薬㈱鳥栖工場 ㈱BAN-ZI

多木化学㈱　加古川工場 藤沢薬品㈱　大阪工場 ㈱カネカ　高砂工場

太陽化学㈱　四日市工場 フタムラ化学㈱名古屋工場 ジャパンコーディングレジン㈱

大日本精化工業㈱　川口製造所 富士写真ﾌｨﾙﾑ㈱足柄工場 ㈱ネオス

大日本ｲﾝｷ化学工業㈱鹿島工場 富士写真ﾌｨﾙﾑ㈱神奈川工場 アステラス製薬㈱

大日本塗料㈱鶴見工場 ポリプラスチック㈱　富士工場 三愛石油㈱

ダイソー㈱松山工場 本州化学工業㈱和歌山工場 シスメックス㈱ソリューションセンター

太陽土木㈱ 太陽石油㈱山口事業所 星光PMC㈱水島工場

ダウケミカル日本㈱衣浦工場 丸善石油化学㈱　四日市工場 第一工業製薬㈱

中外製薬㈱　藤枝工場 三井BASF染料㈱　大牟田工場 ㈱ホリデン生コン　唐津工場

チッソ㈱　水俣本部 三井化学㈱　大阪工場 大塚産業マテリアル㈱

チッソ石油化学㈱五井製造所 三井化学㈱　市原事業所 協同油脂㈱亀山事業所
㈱鶴崎サンソセンター　大分石油コンビナート 三井化学㈱　茂原事業所 大智科学工業㈱千葉山武工場

鶴見曹達㈱本社工場 三井化学㈱　名古屋工場 ENEOS㈱川崎製油所
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※ 石 油 ・ 化 学 ・ 薬 品 ※ ※ 電 気 機 器 ※ ※ 鉄 鋼 ・ 非 鉄 ・ セ メ ン ト ・ 窯 業 ※

ENEOS㈱仙台製油所 ㈱大阪ｿｰﾀﾞ 住友金属工業㈱  ｼﾁｯｸｽ本部ｼﾘｺﾝ製造所

ENEOS㈱和歌山製油所 ENEOSグループエナジー㈱ ㈱住友金属小倉

北海道曹達㈱ 新明電材㈱ 住友軽金属㈱　名古屋工場

ENEOS㈱市川製油所 ㈱カネカ高砂工場 住友金属鉱山㈱　国富事業所

㈱フジクラ 住友金属鉱山㈱播磨事業所

古河電気工業㈱ 住友金属鉱山伸鋼㈱　三重工場

※ 電 気 機 器 ※ 信越半導体㈱ 住友大阪セメント㈱　高知工場

アルプス電気㈱　長岡工場 OKIサーキットテクノロジー㈱ 住友大阪セメント㈱岐阜工場

愛知ニコン㈱　御津工場 岡谷精立工業㈱ 住金ステンレス鋼管㈱

愛知電機㈱電力制御工場 パナソニック㈱ セントラル硝子㈱　堺工場

アイシン　エイ　ダブリュー㈱ 東洋合成工業㈱ 東洋ガラス㈱

大分キヤノンマテリアル㈱ ヌヴォントテクノロジージャパン㈱ ㈱ＳＵＭＣＯ九州事業所（伊万里工場）

京セラ㈱　国分工場 ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱ 太平洋セメント㈱　秩父工場

㈱鹿島電機製作所 太平洋セメント㈱　日高工場

九州松下電工㈱ 太平洋セメント㈱　藤原工場

ソニー根上㈱ ※ 鉄 鋼 ・ 非 鉄 ・ セ メ ン ト ・ 窯 業 ※ 津田電線㈱　京都工場

東北ソニー㈱ 旭硝子㈱　鹿島工場 東京製鐵㈱岡山工場

ダイナエアー㈱ 旭硝子㈱　京浜工場 東陶機器㈱　行橋工場

㈱高岳製作所小山工場 旭硝子株　愛知工場 大和製罐㈱　東京工場

㈱東芝小向工場 宇部三菱セメント㈱　四国支店 東洋製罐㈱　基山工場
㈱東芝ストレージ&デバイスソリューション社　四日市工場 宇部三菱セメント㈱　水島工場 東洋製罐㈱　仙台工場

