
令和４年１月１日 現在

所在地 事業所名（届出名称）

和歌山市 和歌山市役所　収集センター北事務所
和歌山市 株式会社酒直
和歌山市 日本製鉄株式会社　関西製鉄所
和歌山市 和歌山ゴルフ場株式会社
和歌山市 和歌山トヨタ自動車株式会社
和歌山市 株式会社世界一統
和歌山市 さくら運転代行
和歌山市 資生堂ジャパン株式会社　近畿事業部和歌山オフィス
和歌山市 株式会社ＮＴＴファシリティーズ関西　和歌山支店
和歌山市 株式会社パソナライフケア　和歌山サービスＧ
和歌山市 増尾電設株式会社
和歌山市 智辯学園和歌山　中・高等学校
和歌山市 株式会社坂東通信工業
和歌山市 ネッツトヨタ和歌山株式会社　紀ノ川店
和歌山市 和歌山自動車株式会社
和歌山市 株式会社希真産業
和歌山市 日本郵便株式会社　和歌山中央郵便局
和歌山市 東和薬品株式会社和歌山営業所
和歌山市 マジオドライバーズスクール和歌山校
和歌山市 和歌山県警察本部警務部（警務課）
和歌山市 医療法人稲祥会
和歌山市 日産プリンス和歌山販売株式会社　狐島店
和歌山市 和歌山西警察署
和歌山市 株式会社目良建設
和歌山市 和歌山県立和歌山盲学校
和歌山市 石井産業株式会社
和歌山市 関包スチール株式会社　和歌山工場
和歌山市 積水ハウス不動産関西株式会社　和歌山賃貸営業所
和歌山市 和歌山河川国道事務所
和歌山市 株式会社有石　紀ノ川油槽所
和歌山市 パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社ＬＥ関西社和歌山支社
和歌山市 ダイドービバレッジサービス株式会社　和歌山営業所
和歌山市 ＡＧＣ硝子建材株式会社　和歌山支店
和歌山市 日本道路興運株式会社　和歌山事業所
和歌山市 株式会社丸昌
和歌山市 安田金属興業株式会社
和歌山市 社会福祉法人つわぶき会　綜愛苑
和歌山市 学校法人谷山学園「いさお幼稚園」
和歌山市 和歌山マリーナシティ株式会社
和歌山市 株式会社ＵＳＥＮ　和歌山支店
和歌山市 関西電力株式会社　和歌山事業場
和歌山市 松三建材株式会社
和歌山市 大和冷機工業株式会社　和歌山営業所
和歌山市 関西電力送配電株式会社　和歌山配電営業所
和歌山市 日鉄物流株式会社　和歌山支店
和歌山市 株式会社小向商会
和歌山市 社会福祉法人「寿敬会」
和歌山市 株式会社高橋組
和歌山市 和歌山市消防局
和歌山市 一冨士フードサービス株式会社
和歌山市 新中村化学工業株式会社
和歌山市 帝人ヘルスケア株式会社　大阪支店和歌山営業所
和歌山市 南海電気工事株式会社
和歌山市 エコガス株式会社
和歌山市 株式会社たけでん 和歌山支店
和歌山市 株式会社オプテージ　和歌山事務所
和歌山市 日通商事株式会社　大阪支店和歌山サービスステーション
和歌山市 和歌山トヨタ自動車株式会社　梶取店
和歌山市 パルポートワカヤマ
和歌山市 和歌山県自動車学校
和歌山市 紀ノ川セレモ平安
和歌山市 株式会社ヤマシタ　和歌山営業所
和歌山市 株式会社かじもと
和歌山市 セキスイファミエス近畿株式会社　和歌山支店
和歌山市 天照皇大神宮教和歌山地区交通部会
和歌山市 株式会社紀陽銀行
和歌山市 あかねⅠ運転代行
和歌山市 株式会社花のとみや
和歌山市 日鉄ビジネスサービス関西株式会社
和歌山市 セントケア紀の川

