
企業・団体名 備考

〈あ〉
1 株式会社アースクリーン21 第1次
2 株式会社アース・コーポレーション 第2次
3 株式会社RMS保険センター 第1次
4 株式会社アイペック 第1次
5 アイラ断熱工業株式会社 第2次
6 社会福祉法人あかね会 第1次
7 明るい社会づくり高岡市民会議 第2次
8 朝日印刷株式会社 第1次
9 東工業株式会社 第2次

10 株式会社ＡＴＡ R4.1月
11 安達建設株式会社 第1次
12 株式会社アポケアとやま 第2次
13 株式会社 アムテック 第2次
14 株式会社アヤト 第2次
15 アルカスコーポレーション株式会社 第2次
16 株式会社アルト 第1次

〈い〉
17 株式会社石川組 R4.1月
18 石黒自動車工業株式会社 第1次
19 イセ株式会社 第1次
20 稲澤信一税理士事務所 第2次
21 株式会社今村組 第2次

〈う〉
22 ウィン株式会社 第1次
23 上坂建設株式会社 第2次
24 株式会社牛島屋 第1次

〈え〉
25 有限会社hs style 第2次
26 株式会社エムダイヤ 第1次
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企業・団体名 備考

〈お〉
27 大澤工業株式会社 第1次
28 大高建設株式会社 第1次
29 有限会社奥村商事 第2次
30 株式会社ＯＳＣＡＲホールディングス 第2次
31 株式会社ＯＺＬｉｎｋｓ R4.1月
32 オダケホーム株式会社 第2次

〈か〉
33 有限会社カーメインテナンス朝倉 第2次
34 株式会社開進堂 第2次
35 有限会社KAKU R4.1月
36 株式会社カジメイク R4.1月
37 川端鐵工株式会社 第1次
38 神成株式会社 第2次

〈き〉
39 キクラ印刷株式会社 第2次
40 岸田木材株式会社 第1次
41 （株）北日本通信工業 R3.11月
42 北日本物産株式会社 第2次
43 キタムラ機械株式会社 R3.11月
44 CAD Office Yamamoto 2級建築士事務所 第2次
45 キュアコード株式会社 第1次
46 有限会社共栄産業 R4.1月

〈く〉
47 株式会社久郷一樹園 第1次
48 株式会社グラフ 第1次
49 株式会社グランテック R3.12月
50 クリア家具合同会社 第2次
51 公益財団法人黒部市国際文化センター R4.1月

〈け〉
52 株式会社ＫＥＣ R3.12月
53 株式会社K-DIC＜ケィ・ディック＞ 第2次
54 株式会社KDC 第2次
55 NPO法人健康麻将越中ひばり会 第1次
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〈こ〉
56 株式会社小菊製作所 R4.2月
57 株式会社こころ 第1次
58 株式会社　越路ガーデン R4.2月
59 コマツ富山株式会社 第2次
60 コマニー株式会社富山営業所 第2次
61 近藤建設株式会社 R4.1月

〈さ〉
62 株式会社才高 R3.12月
63 株式会社　斉藤組 R3.11月
64 サクラパックス株式会社 第2次
65 サニーライブグループ 第2次
66 三可社会保険労務士事務所 第2次
67 三久建設株式会社 R3.12月
68 三光合成株式会社 第2次
69 株式会社サンコー 第1次
70 三秀工業株式会社 第1次
71 株式会社サンドライ 第2次
72 株式会社サンリッツ 第2次

〈し〉
73 株式会社シイ・アイ・エス R4.2月
74 株式会社ジェスコ R4.2月
75 株式会社 ジオサービス 第2次
76 一般社団法人実践倫理宏正会　富山支部 R4.1月
77 株式会社シマダ商事 第2次
78 昭北ラミネート工業株式会社 第2次
79 株式会社シンコー R3.11月
80 新光モータース株式会社 R4.2月
81 医療法人社団尽誠会 野村病院 第2次
82 新日本海重工業株式会社 第2次
83 株式会社新日本コンサルタント 第1次



企業・団体名 備考

〈す〉
84 株式会社すがの印刷グループ R3.11月
85 有限会社鈴香食品 第2次
86 砂原建設株式会社 第2次
87 住友生命保険相互会社　富山支社 第2次

〈せ〉
88 生活協同組合ＣＯ・ＯＰとやま 第1次
89 株式会社精田建鉄 R3.12月
90 税理士法人田中会計 第2次
91 株式会社関口組 R4.2月
92 セキホーム株式会社 R3.11月
93 社会福祉法人　宣長康久会 第1次

〈た〉
94 第一生命保険株式会社 富山支社 R4.2月
95 第一薬品工業株式会社 第2次
96 太平ビルサービス株式会社富山支店 R4.2月
97 大和証券株式会社 第2次
98 大和リゾート株式会社　Royal　Hotel富山砺波 第2次
99 株式会社高岡市衛生公社 第2次

100 高岡商工会議所 R4.1月
101 高岡信用金庫 第2次
102 タカノ建設株式会社 第2次
103 タカノホーム株式会社 第2次
104 竹沢建設株式会社 R4.1月
105 竹田運輸倉庫株式会社 第1次
106 立山科学グループ 第2次
107 立山山麓森林組合 第2次
108 株式会社タニハタ 第2次
109 タワー１１１ビル 第1次
110 株式会社TAN-EI-SYA 第2次
111 ダンロップタイヤ北陸株式会社 R4.2月



企業・団体名 備考

〈ち〉
112 特定非営利活動法人TEAM AVANTE 第2次
113 NPO法人知的障害者のくらしを考える会 R3.11月
114 株式会社チューエツ 第2次
115 中部交通共済協同組合　富山事務所 第1次
116 チューモク株式会社 第2次