㈱東芝 太子工場 宇部三菱セメント㈱　広島工場 日本鋼管㈱　京浜工場

東芝ﾗｲﾃｯｸ㈱長井工場 宇部三菱セメント㈱舞鶴SS 日本鋼管㈱　津工場

日本ビクター㈱　静岡工場 ウベロック生コン㈱ 日本鋼管㈱  鶴見工場

日本電気㈱　入善工場 川崎製鉄㈱大分製錬所 日本鋼管㈱  熱延工場

日本電気㈱　滋賀工場 川崎製鉄㈱　千葉製鉄所 日本鋼管㈱　扇島製鐵所

日本電池㈱京都工場 川崎製鉄㈱　水島製鉄所 日本鋼管㈱　福山製鐵所

日東工業㈱浜松工場 川崎製鉄㈱  知多製鉄所 日新製鋼㈱　呉製鉄所

㈱日立製作所　日立工場 ㈱栗本鐵工所　加賀屋工場 日新製鋼㈱　堺製造所

㈱日立製作所　高崎工場 ㈱神戸製鋼所　大安工場 日本製鋼所㈱室蘭製作所

㈱日立製作所　小田原工場 ㈱神戸製鋼所　福知山工場 日本金属工業㈱ 相模原工場

富士通㈱　長野工場 ㈱神戸製鋼所　高砂工場 日本金属㈱ 板橋工場

富士通㈱ 明石工場 ㈱神戸製鋼所  加古川製鐵所 日本コンクリート工業㈱　川島工場

富士通㈱　小山工場 ㈱神戸製鋼所  神戸製鐵所 日本電気硝子㈱　大津工場

新潟三洋電子㈱ ㈱神戸製鋼所　長府製造所 日本電気硝子㈱能登川事業所

松尾電機㈱　大阪工場 山陽特殊製鋼㈱ 日本軽金属㈱　富士工場

三菱電機㈱　物流センター 新日本製鐵㈱君津製鐵所 日曹金属化学㈱　千葉工場

三菱電機㈱　西条工場 新日本製鐵㈱大分製鐵所 日本カーボン㈱　富山工場

三菱電機㈱　姫路製作所 新日本製鐵㈱広畑製鐵所 日本冶金工業㈱川崎製造所

三菱電機㈱　福岡製作所 新日本製鐵㈱八幡製鐵所 日本発条㈱滋賀工場

三菱電機㈱　伊丹製作所 新日本製鐵㈱室蘭製鐵所 日本鋳鉄管㈱

三菱電機㈱  稲沢製作所 新日本製鐵㈱光製鐵所 日本ヒューム㈱

三菱電機㈱名古屋製作所 新日鐵住金㈱ 日立セメント㈱　日立工場

三菱電機㈱先端技術総合研究所 新日鐵住金㈱八幡製鉄所 太平洋金属㈱

ミノルタ㈱　大阪工場 新日鐵住金㈱和歌山製鉄所堺地区 日立金属㈱若松工場

㈱村田製作所 滋賀事業所 日鉄住金防蝕㈱ ブリヂストンケミテック㈱

シャープ㈱　奈良工場 新日鐵住金㈱鹿島鉄工所 三井鉱山㈱　北九州事業所

セイコーエプソン㈱酒田事業所 新日鐵住金㈱大分製鐵所 三井セメントヒューム管㈱

セイコーエプソン㈱富士見事業所 品川白煉瓦㈱ 湯本工場 北九州市道路公社

東北エプソン㈱ 昭和コンクリート㈱滋賀工場 三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱

日東電工㈱ 昭和コンクリート㈱福島工場 三菱マテリアル㈱直島製錬所