県内の安全運転管理者選任事業所（市町村順）
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和歌山市 有限会社西野電気工事
和歌山市 株式会社タイガー薬品
和歌山市 株式会社セリオ　和歌山営業所
和歌山市 株式会社大東
和歌山市 日本放送協会和歌山放送局
和歌山市 株式会社紀陽銀行　事務集中室
和歌山市 花王グループカスタマーマーケティング株式会社
和歌山市 株式会社湊組
和歌山市 ぷらす運転代行
和歌山市 紀陽ダイキン空調株式会社
和歌山市 ヤンマーアグリジャパン株式会社
和歌山市 丸良木材産業株式会社
和歌山市 株式会社ヤマダデンキ　家電住まいる館×ＹＡＭＡＤＡＷｅｂ．ｃｏｍ和歌山店
和歌山市 長宅電機工業株式会社　和歌山出張所
和歌山市 Ｔｅａｍ運転代行
和歌山市 日本年金機構　和歌山東年金事務所
和歌山市 株式会社貴志安商店
和歌山市 株式会社神戸屋
和歌山市 和歌山市北消防署 紀伊分署
和歌山市 株式会社三井住友銀行　和歌山支店
和歌山市 株式会社城南建設
和歌山市 株式会社中山綜合コンサルタント
和歌山市 バイエル薬品株式会社　紀和営業所
和歌山市 大亜鋼業株式会社
和歌山市 阪和株式会社　和歌山営業所
和歌山市 岩橋ブロック工業株式会社
和歌山市 株式会社ホンダ四輪販売関西 小雑賀店
和歌山市 和歌山北警察署
和歌山市 花王株式会社　和歌山工場
和歌山市 和歌山市北消防署
和歌山市 紀陽竹中株式会社
和歌山市 株式会社湯川泰洋紙店
和歌山市 近畿エア・ウオーター株式会社和歌山支店 ケーディー工場
和歌山市 株式会社東海近畿クボタ 和歌山事務所
和歌山市 みどり幼稚園
和歌山市 黒崎播磨株式会社　和歌山支店
和歌山市 株式会社ヒダカヤ
和歌山市 和歌山市企業局
和歌山市 ＭＳ和歌山株式会社
和歌山市 株式会社ヨコハマタイヤジャパン　和歌山営業所
和歌山市 三友工業株式会社
和歌山市 まこと保育園
和歌山市 株式会社日本化学工業所
和歌山市 和歌山日産自動車株式会社　大浦店
和歌山市 セントケア看護小規模中之島
和歌山市 杏林製薬株式会社　和歌山営業所
和歌山市 株式会社河北食品
和歌山市 セキスイハイム近畿株式会社　和歌山支店
和歌山市 中井エンジニアリング株式会社南部支社
和歌山市 日本キャタピラー合同会社
和歌山市 パナソニックエイジフリーケアセンター 和歌山北島デイサービス
和歌山市 新建電機株式会社
和歌山市 医療法人「昭陽会　綿貫整形外科」
和歌山市 メットライフ生命保険株式会社　和歌山支社
和歌山市 ＵＤトラックス株式会社　和歌山カスタマーセンター
和歌山市 共栄火災海上保険株式会社　和歌山支社
和歌山市 株式会社アペックス西日本　和歌山営業所
和歌山市 有限会社紀州生コン
和歌山市 有限会社井上塗装工業
和歌山市 株式会社東京海上日動パートナーズかんさい　和歌山支店
和歌山市 株式会社フォトキューブ
和歌山市 株式会社ガスパル近畿和歌山販売所
和歌山市 介護相談センター　ピース＆ピース大谷
和歌山市 和歌山市東消防署　岡崎分署
和歌山市 竹内化学株式会社　本社
和歌山市 西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社　和歌山工事事務所駐在
和歌山市 高圧ガス工業株式会社
和歌山市 ＯＲＩＯＮ運転代行
和歌山市 ニッツー運転代行１０
和歌山市 和歌山プレス株式会社
和歌山市 株式会社松田商店
和歌山市 花王フィールドマーケティング株式会社　和歌山オフィス
和歌山市 大弘建材株式会社　貴志川工場
和歌山市 ＮＳハートフルサービス関西株式会社
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和歌山市 ホテルアバローム紀の国
和歌山市 マルキ珈琲株式会社
和歌山市 株式会社関西シーケンス工業
和歌山市 株式会社テレビ和歌山
和歌山市 塩屋自動車学校
和歌山市 わかやま農業協同組合
和歌山市 株式会社ヨシケイ和歌山
和歌山市 泉鋼管工事株式会社
和歌山市 株式会社稲葉
和歌山市 大和ハウスリフォーム株式会社　西日本支社和歌山営業所
和歌山市 ＳＭＢＣ日興証券株式会社　和歌山支店
和歌山市 一般財団法人ＮＳメディカル・ヘルスケアサービス
和歌山市 和歌山日産自動車株式会社　狐島店
和歌山市 三井住友海上火災保険株式会社　和歌山支店
和歌山市 株式会社山槌商店
和歌山市 近畿電設工業株式会社
和歌山市 株式会社帝国データバンク　和歌山支店
和歌山市 太洋工業株式会社
和歌山市 株式会社ワカヤマアスレティックス　パルポート紀の川
和歌山市 株式会社マリンルームオオタ
和歌山市 サントリービバレッジサービス株式会社　和歌山支店
和歌山市 和歌山ワンツー代行運転
和歌山市 東建コーポレーション株式会社
和歌山市 リコージャパン株式会社　和歌山事業所
和歌山市 有功ヶ丘学園
和歌山市 株式会社関組
和歌山市 株式会社近鉄百貨店　和歌山店
和歌山市 ＮＥＣフィールディング株式会社関西支社　和歌山支店
和歌山市 和歌山米油販売株式会社
和歌山市 和歌山市東消防署
和歌山市 株式会社オークワ　本社
和歌山市 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社　和歌山支店
和歌山市 株式会社タキハタ
和歌山市 株式会社スズキモーター和歌山
和歌山市 社会福祉法人紀伊福祉会「特別養護老人ホーム紀伊てまり苑」
和歌山市 株式会社りそな銀行　和歌山支店
和歌山市 日本生命保険相互会社　和歌山支社
和歌山市 センゴクベンダー株式会社
和歌山市 三起工業株式会社
和歌山市 日本郵便株式会社和歌山中央郵便局　川辺集配分室
和歌山市 小浪木材産業株式会社
和歌山市 ノーリツプレシジョン株式会社
和歌山市 株式会社庵田自動車商会
和歌山市 有限会社坂東自動車
和歌山市 株式会社大西商会
和歌山市 社会福祉法人紀伊松風苑
和歌山市 ニチイケアセンター大浦
和歌山市 株式会社ＰＡＬＴＡＣ　和歌山支店
和歌山市 株式会社島精機製作所
和歌山市 みずほ証券株式会社　和歌山支店
和歌山市 株式会社日本アクセス　和歌山支店
和歌山市 株式会社上山商店
和歌山市 株式会社喜望ゼミナール
和歌山市 日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング株式会社　和歌山事業所
和歌山市 野村證券株式会社　和歌山支店
和歌山市 西和歌山病院
和歌山市 株式会社日立ビルシステム　和歌山営業所
和歌山市 株式会社マルゼン　和歌山営業所
和歌山市 きんでんサービス株式会社　和歌山支店
和歌山市 株式会社ホンダ四輪販売関西　ＨｏｎｄａＣａｒｓ南近畿和歌山　松島店
和歌山市 和歌山日野自動車株式会社
和歌山市 大阪精機工作株式会社　本社
和歌山市 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 
和歌山市 株式会社第三銀行　和歌山支店
和歌山市 紀陽情報システム株式会社
和歌山市 エアー・ウォーター株式会社　オンサイト事業部和歌山事業所
和歌山市 株式会社和歌山放送
和歌山市 南海電気鉄道株式会社　電力区和歌山エリア
和歌山市 株式会社後藤武治商店
和歌山市 株式会社モリモト
和歌山市
和歌山市 和歌山警備保障株式会社
和歌山市 民宿「市川荘」
和歌山市 医療法人宮本病院
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和歌山市 株式会社ハウステック関西支社　和歌山営業所
和歌山市 カドヤ株式会社
和歌山市 お食事処つるが
和歌山市 国立大学法人和歌山大学
和歌山市 ＴＯＴＯ株式会社　和歌山営業所
和歌山市 和歌山ピース運転代行
和歌山市 有限会社瀧本生コン
和歌山市 バンドー設備工業株式会社
和歌山市 株式会社大和生研
和歌山市 伊藤ハム販売株式会社　和歌山営業所
和歌山市 株式会社三協テック株式会社　和歌山支店
和歌山市 株式会社ケーエムリース　ダスキン和歌浦支店
和歌山市 和商重機株式会社
和歌山市 株式会社大黒
和歌山市 株式会社ビー・エム・エル　和歌山営業所
和歌山市 株式会社三菱ＵＦＪ銀行　和歌山支店
和歌山市 阪和電設株式会社　和歌山出張所
和歌山市 アスリート運転代行
和歌山市 セントケア和歌山株式会社事業部
和歌山市 株式会社ヤマサキ　和歌山営業所
和歌山市 ＭＡＸ
和歌山市 和歌山県警察本部警務部（警察学校）
和歌山市 楓運転代行
和歌山市 コベルコ建機日本株式会社　和歌山営業所
和歌山市 株式会社レンタルのニッケン　和歌山営業所
和歌山市 和歌山米穀株式会社
和歌山市 株式会社トップラン
和歌山市 株式会社加藤商会
和歌山市 日鉄スラグ製品株式会社　和歌山事業所
和歌山市 日鉄環境株式会社　関西支店
和歌山市 株式会社きんでん　和歌山営業所
和歌山市 創価学会和歌山県事務局
和歌山市 有限会社福嶋商会
和歌山市 叶夢向
和歌山市 日産プリンス和歌山販売株式会社
和歌山市 大日本住友製薬株式会社　大阪支店和歌山営業所
和歌山市 愛徳幼稚園
和歌山市 株式会社河鶴　
和歌山市 株式会社プラトン　和歌山営業所
和歌山市
和歌山市 株式会社エビス商会
和歌山市 有限会社セイソンポート南海
和歌山市 和歌山東警察署
和歌山市 辰和工業株式会社　和歌山事業所
和歌山市 第一ゼミナール　紀ノ川校
和歌山市 株式会社サニクリーン近畿　和歌山営業所
和歌山市 協栄電気株式会社
和歌山市 ムーブ運転代行社
和歌山市 大木電機工業株式会社　雑賀崎工場
和歌山市 株式会社得津自動車
和歌山市 はぐるま共同作業所　和の杜
和歌山市 アクロナイネン株式会社
和歌山市 大阪富士工業株式会社　和歌山支店
和歌山市 ＳＫＹ運転代行
和歌山市 株式会社メディセオ
和歌山市 株式会社山本進重郎商店
和歌山市 株式会社ジェイコムウエスト　和歌山局
和歌山市 和歌山市中消防署
和歌山市 和歌山自動車株式会社　北営業所
和歌山市 株式会社ＮＴＴフィールドテクノ　和歌山設備部（宇須ビル）
和歌山市 鴻池運輸株式会社　和歌山支店
和歌山市 一般財団法人和歌山県交通安全協会
和歌山市 Ｎピース運転代行
和歌山市 廣見家具株式会社
和歌山市 太田鉄工株式会社
和歌山市 医療法人青松会
和歌山市 株式会社後藤進行堂
和歌山市 株式会社池田泉州銀行　和歌山支店
和歌山市 株式会社ラウンドワンスタジアム　和歌山店
和歌山市 シャープマーケティングジャパン株式会社カスタマーサービス社　和歌山サービスステーション
和歌山市 日鉄テックスエンジ株式会社　和歌山支店
和歌山市 大和証券株式会社　和歌山支店
和歌山市 株式会社三次工務店
和歌山市 株式会社サニックス　和歌山営業所
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和歌山市 東芝コンシューママーケティング株式会社　和歌山サービス･ステーション
和歌山市 株式会社大亜建設工業
和歌山市 自衛隊和歌山地方協力本部
和歌山市 ネクステージ和歌山店
和歌山市 和歌山ダイハツ販売株式会社
和歌山市 株式会社興和製作所
和歌山市 株式会社サニコン
和歌山市 株式会社ナカシタトウフ
和歌山市 有限会社木村屋旅館
和歌山市 株式会社大阪めいらく　和歌山営業所
和歌山市 株式会社庵田自動車商会
和歌山市 まつえ幼稚園
和歌山市 株式会社エスビジョングループ
和歌山市 石井工業株式会社
和歌山市 日本商事株式会社
和歌山市 島津サイエンス西日本株式会社　和歌山支店
和歌山市 和歌山県立紀伊コスモス支援学校
和歌山市 株式会社明松
和歌山市 西尾レントオール株式会社　和歌山営業所
和歌山市 株式会社和歌山ナセリー
和歌山市 社会福祉法人一麦会こじか園
和歌山市 双子島荘
和歌山市 松江運送株式会社
和歌山市 株式会社ファミリーマート関西第３ディストリクト和歌山北営業所
和歌山市 和歌山県立和歌山さくら支援学校
和歌山市 日本郵便株式会社　和歌山中央郵便局　第三集配営業部
和歌山市 和歌山ダイハツ販売株式会社　松島営業所
和歌山市 株式会社天禄商会　和歌山営業所
和歌山市 久保田工業株式会社
和歌山市 株式会社ティプロス　和歌山支社
和歌山市 フジテック株式会社　和歌山営業所
和歌山市 株式会社和伸
和歌山市 新和広告株式会社
和歌山市 ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社
和歌山市 日産プリンス和歌山販売株式会社　松島支店
和歌山市 筧組建設株式会社　和歌山営業所
和歌山市 大鉄工業株式会社　和歌山出張所
和歌山市 明光電機株式会社
和歌山市 株式会社昭和工機
和歌山市 琴の浦リハビリテーションセンター
和歌山市 南近畿ＴＣＭ株式会社　和歌山支店
和歌山市 株式会社小畑辰之助商店
和歌山市 キクロン株式会社
和歌山市 株式会社エネルギーステーション
和歌山市 不二電機株式会社　和歌山支店
和歌山市 和歌山ターミナルビル株式会社
和歌山市 和歌山県警察音楽隊
和歌山市 加建工業株式会社
和歌山市 田端酒造株式会社
和歌山市 有限会社ユートピア建設
和歌山市 和歌山市役所
和歌山市 三栄工業株式会社
和歌山市 ＭＵＳＡＳＨＩ運転代行
和歌山市 関西キリンビバレッジサービス株式会社　和歌山支店
和歌山市 伊藤建材工業有限会社
和歌山市 剤盛堂薬品株式会社
和歌山市 近畿農政局　和歌山県拠点
和歌山市 日新電機工作株式会社
和歌山市 リバティ代行
和歌山市 メルスィー生活協同組合
和歌山市 ダイワエネルギー株式会社　和歌山営業所
和歌山市 有限会社まついコーポレーション
和歌山市 株式会社和歌山県農協　電算センター
和歌山市 永明産業株式会社
和歌山市 キタヤマトーヨー住器株式会社
和歌山市 丸井産業株式会社　阪和営業所
和歌山市 ニチイケアセンター　和歌山松江
和歌山市 株式会社日本政策金融公庫　和歌山支店
和歌山市 社会福祉法人つわぶき会 福祉就労センターつつじが丘苑
和歌山市 紀州ゼネラルコーポレーション株式会社
和歌山市 株式会社アーネストワン　和歌山営業所
和歌山市 湊興業株式会社
和歌山市 株式会社豊工業所
和歌山市 三菱電機住環境システムズ株式会社　和歌山支店
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和歌山市 キング運転代行社
和歌山市 株式会社仙台銘板　阪和営業所
和歌山市 日産部品近畿販売株式会社　和歌山営業所
和歌山市 あたらし屋
和歌山市 栄光警備保障株式会社
和歌山市 株式会社笹一　紀の川店
和歌山市 植野電気株式会社
和歌山市 株式会社新栄組
和歌山市 シャープサポートアンドサービス株式会社
和歌山市 社会福祉法人つわぶき会　綜成苑
和歌山市 株式会社紀陽銀行　東和歌山支店
和歌山市 モンティグレ
和歌山市 株式会社藤本水道
和歌山市 社会福祉法人すみれ保育園
和歌山市 アズマハウス株式会社　北部支店
和歌山市 第一三共株式会社　関西支店和歌山第一営業所
和歌山市 ワタキューセイモア株式会社　和歌山営業所
和歌山市 タマホーム株式会社　和歌山支店
和歌山市 レスキュー代行
和歌山市 関西電力送配電株式会社　和歌山電力所
和歌山市 株式会社ヰセキ関西中部
和歌山市 すみれ運転代行
和歌山市 大岩石油株式会社
和歌山市 株式会社大山
和歌山市 株式会社日ノ本組
和歌山市 トヨタカローラ和歌山株式会社
和歌山市 フォルクスワーゲン和歌山中央
和歌山市 株式会社Ａｘｉｓ　Ｓｕｐｐｏｒｔ
和歌山市 生活総合支援センターあい
和歌山市 丸大フード株式会社　ＭＦ和歌山営業所
和歌山市 岩橋重機株式会社
和歌山市 柏木鉄工株式会社
和歌山市 和歌山加太温泉　加太海月
和歌山市 大和ハウス賃貸リフォーム株式会社　関西支店和歌山営業所
和歌山市 ＮＰＯ法人　和歌山ケアマネージャーの会
和歌山市 社会福祉法人「あわ保育園」
和歌山市 コマツカスタマーサポート株式会社　和歌山支店
和歌山市 日本郵便株式会社　和歌山南郵便局
和歌山市 株式会社近畿地域づくりセンター　和歌山支店
和歌山市 ＮＳＴ機材サービス株式会社
和歌山市 株式会社竹下組
和歌山市 アズマハウス株式会社
和歌山市 株式会社商工組合中央金庫　和歌山支店
和歌山市 株式会社三建興産
和歌山市 共同企業体　和歌山アスコン
和歌山市 リックス株式会社　和歌山営業所
和歌山市 株式会社レールテック　和歌山調査監理センター
和歌山市 福興建設株式会社
和歌山市 和歌山県赤十字血液センター
和歌山市 公益社団法人和歌山県水質保全センター　和歌山事務所
和歌山市 株式会社第一パーツ商会
和歌山市 社会福祉法人山口保育園
和歌山市 浅井建設株式会社
和歌山市 有限会社野上興業
和歌山市 デュプロ株式会社　阪和支店
和歌山市 株式会社北内組
和歌山市 ベル運転代行
和歌山市 大芝建材株式会社　和歌山営業所
和歌山市 和建技術株式会社
和歌山市 竹内電設株式会社
和歌山市 木下建設株式会社
和歌山市 日鉄テクノロジー株式会社　関西事業所
和歌山市 和田精密歯研株式会社　和歌山事業所
和歌山市 品川リフラクトリーズ株式会社　和歌山営業所
和歌山市 株式会社釣谷商店
和歌山市 株式会社花嫁センター
和歌山市 和歌山トヨペット株式会社
和歌山市 東洋機械加工株式会社
和歌山市 三井住友信託銀行株式会社　和歌山支店
和歌山市 和歌山ヤクルト販売株式会社
和歌山市 日鉄ソリューションズ株式会社
和歌山市 中村設備工業株式会社
和歌山市 株式会社エヌ・アイ・シー
和歌山市 大阪ガス株式会社　和歌山事業所
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和歌山市 セントケア和歌山
和歌山市 日興通信株式会社　和歌山支店
和歌山市 おべ工業株式会社
和歌山市 パナソニックリビング近畿株式会社　和歌山支店
和歌山市 株式会社オーノ工務店
和歌山市 関西電力送配電株式会社　和歌山支社
和歌山市 日本赤十字社　和歌山医療センター
和歌山市 株式会社オリーバ
和歌山市 株式会社幸福建設
和歌山市 日本郵便株式会社　和歌山中央郵便局　山東郵便局
和歌山市 株式会社岡本ＲＳ外装
和歌山市 和歌山電工株式会社
和歌山市 上中産業株式会社
和歌山市 紀和化学工業株式会社
和歌山市 日本光電工業株式会社関西支社　和歌山営業所
和歌山市 和歌山県農業共済組合
和歌山市 株式会社東和警備保障
和歌山市 野際産業株式会社
和歌山市 紀陽リース・キャピタル株式会社
和歌山市 ＯＫＩクロステック株式会社　和歌山支店
和歌山市
和歌山市 西日本高速道路株式会社関西支社　和歌山高速道路事務所
和歌山市 シャープマーケティングジャパン株式会社　和歌山支店
和歌山市 株式会社タニノプラント産業
和歌山市 西日本旅客鉄道株式会社　和歌山電気区
和歌山市 株式会社小橋組
和歌山市 明治安田生命保険相互会社　和歌山支社
和歌山市 株式会社オーカワ
和歌山市 ノイエス株式会社
和歌山市 株式会社Ｍネット
和歌山市 巨泉運転代行
和歌山市 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社　和歌山ＣＳセンター
和歌山市 社会福祉法人弘心会
和歌山市 スーパー運転代行
和歌山市 セイコーメディカル株式会社
和歌山市 関西建設株式会社
和歌山市 丸和工業
和歌山市 和歌山イシダ株式会社
和歌山市 日本食研株式会社　和歌山支店
和歌山市 小川電機株式会社　和歌山営業所
和歌山市 和歌山市収集センターストックヤード
和歌山市 大真エンジニアリング株式会社
和歌山市 ホンダカーズ紀の川バイパス永穂店
和歌山市 株式会社コムラ
和歌山市 ユタカ工作株式会社
和歌山市 和歌山県民共済生活協同組合
和歌山市 株式会社和歌山防災設備
和歌山市 海草振興局建設部
和歌山市 有限会社紀州熔工
和歌山市 株式会社小池組
和歌山市 愛和運転代行　和歌山営業所
和歌山市 株式会社西村組
和歌山市 ホシザキ京阪株式会社　和歌山営業所
和歌山市 クリナップ株式会社　和歌山営業所
和歌山市 河西運輸株式会社（重機部）
和歌山市 菱和株式会社
和歌山市 三笠建設株式会社
和歌山市 住友林業株式会社　住宅事業本部和歌山支店
和歌山市 近畿産業信用組合　和歌山支店
和歌山市 根田建設株式会社
和歌山市 株式会社和歌山印刷所
和歌山市 株式会社レンタルタイキ
和歌山市 株式会社吉川
和歌山市 文化シャッター株式会社　和歌山営業所
和歌山市 池田鉄工株式会社
和歌山市 カトウ酸素株式会社
和歌山市 ツクイ和歌山神前
和歌山市 漁火の宿シーサイド観潮
和歌山市 ビート運転代行
和歌山市 セコム株式会社　和歌山統轄支社
和歌山市 株式会社ダイハツ　河北センター
和歌山市 株式会社南北
和歌山市 和歌山日産自動車株式会社　中島店
和歌山市 株式会社関西みらい銀行　和歌山支店
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和歌山市 東芝テックソリューションサービス株式会社　和歌山ＳＳ
和歌山市 株式会社ホテル大阪屋
和歌山市 こくみん共済ＣＯＯＰ和歌山推進本部
和歌山市 近畿管区警察局和歌山県情報通信部
和歌山市 株式会社畑山製衡所　千旦工場
和歌山市 株式会社酒直レミコン
和歌山市 株式会社エム・ツー
和歌山市 浅川組運輸株式会社
和歌山市 株式会社武田組
和歌山市 株式会社ＮＴＴフィールドテクノ　和歌山設備部
和歌山市 日本たばこ産業株式会社　和歌山支店
和歌山市 パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社　ＣＳ社関西社和歌山サービスセンター
和歌山市 和歌山県警察本部刑事部（刑事企画課）
和歌山市 岩井コスモ証券株式会社　和歌山支店
和歌山市 和歌山県警察本部警備部（警備課）
和歌山市 キッセイ薬品工業株式会社　和歌山営業所
和歌山市 小橋電機工業株式会社
和歌山市 株式会社モリタ　和歌山支店
和歌山市 学校法人「日前幼稚園」
和歌山市 神野潜水土木工業株式会社　和歌山支店
和歌山市 山路ライン株式会社
和歌山市 住友不動産株式会社　和歌山営業所
和歌山市 ケアパートナー株式会社　和歌山
和歌山市 三幸建設株式会社
和歌山市 田辺三菱製薬株式会社　和歌山営業所
和歌山市 和歌山共同建材株式会社
和歌山市 上田建設工業株式会社
和歌山市 有限会社新和電機
和歌山市 和歌山冷凍株式会社
和歌山市 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ株式会社　和歌山営業所
和歌山市 大東建託株式会社　和歌山支店
和歌山市 たちばな幼稚園
和歌山市 岩本石油株式会社
和歌山市 学校法人木ノ下学園　安原幼稚園
和歌山市 和歌山ダイハツ販売株式会社　大浦営業所
和歌山市 株式会社かんぽ生命保険　和歌山支店
和歌山市 株式会社ゼンリン　和歌山営業所
和歌山市 松江電工株式会社
和歌山市 ＮＴＴ西日本ビジネスフロント株式会社　関西支店和歌山営業所
和歌山市 ダイワトーヨー住器株式会社
和歌山市 住栄工業株式会社
和歌山市 株式会社和通建
和歌山市 山本石油株式会社　産業販売部
和歌山市 和歌山刑務所
和歌山市 株式会社井口通信
和歌山市 三和塗装株式会社
和歌山市 有限会社　國友組
和歌山市 千代田石油株式会社
和歌山市 山九株式会社　和歌山支店　機工サブセンター
和歌山市 積水ハウスリフォーム株式会社　大阪南営業所和歌山リフォームセンター
和歌山市 トヨタエルアンドエフ和歌山株式会社
和歌山市 丸山組株式会社
和歌山市 旭食品株式会社　和歌山支店
和歌山市 中和印刷紙器株式会社
和歌山市 ヤサカ宅配センター　鷹匠町店
和歌山市 株式会社スズキ自販和歌山　和歌山北営業所
和歌山市 和歌山県信用保証協会
和歌山市 社会福祉法人こうま会「こうま保育園」
和歌山市 東洋特殊工事株式会社
和歌山市 株式会社河住産業
和歌山市 株式会社殿村機械工具店
和歌山市 株式会社坂口興業
和歌山市 収集センター西事務所
和歌山市 岡久家具株式会社
和歌山市 株式会社日本ケアサプライ　和歌山営業所
和歌山市 綜合警備保障株式会社　和歌山支社
和歌山市 日本電気株式会社　和歌山支店
和歌山市 資生堂ジャパン株式会社近畿支社　和歌山オフィス
和歌山市 ダスキン　きのかわ支店
和歌山市 旭化成ファーマ株式会社　和歌山営業所
和歌山市 東洋検査工業株式会社
和歌山市 株式会社山口電気
和歌山市 天理教紀陽大教会
和歌山市 休暇村紀州加太
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和歌山市 株式会社東京商工リサーチ　和歌山支店
和歌山市 大東建託リーシング株式会社　和歌山店
和歌山市 学校法人「野崎幼稚園」
和歌山市 和歌山国際セーフティー株式会社
和歌山市 エスフーズ株式会社　和歌山営業所
和歌山市 運転代行銀ちゃん
和歌山市 近畿労働金庫　和歌山支店
和歌山市 まことなるたきこども園
和歌山市 グローリー株式会社　和歌山営業所
和歌山市 鷺森幼稚園
和歌山市 株式会社亀岡
和歌山市 株式会社和歌山一誠工作所
和歌山市 株式会社ＬＩＸＩＬトータルサービス関西支店　和歌山事業所
和歌山市 社会福祉法人「つわぶき会つわぶき授産工場」
和歌山市 和歌山信愛中学校　高等学校
和歌山市 平成会みずほ園
和歌山市 社会福祉法人一麦会ソーシャルファームピネル
和歌山市 株式会社キナン　和歌山営業所
和歌山市 アズマハウス株式会社　国体道路支店
和歌山市 和歌山県（農林水産部）
和歌山市 障害者就業生活支援センター
和歌山市 株式会社貴志
和歌山市 ドレミ運転代行
和歌山市 日本通運株式会社　和歌山支店
和歌山市 大和リース株式会社　和歌山営業所
和歌山市 学校法人「雄湊幼稚園」
和歌山市 株式会社和歌山マツダ　大浦店
和歌山市 日本ハイウェイ・サービス株式会社 和歌山事業所
和歌山市 第一生コンクリート株式会社
和歌山市 小畑産業株式会社　和歌山営業所
和歌山市 和歌山県　会計局　総務事務集中課
和歌山市 益田工業有限会社
和歌山市 東邦薬品株式会社
和歌山市 株式会社ＫＡＮＳＯテクノス　和歌山支店
和歌山市 大栄環境株式会社　和歌山リサイクルセンター
和歌山市 ニッツー運転代行８
和歌山市 山下アロー設備株式会社
和歌山市 株式会社宮井組
和歌山市 Ｎｅｗえびす運転代行
和歌山市 敷島製パン株式会社　和歌山営業所
和歌山市 日本通運株式会社　和歌山支店
和歌山市 医療法人スミヤ訪問看護ステーション
和歌山市 積水ハウス株式会社　阪和カスタマーズセンター和歌山オフィス
和歌山市 住友電設株式会社　和歌山工事事務所
和歌山市 株式会社マルトミレンタ
和歌山市 社会福祉法人あおい会　あおい学園
和歌山市 株式会社峠商店
和歌山市 和歌山県立和歌山ろう学校
和歌山市 エーザイ株式会社　和歌山コミュニケーションオフィス
和歌山市 積水ハウス株式会社　阪和支店
和歌山市 一般社団法人ウインワークス
和歌山市 紀州住機建設株式会社
和歌山市 株式会社ＲｅＲ
和歌山市 紀宝電設株式会社
和歌山市 株式会社大黒ヘルスケアサービス　和歌山店
和歌山市 有限会社河津建材
和歌山市 大和ブロック株式会社
和歌山市 株式会社和歌山マツダ
和歌山市 紀ノ川大阪生コンクリート株式会社
和歌山市 西本工機株式会社
和歌山市 三菱電機システムサービス株式会社　和歌山サービスステーション
和歌山市 中口板金工作所
和歌山市 角谷産業株式会社
和歌山市 大弘建材株式会社　本店
和歌山市 和歌山保線区 和歌山保線管理室
和歌山市 東京海上日動火災保険株式会社　和歌山支店
和歌山市 川本化成株式会社
和歌山市 さくら幼稚園
和歌山市 医療法人藤民病院
和歌山市 社会福祉法人一麦会
和歌山市 有限会社テックタック
和歌山市 塩野義製薬株式会社　和歌山営業所
和歌山市 株式会社山翔建設
和歌山市 和歌山県庁（県土整備総務課）

