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250

(一財)百十四経済研究所

香川兼高松市亀井町5-1

579

(一社)香川県薬剤師会

香川県高松市亀岡町9-20

543

(一社)日本家族計画協会

東京都新宿区市谷田町1-10保健会館新館

550

(税)三和会計事務所

香川県高松市藤塚町1-10-30

568

kanemitsu㈱

香川県香川郡直島町1977

187

NECキャピタルソリューション㈱ 四国支店

香川県高松市中野町29-2

327

NECネッツエスアイ㈱ 四国支店

香川県高松市中野町29-2

444

NECフィールディング㈱ 高松支店

香川県高松市今里町6-17

248

Next－i㈱ 岡山支店

岡山県岡山市北区幸町8-29

239

NTT・TCリース㈱ 四国支店

愛媛県松山市二番町3-6

322

アールエヌシーパック㈱

香川県高松市栗林町1-1-18

328

愛知時計電機㈱ 高松営業所

香川県高松市番町1-6-6甲南アセット番町ビル302

598

アイテック㈱ 四国支店

香川県高松市朝日町5-4-18

479

アクアクリエイティブ㈱

香川県高松市東ハゼ町15-7

324

浅海電気㈱ 高松営業所

香川県高松市磨屋町5-9

375

朝日設計㈱

香川県高松市郷東町792-17

547

アジア航測㈱ 四国支店

香川県高松市寿町1-4-3

110

アズビル金門㈱

東京都豊島区北大塚1-14-3

92

石垣メンテナンス㈱ 四国支店

香川県高松市林町2507-2

315

内海プラント㈱

岡山県岡山市東区楢原510

314

沖電気工業㈱ 四国支社

香川県高松市番町1-7-5

570

香川日野自動車㈱

香川県高松市春日町1481

611

化工機商事㈱

神奈川県川崎市川崎区大川町2-1

186

鎌長製衡㈱ 中・四国支店

香川県高松市牟礼町牟礼2246

447

管清工業㈱ 四国営業所

愛媛県松山市勝岡町135-1

37

キャノンメディカルシステムズ㈱ 香川支店

香川県高松市朝日町2-2-22

378

キャノンメディカルファイナンス㈱

東京都中央区日本橋人形町2-14-10

544

共同設計㈱

香川県三豊市詫間町詫間7071-11

247

極東物産㈱

香川県高松市塩上町2-9-16

373

光進電気工業㈱ 福岡支店

福岡県福岡市博多区東光2-6-10エアールートビル302号

511

神戸綜合速記㈱

兵庫県神戸市中央区北長狭通4-3-8

325

国際航業㈱ 高松支店

香川県高松市今里町2-19-7

190

コクヨ山陽四国販売㈱ 高松支店

香川県高松市紺屋町4-10

102

讃岐リース㈱ 高松営業所

香川県高松市春日町266-1

113

サンエー設計㈱

高松市松縄町1142-8

389

三晃工業㈱

大阪市大正区鶴町2-15-26

25

三信電気㈱ 高松支店

香川県高松市室新町4-9

233

三電計装㈱

香川県高松市浜ノ町58-6

620

ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱

大阪府大阪市淀川区西中島5-4-20

548

ジェイエムシー㈱

高知県高知市葛島4-3-30

119

四国医療器㈱

香川県高松市錦町1-11-11

319

四国エンジニアリングサービス㈱ 高松営業所

香川県高松市多肥下町1524-9

192

四国環境整備興業㈱

愛媛県今治市国分1-1-18

184

四国機電産業㈱

香川県高松市上福岡町768-15

371

四国行政システム㈱

香川県高松市今里町6-15

189

四国情報管理センター㈱

高知県高知市一ツ橋町1-36
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627