ＫＤＤＩ㈱ 昭和アルミニウム缶㈱　彦根工場 三菱マテリアル㈱青森工場

キャノン㈱　工場 昭和アルミニウム㈱　彦根製造所 三菱マテリアル㈱秋田製錬所

富士フィルム㈱　神奈川工場 住友金属工業㈱　鹿島製鉄所 三菱マテリアル㈱九州工場

日本エリーズマグネチックス㈱ 住友金属工業㈱  和歌山製鐵所 三菱マテリアル㈱岐阜製作所
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※ 鉄 鋼 ・ 非 鉄 ・ セ メ ン ト ・ 窯 業 ※ ※ 建 設 ・ 空 調 ・ 機 械 ※ ※ 輸 送 用 機 器 ※

三菱マテリアル電子化成㈱ ㈱東芝セミコンダクター＆ストレージ社 アイシン精機㈱北陸出張所

㈱コニカミノルタサプライズ ㈱テクノ菱和 アイシン精機㈱安城工場

日鐵住金ドラム㈱ 日本ガイシ㈱　小牧事業所 カヤバ工業㈱相模工場

コガックス㈱ 東芝タンガロイ㈱ 川崎重工業㈱　明石工場

大谷製鉄㈱ 東芝プラントシステム㈱ 川崎重工業㈱　兵庫工場

三菱重工鉄構エンジニアリング㈱ ㈱東芝セミコンダクター＆ストレージ社 川崎重工業㈱　神戸工場

友鉄工業㈱ 豊田合成㈱ 小松フォークリフト㈱　栃木工場

昭和コンクリート工業㈱福島工場 日新電機㈱　前橋製作所 ㈱ｻﾉﾔｽ･ﾋｼﾉ明昌大阪工場

共栄製鋼㈱山口事業所 日機装㈱　静岡製作所 JFEメカニカル㈱

共栄製鋼㈱枚方事業所 ㈱新潟鐵工所　国際プロジェクト　 スズキ㈱　磐田工場

共栄製鋼㈱名古屋事業所 日立プラント建設㈱ スズキ㈱相良工場

JFE条鋼㈱鹿島製造所 日曹ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ㈱ゼクセル　東松山工場

新日本電工㈱ ブリヂストンプラントエンジニアリング㈱ ㈱大黒ヂーゼル工業所　野田工場

JFEスチール㈱ ㈱フジタ ダイハツ工業㈱京都工場

東洋鋼鈑㈱ ホクレン油機(株) ダイハツ工業㈱池田工場

大同特殊鋼㈱ 三菱日立パワーシステムズ㈱ ダイハツ工業㈱滋賀工場

山口鋼業㈱ 三菱重工業㈱　神戸造船所 ㈱デンソー　安城工場

愛知製鋼㈱知多工場 三菱重工業㈱　三重工場 ㈱デンソー　幸田工場

虹技㈱ 三菱重工業㈱　二見工場 ㈱デンソー　刈谷工場

鳥取旭工業㈱ 三菱重工業㈱  長崎造船所 ㈱デンソー  西尾東動力ハウス

ｻﾝﾄﾞﾋﾞｯｸﾂｰﾘﾝｸﾞｻﾌﾟﾗｲｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 三菱重工業㈱  横浜製作所 トヨタ自動車㈱　本社