- 9 -



和歌山市 橘電装工業株式会社
和歌山市 株式会社ホンダ四輪販売関西 舟津店
和歌山市 新はすまい運転代行
和歌山市 セントケアホーム城北
和歌山市 和歌山税務署
和歌山市 天理教紀信分教会
和歌山市 和歌山県福祉保健部
和歌山市 和歌山県立紀北支援学校
和歌山市 有限会社和歌山ライン
和歌山市 阪和工材株式会社　和歌山営業所
和歌山市 大阪スバル株式会社　経路三課
和歌山市 ＹＫＫＡＰ株式会社　和歌山支店
和歌山市 協和キリン株式会社　
和歌山市 株式会社宮本工業
和歌山市 株式会社きんでん　和歌山支店
和歌山市 株式会社大東陽
和歌山市 住友林業ホームテック株式会社　和歌山支店
和歌山市 天理教　名草名弘分教会
和歌山市 中日本フード株式会社　近畿第二事業部和歌山営業部
和歌山市 日通商事株式会社　大阪支店和歌山営業所
和歌山市 株式会社かんでんエンジニアリング　和歌山支店
和歌山市 株式会社伊藤園　和歌山支店
和歌山市 社会福祉法人哲人会　小倉園
和歌山市 興和株式会社　紀和営業所
和歌山市 株式会社クリーンテック
和歌山市 株式会社ニチイ学館　和歌山支店
和歌山市 渡辺パイプ株式会社　和歌山住設サービスセンター
和歌山市 大塚製薬株式会社　和歌山出張所
和歌山市 ツーエイト８運転代行和歌山市支店
和歌山市 ニチイケアセンター和歌山城北
和歌山市 社会福祉法人あおい会あさも園
和歌山市 株式会社マリーロード
和歌山市 株式会社ケーエスケー　和歌山支店
和歌山市 海草振興局地域振興部
和歌山市 株式会社大黒　和歌山事業所
和歌山市 小松ウオール工業株式会社　和歌山営業所
和歌山市 株式会社ＲＴＡステーション
和歌山市 キヤノンメディカルシステムズ株式会社　和歌山サービスセンタ
和歌山市 株式会社松源
和歌山市 株式会社ユニテック
和歌山市 淺川道路株式会社　和歌山作業所
和歌山市 株式会社スズキ自販和歌山
和歌山市 沖株式会社
和歌山市 ネッツトヨタ和歌山株式会社　大浦店
和歌山市 株式会社スズキ自販和歌山　アリーナ城南
和歌山市 大和ハウス工業株式会社　和歌山支店
和歌山市 アズマハウス株式会社　堀止支店
和歌山市 近畿システム株式会社
和歌山市 瀬藤建設株式会社
和歌山市 西村工業株式会社
和歌山市 日本赤十字社　和歌山県支部
和歌山市 大谷被服産業株式会社
和歌山市 サムライ運転代行
和歌山市 大阪スバル株式会社　和歌山店
和歌山市 社団法人「和歌山市医師会」
和歌山市 ダンロップタイヤ近畿株式会社　和歌山営業所
和歌山市 和歌山セレモ平安
和歌山市 日産プリンス和歌山販売株式会社　和歌浦マイカーセンター
和歌山市 有限会社パシフィック警備
和歌山市 西日本高速道路株式会社　関西支社和歌山工事事務所
和歌山市 株式会社ホンダ四輪販売関西　Ｕ－Ｓｅｌｅｃｔ和歌山
和歌山市 有限会社泉和圧送
和歌山市 東洋機械加工株式会社
和歌山市 株式会社ローソン　和歌山北支店
和歌山市 いすー自動車近畿株式会社　和歌山支店
和歌山市 関西フローズン株式会社　和歌山営業所
和歌山市 株式会社ナルセ
和歌山市 日本年金機構　和歌山西年金事務所
和歌山市 一般社団法人日本自動車連盟　和歌山支部
和歌山市 西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社　和歌山事務所
和歌山市 株式会社みずほ銀行 和歌山支店
和歌山市 栗原工業株式会社　和歌山営業所
和歌山市 和歌山測量株式会社
和歌山市 南陽食品株式会社
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和歌山市 株式会社山添印刷店
和歌山市 株式会社紀陽銀行　和歌山営業本部
和歌山市 株式会社ドコモＣＳ関西　和歌山支店
和歌山市 地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷
和歌山市 ハート運転代行
和歌山市 株式会社紀陽銀行　融資部
和歌山市 株式会社アドヴァンス　スポーツクラブアドヴァンスむそた
和歌山市 和歌山中央郵便局駐在和歌山営業統括本部
和歌山市 株式会社ＫＴレッカー
和歌山市 株式会社吉本建設
和歌山市 伊藤ハムミート販売西株式会社　和歌山営業所
和歌山市 第一電機設備工業株式会社
和歌山市 ニューＫ２運転代行
和歌山市 紀州電業株式会社
和歌山市 レクサス紀三井寺
和歌山市 和歌山県（商工観光労働総務課）
和歌山市 株式会社農業総合研究所
和歌山市 天巳大神教会
和歌山市 株式会社センチュリーホーム
和歌山市 株式会社酒直　住器・硝子センター
和歌山市 旭化成ホームズ株式会社　和歌山支店
和歌山市 中筋建設株式会社
和歌山市 ユーシーシーフーヅ株式会社　和歌山支店
和歌山市 株式会社青木実業
和歌山市 三協樹脂建材株式会社
和歌山市 社会福祉法人「喜成会」
和歌山市 コーセー化粧品販売株式会社関西支社　和歌山支店
和歌山市 有限会社ユカワ開発
和歌山市 株式会社東部建設
和歌山市 株式会社花安
和歌山市 和歌山航測株式会社
和歌山市 和歌山生活総合支援センターあいショップ
和歌山市 日新火災海上保険株式会社　和歌山サービス支店
和歌山市 株式会社ＪＴＢ　和歌山支店
和歌山市 株式会社協和開発
和歌山市 株式会社賃貸住宅センター
和歌山市 株式会社三宅乳業
和歌山市 潮風荘
和歌山市 株式会社江川組
和歌山市 ヤマト運転代行社ーＫ
和歌山市 スターゼン販売株式会社　和歌山営業所
和歌山市 学校法人「三宝幼稚園」
和歌山市 株式会社紀州ライフコーディネートサービス
和歌山市 株式会社髙島屋　大阪店外商２７グループ和歌山出張所
和歌山市 三浦工業株式会社　和歌山支店
和歌山市 ラビット和歌山株式会社
和歌山市 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　和歌山支店
和歌山市 ネッツトヨタ和歌山株式会社　国体道路店
和歌山市 株式会社ＬＩＸＩＬ　和歌山営業所
和歌山市 関西電気工事株式会社　河北営業所
和歌山市 大東建託パートナーズ株式会社
和歌山市 紀伊風土記の丘カースクール
和歌山市 和歌山ロードサービス株式会社
和歌山市 株式会社木曽路　和歌山店
和歌山市 株式会社桂組
和歌山市 株式会社ジャンボ
和歌山市 株式会社岡丸商店
和歌山市 株式会社ホームエネルギー近畿和歌山センター
和歌山市 セコム株式会社　テクノ事業本部和歌山支所
和歌山市 ニュース和歌山株式会社
和歌山市 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会
和歌山市 大鉄工業株式会社　和歌山土木メンテナンス出張所
和歌山市 積和建設関西株式会社　阪和支店和歌山事業所
和歌山市 和歌山酸素株式会社
和歌山市 株式会社日立システムズフィールドサービス和歌山ＳＣ
和歌山市 ナザレ幼稚園
和歌山市 株式会社テクノ・サービス ワカヤマオフィス
和歌山市 きのくに信用金庫
和歌山市 西日本高速道路メンテナンス関西株式会社　和歌山事業所
和歌山市 株式会社ＭＡＮＰＡ
和歌山市 和歌山トヨタ自動車株式会社　Ｕ－ｃａｒランド手平
和歌山市 竹田工建株式会社
和歌山市 株式会社やすい
和歌山市 株式会社第一興商近畿 和歌山支店
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和歌山市 株式会社ウチタ
和歌山市 株式会社センダイ工部コンサルタント
和歌山市 和歌山代用燃料株式会社
和歌山市 有限会社松原建設工業
和歌山市 株式会社武田基礎調査
和歌山市 尾家産業株式会社　和歌山営業所
和歌山市 パナソニック株式会社　エレクトリックワークス社和歌山電材営業所
和歌山市 海東産業株式会社
和歌山市 キャノンシステムアンドサポート株式会社　和歌山営業所
和歌山市 株式会社冨士商會
和歌山市 アサヒドラフトマーケティング株式会社 
和歌山市 株式会社山英組
和歌山市 有限会社福田工務店
和歌山市 社会福祉法人浩和会
和歌山市 岡三証券株式会社　和歌山支店
和歌山市 和歌山県警察本部生活安全部（生活安全企画課）
和歌山市 加納浄水場
和歌山市 株式会社湯川製材所
和歌山市 和歌山県警察本部交通部（交通企画課）
和歌山市 株式会社創成　介護相談センターピース＆ピース
和歌山市 株式会社吹上デンキ
和歌山市 大鵬薬品工業株式会社　大阪支店和歌山出張所
和歌山市 新名自動車
和歌山市 桝谷精工株式会社
和歌山市 株式会社亀鉄組
和歌山市 株式会社スズケン　和歌山支店
和歌山市 株式会社スーパーホンダ和歌山布引店
和歌山市 アキラ代行
和歌山市 カネイ設備工業株式会社
和歌山市 ワコウコンサルタント株式会社
和歌山市 わかやま市民生活協同組合
和歌山市 有限会社ツダ医科器械店
和歌山市 ニッツー運転代行６
和歌山市 進藤建設株式会社
和歌山市 和歌山三菱ふそう自動車販売株式会社　和歌山支店
和歌山市 株式会社エネアーク関西　和歌山北支社
和歌山市 土井福商事株式会社
和歌山市 小野薬品工業株式会社　関西・北陸営業部和歌山営業所
和歌山市 近畿白蟻株式会社
和歌山市 キリンビール株式会社　近畿圏統括本部大阪支社和歌山支店
和歌山市 和歌山三菱自動車販売株式会社
和歌山市 東洋羽毛関西販売株式会社　和歌山営業所
和歌山市 オカジ紙業株式会社　和歌山工場
和歌山市 パナソニックホームズ和歌山株式会社
和歌山市 株式会社中長商店
和歌山市 アフラック　和歌山支社
和歌山市 和歌山県環境生活部環境生活総務課
和歌山市 株式会社ゆうちょ銀行　和歌山店
和歌山市 株式会社クレイシア
和歌山市 株式会社タカラ総合警備
和歌山市 服部楽器株式会社
和歌山市 がんこ和歌山　六三園
和歌山市 智代美建設株式会社
和歌山市 アステラス製薬株式会社　和歌山営業所
和歌山市 社会福祉法人一麦会　第二こじか園
和歌山市 株式会社西本商店
和歌山市 みのり監査法人　和歌山県監査部
和歌山市 アサヒビール株式会社　和歌山支店
和歌山市 第五工業株式会社
和歌山市 株式会社ユニマットライフ　和歌山営業所
和歌山市 株式会社木佐商会
和歌山市 株式会社ジャパンビバレッジウエスト　和歌山支店
和歌山市 社会福祉法人一麦会　くろしお作業所
和歌山市 イワタニ近畿株式会社　南近畿支店和歌山営業所
和歌山市 株式会社シーエスエス
和歌山市 株式会社サンタニー
和歌山市 株式会社アサンテ和歌山支店
和歌山市 株式会社淺川組
和歌山市 日立建機日本株式会社　和歌山営業所
和歌山市 コニカミノルタジャパン株式会社　和歌山Ｓ.Ｓ
和歌山市 細田産業株式会社
和歌山市 株式会社ムサシエンジニヤリング　和歌山営業所
和歌山市 東京海上日動調査サービス株式会社
和歌山市 東海澱粉株式会社 和歌山営業所
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和歌山市 株式会社太陽産商
和歌山市 京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社　和歌山営業所
和歌山市 株式会社藤島建設
和歌山市 わかやま市民生活協同組合　和歌山市南部支所
和歌山市 株式会社紀陽銀行　東和歌山マネープラザ
和歌山市 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社　和歌山支社
和歌山市 関西プロパン株式会社
和歌山市 西日本高速道路ファシリティーズ株式会社　和歌山保全事務所
和歌山市 三菱電機ビルテクノサービス株式会社　和歌山支店
和歌山市 株式会社柳原重機工業
和歌山市 日化メンテナンス株式会社　阪和営業所
和歌山市 本家貴志タンス
和歌山市 株式会社サイネックス　阪和支店
和歌山市 和歌山生活総合支援センター　あい・らんど
和歌山市 マナー代行
和歌山市 アルフレッサ株式会社　和歌山支店
和歌山市 大和リビング株式会社　和歌山営業所
和歌山市 株式会社ツムラ　和歌山営業所
和歌山市 和歌山美装株式会社
和歌山市 損保ジャパン日本興亜保険サービス株式会社　和歌山支店
和歌山市 山ちゃん代行
和歌山市 株式会社オリエントコーポレーション　和歌山支店
和歌山市 隼斗運転代行
和歌山市 中外製薬株式会社　和歌山オフィス
和歌山市 株式会社スズキ自販和歌山　アリーナ国体道路店
和歌山市 西幸商事株式会社
和歌山市 東洋ライス株式会社
和歌山市 和歌山県税事務所
和歌山市 ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社
和歌山市 西日本電気テック株式会社　和歌山支店和歌山ＭＣ
和歌山市 フリーダム運転代行
和歌山市 三和シャッター工業株式会社　和歌山営業所
和歌山市 株式会社和歌山建材リサイクルセンター
和歌山市 株式会社ゆうちょ銀行　和歌山パートナーセンター
和歌山市 株式会社山本種苗園
和歌山市 株式会社Ｍｅａｔ　Ｆａｃｔｏｒｙ
和歌山市 株式会社サイバーリンクス
和歌山市 川村義肢株式会社　和歌山営業所
和歌山市 グリーン運転代行
和歌山市 和歌山ホンダ株式会社
和歌山市 株式会社ホンダ四輪販売関西　国体道路店
和歌山市 関電サービス株式会社　南部支店和歌山営業所
和歌山市 株式会社ワイ・ケイ・シー
和歌山市 和歌山市建設局道路部道路管理課
和歌山市 セントケア訪問看護ステーション中之島
和歌山市 株式会社赤土建設
和歌山市 独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構　和歌山支部
和歌山市 株式会社和歌山マツダ　紀三井寺店
和歌山市 全国共済農業協同組合連合会 和歌山県本部
和歌山市 和歌山県農業協同組合　紀北ガス事業所
和歌山市 渡辺パイプ株式会社　和歌山サービスセンター
和歌山市 フクダライフテック関西株式会社　和歌山営業所
和歌山市 初島電設株式会社
和歌山市 株式会社エネゲート　和歌山工事所
和歌山市 株式会社大阪血清微生物研究所　和歌山営業所
和歌山市 株式会社紀陽銀行 堀止支店
和歌山市 エコ・トップ株式会社
和歌山市 ニッツー運転代行０１
和歌山市 和歌山市保健所
和歌山市 アルファ運転代行社
和歌山市 株式会社東組
和歌山市 ニッツー運転代行２
和歌山市 ブリヂストンタイヤソリュージョンジャパン株式会社　近畿エリア大阪地区本部和歌山営業所
和歌山市 ニッツー運転代行１５
和歌山市 株式会社フィリップスジャパン
和歌山市 ブリヂストンタイヤサービス西日本株式会社　築港店
和歌山市 和歌山トヨタ自動車株式会社　小雑賀店
和歌山市 ニッツー運転代行２１
和歌山市 大弘建材株式会社　青岸工場
和歌山市 ニッツー運転代行２２
和歌山市 株式会社岸化学　和歌山支店
和歌山市 株式会社紀陽銀行　営業支援部
和歌山市 関西電気保安協会　和歌山支店
和歌山市 わかやま市民生活協同組合 和歌山市北部支所
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和歌山市 山本産業株式会社
和歌山市 株式会社前川製作所　和歌山営業所
和歌山市 株式会社阪和総合防災
和歌山市 機動捜査分析課
和歌山市 和歌山県農業協同組合連合会
和歌山市 和歌山県信用農業協同組合連合会
和歌山市 井上定株式会社　和歌山店
和歌山市 株式会社紀陽銀行　本店営業部
和歌山市 和歌山県警察本部（高速道路交通警察隊）
和歌山市 株式会社はやし
和歌山市 ニプロ株式会社　和歌山営業所
和歌山市 学校法人「名草幼稚園」
和歌山市 和歌山県農業協同組合中央会
和歌山市 大丸エナウィン株式会社　和歌山支店
和歌山市 笑ちゃん代行
和歌山市 宮野医療器株式会社　和歌山営業所
和歌山市 ＡＳＭＩＬＥ株式会社
和歌山市 南海化学株式会社　和歌山工場
和歌山市 ローレルバンクマシン株式会社　和歌山営業所
和歌山市 株式会社エビス警備
和歌山市 さち産業株式会社
和歌山市 有限会社サンデン工業
和歌山市 弘安建設株式会社
和歌山市 フジパン株式会社　和歌山営業所
和歌山市 トヨタモビリティパーツ株式会社　和歌山支社
和歌山市 タカラスタンダード株式会社　和歌山支店
和歌山市 未来運転代行
和歌山市 株式会社寺本工務店
和歌山市 社会福祉法人芳春会
和歌山市 社会福祉法人紀三福祉会
和歌山市 株式会社きんでん　和歌山支店分室
和歌山市 株式会社浅井良工務店
和歌山市 マリンフーズ株式会社　和歌山事業所
和歌山市 社会福祉法人「わかうら会」
和歌山市 アスビル株式会社アドバンスオートメーションカンパニー　和歌山営業所
海南市 中野ＢＣ株式会社
海南市 株式会社中原組
海南市 株式会社丸山組
海南市 医療法人久生会　山本クリニック
海南市 海南市役所
海南市 ニチイケアセンター海南
海南市 ムーン運転代行
海南市 ひかり運転代行
海南市 ながみね農業協同組合　海南営農生活センター
海南市 株式会社森明商店
海南市 三和建設株式会社
海南市 海南警察署
海南市 ながみね農業協同組合 本店　
海南市 日本郵便株式会社　海南郵便局
海南市 海南市消防本部　下津消防署
海南市 株式会社小久保工業所
海南市 有限会社南海産業
海南市 医療法人天竹会「竹中整形外科・内科」
海南市 公益社団法人和歌山県水質保全センター　海南事務所
海南市 野田商店
海南市 株式会社ウェルネス・コート
海南市 株式会社海洋潜水
海南市 医療法人さくら会
海南市 夢代行
海南市 タケヤテック株式会社　本社
海南市 株式会社ライオンズ興産
海南市 海南市消防本部　海南消防署
海南市 株式会社オカトー
海南市 株式会社湊組
海南市 社会福祉法人平成福祉会　かぐのみ苑
海南市 ニチイケアセンター下津
海南市 株式会社メディック
海南市 ジョイフルランチ海南有限会社
海南市 ニチイケアセンター黒江
海南市 有限会社カメガワ住宅設備
海南市 カーサービスオオヤ
海南市 株式会社宮尾組
海南市 日本製鉄株式会社　関西製鉄所海南
海南市