四国厨房器製造㈱

香川県高松市勅使町708

594

四国通建㈱ 高松支店

香川県高松市昭和町1-1-26

185

四国テクニカルメンテナンス㈱

香川県高松市室新町966-1

628

四国三菱ふそう販売㈱

香川県高松市観光通2-2-15

613

自動ドアー販売㈱

香川県高松市木太町466-8

508

新菱冷熱工業㈱ 四国支店

香川県高松市塩屋町8-1（セントラル第2ビル）

26

巣守金属工業㈱

広島県広島市南区出島1-34-7

181

セコム㈱

東京都渋谷区神宮前1-5-1

343

瀬戸内クリーンサービス㈱

香川県香川郡直島町1954

95

ソリマチ㈱

新潟県長岡市表町1-4-24

502

第一法規㈱

東京都港区南青山2-11-17

542

大栄環境㈱

大阪府和泉市テクノステージ2-3-28

572

大新東㈱ 高松市営業所

香川県高松市亀井町2-1

366

大成有楽不動産㈱ 四国支店

香川県高松市サンポート2-1

326

大日本コンサルタント㈱ 四国支店

香川県高松市磨屋町3-1

453

大和リース㈱ 高松支店

香川県高松市中新町11-1

241

タカオ㈱

広島県福山市御幸町中津原1787-1

500

ダスキンアピア藤田ターミニックス

岡山県岡山市南区藤田651-11

23

タニコー㈱ 高松営業所

香川県高松市西ハゼ町字土居114-1

610

帝人ヘルスケア㈱四国支店

愛媛県松山市一番町1-15-2松山一番町ビル

236

デュプロ㈱

香川県高松市春日町161-6

285

東海リース㈱

大阪市北区天神橋２丁目北2-6

99

東京センチュリー㈱

東京都千代田区神田練塀町3

20

東芝インフラシステムズ㈱ 四国支社

高松市寿町2-2-7

342

東洋熱工業㈱ 岡山営業所

岡山県岡山市北区高柳西町1-51

197

東和環境科学㈱ 四国営業所

香川県高松市寿町1-4-3

512

徳島地中情報㈲

徳島県小松島市中郷町字豊ノ本68-5

395

中澤氏家薬業㈱ 香川本社

香川県綾歌郡綾川町陶1193-7

452

南部開発㈱

香川県高松市勅使町299-2

574

西日本電信電話㈱ 香川支店

香川県高松市観光通1-8-2

388

西日本放送サービス㈱

香川県高松市西春日町大畑1737-1

244

日進設備工業㈱

高知県高知市百石町4-11-6

630

日通リース＆ファイナンス㈱高松営業所

香川県高松市紺屋町4-10鹿島紺屋町ビル7Ｆ

286

日本教育情報機器㈱

東京都千代田区丸の内3-4-1

387

日本ソフト開発㈱

滋賀県米原市米原西23

383

日本調理機㈱ 高松営業所

香川県高松市今里町1-31-2

249

日本通運㈱ 四国支店

香川県高松市錦町2-6-3

318

日本電気㈱ 四国支社

香川県高松市中野町29-2

234

バイザー㈱

愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19

39

パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱ 西日本社 大阪府大阪市淀川区宮原4-5-41

89

日清医療食品㈱ 関西支店

大阪府大阪市北区角田町8-1梅田阪急ビルオフィスタワー21階

122

平林金属㈱

岡山市北区下中野347-104

97

富士産業㈱ 高知支店

高知県土佐市蓮池2089

287

フジ地中情報㈱ 四国営業所

香川県高松市伏石町2088-22

109

富士通リース㈱ 四国支店

香川県高松市藤塚町1-10-30

385

富士フイルムシステムサービス㈱ 公共事業本部 関西支店 大阪府大阪市西区土佐堀2-2-17
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118