ショット日本㈱ 三菱重工業㈱  海部津島弥富工場 トヨタ自動車㈱　ｱﾑﾗｯｸｽﾋﾞﾙ

睦特殊金属工業㈱ 三菱重工業㈱　本牧工場 トヨタ自動車㈱　高岡工場

矢橋工業㈱ 三菱重工業㈱　高砂製作所 トヨタ自動車㈱　明知工場

戸松冶金㈱ 三菱重工業㈱　赤穂工場 日産自動車株　横浜工場

泉鋳造㈱ 三菱重工業㈱　台湾 トヨタ自動車㈱　堤工場

日本板硝子㈱舞鶴事業所 三菱重工㈱香焼工場 トヨタ自動車㈱　元町工場

ヴァーレ・ジャパン㈱松坂工場 新高知重工㈱ トヨタ自動車㈱　稲沢部品センター

㈱前川製作所　大阪支社 トヨタ自動車㈱田原工場

ミサワホーム㈱ トヨタ自動車㈱元町工場

㈱ユアテック新潟支社 東京いすゞ自動車㈱

新日本空調㈱ 日産自動車㈱　村山工場

TOTOバスクリエイト㈱ 日産自動車㈱  久里浜工場

※ 建 設 ・ 空 調 ・ 機 械 ※ ㈱フォーエバー 日産自動車株　苅田工場

㈱アマダ小野工場 米善機工㈱有明支店 日産自動車株　横浜工場

石川島播磨重工業㈱　東京第一工場 ㈱中部コーポレーション 日産ディーゼル工業㈱鴻巣工場

井関農機㈱　松山工場 藤井電工㈱ 日産フォークリフト埼玉販売㈱

㈱荏原製作所　袖ヶ浦工場 日本圧着端子製造㈱ 日野車体工業㈱　横浜工場

㈱奥村組本社 オムロン㈱ 日野自動車㈱　羽村工場

関西総合設備㈱ 旭化成建材㈱ 日立造船㈱　有明工場

クボタ環境サービス㈱ 三協立山㈱ 日立造船㈱　茨城発電所
（財）兵庫県下水道公社加古川下流管理事務所 旭化成建材㈱ 日立造船㈱　四日市作業所

㈱クボタ　武庫川工場 ㈱オーウエルカラーセンター 三井造船㈱

㈱クボタ  市川工場 渡辺パイプ㈱ 本田技研工業㈱　狭山工場　

㈱クボタ　恩加島事業センター 島根自動機㈱ 本田技研工業㈱　小川工場

㈱クボタ建設 新日造エンジ㈱ マツダ㈱広島本社

㈱コロナ　柏崎工場 ㈱TVA ヤマハ発動機㈱　早出工場

コスモエンジニアリング㈱ 会津オリンパス㈱北会津工場 ヤマハ発動機㈱　森町工場

新晃空調工業所㈱ ミエコーティング㈱ ヤマハ発動機㈱　本社工場

新日本空調㈱ ㈱三井三池製作所　九州事業所 ヤマハ発動機㈱　磐田第五工場

新菱冷熱工業㈱ サンドビックツーリングサプライジャパン㈱ ヤマハ発動機㈱　浜北工場

住友重機械工業㈱　新居浜工場 ユニバーサル造船㈱津事業所

高砂熱学工業㈱ 日本飛行機㈱

ダイキン工業㈱　淀川工場 ㈱アクティオ

東芝空調㈱　関西支社 自動車部品工業㈱相模原工場

㈱東洋製作所　神戸営業所 豊田合成㈱
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※ 輸 送 用 機 器 ※ ※ 繊 維 ・ ゴ ム ※ ※ パ ル プ ・ 紙 ※