- 14 -



海南市 株式会社フードセンターマルキ
海南市 マコトスイミングクラブ海南
海南市 はな代行
海南市 特別養護老人ホーム　南風園
海南市 海南トーヨー住器株式会社
海南市 株式会社オーエ
海南市 東和産業株式会社
海南市 マコトスイミングスクール小野田
海南市 株式会社アイセン
海南市 ＥＮＥＯＳ和歌山石油精製株式会社
海南市 セントケアかいなん
海南市 有限会社ライフパートナー
海南市 株式会社東峰建設
海南市 神出建設企業株式会社
海南市 社会福祉法人一峰会　ぱん工房　かたつむり
海南市 かめや
海南市 ワコー株式会社
海南市 タケヤテック株式会社　且来営業所
海南市 日鉄住金テックスエンジ株式会社
海南市 とれたて広場
海南市 海草振興局健康福祉部
海南市 社会福祉法人和生福会
海南市 株式会社レールテック　和歌山駐在
海南市 特別養護老人ホーム　天美苑
海南市 総合食品エスイー株式会社　和歌山営業所
海南市 株式会社サンコー
海南市 田端建設株式会社
海南市 株式会社井内屋種苗園
海南市 新みなみ運転代行
海南市 カイセキ産業株式会社
海南市 マリア幼稚園
海南市 株式会社星田建設
海南市 株式会社東洋工作所
海南市 株式会社西山重機
海南市
海南市 あすなろ共同作業所
海南市 日鉄ビジネスサービス関西株式会社　海南警防課
海南市 前窪工務店
海南市 有限会社北口産業
海南市 株式会社クロシオ
海南市 内海生コンクリート株式会社
海南市 和歌山ノーキョー食品工業株式会社
海南市 ヨコズナクリエーション株式会社
海南市 株式会社青木カナモノ
海南市 株式会社山一屋
海南市 共立工業株式会社　海南営業所
海南市 株式会社アクセス
海南市 医療法人同仁会
海南市
海南市 株式会社イワハシ
海南市 株式会社サイバーリンクス　海南支店
海南市 アイレス電子工業株式会社
海南市 株式会社エース産業
海南市 医療法人晃和会　谷口病院
海南市 株式会社共栄建設
海南市 社会福祉法人あおい会　太陽の丘
海南市 株式会社アカサカ
海南市 社会福祉法人あおい会　もなみ
海南市 株式会社橋詰電気工業所　和歌山支店
海南市 オカ株式会社
海南市 株式会社アイワ
海南市 ながみね農業協同組合　デイサービスセンター
海南市 大十株式会社
海南市 株式会社フットアップ
海南市 株式会社久保田エンジニア
海南市 株式会社タカショー　本社
海南市 有限会社恒久建設
海南市 株式会社山田利
海南市 有限会社中家管工業
海南市 株式会社児玉兄弟商会
海南市 有限会社北野組
海南市 関西ポートサービス株式会社
海南市 紀陽建設株式会社
海南市 和歌山緑化有限会社
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海南市 株式会社中尾建設
海南市 大崎産業株式会社　下津ＬＰＧセンター
海南市 下津建設株式会社
海南市 富士興業株式会社　下津出張所
海南市 橋爪建設株式会社
海南市 株式会社橋爪
海南市 株式会社釘貫組
海南市 しもつ営農生活センター
海南市 落合組
海南市 株式会社橋爪肥料店
海南市 下九組
海南市 松山工業株式会社
海南市 高田機工株式会社　和歌山工場
海南市 前田ロープ工業株式会社
海南市 高田機工株式会社
海南市 宮田製材株式会社
海南市 紀陽除虫菊株式会社
橋本市 運転代行ウィン
橋本市 紀北川上農業協同組合　橋本支店
橋本市 ワイズプラニング株式会社
橋本市 株式会社紀陽銀行　橋本支店
橋本市 伊都振興局
橋本市 関西電力送配電株式会社　橋本配電営業所
橋本市 橋本市役所
橋本市 株式会社中山組
橋本市 東洋興産株式会社　和歌山県紀北自動車学校
橋本市 株式会社森本組
橋本市 和歌山日産自動車株式会社　紀北店
橋本市 社会福祉法人「ゆたか会」
橋本市 渡辺パイプ株式会社
橋本市 橋本警察署
橋本市 妙中パイル織物株式会社
橋本市 みついしこども園
橋本市 ニチイケアセンター紀北
橋本市 橋本カントリークラブ
橋本市 公益社団法人橋本市シルバー人材センター
橋本市 障害者支援施設悠久の杜
橋本市 株式会社山本自動車
橋本市 川福石油株式会社
橋本市 南海砂利株式会社（南海橋本自動車学校）
橋本市 ネッツトヨタ和歌山株式会社　橋本店
橋本市 新生環境株式会社
橋本市 株式会社エネアーク関西和歌山北支社　橋本支店
橋本市 サカイキャニング株式会社
橋本市 日本郵便株式会社　橋本郵便局
橋本市 株式会社まえだ住宅設備
橋本市 株式会社上東車両
橋本市 和歌山トヨタ自動車株式会社　高野口店
橋本市 伊丹産業株式会社　橋本工場
橋本市 土生株式会社
橋本市 ホンダグロス和歌山橋本センター
橋本市 紀ノ川商事株式会社
橋本市 株式会社森下電機
橋本市 株式会社小川組
橋本市 四ツ葉運転代行
橋本市 ワンピース運転代行
橋本市 南海砂利株式会社
橋本市 総合福祉センター　風倶楽部
橋本市 株式会社新開自動車教習所
橋本市 株式会社北川鉄工所　和歌山工場
橋本市 ツーエイト８運転代行
橋本市 紀和産業協業組合
橋本市 紀北川上農業協同組合　本店
橋本市 森中鉄工建設株式会社
橋本市 電源開発株式会社　紀和事務所
橋本市 伊都振興局健康福祉部
橋本市 株式会社菱丸商会
橋本市 株式会社やすらぎ
橋本市 ニューリンクコンクリート株式会社
橋本市 有限会社紀北興業
橋本市 訪問看護ステーション　ソレイユ
橋本市 株式会社亀井商店
橋本市 橋本商工開発株式会社
橋本市 リコージャパン株式会社
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橋本市 橋本スイミングスクール株式会社
橋本市 紀北川上農業協同組合　高野口支店
橋本市 株式会社オカザキ紀芳庵
橋本市 社会福祉法人　筍憩会
橋本市 株式会社はるす
橋本市 野上織物株式会社
橋本市 日産プリンス和歌山販売株式会社　橋本店
橋本市 救護施設　悠久の郷
橋本市 紀和ホンダ株式会社
橋本市 有限会社クライススズキ
橋本市 ゆの里
橋本市 運転代行プラスワン
橋本市 株式会社ダイケン
橋本市 新谷住設株式会社
橋本市 ミラクル代行
橋本市 小川工業株式会社
橋本市 医療法人敬英会　介護老人保健施設　グリーンガーデン橋本
橋本市 株式会社公世社花平
橋本市 木村組
橋本市 レクサス代行
橋本市 株式会社上田石油商店
橋本市 南海建設興業株式会社　和歌山支店
橋本市 初芝橋本中学校 高等学校
橋本市 太洋エンジニアリング株式会社　電力事業本部
橋本市 協和電気工事株式会社　紀北営業所
橋本市 株式会社岡水道設備
橋本市 橋本市消防本部
橋本市 橋本市役所　水道環境部
橋本市 橋本市役所　環境美化センター
橋本市 株式会社みしま
橋本市 株式会社窪田建設
橋本市 株式会社Ｊ－ＰＯＷＥＲハイテック　紀和事業所
橋本市 株式会社Ｊ－ＰＯＷＥＲハイテック　関西事業所
橋本市 四季亭産業株式会社
橋本市 日立建機日本株式会社　橋本営業所
橋本市 大東建託パートナーズ株式会社　橋本営業所
橋本市 青野パイル株式会社
橋本市 医療法人南労会
橋本市 株式会社東海近畿クボタ　橋本営業所
橋本市 和歌山ヤクルト販売株式会社
橋本市 株式会社イヌイエコシステム
橋本市 小山瓦店
橋本市 関電サービス株式会社　橋本営業所
橋本市 株式会社メディセオ　紀北支店
橋本市 ＮＰＯ法人ささえあい橋本
橋本市 橋本市民病院
橋本市 株式会社紀州環境サービス
橋本市 隅田クラブ
橋本市 株式会社福西工務店
橋本市 和歌山県立きのかわ支援学校
橋本市 わかやま市民生活協同組合 橋本支所
橋本市 株式会社城野組
橋本市 Ｊ－ＰＯＷＥＲテレコミュニケーションサービス株式会社　橋本営業所
橋本市 三和シール工業株式会社
橋本市 社会福祉法人光誠会
橋本市 紀北川上農業協同組合　橋本東支店
橋本市 守安組
橋本市 ニチイケアセンターはしもと
有田市 株式会社酒井組
有田市 ＥＮＥＯＳ株式会社　和歌山製油所
有田市 紀有建設株式会社
有田市 運転代行エース
有田市 運転代行無限
有田市 有田食品株式会社
有田市 株式会社エデュケーションリンクス　英会話のウィッシュボーン
有田市 株式会社富士薬品　有田営業所
有田市 光亜建設株式会社
有田市 株式会社小川金物店
有田市 レイズネクスト株式会社　和歌山事業所
有田市 石垣工業株式会社
有田市 株式会社ニチイ学館　ニチイケアセンター有田
有田市 ありだ農業協同組合　有田市営農センター
有田市 西日本旅客鉄道株式会社　和歌山保線区箕島保線管理室
有田市 株式会社梅本組
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有田市 星尾建設株式会社
有田市 株式会社初島組　東燃ゼネラル石油作業所
有田市 ＴＫＬＣ株式会社
有田市 有田市立病院
有田市 運転代行クローバー
有田市 綜合警備保障株式会社　有田営業所
有田市 有田警察署
有田市 有限会社協和運輸
有田市 上喜建設
有田市 株式会社民宿松林
有田市 株式会社石井建材店
有田市 株式会社保田組
有田市 出崎電気株式会社
有田市 須摩渕金属株式会社
有田市 株式会社桑原工務店
有田市 有田生コンクリート産業株式会社
有田市 有田市役所
有田市 木下建設株式会社
有田市 株式会社スズキ自販和歌山　有田営業所
有田市 東亜生コン株式会社
有田市 有限会社高よしパークホテル
有田市 株式会社東亜プロバン商事
有田市 木本産業株式会社
有田市 エア・ウオーター西日本株式会社　有田営業所
有田市 日本郵便株式会社　箕島郵便局
有田市 株式会社共立工業所
有田市 ＫＴ株式会社
有田市 株式会社ＫＬ
有田市 金本鉄工株式会社
有田市 ガトウクレーン
有田市 ソト浜自動車学校
有田市 紀州高圧株式会社
有田市 株式会社中尾酸素
有田市 ありだ大師
有田市 株式会社森孵卵場　中部支店和歌山事業所
有田市 有限会社天長造園
有田市 有田住宅設備株式会社　有田営業所
有田市 株式会社橘家
有田市 有限会社山野工業所
有田市 フルカワ観光株式会社
有田市 株式会社初島組
有田市 旅館「廣久」
有田市 株式会社石原組
有田市 山栄樹脂株式会社
有田市 有田カマボコ協業組合
有田市 社会福祉法人 有田ひまわり福祉会
有田市 大日本除虫菊株式会社　紀州工場
有田市 株式会社上野山塗工所
有田市 有田市消防本部
有田市 有田市水道事務所
有田市 株式会社有田川
有田市 アリタスイミングクラブ
御坊市 大栄環境株式会社　御坊リサイクルセンター
御坊市 御坊市役所
御坊市 株式会社ヰセキ関西御坊営業所
御坊市 日高振興局建設部
御坊市 社会医療法人黎明会　メディカル＆フィットネスアクオ
御坊市 株式会社共栄
御坊市 日本郵便株式会社　御坊郵便局
御坊市 御坊警察署
御坊市 代行運転ピンチランナー
御坊市 株式会社中家組
御坊市 訪問看護ステーション キタデ
御坊市 堀口機工株式会社
御坊市 関西電力送配電株式会社　御坊技術サービスセンター
御坊市 御坊広域行政事務組合　御坊広域清掃センター
御坊市 株式会社小林建設
御坊市 株式会社狩谷電気店
御坊市 株式会社小池組
御坊市 御坊市水道事務所
御坊市 株式会社紀陽銀行　御坊支店
御坊市 大洋化学株式会社
御坊市 株式会社玉井組
御坊市 日高生コンクリート株式会社
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御坊市 紀南電設株式会社
御坊市 社会医療法人黎明会　健診センター・キタデ
御坊市 株式会社ニチイ学館　ニチイケアセンター御坊
御坊市 きのくに信用金庫　御坊営業部
御坊市 株式会社旭商会
御坊市 株式会社きんでん　御坊営業所
御坊市 三菱農機販売株式会社　御坊営業所
御坊市 大杉建設株式会社
御坊市 株式会社サノ
御坊市 御坊税務署
御坊市 日高卸売市場株式会社
御坊市 天理教湯川分教会
御坊市 いちよし証券株式会社　御坊支店
御坊市 谷口重機株式会社
御坊市 株式会社協和エクシオ　和歌山現場事務所
御坊市 籠屋
御坊市 紀州農業協同組合
御坊市 関電サービス株式会社　御坊営業所
御坊市 和歌山工業高等専門学校
御坊市 和歌山県立日高高等学校　野球部後援会
御坊市 和歌山自動車株式会社　御坊営業所
御坊市 株式会社救援
御坊市 ヨシダエルシス株式会社
御坊市 医療法人黎明会　北出病院
御坊市 株式会社エネアーク関西和歌山南支社　御坊支店
御坊市 紀伊商事株式会社
御坊市 日産プリンス和歌山販売株式会社　御坊店
御坊市 有限会社寿海産
御坊市 株式会社長田組
御坊市 和歌山県広域生コンクリート協同組合　日高支部
御坊市 株式会社オリロク
御坊市 御坊市消防本部
御坊市 株式会社梶原土建　本社営業所
御坊市 日高生活総合支援センター　はな
御坊市 株式会社紀陽自動車
御坊市 イワタニ近畿株式会社　御坊営業所
御坊市 株式会社東海近畿クボタ　御坊営業所
御坊市 有限会社川中組
御坊市 不二電機株式会社　御坊営業所
御坊市 関西電力株式会社　御坊立地事務所
御坊市 日高振興局健康福祉部
御坊市 株式会社キナン　御坊営業所
御坊市 株式会社谷口組
御坊市 和歌山県立紀央館高等学校
御坊市 日本ビル興業株式会社
御坊市 株式会社御坊自動車
御坊市 日高振興局　地域振興部・農林水産振興部
御坊市 株式会社一伸
御坊市 ひだか病院
御坊市 社会福祉法人博愛会
御坊市 株式会社日邦建設
御坊市 中岡建材
御坊市 社会福祉法人黎明菫会
御坊市 株式会社関電パワーテック　御坊事業所
御坊市 近畿労働金庫　御坊支店
田辺市 田辺市消防本部　田辺消防署
田辺市 イワタニ近畿株式会社　田辺営業所
田辺市 紀南河川国道事務所
田辺市 中田マルヰ株式会社
田辺市 西牟婁振興局
田辺市 関西電力株式会社　田辺事業場
田辺市 田辺市役所
田辺市 特別養護老人ホーム鮎川園
田辺市 株式会社きんでん　田辺営業所
田辺市 株式会社目良組
田辺市 田辺市　大塔行政局
田辺市 田辺市廃棄物処理課
田辺市 かんぽの宿紀伊田辺
田辺市 特別養護老人ホーム龍トピア
田辺市 株式会社堀忠商店
田辺市 タマホーム株式会社　田辺支店
田辺市 横手組
田辺市 やおき工房
田辺市 株式会社ナカタ・エムアンドケイ
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田辺市 株式会社蒲田辰商店
田辺市 株式会社三菱ＵＦＪ銀行　田辺支店
田辺市 西日本旅客鉄道株式会社　田辺電気区
田辺市 みずほ証券株式会社　田辺支店
田辺市 カツラギ綜合建材
田辺市 公益社団法人和歌山県水質保全センター　田辺事務所
田辺市 株式会社山長商店
田辺市 南紀田辺生コン有限責任事業組合
田辺市 株式会社アステムソリューション　田辺営業所
田辺市 代打７
田辺市 田辺市龍神行政局
田辺市 キントウン代行
田辺市 株式会社サイバーリンクス　田辺支店
田辺市 株式会社クレスコエンジニア
田辺市 田辺ダイハツ販売株式会社
田辺市 ＡＧＣ硝子建材株式会社　田辺営業所
田辺市 山三２運転代行
田辺市 田辺市龍神教育事務所
田辺市 田辺警察署
田辺市 和歌山三菱ふそう自動車販売株式会社　田辺支店
田辺市 社会福祉法人南紀のぞみ会　エール作業所