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱

香川県高松市磨屋町8-1

445

富士フィルムメディカル㈱ 四国支社

香川県髙松市中野町29-2

91

扶桑電通㈱ 四国支店

香川県高松市天神前10-1

288

プリントネットワーク㈱

香川県高松市檀紙町2069-1

386

ホシザキ四国㈱ 高松中央営業所

香川県高松市上福岡町2009-1

540

三重中央開発㈱

三重県伊賀市予野字鉢屋4713

637

美津濃㈱中国支社

広島県広島市西区商工センター5-14-27

575

三谷コンピューター㈱

福井県坂井市丸岡町熊堂第3-7-1-13

368

三菱ＨＣキャピタル㈱

東京都千代田区丸の内1-5-1

105

三菱電機ビルテクノサービス㈱ 四国支社

香川県高松市番町1-6-1

21

三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 西日本本部四国支社

香川県高松市古新町3-1

398

三菱マテリアルテクノ㈱ 直島事業所

香川県香川郡直島町4051

521

ミドリ安全岡山㈱

岡山県岡山市北区西古松605-4ブライトオフィスビル」2F

614

ヤマト運輸㈱ 香川主管支店

香川県綾歌郡宇多津町字吉田4001

230

ヤンマーエネルギーシステム㈱ 高松支店

香川県高松市国分寺町新居508-2

104

ランドブレイン㈱ 高松事務所

香川県高松市錦町1-21-3

323

リージョナルデザイン㈱

愛媛県新居浜市大生院2151-10東予産業創造センター内

510

リエスパワーネクスト㈱

東京都豊島区東池袋4-21-1

90

理水化学㈱ 広島支店

広島県広島市中区大手町3-8-1

125

ローレルバンクマシン㈱ 中四国支店

香川県高松市今里町1-17-1

596

㈱E.S CONSULTING GROUP

広島県中区大手町3-2-19パーソンライフビル2Ｆ

252

㈱GPMO

香川県高松市木太町3396-11

573

㈱HER 高松営業所

香川県高松市田村町858-1

116

㈱JECC

東京都千代田区丸の内3-4-1

101

㈱NTTドコモ 四国支社法人営業部

香川県高松市錦町2-4-8

633

㈱NTTマーケティングアクトProCX

大阪府大阪市都島区東野田町4-15-82

474

㈱STNet

香川県高松市春日町1735-3

377

㈱アール・シー・エス

香川県高松市錦町1-4-37

108

㈱アイ・ティー・シー

香川県高松市上林町309-1

638

㈱アイテックス

山口県周南市岡田町3-25

577

㈱アクアテック 関西営業所

兵庫県西宮市南昭和町7-28-103

595

㈱アクセス

香川県高松市伏石町2125-11

625

㈱明日葉

東京都港区芝4-13-3 PMO田町東10F

188

㈱アスティス 高松支店

香川県高松市勅使町761-1

381

㈱あんしんサポート

福岡県福岡市城南区飯倉1-6-25

618

㈱イーセル

広島県広島市西区井口5-6-4

501

㈱イビソク 香川支店

香川県高松市国分寺町国分563-5

513

㈱岩本商会 高松支店

香川県高松市伏石町1340-3

615

㈱ウエイ企画

香川県高松市塩上町7-2

441

㈱ウエスコ 四国支社

香川県高松市紙町494

316

㈱ウォーターテック 四国営業所

香川県高松市鬼無町625-1

27

㈱エヌ・イーサポート 高松営業所

香川県高松市番町2-10-10

626

㈱エネルギアＬ＆Ｂパートナーズ

広島県広島市中区小町4-33

242

㈱エバルス 営業本部岡山第二支店

岡山県都窪郡早島町矢尾793

477

㈱エムケーインデクト

香川県木田郡三木町大字池戸甲639-1

114

㈱えむぼま

愛媛県松山市余戸中4-5-43
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196

㈱オオバ 四国営業所

香川県高松市天神前10-12

509

㈱オプチカル

香川県高松市屋島西町2484-8

506

㈱オリエンタルコンサルタンツ 四国支社

香川県高松市寿町1-3-2

376

㈱会議録研究所

東京都新宿区市谷八幡町16

232

㈱カナック

香川県高松市三谷町136

111

㈱カナック・ビジネス・ソリューション

香川県高松市三谷町136

94

㈱ぎじろくセンター

山口県宇部市大字西岐波1540-12

245

㈱議事録発行センター

岡山市北区高柳西町1-23

367

㈱キャンサースキャン

東京都品川区西五反田1-3-8

443

㈱ぎょうせい 四国支社

愛媛県松山市二番町4-1-2

380

㈱協働管財

東京都新宿区若葉1-10-11

593

㈱健康日本総合研究所

岡山県倉敷市福田町古新田1214-17

93

㈱ゴーフィールド

香川県高松市川島東町293-5

183

㈱五星

香川県三豊市高瀬町下勝間670-1

571

㈱サーベイリサーチセンター 四国事務所

香川県高松市塩屋町8-1

601

㈱サイネックス

大阪府大阪市天王寺区上本町5-3-15

475

㈱サクセス

香川県坂出市西大浜北2-1-11

372

㈱真田トラストテック

岡山県岡山市北区富田町1-4-1

370

㈱讃岐文庫

香川県高松市木太町2374-2

379

㈱三輝

大阪府大阪市北区同心1-10-12

246

㈱三水コンサルタント 香川事務所

香川県高松市寺井町1151-8

240

㈱三豊

愛知県豊橋市西山町字西山328

632

㈱ジェイアクア

東京都渋谷区神南1-5-14

107

㈱ジェイエスキューブ 第六営業本部

香川県高松市鍛冶屋町3

505

㈱四国電子計算センター

香川県高松市古新町1-7

446

㈱四国パイプクリーナー

高知県高知市葛島3-14-32

576