カスヤ精工㈱ 三菱ケミカル㈱ 富士共和製紙㈱

新明和工業㈱ 三ツ星ﾍﾞﾙﾄ㈱神奈川工場 いわき大王製紙㈱

ジャパンマリンユナイテッド㈱津事業所 三ツ星ﾍﾞﾙﾄ西日本㈱鹿児島営業所 大分製紙㈱豊前工場

ジャパンマリンユナイテッド㈱呉事業所 ミリケンジャパン㈱　米沢支店 福山製紙㈱

KYBエンジニアリングアンドサービス㈱ 日本バイリーン㈱滋賀工場 ㈱NUC 川崎工業所

来島どっく㈱大島工場 東北ゴム㈱札幌支店

㈱ヰセキ北海道 富良野営業所 日本ブチル㈱

新島ボディーアライメント 正岡タオル㈱

㈱アイメタルテクノロジー 西部ゴム㈱堺ベイス

日本精工㈱

エイエフティー㈱

三菱ふそうトラック・バス㈱ ※ 食 品 ・ 水 産 ※

井本商運㈱　商船：なとり 味の素㈱　群馬工場

三菱自動車工業㈱滋賀工場 味の素㈱　川崎工場

IHI運搬機械㈱ 味の素㈱東海事業所

井村屋製菓㈱津工場

イカリソース㈱西宮工場

※ パ ル プ ・ 紙 ※ 江崎ｸﾞﾘｺ㈱津工場

日本加工製紙㈱茨城工場 塩水港精糖㈱大阪工場

日本ポリエチレン㈱川崎工場 春日井製菓㈱本社工場

北越製紙㈱新潟工場 キッコーマン㈱　高砂工場

北越製紙㈱長岡工場 キッコーマン㈱　野田工場

北越製紙㈱関東工場 カツマル醤油醸造㈱

北越紀州製紙㈱ ㈱紀文食品　大阪工場

北越紀州製紙㈱関東工場 協和発酵㈱　堺工場

※ 繊 維 ・ ゴ ム ※ 三菱製紙販売㈱八戸工場 麒麟麦酒㈱　岡山工場

㈱クラレ 中条工場 王子製紙㈱　本社ビル 麒麟麦酒㈱滋賀プラント

㈱クラレ 岡山事業所 王子製紙㈱　大分工場 麒麟麦酒㈱　横浜工場

グンゼ㈱　梁瀬工場 王子製紙㈱　佐賀工場 麒麟麦酒㈱　取手工場

グンゼ㈱　本社工場 王子製紙㈱　富岡工場 協和発酵キリン㈱

帝人㈱　岩国工場 王子製紙㈱　春日井工場 キューピー㈱　挙母工場

帝人㈱　南事業所 王子製紙㈱　苫小牧工場 キューピー㈱　泉佐野工場

東洋紡績㈱　岩国工場 王子製紙㈱　江戸川工場 協同乳業㈱名古屋工場

東洋紡績㈱　敦賀工場 王子製紙㈱  江別工場 キリンビール㈱仙台営業所

東洋紡㈱　岩国事業所 王子製紙㈱  釧路工場 キリンビール㈱北海道千歳工場

東洋ゴム工業㈱兵庫工場 王子製紙㈱　米子工場 キリンビバレッジ㈱湘南工場

東海染工㈱　浜松事業所 大阪製紙㈱ コカコーラ・ｳｴｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱　佐賀　基山工場