田辺市 株式会社武田重機建設
田辺市 株式会社秋富商店
田辺市 東宝建設株式会社
田辺市 株式会社ヤマシタ　田辺営業所
田辺市 株式会社川本商会
田辺市 株式会社モリカワ
田辺市 株式会社第一テック
田辺市 社会福祉法人田辺市社会福祉協議会
田辺市 和歌山森林管理署
田辺市 株式会社堂本組
田辺市 日本郵便株式会社　中辺路郵便局
田辺市 関西電力送配電株式会社　田辺電力所
田辺市 日本郵便株式会社　本宮郵便局
田辺市 社会福祉法人田辺市社会福祉協議会龍神地区事務所
田辺市 和歌山電工株式会社
田辺市 田辺年金事務所
田辺市 株式会社深瀬組
田辺市 株式会社伊藤組
田辺市 田辺市中辺路行政局
田辺市 紀南県税事務所
田辺市 株式会社松尾瓦店
田辺市 田辺市本宮教育事務所
田辺市 たっくん代行
田辺市 スター代行
田辺市 三井住友海上火災保険株式会社　和歌山支店紀南支社
田辺市 株式会社かねやす建設
田辺市 田辺建機有限会社
田辺市 有限会社なんわ設備
田辺市 西日本旅客鉄道株式会社　和歌山支社田辺保線区
田辺市 有限会社新庄水道商会
田辺市 株式会社アサンテ　田辺営業所
田辺市 有限会社初山瓦店
田辺市 紀南段ボール株式会社
田辺市 有限会社田辺自動車学校
田辺市 龍神村森林組合
田辺市 田辺消防署　大塔分署
田辺市 共栄ナマコン協同組合
田辺市 株式会社共栄建設工業
田辺市 ワシン建設株式会社
田辺市 おぐら代行
田辺市 阿和建設工業株式会社
田辺市 株式会社エネアーク関西　田辺支店
田辺市 株式会社本宮
田辺市 株式会社冷水機械
田辺市 紀洋石油株式会社
田辺市 いちよし証券株式会社　田辺支店
田辺市 和歌山県農業共済組合　南部支所
田辺市 株式会社タイリュウ建設
田辺市 キャサリン１６３代行
田辺市 うえのやま学園認定こども園
田辺市 日立建機日本株式会社　紀伊田辺機材センタ
田辺市 中辺路町森林組合
田辺市 学校法人昭和幼稚園
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田辺市 株式会社タチバナ
田辺市 日本郵便株式会社　田辺郵便局
田辺市 学校法人立正学園
田辺市 田辺酒類株式会社
田辺市 紀南農業協同組合 本所
田辺市 天理教中紀大教会
田辺市 株式会社初山
田辺市 株式会社山久
田辺市 社会福祉法人大塔あすなろ会　地域福祉推進事業部
田辺市 ドルフィンスイミングスクールマコト
田辺市 西牟婁森林組合田辺木材共販所
田辺市 川口建設株式会社
田辺市 株式会社ローソン和歌山南支店
田辺市 社会福祉法人田辺市社会福祉協議会中辺路地区事務所
田辺市 ＢＡＴ運転代行
田辺市 株式会社メディセオ　田辺支店
田辺市 西牟婁振興局建設部
田辺市 株式会社丸山組
田辺市 丸長水産株式会社
田辺市 有限会社中本金物店
田辺市 半治水産株式会社
田辺市 中辺路白百合学園
田辺市 株式会社尾花組
田辺市 堀部代行
田辺市 代行ＡＡＡ
田辺市 株式会社ホームエネルギー近畿　田辺センター
田辺市 西日本電気テック株式会社　和歌山支店新宮ＭＣ田辺駐在
田辺市 一般財団法人関西電気保安協会　田辺営業所
田辺市 株式会社玉置銘木店
田辺市 株式会社鈴木商店
田辺市 ブリヂストンタイヤジャパン株式会社　大阪ＣＯ田辺ＳＰ
田辺市 株式会社大阪血清微生物研究所　田辺支社
田辺市 日産プリンス和歌山販売株式会社　田辺支店
田辺市 ドライビングサービスＺＥＲＯ
田辺市 代打くん
田辺市 タナベスポーツプラザ
田辺市 田辺市消防本部 田辺消防署 中辺路分署
田辺市 内藤証券株式会社　田辺支店
田辺市 コマツカスタマーサポート株式会社　南紀支店
田辺市 社会福祉法人ふたば福祉会
田辺市 一般財団法人龍神村開発公社
田辺市 大芝建材株式会社　田辺出張所
田辺市 田辺市中辺路教育事務所
田辺市 株式会社わたらせ温泉
田辺市 田辺市本宮行政局
田辺市 株式会社テクノ
田辺市 三栖組
田辺市 株式会社泉組
田辺市 南紀ガス株式会社
田辺市 社会福祉法人田辺市社会福祉協議会本宮地区事務所
田辺市 株式会社仲建設
田辺市 株式会社川湯観光冨士屋
田辺市 株式会社ナカシゲ
田辺市 佐古建設株式会社
田辺市 本宮町森林組合
田辺市 田辺消防署　本宮分署
田辺市 特別養護老人ホーム熊野本宮園
田辺市 安全運転代行
田辺市 大阪スバル株式会社　田辺店
田辺市 田辺市水道部
田辺市 株式会社ファミリーマート西日本エリア本部関西第３リージョン和歌山南営業所
田辺市 有限会社ワケン住設
田辺市 リコージャパン株式会社　田辺営業所
田辺市 和歌山自動車株式会社　田辺営業所
田辺市 有限会社大都環境サービス
田辺市 ニチイケアセンター新万
田辺市 近畿労働金庫田辺支店
田辺市 関電サービス株式会社　田辺営業所
田辺市 伊丹産業株式会社
田辺市 渡辺パイプ株式会社　紀南サービスセンター
田辺市 ホシザキ京阪株式会社　田辺営業所
田辺市 株式会社大黒ヘルスケアサービス紀南店
田辺市 株式会社田中組
田辺市 東京海上日動火災保険株式会社田辺支社
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田辺市 株式会社和歌山マツダ　田辺店
田辺市 株式会社橘自動車整備工場
田辺市 ホテルハーヴェスト南紀田辺
田辺市 テクノ富貴株式会社
田辺市 株式会社ハレルヤ
田辺市 代行のたけだ
田辺市 菅根測量株式会社
田辺市 株式会社岡畑農園
田辺市 株式会社エコワークＴＡＮＡＢＥ
田辺市 代打２
田辺市 株式会社テンコーライフ
田辺市 株式会社酒のかまくら
田辺市 株式会社ホンダ四輪販売関西　田辺明洋店
田辺市 株式会社橘化成工業
田辺市 株式会社スズケン　田辺支店
田辺市 田辺税務署
田辺市 日新火災海上保険株式会社　関西第２事業部田辺サービス支店
田辺市 株式会社裏地工務店
田辺市 有限会社紀南リハビリ研究所　訪問看護ステーションふるさと
田辺市 田辺市民総合センター
田辺市 中田食品株式会社
田辺市 損害保険ジャパン株式会社　田辺支社
田辺市 Ｇプロ・リサーチ株式会社
田辺市 田辺市教育委員会　大塔教育事務所
田辺市 株式会社濱本組
田辺市 山本施設工業株式会社
田辺市 社会福祉法人田辺市社会福祉協議会大塔地区事務所
田辺市 わかやま市民生活協同組合 田辺支所
田辺市 菓子問屋岩上
田辺市 和歌山県立田辺工業高等学校　野球部後援会
田辺市 明光サービス株式会社
田辺市 株式会社双美商会
田辺市 社会福祉法人真寿会
田辺市 あすなろ平瀬の郷
田辺市 ニチイケアセンター田辺
田辺市 社会福祉法人南紀のぞみ会　のぞみ園
田辺市 タナベエビス代行
田辺市 シオン幼稚園
田辺市 アルフレッサ株式会社　田辺支店
田辺市 紀南農業協同組合　営農生活本部
田辺市 株式会社紀伊民報
田辺市 株式会社富士薬品　田辺営業所
田辺市 エイト運転代行
田辺市 みらいシティ運転代行
田辺市 社会福祉法人やおき福祉会ハモニティー
田辺市 大鉄工業株式会社　和歌山支店田辺出張所
田辺市 運転代行ＮＩＳＨＩＹＡＭＡ
田辺市 第二のぞみ園
田辺市 株式会社中井組　田辺支店
田辺市 ネッツトヨタ和歌山株式会社　田辺店
田辺市 古道ヶ丘
田辺市 不二電機株式会社　田辺営業所
田辺市 株式会社酒直　田辺支店
田辺市 キヤノンシステムアンドサポート株式会社　田辺営業所
田辺市 パビリオンシティ田辺店
田辺市 ＮＴＴフィールドテクノ関西和歌山営業所　ビジネス推進
田辺市 和光商事株式会社
田辺市 紀南農業協同組合　芳養谷支所
田辺市 関西電力株式会社　田辺水力センター
田辺市 ＡＳＭＩＬＥ株式会社　田辺営業所
田辺市 更井代行
田辺市 ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社　和歌山ビジネス営業部
田辺市 代打１３
田辺市 関西電力送配電株式会社　田辺配電営業所
田辺市 紀南農業協同組合　中央購買センター
田辺市 松本代行
田辺市 株式会社大黒紀南支店
田辺市 田端製樽株式会社
田辺市 和歌山ヤクルト販売株式会社　田辺営業所
田辺市 紀南農業協同組合　上秋津支所
田辺市 紀南農業協同組合　三栖支所
田辺市 紀南農業協同組合　鮎川支所
田辺市 株式会社クローバー・ケアメディカル訪問看護ステーションいなほ
田辺市 ＡＯＩ運転代行
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田辺市 株式会社紀陽銀行　田辺支店
田辺市 社会福祉法人紀南障害者就業・生活支援センター
田辺市 社会福祉法人ふたば福祉会　たなかの杜
田辺市 アクセル運転代行
田辺市 大陽日酸エネルギー株式会社関西支社　協和田辺営業所
田辺市 株式会社たけでん　田辺営業所
田辺市 はこぶね代行
田辺市 株式会社武井工業所
田辺市 株式会社岸化学
田辺市 代打９
田辺市 株式会社ヨコハマタイヤジャパン　田辺営業所
田辺市 扇運転代行
田辺市 株式会社クローバー・ケアメディカルデイサービス　プラント
田辺市 公益社団法人　田辺市シルバー人材センター
田辺市 ニチイケアセンター紀中たなべ
田辺市 キントウン代行２
田辺市 株式会社梅屋
田辺市 岩本電気産業株式会社
田辺市 和歌山トヨタ自動車株式会社　田辺店
田辺市 株式会社ウインライフ和歌山南支店
新宮市 新宮市役所
新宮市 西日本電気テック株式会社
新宮市 東牟婁振興局（地域振興部）
新宮市 関西電力送配電株式会社　新宮配電営業所
新宮市 東牟婁振興局 新宮建設部
新宮市 南海スバル自動車株式会社
新宮市 社会福祉法人　新宮市社会福祉協議会
新宮市 株式会社きんでん　新宮営業所
新宮市 関西電力送配電株式会社　新宮電力所
新宮市 株式会社ニチイ学館　ニチイケアセンター紀南
新宮市 株式会社スズケン　新宮支店
新宮市 電源開発株式会社　西日本支店十津川電力所
新宮市 株式会社関三吉商店
新宮市 株式会社キナン　新宮営業所
新宮市 新宮市消防本部
新宮市 株式会社松根組
新宮市 三和建設株式会社
新宮市 訪問看護ステーションのぞみ
新宮市 はまのデイケア
新宮市 株式会社紀南酸素溶材店
新宮市 社会福祉法人黒潮園
新宮市 やまもと代行
新宮市 近畿大学付属新宮高等学校・中学校
新宮市 不二電機株式会社　新宮営業所
新宮市 株式会社ニチイ学館　ニチイケアセンター新宮
新宮市 新宮市立医療センター
新宮市 南紀プロパンガス株式会社
新宮市 新宮ガス株式会社
新宮市 新宮警察署
新宮市 株式会社下田商店
新宮市 古川建設株式会社
新宮市 一般財団法人関西電気保安協会　和歌山支店　新宮営業所
新宮市 株式会社酒直　新宮支店
新宮市 株式会社大黒ヘルスケアサービス　新宮店
新宮市 大陽日酸エネルギー株式会社　関西支社新宮営業所
新宮市 ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社
新宮市 社会福祉法人わかば福祉会　わかば園作業所
新宮市 新宮酸素株式会社
新宮市 日本郵便株式会社　新宮郵便局
新宮市 田中建設株式会社
新宮市 鈴木石油株式会社　新宮支店
新宮市 近畿労働金庫　新宮支店
新宮市 新宮市熊野川行政局
新宮市 株式会社大辻建設
新宮市 介護施設グランドール紀の風
新宮市 運転代行南紀
新宮市 とらや商事株式会社
新宮市 株式会社富士薬品　新宮営業所
新宮市 株式会社熊野酸素
新宮市 有限会社松本板金工業所
新宮市 株式会社オークワ　三和南ゾーン
新宮市 株式会社ケーエスケー　新宮支店
新宮市 株式会社名豊トヨペット本社
新宮市 社会福祉法人熊野緑会　第２なぎの木園
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新宮市 三輪崎保育園
新宮市 株式会社イトー
新宮市 株式会社ウチダ
新宮市 東京海上日動火災保険株式会社　新宮支社
新宮市 和歌山トヨタ自動車株式会社　新宮店
新宮市 社会福祉法人熊野緑会　なぎの木園
新宮市 株式会社アストエンジ　新宮支店
新宮市 株式会社ベストパートナー
新宮市 新宮市水道事業所
新宮市 株式会社新宮看板広告
新宮市 株式会社夏山組
新宮市 新宮信用金庫
新宮市 温井株式会社
新宮市 有限会社旭自動車
新宮市 中村冷機株式会社
新宮市 株式会社松原組
新宮市 有限会社榎本ガラス店
新宮市 老人保健施設｢みさき｣
新宮市 天理教南海大教会
新宮市 株式会社Ｊ－ＰＯＷＥＲハイテック
新宮市 綜合警備保障株式会社和歌山支社　紀南営業所
新宮市 株式会社日比野生コン　新宮工場
新宮市 日本郵便株式会社　日足郵便局
新宮市 株式会社大阪血清微生物研究所　新宮営業所
新宮市 株式会社第三銀行　新宮支店
新宮市 共栄電設株式会社
新宮市 株式会社ＳＰ警備保障
新宮市 高田グリーンランド雲取温泉
新宮市 社会福祉法人新木会
新宮市 いちよし証券株式会社　環支店
新宮市 損害保険ジャパン日本興亜株式会社　和歌山支店新宮支社
新宮市 リコージャパン株式会社　和歌山営業部　紀南営業所
新宮市 医療法人両茂会　岩﨑病院
新宮市 株式会社ＺＴＶ 新宮放送局
新宮市 株式会社海邊組
新宮市 東牟婁振興局（農林水産振興部）
新宮市 新宮市消防署熊野川消防出張所
新宮市 株式会社協和水道設備商会
新宮市 谷地建設株式会社
新宮市 ライフパートナー木の香
新宮市 ダンロップタイヤ近畿株式会社　新宮営業所
新宮市 株式会社良和商行
新宮市 尾﨑酒造株式会社
新宮市 代行シングウ
新宮市 和歌山自動車株式会社　新宮営業所
新宮市 ホシザキ京阪株式会社　新宮営業所
新宮市 新宮ホンダ販売株式会社
新宮市 株式会社有田自動車サービス
新宮市 株式会社スズキ自販和歌山　新宮営業所
新宮市 新宮電気工事株式会社
新宮市 日産プリンス和歌山販売株式会社　新宮店
新宮市 株式会社ホンダエスケイ
新宮市 和歌山県立みくまの支援学校
新宮市 株式会社紀陽銀行  新宮支店
新宮市 関電サービス株式会社　新宮営業所
新宮市 畑地製菓舗
新宮市 アルフレッサ株式会社　田辺支店新宮出張所
新宮市 清原造園
新宮市 有限会社南清社
新宮市 永野電気工事株式会社
新宮市 有限会社横田工作所
新宮市 株式会社メディセオ　新宮支店
新宮市 有限会社汐崎瓦製造所
新宮市 株式会社森浦鉄工所
新宮市 株式会社中上組
新宮市 有限会社新宮清掃
新宮市 有限会社山口浄化槽工業所
新宮市 株式会社野平組
新宮市 株式会社わくわくドッカーン本舗
新宮市 株式会社イヌイ
新宮市 株式会社三崎舗道
新宮市 有限会社楠電工
新宮市 三山造園
新宮市 有限会社ツバメプロパン池上商店
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新宮市 有限会社奥田石油店
新宮市 株式会社山一木材
新宮市 有限会社ダスキン新宮
新宮市 株式会社大江工務店
新宮市 社会福祉法人美熊野福祉会「杉の郷」
新宮市 大芝建材株式会社　新宮出張所
新宮市 合資会社蓬莱自動車工作所
新宮市 新宮中央青果株式会社
新宮市 新宮税務署
新宮市 木下建設株式会社
新宮市 アキラ自動車
新宮市 株式会社加藤商会　新宮営業所
新宮市 障害児者支援センター虹
新宮市 社会福祉法人美熊野福祉会「杉の郷えぼし寮」