〈つ〉
117 津根精機株式会社 第1次

〈て〉
118 ティ・エフ保険サービス株式会社 第2次

〈と〉
119 戸出化成株式会社 R3.11月
120 株式会社東城 R4.1月
121 道路施設株式会社 R4.1月
122 戸田電気鉄興株式会社 第2次
123 砺波工業株式会社 第2次
124 株式会社とやまアイホーム 第2次
125 株式会社富山銀行 第1次
126 富山県消費者協会 第2次
127 富山県信用組合 R3.12月
128 富山県森林組合連合会 第2次
129 富山県生活協同組合 第1次
130 富山県生活協同組合連合会 第2次
131 富山県西部森林組合 第2次
132 富山県綜合警備保障株式会社 第2次
133 富山県中小企業団体中央会 R4.1月
134 富山県ナチュラリスト協会 第2次
135 富山県婦人会 第2次
136 富山交易株式会社 第2次
137 富山鋼機グループ 第2次
138 富山小林製薬株式会社 R4.1月
139 富山市立呉羽小学校 R3.12月
140 富山信用金庫 第1次
141 富山スガキ株式会社 第1次
142 株式会社富山第一銀行 第1次
143 富山中央青果株式会社 第1次
144 富山ファースト・ディーシー株式会社 第2次
145 株式会社トンボ飲料 第1次
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〈な〉
146 中川運輸株式会社 R3.12月
147 中川工業株式会社 第2次
148 株式会社中曽根造園 R3.12月
149 株式会社なかたに印刷 第2次
150 株式会社ナカノ 第2次
151 中山電材株式会社 第2次

〈に〉
152 にいかわ信用金庫 第1次
153 新川森林組合 第2次
154 西日本電信電話株式会社 第2次
155 西村工業株式会社 第2次
156 日本海ガス絆ホールディングス株式会社 第1次
157 日本海電業株式会社 第1次
158 日本たばこ産業株式会社　富山支店 第1次
159 株式会社日本旅行　TiS富山支店 第2次

〈ね〉
160 婦負森林組合 第2次
161 根尾建設株式会社 R4.1月
162 ＮＥＳ株式会社 第1次

〈の〉
163 野島建設株式会社 第1次

〈は〉
164 有限会社浜浦水産 第1次
165 株式会社ハマデン 第2次
166 林建設株式会社 第1次
167 ハリタ金属株式会社 第1次
168 阪神グループ 第1次

〈ひ〉
169 株式会社ピア 第2次
170 株式会社ビーダッシュ R3.11月
171 日の出屋製菓産業株式会社 第2次
172 氷見市ビジネスサポートセンター　Himi-Biz R4.1月
173 氷見伏木信用金庫 第2次
174 氷見ベジ R4.2月
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〈ふ〉
175 ファインネクス株式会社 第1次
176 藤田石装株式会社 第1次
177 株式会社藤原重機 第2次
178 株式会社婦中興業 第2次
179 フレンドリージャパン人材開発株式会社 第1次
180 株式会社プロジェクトタネ 第2次

〈へ〉
181 ベースボールハウス スタジアム R4.2月

〈ほ〉
182 北栄電設株式会社 第2次
183 株式会社ホクエツ北陸 富山営業所 第2次
184 北電情報システムサービス株式会社 第1次
185 株式会社北陸化成工業所 第2次
186 北陸機材株式会社 第2次
187 株式会社北陸銀行 第1次
188 株式会社北陸建材社 第2次
189 北陸コカ・コーラボトリング株式会社 第1次
190 北陸電気工業株式会社 第1次
191 北陸電気工事株式会社 第2次
192 北陸電機製造株式会社 第1次
193 北陸電力株式会社 第1次
194 北陸ポートサービス株式会社 第2次
195 株式会社星名産業 第2次
196 株式会社ホシナハイテック 第2次
197 株式会社ホシナパック 第2次
198 株式会社干野設備 第2次
199 細野商事株式会社 第2次
200 bossa farm 第2次
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〈ま〉
201 株式会社前田瓦工事店 第1次
202 前田建設株式会社 第1次
203 前田薬品工業株式会社 第2次
204 増山電業株式会社 第2次
205 松下電建株式会社 第2次
206 松本建設株式会社 R4.2月
207 マンテンホテル株式会社 R4.1月
208 社会福祉法人　萬葉の杜福祉会 第1次

〈み〉
209 株式会社ミズノマシナリー 第2次
210 株式会社ミタックス 第2次
211 三井住友海上火災保険株式会社 第1次
212 株式会社ミヅホ建設 第2次
213 株式会社ミツヤ R3.11月
214 南電気工事株式会社 第2次
215 株式会社源 R3.12月
216 株式会社宮木建設 第2次
217 株式会社ミヤシゲ 第2次
218 株式会社宮下組 R4.1月
219 ミユキ化成株式会社 第2次

〈む〉
220 有限会社村宗 第1次

〈も〉
221 株式会社森の環 第1次

〈や〉
222 ヤマサン食品工業株式会社 第2次
223 山田工業株式会社 第2次
224 株式会社山本建成工業 第2次
225 株式会社弥生園芸 第2次
226 株式会社ヤングドライ 第2次

〈ゆ〉
227 雄基工業株式会社 第2次
228 株式会社ユーピーディー 第1次
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〈ら〉
229 株式会社ラグジュアリー R4.1月
230 株式会社ラポージェ 第2次

〈り〉
231 Refuge 第1次
232 株式会社リョーシン 第2次

〈わ〉
233 ワイズイノベーション株式会社 第1次
234 社会福祉法人わかば福祉会 R3.12月
235 ワシデン工業株式会社 R4.2月

※R4.2月末、1企業取下げ届提出