東レ㈱　愛知工場 紀州製紙㈱　紀州工場 コカ･コーラ ボトラーズジャパン京都工場

東レ㈱　松山事業所 北越紀州製紙㈱関東工場 日本食品化工㈱水島工場

東レ㈱  三島工場 紀州造林㈱　釜石工場 サッポロビール㈱　静岡工場

東レ㈱　千葉工場 大王製紙㈱　三島工場 サッポロビール㈱仙台工場

東レ㈱　石川事業所 大昭和製紙㈱　富士工場 サッポロビール㈱　大阪工場

東レ㈱　名古屋工場 大昭和製紙㈱　鈴川工場 サッポロビール㈱　茨木工場

東レ㈱　岡崎工場 中越ﾊﾟﾙﾌﾟ工業㈱　高岡工場 サッポロビール㈱　尾島工場

東レ㈱　東海工場 中越ﾊﾟﾙﾌﾟ工業㈱　川内工場 サッポロビール㈱　千葉工場

日清紡㈱　浜北工場 中越ﾊﾟﾙﾌﾟ工業㈱　二塚工場 サントリー㈱　利根川工場

日清紡㈱　館林工場 東京製紙㈱　本社静岡 サントリー㈱　大阪工場

日東電工㈱東北事業所 日本製紙㈱　釧路工場 サントリー㈱　武蔵野ビール工場

日東紡　福島工場 日本製紙㈱　旭川工場 サントリー㈱　九州工場

日本ゼオン㈱ 日本製紙㈱　八代工場 アサヒビール㈱　神奈川工場

ブリジストンＥＧ 日本製紙㈱　伏木工場 アサヒ飲料㈱明石工場

㈱ブリジストン下関工場 日本製紙㈱　岩国工場 宝酒造㈱　松戸工場

㈱ブリジストン甘木工場 日本製紙㈱岩沼工場 タマノイ酢㈱　奈良工場

㈱ブリジストン佐賀工場 日本製紙クレシア㈱　東京工場 中部飼料㈱　本社工場

㈱ブリジストン防府工場 五條製紙㈱　本社工場 中部飼料㈱八戸工場

三菱レイヨン㈱　豊崎事業所 ラサ工業㈱　伊勢崎工場 中日本飼料㈱  碧南工場
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※ 食 品 ・ 水 産 ※ ※ 陸 運 ・ 海 運 ・ サ ー ビ ス ※ ※ 陸 運 ・ 海 運 ・ サ ー ビ ス ※

日本たばこ産業㈱　都城原料工場 SBSロジコム㈱ 阪急電鉄㈱

日本たばこ産業㈱  東海工場 球陽製糖㈱ 京阪電気鉄道㈱

日本たばこ産業㈱  防府工場 太平食品㈱関西工場 阪神電鉄㈱

日本たばこ産業㈱　北九州工場 旭機装㈱　横浜本部 阪堺電気軌道㈱

日本たばこ産業㈱　北関東工場 旭機装㈱　西日本支社 北神急行電鉄㈱

日本たばこ産業㈱　東京工場 川崎汽船㈱ 東武鉄道㈱

日本たばこ産業㈱関西工場 近畿日本鉄道㈱ 青森鉄道㈱

日本食塩製造㈱ 近畿日本鉄道㈱ 大阪港埠頭ターミナル㈱

日本甜菜製糖㈱美幌製糖所 南海電気鉄道㈱貝塚電力支区 広島電鉄㈱ﾊﾞｽｶﾝﾊﾟﾆｰ

ハウス食品㈱　関東工場 京成電鉄㈱ 京浜急行電鉄㈱

ハウス食品㈱　静岡工場 新京成電鉄㈱ 箱根登山鉄道㈱

ヒガシマル醤油㈱第一工場 東日本旅客鉄道㈱盛岡電力技術ｾﾝﾀｰ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ芦ノ湖ｿｻｲﾃｨｰ

フジッコ㈱　鳴尾生産事業部 北海道旅客鉄道㈱今別変電所 ﾌｫｰｼｽﾞﾝﾎﾃﾙ椿山荘

フジッコフーズ㈱ 北海道旅客鉄道㈱札幌設備所 西明石ホテル

不二製油㈱関東工場 東日本旅客鉄道㈱　新潟支社 ｼﾞｪｲｱｰﾙﾊﾞｽ関東㈱

不二製油㈱本社 東日本旅客鉄道㈱新潟電力技術センター電気技術課 ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ貨物