紀の川市 株式会社和歌山永田
紀の川市 ワーク運転代行
紀の川市 ケイ低温フーズ株式会社　南近畿支店
紀の川市 西建工業株式会社
紀の川市 和歌山王子コンテナー株式会社
紀の川市 株式会社丸和
紀の川市 特別養護老人ホーム栄寿苑
紀の川市 株式会社アドヴァンスカツラギスイミングスクール
紀の川市 株式会社宮村土木
紀の川市 株式会社おかい商店
紀の川市 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社
紀の川市 株式会社和歌山マツダ　那賀店
紀の川市 老人保健施設　さくらの丘
紀の川市 関西電力送配電株式会社　粉河技術サービスセンター
紀の川市 株式会社山中総合設備
紀の川市 大崎産業株式会社　貴志川ＬＰＧセンター
紀の川市 恩賀建材株式会社
紀の川市 株式会社中川商店
紀の川市 大西電設株式会社
紀の川市 有限会社宮村石油店
紀の川市 政やん運転代行
紀の川市 楠見製材株式会社
紀の川市 株式会社山東組
紀の川市 吉村商事株式会社
紀の川市 紀の里農業協同組合　桃山支所
紀の川市 日本郵便株式会社　岩出郵便局（粉河郵便局）
紀の川市 粉河税務署
紀の川市 株式会社スズキ自販和歌山アリーナ打田
紀の川市 和歌山県農業試験場
紀の川市 ソーシャルファームもぎたて
紀の川市 紀の川市役所　本庁
紀の川市 紀の里農業協同組合　打田支所
紀の川市 紀の里農業協同組合　貴志川支所
紀の川市 紀の里農業協同組合　那賀支所
紀の川市 紀の里農業協同組合　粉河支所
紀の川市 いろは２運転代行
紀の川市 うてび
紀の川市 社会福祉法人「聖アンナ福祉会」
紀の川市 公益社団法人紀の川市シルバー人材センター
紀の川市 紀北造園土木株式会社
紀の川市 社会福祉法人紀の川市社会福祉協議会
紀の川市 在宅総合ケアセンター　赤ひげクリニック
紀の川市 アルフレッサ株式会社　紀北支店
紀の川市 株式会社藏端組
紀の川市 株式会社赤路電気水道
紀の川市 大池荘
紀の川市 株式会社なだいコーポレーション
紀の川市 ハグルマ株式会社
紀の川市 井畑組
紀の川市 株式会社デリカ和光
紀の川市 デュプロ精工株式会社
紀の川市 大栄環境株式会社
紀の川市 株式会社アオキ和歌山工場
紀の川市 品川電設送電線工事株式会社
紀の川市 シティ運転代行社
紀の川市 カエル運転代行
紀の川市 東和産業株式会社　桃山工場
紀の川市 レストランパルドン
紀の川市 朝日ＯＨＡＲＡ運転代行
紀の川市 株式会社松本愛栄社
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紀の川市 日本郵便株式会社　岩出郵便局（名手郵便局）
紀の川市 紀の国カントリー倶楽部　ロックフィールドゴルフリゾート株式会社
紀の川市 日本郵便株式会社　岩出郵便局（貴志川郵便局）
紀の川市 株式会社パソナライフケア　よっといで長山
紀の川市 株式会社畑中産業
紀の川市 社会福祉法人山水会　第２三幸園
紀の川市 ナガスポーツセンターマコト
紀の川市 くるま運転代行２
紀の川市 株式会社前川組
紀の川市 総合福祉センター　風の里
紀の川市 株式会社原組
紀の川市 有限会社溝畑
紀の川市 株式会社メイワ
紀の川市 あおば幼稚園
紀の川市 株式会社粉河
紀の川市 紀ノ川農業協同組合
紀の川市 ダンロップタイヤ近畿株式会社
紀の川市 株式会社キタモト
紀の川市 高幤青果
紀の川市 株式会社コムエイト
紀の川市 有限会社岩鶴屋
紀の川市 日本郵便株式会社　岩出郵便局（池田郵便局）
紀の川市 紀の里農業協同組合
紀の川市 株式会社はまだ
紀の川市 三陽建設株式会社
紀の川市 近畿農政局和歌山平野農地防災事業所
紀の川市 社会福祉法人篤眞会
紀の川市 和歌山県農業共済組合　北部支所
紀の川市 社会福祉法人山水会　三幸園
紀の川市 松井電気株式会社
紀の川市 特別養護老人ホーム　白水園
紀の川市 有限会社畑中建設
紀の川市 トオケミ株式会社
紀の川市 有限会社新栄
紀の川市 社会福祉法人山水会サンパル
紀の川市 柏木組
紀の川市 ニチイケアセンター紀の川
紀の川市 奥建設工業株式会社
紀の川市 ブリヂストンタイヤジャパン株式会社　大阪カンパニー紀北営業所
紀の川市 株式会社村嶋組
紀の川市 株式会社東海近畿クボタ　貴志川営業所
紀の川市 林工業所
紀の川市

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社　機材管理部フィールドサービスシニアグループフィールド
サービスディビジョン第二グループ奈良・和歌山エリアサービスセンター

紀の川市 ホンダカーズ和歌山中央　那賀店
紀の川市 花田屋
紀の川市 株式会社オクトモリース
紀の川市 昭和瀝青工業株式会社　和歌山営業所
紀の川市 レンゴー株式会社　和歌山工場
紀の川市 株式会社辻本組
紀の川市 和歌山三菱自動車販売株式会社　粉河店
紀の川市 丸浅旅館
紀の川市 山忠建設株式会社
紀の川市 有限会社紀北西生コン　貴志川工場
紀の川市 有限会社堀内建設
紀の川市 有限会社農協自動車
紀の川市 医療法人共栄会　名手病院
紀の川市 日本郵便株式会社　岩出郵便局（桃山郵便局）
紀の川市 ハバジット日本株式会社　和歌山工場
紀の川市 株式会社神通温泉
紀の川市 尾高ゴム工業株式会社
紀の川市 社会福祉法人　桃郷
紀の川市 株式会社プラン工房　
紀の川市 コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング株式会社　和歌山事業所
紀の川市 ブリヂストンタイヤサービス西日本株式会社　打田店
紀の川市 わかやま市民生協　那賀支所
岩出市 ビッグ運転代行
岩出市 ＯＤＡ運転代行
岩出市 岩出警察署
岩出市 有限会社三毛材木店
岩出市 学校法人「和歌山中央学園」
岩出市 株式会社藤平組
岩出市 岩出市役所
岩出市 株式会社きんそく　和歌山支店
岩出市 まいど運転代行
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岩出市 医療法人殿田会　介護老人保健施設やすらぎ苑
岩出市 ＡＺ運転代行
岩出市 那賀振興局
岩出市 社会福祉法人しらゆり福祉会　しらゆり保育園
岩出市 株式会社陶彩館
岩出市 株式会社紀陽銀行　岩出支店
岩出市 社会福祉法人「皆楽園」
岩出市 藤本食品株式会社
岩出市 株式会社アストエンジ　和歌山技術センタ
岩出市 社会福祉法人きのかわ福祉会
岩出市 日本郵便株式会社　岩出郵便局
岩出市 タマホーム株式会社　和歌山岩出店
岩出市 株式会社ワイエー
岩出市 紀の里農業協同組合　岩出支所
岩出市 セコム株式会社　岩出営業所
岩出市 株式会社ＴＣＫ
岩出市 トンボ運転代行
岩出市 株式会社ヰセキ関西中部
岩出市 株式会社大陽商会
岩出市 株式会社川嶋工業
岩出市 ＨＡＮＡ１ｓｔ運転代行
岩出市 和歌山つくし医療・福祉センター
岩出市 有限会社富永
岩出市 和歌山トヨタ自動車株式会社　岩出店
岩出市 ホテルいとう
岩出市 医療法人宮本会　紀の川病院
岩出市 司建設工業株式会社 岩出支店
岩出市 岩本石油株式会社
岩出市 医療法人彌栄会
岩出市 國分屋
岩出市 株式会社サニコン　岩出支店
岩出市 シキボウリネン株式会社　岩出第二事業所
岩出市 さくら保育園
岩出市 アズマハウス株式会社　岩出支店
岩出市 株式会社岩出自動車学院
岩出市 那賀消防組合　消防本部
岩出市 大東コンクリート有限会社
岩出市 株式会社松本コンサルタント　紀和支店
岩出市 啓城電気株式会社
岩出市 赤井工業株式会社
岩出市 ニチイケアセンターいわで
岩出市 株式会社谷川組
岩出市 玉ちゃん運転代行
岩出市 シキボウリネン株式会社　岩出第一事業所
岩出市 和歌山日産自動車株式会社　岩出店
岩出市 株式会社近代技研
岩出市 大阪スバル株式会社　岩出店
岩出市 公益社団法人岩出市シルバー人材センター
岩出市 紀北県税事務所
岩出市 株式会社アドヴァンス
岩出市 日産プリンス和歌山販売株式会社　岩出店
岩出市 株式会社ニッコク　関西支店
岩出市 アシュア運転代行
岩出市 ネッツトヨタ和歌山株式会社　岩出店
岩出市 大興産業株式会社
岩出市 岩出クリーンセンター
岩出市 株式会社富士薬品　和歌山営業所
岩出市 わかば秀吉丸運転代行
岩出市 司運転代行
岩出市 おのみなと紀泉台幼稚園
岩出市 株式会社グリーン・ライフ
岩出市 株式会社ミライト・テクノロジーズ　和歌山支店
岩出市 西日本グリーン販売株式会社　紀北支店
岩出市 オーヤシマ株式会社
岩出市 Ｇプロ・リサーチ株式会社
岩出市 ＦＵＪＩＴＡ代行
岩出市 有限会社紀北東生コン　ねごろ工場
岩出市 日特建設株式会社　奈和営業所
岩出市 だいこう代行Ⅱ

海草郡紀美野町 小椋リビングクリーン株式会社
海草郡紀美野町 大洋鋳造株式会社
海草郡紀美野町 株式会社なかモーター自工
海草郡紀美野町 株式会社東山精機
海草郡紀美野町 日本郵便株式会社　美里郵便局
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海草郡紀美野町 国民健康保険野上厚生病院組合
海草郡紀美野町 矢倉ヒューム管工業株式会社
海草郡紀美野町 特別養護老人ホーム「美里園」
海草郡紀美野町 社会福祉法人紀美野町社会福祉協議会
海草郡紀美野町 老人保険施設　天寿苑
海草郡紀美野町 きみの運転代行
海草郡紀美野町 紀美野営農生活センター
海草郡紀美野町 株式会社吉田組
海草郡紀美野町 紀美野町役場
海草郡紀美野町 株式会社野上建設
海草郡紀美野町 日本郵便株式会社　海南郵便局野上集配分室
海草郡紀美野町 丹生の都プロジェクト株式会社　美里の場かじか荘
海草郡紀美野町 株式会社農地開発
海草郡紀美野町 株式会社タニガキ建工
海草郡紀美野町 丸山生コンクリート株式会社
海草郡紀美野町 紀美野町消防本部
海草郡紀美野町 杉野組
海草郡紀美野町 根来鈑創株式会社
海草郡紀美野町 株式会社ホタニ
海草郡紀美野町 折口組
海草郡紀美野町 りら創造芸術高等専修学校
海草郡紀美野町 レインボー代行

伊都郡かつらぎ町 社会福祉法人愛光園
伊都郡かつらぎ町 かつらぎ警察署
伊都郡かつらぎ町 かつらぎ町役場
伊都郡かつらぎ町 溝端紙工印刷株式会社
伊都郡かつらぎ町 かつらぎ温泉　八風の湯
伊都郡かつらぎ町 紀北川上農業協同組合 かつらぎ南支店
伊都郡かつらぎ町 紀北川上農業協同組合　かつらぎ支店
伊都郡かつらぎ町 お食事処いろは
伊都郡かつらぎ町 ドドンパ代行
伊都郡かつらぎ町 里幸運転代行サービス
伊都郡かつらぎ町 えびす食堂
伊都郡かつらぎ町 株式会社辻本英建設
伊都郡かつらぎ町 築野食品工業株式会社
伊都郡かつらぎ町 株式会社福孝組
伊都郡かつらぎ町 株式会社キタグチ
伊都郡かつらぎ町 日本郵便株式会社　かつらぎ郵便局
伊都郡かつらぎ町 特定非営利活動法人よつ葉福祉会
伊都郡かつらぎ町 東建リース株式会社
伊都郡かつらぎ町 株式会社ホンダ四輪販売関西かつらぎ店
伊都郡かつらぎ町 初桜酒造株式会社
伊都郡かつらぎ町 株式会社平岡広建設
伊都郡かつらぎ町 株式会社寿精密
伊都郡かつらぎ町 株式会社ケーエムリース紀北
伊都郡かつらぎ町 松岡織物株式会社
伊都郡かつらぎ町 窪田組
伊都郡かつらぎ町 紀州食品株式会社
伊都郡かつらぎ町 株式会社スズキ自販和歌山かつらぎ営業所
伊都郡かつらぎ町 和歌山県農林大学校
伊都郡かつらぎ町 木下商店
伊都郡かつらぎ町 株式会社きんでん　和歌山支店　紀北営業所
伊都郡かつらぎ町 大谷食品株式会社
伊都郡かつらぎ町 ピノキオ代行
伊都郡かつらぎ町 伊都消防組合
伊都郡かつらぎ町 紀北ダイハツ株式会社
伊都郡かつらぎ町 和島興産株式会社　紀伊高原事業部
伊都郡かつらぎ町 向江組
伊都郡かつらぎ町 株式会社紀北総合警備
伊都郡かつらぎ町 運転代行ラクダック
伊都郡かつらぎ町 株式会社浦野組
伊都郡かつらぎ町 田村石油
伊都郡かつらぎ町 大家組
伊都郡かつらぎ町 西組
伊都郡かつらぎ町 株式会社和歌山ニック
伊都郡かつらぎ町 木村組
伊都郡かつらぎ町 紀北大西電設株式会社
伊都郡かつらぎ町 中谷電気工事株式会社
伊都郡かつらぎ町 株式会社紀北東生コンかつらぎ工場
伊都郡かつらぎ町 社会福祉法人「かつらぎ町社会福祉協議会」花園支所
伊都郡かつらぎ町 かつらぎ町役場花園支所
伊都郡九度山町 九度山郵便局
伊都郡九度山町 株式会社牧野組
伊都郡九度山町 九度山町役場
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伊都郡九度山町 牧野商店
伊都郡九度山町 紀伊建設株式会社
伊都郡九度山町 株式会社藤田組
伊都郡九度山町 英裕会横手クリニック
伊都郡九度山町 龍建設株式会社
伊都郡九度山町 特別養護老人ホーム友愛苑
伊都郡高野町 社会福祉法人高野町社会福祉協議会
伊都郡高野町 社会福祉法人聖愛会
伊都郡高野町 高野町役場
伊都郡高野町 日本郵便株式会社　高野郵便局
伊都郡高野町 高野町消防本部
伊都郡高野町 株式会社伊藤工務店
伊都郡高野町 宗教法人総本山金剛峯寺
伊都郡高野町 高野山こども園
伊都郡高野町 株式会社別府組
伊都郡高野町 河内屋石油株式会社
伊都郡高野町 株式会社珠数屋四郎兵衛
伊都郡高野町 株式会社中本名玉堂
伊都郡高野町 一の橋観光センター株式会社
伊都郡高野町 高野山高等学校
伊都郡高野町 株式会社珠数屋佳兵衛
伊都郡高野町 株式会社前坂工務店
有田郡湯浅町 湯浅町役場
有田郡湯浅町 株式会社中井組本社
有田郡湯浅町 有田振興局建設部
有田郡湯浅町 株式会社永勝
有田郡湯浅町 古由青果株式会社
有田郡湯浅町 ＮＥＸＴ代行サービス
有田郡湯浅町 和歌山県農業共済組合中部支所
有田郡湯浅町 有田衛生施設事務組合
有田郡湯浅町 吉川クレーン
有田郡湯浅町 湯浅警察署
有田郡湯浅町 くまさん代行
有田郡湯浅町 日本郵便株式会社　湯浅郵便局
有田郡湯浅町 湯浅生コン株式会社
有田郡湯浅町 多機能型事業所　夢おれんじ
有田郡湯浅町 熊野フェルム株式会社
有田郡湯浅町 有限会社竹井衛生
有田郡湯浅町 中平建設株式会社
有田郡湯浅町 介護老人保健施設　ライフケア有田
有田郡湯浅町
有田郡湯浅町 有田振興局健康福祉部
有田郡湯浅町 株式会社ユアサ
有田郡湯浅町 湯浅税務署
有田郡湯浅町 株式会社アルプス
有田郡湯浅町 株式会社カネ上
有田郡湯浅町 和歌山県紀中県税事務所
有田郡湯浅町 北村鉄工株式会社
有田郡湯浅町
有田郡湯浅町 湯浅広川消防組合
有田郡湯浅町 湯浅温泉　湯浅城
有田郡湯浅町 有田振興局地域振興部
有田郡湯浅町 株式会社松原造園土木　本店
有田郡湯浅町 協同組合　中紀環境科学
有田郡湯浅町 アール代行
有田郡湯浅町 わかやま市民生活協同組合　湯浅支所
有田郡湯浅町 済生会有田訪問看護ステーション
有田郡湯浅町 合同会社こころ
有田郡湯浅町 株式会社菖蒲谷
有田郡湯浅町 耐久高校　硬式野球部
有田郡湯浅町 日産プリンス和歌山販売株式会社　有田支店
有田郡湯浅町 シーサイド松宮
有田郡湯浅町 栖原温泉
有田郡湯浅町 山光木材株式会社
有田郡湯浅町 和歌山運転代行
有田郡湯浅町 有田振興局農林水産振興部
有田郡広川町 広川町役場
有田郡広川町 社会福祉法人きたば会
有田郡広川町 有限会社広川
有田郡広川町 中央工業株式会社
有田郡広川町 有限会社片山重機
有田郡広川町 和歌山社会福祉専門学校
有田郡広川町 株式会社溝畑組
有田郡広川町 公益社団法人和歌山県水質保全センター　有田川事務所
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有田郡広川町 林組
有田郡広川町 和歌山県立たちばな支援学校
有田郡広川町 花王株式会社　有田研修所
有田郡広川町 介護老人福祉施設　広川苑
有田郡広川町 有限会社岩本組
有田郡広川町 滝原温泉ほたるの湯
有田郡広川町 社会福祉法人広川町社会福祉協議会
有田郡広川町 特別養護老人ホームなつあけの里　ささゆり苑
有田郡広川町 株式会社山正組
有田郡広川町 株式会社タスト