㈱四国日立システムズ

香川県高松市中央町5-31

546

㈱ジャノメ 観音寺支店

香川県観音寺市茂木町2-2-34-102

112

㈱ジャパンインターナショナル総合研究所

京都市右京区西京極西池田町9-5西京極駅前ビル6階

121

㈱上智 中四国支店

香川県観音寺市古川町711-1

597

㈱シンセイテクノ

広島県広島市中区幟町10-27ピア39-201

382

㈱セイエル 岡山西支店

岡山県岡山市北区大内田721

636

㈱セキヤ

香川県高松市春日町705-1

284

㈱セレスポ 高松支店

香川県高松市三谷町5076-2

123

㈱ゼンリン 高松営業所

香川県高松市上福岡町816-1

193

㈱総合コンサルタンツ

香川県坂出市川津町6328-1

321

㈱地域科学研究所 香川事務所

香川県高松市林町2217-15香川産業頭脳化センタービル

369

㈱中国パラテックス

岡山県岡山市南区新保1116-7

88

㈱中部コンサルタント

香川県高松市香川町川内原163-2

22

㈱都村製作所

香川県仲多度津郡琴平町榎井590

103

㈱データホライゾン

広島県広島市西区草津新町1-21-35広島ミクシス・ビル

96

㈱テクノスジャパン 四国支店

香川県高松市鬼無町是竹287-1

394

㈱テスコム 大阪営業所

大阪府大阪市淀川区西中島6-3-24北白石ビル西館4階

384

㈱デンソー

愛知県刈谷市昭和町1-1

182

㈱東洋技研

高知県高知市大津乙1902-4

507

㈱トーカイ 高松営業所

香川県綾歌郡綾川町陶4343-6
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280

㈱トサトーヨー

高知県高知市一宮南町1-11-50

283

㈱ナガワ 高松営業所

香川県高松市檀紙町2071-1

231

㈱西日本環境

神戸市長田区長田町7-3-2

504

㈱日建技術コンサルタント 四国支社

香川県高松市中央町11-15（日建高松ビル）

115

㈱ニッコクトラスト

東京都中央区日本橋堀留町2-4-3

545

㈱日進機械

香川県高松市一宮町744-1

391

㈱日本インシーク 高松営業所

高松市林町1509

24

㈱日本環境リサーチ

香川県高松市香南町吉光39-1

237

㈱日本漏防コンサルタント

徳島県徳島市南田宮2-7-4

195

㈱ネクサス

香川県高松市錦町2-2-17

253

㈱バイタルリード 四国営業所

愛媛県松山市宮西1-4-43

602

㈱パスコ 香川支店

香川県高松市観光通2-2-15

243

㈱阪神マテリアル

大阪府大阪市住之江区北加賀屋3-2-18

126

㈱美巧社

高松市多賀町1-8-10

117

㈱日立製作所 四国支社

香川県高松市紺屋町9-6

539

㈱日立ビルシステム 四国支社

香川県高松市寿町1-3-2

194

㈱福島商会

香川県高松市屋島西町1931-5

549

㈱福山コンサルタント 四国事務所

香川県高松市寿町1-1-12

320

㈱富士クリーン

香川県綾歌郡綾川町山田下2994-1

374

㈱富士通四国インフォテック

香川県高松市番町1-10-2

503

㈱富士通ゼネラル 四国支店

香川県高松市一宮町258-1

100

㈱フジマック 高松営業所

香川県高松市香西東町576-1

238

㈱フソウ 四国本店

香川県高松市郷東町792-8

449

㈱フソウメンテック

香川県高松市郷東町792-105

520

㈱フレイン

香川県高松市亀岡町14-11

124

㈱ベネッセコーポレーション 小中学校事業部

東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビルディング

623

㈱ボーダーリンク

埼玉県さいたま市大宮区下町2-16-1 ACROSS8階

448

㈱マオカ設計

香川県高松市鹿角町330

390

㈱松本コンサルタント 丸亀支店

香川県丸亀市富士見町1-10-26

631

㈱真屋商店

香川県高松市大工町1-11

120

㈱丸井工務店

香川県丸亀市田村町1711

478

㈱ムラカミ

香川県高松市東ハゼ町877

599

㈱名豊

愛知県名古屋市中区松原2-2-33

569

㈱メディカルサービス

香川県高松市国分寺町新名59-3

600

㈱桃陵工業

香川県仲多度津郡多度津町大字道福寺355-1

451

㈱森づくり

香川県さぬき市前山279

106

㈱大和速記情報センター 関西営業所

大阪市中央区道修町1-7-1

392

㈱ヤマモト 関西支店

兵庫県神戸市灘区千旦通2-5-11

578

㈱山本技研

香川県さぬき市寒川町神前1418-1

281

㈱四航コンサルタント

香川県高松市上福岡町2057-6

313

㈱ライズファクトリー

東京都千代田区飯田橋2-1-4日東九段ビル6階

317

㈱リィツメディカル 高松営業所

香川県高松市木太町5050-17

235

㈱両備システムズ

岡山県岡山市南区豊成2-7-16

476

㈱ワークサービス

香川県高松市東ハゼ町881-1

450

㈲アイランド・グリーン細川

香川県香川郡直島町1913

282

㈲エーワンセキュリティサービス

香川県高松市福岡町4-26-26
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393

㈲サンテック 関西支店

兵庫県赤穂郡上郡町高山1302

191

㈲四国ローボーシステム

徳島県徳島市大原町内開81ウイングコーポ大原203号室

251

㈲中村興業

香川県高松市春日町708-3

619

㈲日本一安い罠の店

大分県由布市挾間町来鉢2996-2

480

㈲菱栄工業

香川県丸亀市飯山町東坂元3580-191
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