正田醤油㈱館林工場 東日本旅客鉄道㈱信濃川発電所 芝浦海運㈱

ヤマサ醤油㈱ 東日本旅客鉄道㈱新潟土木センター ＪＡＬエービーシー

公益財団法人　日本食肉流通センター 東日本旅客鉄道㈱新潟技術センター柏崎派出 東京地下鉄㈱

プリマハム㈱北海道工場 東日本旅客鉄道㈱給電技術センター六日町給電メンテナンスセンター 東京臨海高速鉄道㈱

㈱ブルボン　駅前工場　 東日本旅客鉄道㈱仙台電力技術センター 江之島電鉄㈱

㈱ブルボン　新発田工場 東日本旅客鉄道㈱盛岡土木技術センター 神戸新交通㈱

宮崎くみあい食肉㈱　高崎工場 東日本旅客鉄道㈱東京電車技術センター 伊豆急行株式会社

メルシャン㈱磐田工場 東日本旅客鉄道㈱秋田支社秋田土木技術センター 郵便事業㈱橋本郵便局

明治製菓㈱淀川工場 東日本旅客鉄道㈱大宮土木技術センター 湘南モノレール㈱

㈱ヤクルト 盛岡工場 東日本旅客鉄道㈱東京電車線技術センター 東京モノレール㈱

㈱ヤクルト 静岡工場 東日本旅客鉄道㈱千葉電力技術センター 千葉都市モノレール㈱

㈱岡山和気ヤクルト工場 東日本旅客鉄道㈱　秋田電力技術ｾﾝﾀｰ 九州旅客鉄道㈱熊本鉄道事業部

ユーハイム㈱　船橋工場 東日本旅客鉄道㈱秋田信号通信技術センター 九州旅客鉄道㈱大分鉄道事業部

ロイヤル㈱千葉工場 東日本旅客鉄道㈱　仙台土木技術ｾﾝﾀｰ 京都ブライトホテル

マルキン忠勇㈱埼玉工場 東日本旅客鉄道㈱川崎発電所 ANAクラウンプラザホテル大阪

明治乳業㈱関東工場 東日本旅客鉄道㈱大宮電力技術ｾﾝﾀｰ 北辰倉庫運輸㈱

㈱半田ミツカン半田工場（第一工場） 東日本旅客鉄道㈱東京土木技術ｾﾝﾀｰ 沖縄都市モノレール㈱

カゴメ㈱小坂井工場 東日本旅客鉄道㈱東能代ﾒﾝﾃﾅﾝｽｾﾝﾀｰ ホテルシーモア

丸大食品㈱北海道工場 東日本旅客鉄道㈱千葉土木技術ｾﾝﾀｰ IGRいわて銀河鉄道㈱

全農サイロ㈱ 東日本旅客鉄道㈱横浜信号通信技術ｾﾝﾀｰ 島原ドック協業組合

㈱J-オイルミルズ 東日本旅客鉄道㈱八王子電力ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 山陽電気鉄道

㈱あ印 東日本旅客鉄道㈱水戸信号通信技術センター 山陽電気鉄道㈱須磨浦山遊園

ミヨシ油脂㈱ 東日本旅客鉄道㈱高崎信号通信技術センター 西武鉄道㈱

ホクレンくみあい飼料㈱ 東日本旅客鉄道㈱長野電力技術センター 小田急電鉄㈱

オリエンタル酵母工業㈱ 東日本旅客鉄道㈱我孫子電力技術センター のと鉄道

日世㈱ 東日本旅客鉄道㈱信濃川発電所 ㈱TBSテレビ

㈱やまひろ 東日本旅客鉄道㈱横浜土木技術センター 日本貨物鉄道㈱

㈱奈良 東海旅客鉄道㈱ 双日ロジスティック㈱名古屋スチールセンター

日本ハム食品㈱桑名プラント 西日本旅客鉄道㈱ 青い森鉄道㈱

波照間製糖㈱ 西日本旅客鉄道㈱大阪土木技術センター 天竜浜名湖鉄道㈱

㈱珍來総本店 ㈱JR西日本ビルト 大阪市高速電気軌道㈱

森永乳業㈱ 西日本旅客鉄道㈱大阪支社 四国旅客鉄道㈱

敷島スターチ㈱ 西日本旅客鉄道㈱和歌山支社 プロロジス　プロロジスパーク市川1

西日本旅客鉄道㈱福山支社 日本海運㈱

九州旅客鉄道㈱
西日本旅客鉄道㈱　米子土木技術センター

JR北海道㈱五稜郭車両所

JR鳥飼車両基地

JR山陰本線

川崎日航ホテル
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※ そ の 他 の 製 造 業 ※ ※ そ の 他 ※ ※ レ ジ ャ ー 施 設 ※

東宝不動産㈱ JFEシビル㈱千葉事業所 眞榮の里

㈱関西岡村製作所 フマキラー㈱ シニアパーク レジデンス船橋壱番館

大日本印刷㈱上福岡工場 日本大学　松戸歯学部 瑞陵ゴルフ倶楽部

大日本印刷㈱鶴瀬工場 神戸大学医学部付属病院 日本中央競馬会

大日本印刷㈱ABセンター 日清紡ブレーキ㈱館林事業所 クアドーム(秋田)