有田郡有田川町 有田川町役場吉備庁舎
有田郡有田川町 有田川町役場金屋庁舎
有田郡有田川町 大林道路株式会社　広川舗装工事事務所
有田郡有田川町 平和産業株式会社
有田郡有田川町 ありだ農業協同組合　吉備営農センター
有田郡有田川町 有限会社中屋生コン
有田郡有田川町
有田郡有田川町 有田川町役場清水行政局
有田郡有田川町 社会福祉法人昭仁会双苑特別養護老人ホームしみず園
有田郡有田川町 片亀商店
有田郡有田川町 竹島鉄工建設株式会社
有田郡有田川町 株式会社武内商店
有田郡有田川町 株式会社南興業
有田郡有田川町 西日本グリーン販売株式会社　有田支店
有田郡有田川町 株式会社まかない屋
有田郡有田川町 社会福祉法人有田川町社会福祉協議会　金屋支所事務所
有田郡有田川町 株式会社水口組
有田郡有田川町 ありだ農業協同組合
有田郡有田川町 株式会社中紀自動車
有田郡有田川町 有田川町社会福祉協議会　吉備事務所
有田郡有田川町 Ｍ代行運転サービス
有田郡有田川町 医療法人明美会　有田南病院
有田郡有田川町 和歌山トヨタ自動車株式会社　有田店
有田郡有田川町 スリーセブン有田運転代行
有田郡有田川町 マトバ商店
有田郡有田川町 ヤマギシズム生活六川実顕地農事組合法人
有田郡有田川町 株式会社山久　本社・本店
有田郡有田川町 宇藤ポンプクリート
有田郡有田川町 三恵自動車株式会社
有田郡有田川町 株式会社有田自動車学校
有田郡有田川町 ありだ農業協同組合　金屋営農センター
有田郡有田川町 生石組
有田郡有田川町 株式会社酒本運送
有田郡有田川町 ありだ農業協同組合　清水支所
有田郡有田川町 有限会社武田清掃
有田郡有田川町 西浦組
有田郡有田川町 和歌山日産自動車株式会社　有田店
有田郡有田川町 有田川町役場　水道課
有田郡有田川町 三共機械株式会社
有田郡有田川町 株式会社ヨシダ
有田郡有田川町 天理教有田分教会
有田郡有田川町 和歌山ダイハツ販売株式会社　有田店
有田郡有田川町 オレンジ生コン株式会社　清水工場
有田郡有田川町 株式会社紀陽ユアーズ
有田郡有田川町 平岡水道設備
有田郡有田川町 株式会社セトウ百貨店
有田郡有田川町 ニチイケアセンター有田南
有田郡有田川町 株式会社辻本組
有田郡有田川町 有限会社西林商店
有田郡有田川町 社会福祉法人おもと会
有田郡有田川町 ｓｔａｒ代行
有田郡有田川町 株式会社古勝　
有田郡有田川町 株式会社合同興業
有田郡有田川町 和歌山県立有田中央高等学校
有田郡有田川町 株式会社長尾製缶所
有田郡有田川町 株式会社中屋組
有田郡有田川町 株式会社パナトップ
有田郡有田川町 日本郵便株式会社　湯浅郵便局 (清水)
有田郡有田川町 株式会社明建ハウス
有田郡有田川町 みかん代行
有田郡有田川町 大浦建設工業株式会社
有田郡有田川町 有限会社ササキのたまご
有田郡有田川町 和歌山県社会福祉事業団・有田圏域通所事業所　生活介護事業所しゅり
有田郡有田川町 株式会社楠林電化センター
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有田郡有田川町 林水道
有田郡有田川町 合同リサイクルセンター株式会社
有田郡有田川町 和歌山軽トラ代行
有田郡有田川町 株式会社東急リゾートサービス有田東急ゴルフクラブ
有田郡有田川町 三洋建設株式会社
有田郡有田川町 三洋住宅株式会社
有田郡有田川町 有田川町清水消防署
有田郡有田川町 吉備金屋消防署
有田郡有田川町 マルカ林業株式会社
有田郡有田川町 株式会社梅谷製作所
有田郡有田川町 有田シニアリーグ野球協会
有田郡有田川町 株式会社キナン　吉備営業所
有田郡有田川町 京都大学フィールド科学教育研究センター和歌山研究林
有田郡有田川町 天理教南陽分教会
有田郡有田川町 医療法人優心　クオリティライフ和歌山
有田郡有田川町 はなまる運転代行
有田郡有田川町 社会福祉法人一恵会　特別養護老人ホーム寿楽園
有田郡有田川町 社会福祉法人有田川町社会福祉協議会　清水事務所
有田郡有田川町 財団法人有田川町ふるさと開発公社
有田郡有田川町 株式会社きんでん　有田営業所
有田郡有田川町 織本組
有田郡有田川町 アカトー有限会社
有田郡有田川町 有限会社天満自動車商会
有田郡有田川町 戸上組
有田郡有田川町 小川電機株式会社　有田営業所
有田郡有田川町 医療法人社団美咲会　介護老人保健施設オレンジの郷
有田郡有田川町 玉川組
有田郡有田川町 株式会社ヨコハマタイヤ　有田営業所
有田郡有田川町 株式会社清建設
有田郡有田川町 小林組
有田郡有田川町 株式会社河田有紀地質
有田郡有田川町 ありだ農業協同組合　清水営農センター
有田郡有田川町 医療法人たちばな会　西岡病院
有田郡有田川町 株式会社有田総合警備
日高郡美浜町 陸上自衛隊　和歌山駐屯地
日高郡美浜町 和歌山県御坊自動車学校
日高郡美浜町 日高港湾浚渫株式会社
日高郡美浜町 美浜町役場
日高郡美浜町 キズナ
日高郡美浜町 株式会社光修建設
日高郡美浜町 マルイワ運転代行
日高郡美浜町 株式会社財文水産
日高郡美浜町 運転代行ＨＥＹＨＥＹ
日高郡美浜町
日高郡美浜町 松勝建設
日高郡美浜町 運転代行ＳＵＮ
日高郡美浜町 美浜興業有限会社
日高郡美浜町 株式会社ハウジング御坊
日高郡美浜町 社会福祉法人太陽福祉会　太陽作業所
日高郡美浜町 医療法人はしもと
日高郡美浜町 株式会社メディセオ田辺支店
日高郡美浜町 中西建設
日高郡美浜町 医療法人平成会
日高郡美浜町 社会福祉法人美浜町社会福祉協議会
日高郡美浜町 株式会社市川組
日高郡美浜町 特別養護老人ホームときわ寮
日高郡日高町 株式会社セイシン
日高郡日高町 和歌山ヤクルト販売株式会社　中紀市場
日高郡日高町 日高広域消防事務組合消防署
日高郡日高町 特別養護老人ホームひだか博愛園みちしお
日高郡日高町 日高町役場
日高郡日高町 高見組
日高郡日高町 株式会社キナン　日高サービスセンター
日高郡日高町 わかやま市民生活協同組合　御坊支所
日高郡日高町 社会福祉法人太陽福祉会　ワークステーションひだか
日高郡日高町 株式会社稲垣工務店
日高郡日高町 株式会社西組
日高郡日高町 株式会社中村建設
日高郡日高町 株式会社北垣
日高郡日高町 有限会社玉置工務店
日高郡日高町 社会福祉法人日高町社会福祉協議会
日高郡日高町 運転代行ＧＯＯＤ
日高郡由良町 ゆら博愛園
日高郡由良町 由良町役場
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日高郡由良町 株式会社山久　由良生コンクリート工業所
日高郡由良町 由良あかつき園
日高郡由良町 田中陸運株式会社
日高郡由良町 株式会社中紀サービス
日高郡由良町 日本郵便株式会社　御坊郵便局由良旧集配センター
日高郡由良町 株式会社池本組
日高郡由良町 社会福祉法人由良町社会福祉協議会
日高郡由良町 株式会社川端組
日高郡由良町 ジョイフルランチ由良有限会社
日高郡由良町 由良みのり園
日高郡由良町 株式会社小林衛生
日高郡由良町 株式会社梶工務店
日高郡印南町 ハウスキーパーかえる
日高郡印南町 印南町役場
日高郡印南町 恵和株式会社
日高郡印南町 株式会社第一テック　印南支店
日高郡印南町 ケアサポートかえる
日高郡印南町 有限会社印南生コンクリート
日高郡印南町 株式会社かどや
日高郡印南町 宗教法人「弘龍庵」
日高郡印南町 社会福祉法人同仁会
日高郡印南町 株式会社石橋
日高郡印南町 春日石油株式会社
日高郡印南町 株式会社竹平建設
日高郡印南町 日高生活総合支援センターはる
日高郡印南町 有限会社プラ和歌山
日高郡印南町 ○勇建設
日高郡印南町 株式会社印南石油店
日高郡印南町 有限会社辻井　辻井旅館
日高郡印南町 和歌山太陽誘電株式会社
日高郡印南町 有限会社丸高組
日高郡印南町 日裏組
日高郡印南町 森兼
日高郡印南町 三栄建設
日高郡印南町 株式会社久堀組
日高郡印南町 株式会社千代徳組
日高郡印南町 日本郵便株式会社　御坊郵便局（印南郵便局）
日高郡印南町 印南町教育委員会
日高郡印南町 株式会社関本資材
日高郡印南町 岡本殖産株式会社
日高郡印南町 株式会社谷口建設
日高郡印南町 有限会社新紀建設
日高郡印南町 有限会社ワコー産業
日高郡印南町 明和建設株式会社
日高郡印南町 有限会社山本建設
日高郡印南町 有限会社喜久屋電設
日高郡印南町 株式会社坂井家起こし
日高郡印南町 田之上組
日高郡印南町 有限会社印南清掃
日高郡印南町 有限会社杉本組

日高郡みなべ町 株式会社池田土木
日高郡みなべ町 紀州綜合食品株式会社
日高郡みなべ町 特別養護老人ホームときわ寮梅の里
日高郡みなべ町 有限会社下村重機
日高郡みなべ町 みなべ町役場
日高郡みなべ町 株式会社安村商店
日高郡みなべ町 株式会社清川組
日高郡みなべ町 紀乃国建設株式会社
日高郡みなべ町
日高郡みなべ町 紀州農業協同組合　みなべ農機施設センター
日高郡みなべ町 株式会社永井建設
日高郡みなべ町 株式会社清水組
日高郡みなべ町 株式会社みなべ自動車学校
日高郡みなべ町 株式会社藤原農機
日高郡みなべ町 株式会社朝日楼
日高郡みなべ町 ニチイケアセンターみなべ
日高郡みなべ町 日本郵便株式会社　南部郵便局
日高郡みなべ町 株式会社トノハタ
日高郡みなべ町 町立高城保育所
日高郡みなべ町 田辺郵便局　気佐藤分室
日高郡みなべ町 有限会社南和軌道
日高郡みなべ町 河本食品株式会社
日高郡みなべ町 株式会社上野農園
日高郡みなべ町 有限会社池本
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日高郡みなべ町 株式会社土井卓商店
日高郡みなべ町 南部生コン工業株式会社
日高郡みなべ町 日高広域消防事務組合消防署南部出張所
日高郡みなべ町 株式会社マツザキ
日高郡みなべ町 株式会社寺本建設
日高郡みなべ町 紀州農業協同組合　アグリセンターみなべ
日高郡みなべ町 浜田包装資材株式会社
日高郡みなべ町 株式会社片家土木
日高郡みなべ町 永岡食品株式会社
日高郡みなべ町 和歌山県立南部高校　硬式野球部
日高郡みなべ町 有限会社西村砂利
日高郡みなべ町 株式会社梅一番井口
日高郡みなべ町 株式会社岩本興産
日高郡みなべ町 南紀ポリエチレン株式会社
日高郡みなべ町 有限会社泰洋電機
日高郡みなべ町 株式会社南部建設
日高郡みなべ町 南紀梅干株式会社
日高郡みなべ町 みなべ町社会福祉協議会　ふれ愛センター
日高郡みなべ町 田中建設
日高郡みなべ町 南部清掃
日高郡みなべ町 みなべ町社会福祉協議会　ゆうゆう館
日高郡みなべ町 みなべ町社会福祉協議会　はあと館
日高郡みなべ町 株式会社ウメタ
日高郡みなべ町 杉谷産業株式会社
日高郡みなべ町 指定障害福祉サービス事業所すまいる
日高郡みなべ町 社会福祉法人清英会
日高郡日高川町 介護老人福祉施設美山の里
日高郡日高川町 南海果工株式会社
日高郡日高川町 日立建機日本株式会社　日高営業所
日高郡日高川町 日本郵便株式会社　美山郵便局
日高郡日高川町 有限会社あんちん
日高郡日高川町 株式会社古部組
日高郡日高川町 株式会社清水
日高郡日高川町 日高川町役場　中津支所
日高郡日高川町 ヤマホ工業株式会社
日高郡日高川町 有限会社ミヤマ工業
日高郡日高川町 株式会社柏木組
日高郡日高川町 社会福祉法人和歌山県福祉事業団　あおぎ園
日高郡日高川町 和歌山県立日高高等学校　中津分校
日高郡日高川町 特別養護老人ホーム　白寿苑
日高郡日高川町 西谷建設
日高郡日高川町 株式会社中津
日高郡日高川町 株式会社児玉建設
日高郡日高川町 日高川町役場　美山支所
日高郡日高川町 株式会社岸本食品
日高郡日高川町 株式会社サライ
日高郡日高川町 株式会社坂本組
日高郡日高川町 株式会社フラット・フィールド・オペレーションズ　日高川事務所
日高郡日高川町 日高川町役場
日高郡日高川町 有限会社日高ライン
日高郡日高川町 博愛デイサービスセンター日高川
日高郡日高川町 株式会社上平建設
日高郡日高川町 株式会社総合建設　上平組
日高郡日高川町 株式会社駒場工務店
日高郡日高川町 芝崎組
日高郡日高川町 株式会社信濃組
日高郡日高川町 中津産業協同組合　中津生コン
日高郡日高川町 株式会社旭屋
日高郡日高川町 株式会社美山組
日高郡日高川町 特別養護老人ホームときわ寮川辺園
日高郡日高川町 株式会社ＺＴＶ日高川支局
日高郡日高川町 社会福祉法人太陽福祉会　太陽川辺作業所
日高郡日高川町 株式会社川辺清掃
日高郡日高川町 美山生コンクリート株式会社
日高郡日高川町 喜楽鉱業株式会社　和歌山エネルギー工房
日高郡日高川町 社会福祉法人日高川町社会福祉協議会
日高郡日高川町 紀中森林組合
日高郡日高川町 株式会社柏木建設
日高郡日高川町 北村建設株式会社
日高郡日高川町 紀中森林組合　中津事業所
日高郡日高川町 介護老人保健施設　和佐の里
日高郡日高川町 有限会社岡クレーン
日高郡日高川町 株式会社　西川組
日高郡日高川町 花光建設
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日高郡日高川町 上山建設
日高郡日高川町 野中水道
日高郡日高川町 タナカ技研株式会社
日高郡日高川町 有限会社レストラン雲水
西牟婁郡白浜町 日置川開発株式会社
西牟婁郡白浜町 白浜町役場　日置川事務所
西牟婁郡白浜町 ニチイケアセンター白浜
西牟婁郡白浜町 堅田漁業協同組合
西牟婁郡白浜町 サンリゾート白浜
西牟婁郡白浜町 ＯＺＡＫＩ代行
西牟婁郡白浜町 特別養護老人ホーム百ー千園
西牟婁郡白浜町 紀南農業協同組合とんだ支所
西牟婁郡白浜町 株式会社テラモト
西牟婁郡白浜町 太陽熱学工業株式会社
西牟婁郡白浜町 有限会社日置川清掃
西牟婁郡白浜町 有限会社サワイ
西牟婁郡白浜町 紀南農業協同組合　葬祭センターやすらぎ
西牟婁郡白浜町 白浜町消防本部
西牟婁郡白浜町 有限会社廣畑塗装
西牟婁郡白浜町 三菱電機ビルテクノサービス株式会社　白浜営業所
西牟婁郡白浜町 森山医院
西牟婁郡白浜町 株式会社西建設
西牟婁郡白浜町 白浜町役場
西牟婁郡白浜町 白浜警察署
西牟婁郡白浜町 株式会社クスカワ
西牟婁郡白浜町 白浜開発株式会社
西牟婁郡白浜町 白浜環境整備株式会社
西牟婁郡白浜町 リゾートトラスト株式会社　エクシブ白浜&アネックス
西牟婁郡白浜町 口熊野生コンクリート製造有限会社
西牟婁郡白浜町 株式会社テンシュカク
西牟婁郡白浜町 福原ニードル株式会社
西牟婁郡白浜町 日本郵便株式会社　白浜郵便局
西牟婁郡白浜町 株式会社三楽荘
西牟婁郡白浜町 株式会社白浜館　ホテルシーモア
西牟婁郡白浜町 日本郵便株式会社　日置川郵便局
西牟婁郡白浜町 株式会社晃建
西牟婁郡白浜町 平阪建設株式会社
西牟婁郡白浜町 日本郵便株式会社　富田郵便局
西牟婁郡白浜町 有限会社福亀堂
西牟婁郡白浜町 社会福祉法人やおき福祉会　かーむ
西牟婁郡白浜町 白浜ガス株式会社
西牟婁郡白浜町 株式会社白浜試錐
西牟婁郡白浜町 大黒
西牟婁郡白浜町 株式会社稗田工務店
西牟婁郡白浜町 みふね電器産業株式会社
西牟婁郡白浜町 株式会社日置川建設
西牟婁郡白浜町 タケヤ運転代行
西牟婁郡白浜町 株式会社むさし
西牟婁郡白浜町 株式会社かどや
西牟婁郡白浜町 株式会社重津建設
西牟婁郡白浜町 株式会社明和
西牟婁郡白浜町 有限会社和研防水工業
西牟婁郡白浜町 白浜町社会福祉協議会　日置川支部
西牟婁郡白浜町 社会福祉法人白浜町社会福祉協議会
西牟婁郡白浜町 大末テクノサービス株式会社
西牟婁郡白浜町 ワシン建設株式会社　白浜支店
西牟婁郡白浜町 藤乃湯有限会社
西牟婁郡白浜町 インフィニートホテル＆スパ南紀白浜
西牟婁郡白浜町 白浜町役場上下水道課
西牟婁郡白浜町 有限会社亀田鮮魚
西牟婁郡白浜町 株式会社カワキタ
西牟婁郡白浜町 有限会社白浜造園
西牟婁郡白浜町 株式会社明山デンキ
西牟婁郡白浜町 白浜古賀の井リゾート＆スパ
西牟婁郡白浜町 有限会社ホテルしらさぎ
西牟婁郡白浜町 株式会社アワーズ
西牟婁郡白浜町 株式会社福菱
西牟婁郡白浜町 はしもと代行
西牟婁郡白浜町 白浜町清掃センター
西牟婁郡白浜町 クアハウス白浜
西牟婁郡白浜町 株式会社ＮＷＳ
西牟婁郡白浜町 株式会社喜多工務店
西牟婁郡白浜町 株式会社紀の国食品
西牟婁郡白浜町 有限会社志場商店

- 34 -



西牟婁郡白浜町 白浜町消防本部　日置川消防署
西牟婁郡白浜町 リアル運転代行
西牟婁郡白浜町 株式会社場谷綜合開発
西牟婁郡白浜町 株式会社サンレディース
西牟婁郡白浜町 社会福祉法人南紀白浜福祉会
西牟婁郡白浜町 有限会社淡路屋サンクリーン白浜
西牟婁郡白浜町 有限会社寒川工務店
西牟婁郡白浜町 有限会社はま乃
西牟婁郡白浜町 訪問看護ステーションたんぽぽ
西牟婁郡白浜町 ＫＲＧホーム株式会社
西牟婁郡白浜町 株式会社西峰工務店
西牟婁郡白浜町 白浜コスモスの郷
西牟婁郡白浜町 中央設備株式会社
西牟婁郡白浜町 株式会社美装
西牟婁郡白浜町 有限会社白浜鮮魚
西牟婁郡白浜町 株式会社宮山興業
西牟婁郡白浜町 白浜はまゆう病院
西牟婁郡白浜町 有限会社シーライフ
西牟婁郡白浜町 ドライバー運転代行
西牟婁郡白浜町 アンソレイユ日置
西牟婁郡白浜町 スマート代行

西牟婁郡上富田町 上富田町役場
西牟婁郡上富田町 学校法人聖ヨセフ学園　岩田幼稚園
西牟婁郡上富田町 紀南農業協同組合　上富田事業所
西牟婁郡上富田町 田辺米穀株式会社
西牟婁郡上富田町 田辺市消防本部田辺消防署上富田分署
西牟婁郡上富田町 シキボウリネン株式会社
西牟婁郡上富田町 株式会社スーパーホンダ和歌山
西牟婁郡上富田町 南紀医療福祉センター
西牟婁郡上富田町 株式会社ヤマヨテクスタイル
西牟婁郡上富田町 株式会社清本組
西牟婁郡上富田町 アクセスライン株式会社
西牟婁郡上富田町 ニチイケアセンターかみとんだ
西牟婁郡上富田町 橋本総業株式会社
西牟婁郡上富田町 有限会社南紀測量　上富田営業所
西牟婁郡上富田町 株式会社ケーエスケー　紀南支店
西牟婁郡上富田町 株式会社堀組
西牟婁郡上富田町 日本キャタピラー合同会社
西牟婁郡上富田町 和歌山県赤十字血液センター紀南出張所
西牟婁郡上富田町 株式会社マージネット
西牟婁郡上富田町 和歌山県立はまゆう支援学校
西牟婁郡上富田町 和歌山県立南紀支援学校
西牟婁郡上富田町 株式会社キナン　田辺営業所
西牟婁郡上富田町 日本郵便株式会社　上富田郵便局
西牟婁郡上富田町 株式会社朝日ダイヤゴルフ
西牟婁郡上富田町 西牟婁生活総合支援センター　ハッスル
西牟婁郡上富田町 有限会社伸栄木材
西牟婁郡上富田町 兄友自動車株式会社
西牟婁郡上富田町 株式会社　Ｙアルコ
西牟婁郡上富田町 株式会社後工務店
西牟婁郡上富田町 株式会社光和設備　上富田営業所
西牟婁郡上富田町 株式会社東海近畿クボタ　紀南営業所
西牟婁郡上富田町 日産プリンス和歌山販売株式会社　田辺南店
西牟婁郡上富田町 和歌山県福祉事業団　南紀あけぼの園
西牟婁郡上富田町 あすなろ花卉の郷
西牟婁郡上富田町 株式会社スズキ自販和歌山　田辺営業所
西牟婁郡上富田町 社会福祉法人ふたば福祉会　あすか作業所
西牟婁郡上富田町 運転代行北斗
西牟婁郡上富田町 ＨＩＥＤＡ運転代行
西牟婁郡上富田町 和歌山県林業試験場
西牟婁郡上富田町 和歌山県農林大学校　林業研修部
西牟婁郡上富田町 株式会社ＡＤＶＡＮＣＥ
西牟婁郡すさみ町 すさみ町役場
西牟婁郡すさみ町 国保すさみ病院
西牟婁郡すさみ町 株式会社阿部工務店
西牟婁郡すさみ町 白浜町消防本部　すさみ消防署
西牟婁郡すさみ町 株式会社田所建設
西牟婁郡すさみ町 すさみ防災基地
西牟婁郡すさみ町 株式会社安藤・間　江住トンネル作業所
西牟婁郡すさみ町 有限会社松本建設
西牟婁郡すさみ町 介護老人保健施設　けんゆう苑
西牟婁郡すさみ町 有限会社泰間組
西牟婁郡すさみ町 株式会社森水道
西牟婁郡すさみ町 株式会社関本工務店
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西牟婁郡すさみ町 大五水産株式会社
西牟婁郡すさみ町 株式会社いこいの村わかやま
西牟婁郡すさみ町 紀南農業協同組合　すさみ支所
西牟婁郡すさみ町 すさみ町社会福祉協議会
西牟婁郡すさみ町 株式会社吉田組
西牟婁郡すさみ町 有限会社竹本組

東牟婁郡那智勝浦町 株式会社都
東牟婁郡那智勝浦町 有限会社紀南石油販売所
東牟婁郡那智勝浦町 宗教法人那智山青岸渡寺
東牟婁郡那智勝浦町 那智勝浦自動車教習所
東牟婁郡那智勝浦町 みくまの農業協同組合
東牟婁郡那智勝浦町 ＮＨＧ株式会社那智勝浦ゴルフ倶楽部
東牟婁郡那智勝浦町 地域密着型バーデンライフ・ケアセンター　湯ごりの郷
東牟婁郡那智勝浦町 那智勝浦町社会福祉協議会
東牟婁郡那智勝浦町 浦島観光ホテル株式会社
東牟婁郡那智勝浦町 有限会社山永サービス
東牟婁郡那智勝浦町 田辺米穀株式会社　南支店
東牟婁郡那智勝浦町 ダイワエネルギー株式会社　勝浦営業所
東牟婁郡那智勝浦町 有限会社双美商会　勝浦営業所
東牟婁郡那智勝浦町 シキボウリネン株式会社
東牟婁郡那智勝浦町 井筒建設株式会社
東牟婁郡那智勝浦町 有限会社上松モータース
東牟婁郡那智勝浦町 株式会社ナカモト
東牟婁郡那智勝浦町
東牟婁郡那智勝浦町 那智勝浦町役場
東牟婁郡那智勝浦町 木原造林株式会社　勝浦事業所
東牟婁郡那智勝浦町 株式会社中の島
東牟婁郡那智勝浦町 日本郵便株式会社　紀伊勝浦郵便局
東牟婁郡那智勝浦町 休暇村　南紀勝浦
東牟婁郡那智勝浦町 ＴＲＹＡＤ合同会社
東牟婁郡那智勝浦町 株式会社庵野組
東牟婁郡那智勝浦町 介護老人保健施設ルピナス
東牟婁郡那智勝浦町 株式会社エネアーク関西和歌山南支社紀南支店
東牟婁郡那智勝浦町 株式会社ユーアイホテル　ホテルなぎさや
東牟婁郡那智勝浦町 有限会社勝浦介護サービス
東牟婁郡那智勝浦町 和歌山ヤクルト販売株式会社　紀南営業所
東牟婁郡那智勝浦町 有限会社湯川石油店
東牟婁郡那智勝浦町 かつうら御苑
東牟婁郡那智勝浦町 那智勝浦町消防本部

東牟婁郡太地町 太地町漁業協同組合
東牟婁郡太地町 株式会社那智黒総本舗
東牟婁郡太地町 太地町役場
東牟婁郡太地町 花いろどりの宿　花游
東牟婁郡太地町 東牟婁郡町村新宮市老人福祉施設事務組合

東牟婁郡古座川町 老人保健施設あじさい苑
東牟婁郡古座川町 古座川町役場
東牟婁郡古座川町 株式会社明神コンクリート
東牟婁郡古座川町

国立大学法人北海道大学　北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション南管理部和歌
山研究林

東牟婁郡古座川町 南紀森林組合
東牟婁郡古座川町 特別養護老人ホーム古座川園
東牟婁郡古座川町 グリーンヴィレッジ古座川
東牟婁郡古座川町 南紀月野瀬温泉ぼたん荘
東牟婁郡古座川町 松栄建設株式会社
東牟婁郡北山村 株式会社フックロード
東牟婁郡北山村 社会福祉法人北山村社会福祉協議会
東牟婁郡北山村 下山建設有限会社
東牟婁郡北山村 北山村役場
東牟婁郡北山村 株式会社大和田組
東牟婁郡北山村 アウトドアクラブ　アイスマン
東牟婁郡北山村 じゃばらいず北山
東牟婁郡北山村 株式会社下山組
東牟婁郡串本町 株式会社小森組
東牟婁郡串本町 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
東牟婁郡串本町 大和リゾート株式会社Ｈｏｔｅｌ＆Ｒｅｓｏｒｔｓ　ＷＡＫＡＹＡＭＡ－ＫＵＳＨＩＭＯＴＯ
東牟婁郡串本町 串本町役場本庁舎
東牟婁郡串本町 ＫＫ運転代行串本
東牟婁郡串本町 西日本旅客鉄道株式会社　和歌山支社田辺保線区古座管理室
東牟婁郡串本町 鈴木石油株式会社　串本本社
東牟婁郡串本町 自動車運転代行聖
東牟婁郡串本町 和歌山県水産試験場
東牟婁郡串本町 航空自衛隊第５警戒隊
東牟婁郡串本町 社会福祉法人つばさ福祉会　エコ工房四季
東牟婁郡串本町 運転代行ハトヤ
東牟婁郡串本町 セイカダイヤエンジン株式会社
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東牟婁郡串本町 ほっとハウス　うわの園
東牟婁郡串本町 和歌山東漁業協同組合
東牟婁郡串本町 串本警察署
東牟婁郡串本町 千鳥建設株式会社
東牟婁郡串本町 株式会社小寺工務店
東牟婁郡串本町 東牟婁振興局串本建設部
東牟婁郡串本町 東牟婁振興局健康福祉部串本支所
東牟婁郡串本町 串本食品株式会社
東牟婁郡串本町 有限会社泉水道工業
東牟婁郡串本町 串本町社会福祉協議会
東牟婁郡串本町 東牟婁生活総合支援センターふわり
東牟婁郡串本町 串本有田病院
東牟婁郡串本町 紀南モータース
東牟婁郡串本町 大芝建材株式会社
東牟婁郡串本町 東急建設株式会社　有田上トンネル作業所
東牟婁郡串本町 紀南農業協同組合　串本支所
東牟婁郡串本町 有限会社柏木商店
東牟婁郡串本町 有限会社谷口商店
東牟婁郡串本町 和歌山県立潮岬青少年の家
東牟婁郡串本町 健佑訪問看護ステーション
東牟婁郡串本町 株式会社串本海中公園センター
東牟婁郡串本町 関西電力送配電株式会社　串本技術サービスセンター
東牟婁郡串本町 西国水産株式会社
東牟婁郡串本町 有限会社谷工業所
東牟婁郡串本町 株式会社坂井組
東牟婁郡串本町 串本町消防本部　串本消防署
東牟婁郡串本町 串本町社会福祉協議会古座事業所
東牟婁郡串本町 有限会社吉田建設
東牟婁郡串本町 株式会社尾﨑衛生舎
東牟婁郡串本町 株式会社小久保商店
東牟婁郡串本町 日本郵便串本郵便局
東牟婁郡串本町 古座あさかぜ園
東牟婁郡串本町 森山建材株式会社
東牟婁郡串本町 串本町消防本部　古座消防署
東牟婁郡串本町 在宅福祉総合センターにしき園

- 37 -