凸版印刷㈱総合研究所 湯布院（夢想園） 遊楽の里　取手店

目黒区祐天寺商店街 ダイヤモンドドギーズパーク箱根

日本ファーネス工業㈱ 京阪モール

日立マクセル㈱ 東京ドルフィンクラブ

大阪府済生会中津病院 志摩スペイン村

四条畷看護専門学校 ホテルオークラＪＲハウステンボス

大阪北野病院 谷川岳ロープウエー㈱

王子コンテナー㈱ 服部乗馬クラブ

NHK大阪放送会館 福岡 ヤフオク!ドーム ／ ヤフオクドーム

※ そ の 他 ※ エイアイファーマ㈱埼玉工場 旅館 有楽

ﾆﾁﾊ㈱名古屋工場 社会医療法人清恵会清恵会病院 ハービス プラザ エント

㈱日本興業銀行大阪支店 大和ハウス工業㈱ ㈱アワーズ　アドベンチャーワールド

みずほ銀行本店 ファイザー・ファーマー㈱  ブリヂストンスポーツアリーナ㈱ ブリヂストンテニスフラワーヒル

築地魚市場㈱ 聖マリアンナ医科大学病院 ㈱東京ビックサイト

敦賀漁連 国見台病院 三好カントリークラブ

日高中央漁業組合 津田沼南口商店会 ラフォーレ川崎

ＮＴＴ 神戸ハーバーランド㈱センタービル

NTTロジスコ テニスガーデン高槻

ＫＤＤＩ

㈱東急ﾊﾝｽﾞ心斎橋店

大塚家具㈱新宿ｼｮｰﾙｰﾑ

ドイト  与野店

ドイト  大和店

ドイト  相模原店

ジャスコ　塩釜店 ※ 海 外 ※

イオン　海老名店 ZOLTAN VIRAG(米国･ﾏｲｱﾐ)

イオン　穂波店 渤海石油(中国)

イオン　姫路店 現代電子(韓国)

イオン　高萩店 ※ レ ジ ャ ー 施 設 ※ En　Tech.,（韓国）

イオン　昆陽店 (財)加古川ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ GENAD SYSTEM（韓国）

イオン　豊橋南店 コナミスポーツクラブ タウンガス（香港）

イオン　本牧店 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞｵﾚﾝｼﾞﾜﾝ豊浜 南亜電機 （台湾）

イオンタウン久御山 ザ・トラディションゴルフクラブ 広隆社（台湾）

イオン茅ケ崎中央店 中之島フェスティバルタワー 台湾摂陽

合同会社西友 ﾌﾗｲﾌｧｲﾄ弁天町(旧ﾌﾟｰﾙｽﾞ) National Heritage Board(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ)

羽田空港 ユニバーサルスタジオジャパン ﾀｳｽｻｳｽ INCINERATION PLANT (ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ)

中部国際空港 ワールドトレードセンター大阪 Boiler Care Sdn.Bhd.(ﾏﾚｰｼｱ)

関西国際空港㈱ 東京国際展示場 オマーン

大阪国際空港 びわ湖バレイ アブダビ石油㈱(ｱﾗﾌﾞ首長国連邦)

出雲空港 箱根小涌園ユネッサン 在モンゴル日本大使館

大分空港 神奈川県大磯町立照ヶ崎プール トルコ共和国運輸省道路庁

大阪府岸和田土木事務所 新那須温泉供給

那覇空港 太平山観光開発㈱

鳥取空港 オリエンタルランド

㈱三越伊勢丹　日本橋三越本店 ＪＡ秋田

㈱三越 枚方店 全国農業協同組合連合会

㈱西武百貨店　所沢店 ㈱十勝くみあい農機事業センター

近鉄百貨店　上本町店 高砂市野球場 ﾊﾝｶﾁﾒﾓﾘｱﾙｽﾀｼﾞｱﾑ

福田屋百貨店　鹿沼店 新潟県立　こども自然王国

富山検査㈱ 延寿館

日本コムシス㈱ リックセントラルタワージ・アンタンテ（六甲アイランド）
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