
(公社)建設荷役車両安全技術協会

支部 社員番号 社     員     名 支店/営業所

北海道 30316 （株）マルマツ建設

北海道 30321 横山重機建設（株）

北海道 30322 （株）若狭組

北海道 30323 （株）和田重機

北海道 30324 酒井建設（株）

北海道 30408 （株）堀口組

北海道 30510 越智建設（株）

北海道 30849 関本工業（株）

北海道 40256 道栄荷役（株）

北海道 60014 片桐機械（株）

北海道 60030 （株）共成レンテム

北海道 60034 （株）大鐵

北海道 60042 （株）カナモト

北海道 60051 葵機電産業（株）

北海道 60077 北海産業（株）

北海道 60208 （株）ホッケン

北海道 60212 東洋建機リース（株）

北海道 60213 トカチックス（株）

北海道 60214 （株）中瀬産業機械リース

北海道 60215 （株）ナガワ

北海道 60219 （株）山川

北海道 60220 リトルレンタリース（株）

北海道 60224 アイシン工業（株）

北海道 60352 エスケーリース（株）

北海道 60421 富士レンタル（株）

北海道 60435 （株）レンテック

北海道 60510 （株）ノーバリース

北海道 60547 （株）サンワ機械リース

北海道 60700 佐々木鉄工建設（株）

北海道 60750 建成興業（株）

北海道 60778 北海道通商（株）

北海道 60928 ニシオレントオール北海道（株）

北海道 61027 北央貨物運輸（株）

北海道 61127 （株）レンセル

北海道 61131 （有）ワールド物産

北海道 61132 （株）稚商

北海道 61133 （株）ユニリース

北海道 61138 道北建機（株）

北海道 61139 （株）テクノレンタル

北海道 61144 日昇レンタル（株）

北海道 61153 （有）庄島レッカー

北海道 61167 カツウラ建機（株）

北海道 61168 （株）協栄

北海道 61189 新菱機販（株）

北海道 61193 （株）日建機械

北海道 61198 コマツレンタル道東（株）

北海道 61206 Ｋ’Ｓレンタル（株）

北海道 61219 太希リース（株）

北海道 61250 生振商会　(株)

北海道 70032 道南ヂーゼル工業（株）

北海道 70061 コマツ道東（株）

北海道 70073 （株）中島自工

社　　　員　　　名　　　簿
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支部 社員番号 社     員     名 支店/営業所

北海道 70089 道央車輌（株）

北海道 70095 日通機工（株）

北海道 70156 日本キャタピラー（同）

北海道 70188 北日本重機（株）

北海道 70251 ロジスネクスト北海道（株）

北海道 70298 （株）澄川工作所

北海道 70304 （株）マルハシ

北海道 70306 北海道川崎建機（株）

北海道 70322 共和産業機械（株）

北海道 70334 北海道運搬機（株）

北海道 70340 三ッ輪エンジニアリング（株）

北海道 70376 札幌機工整備（株）

北海道 70409 道央建機サービス（株）

北海道 70465 コマツカスタマーサポート（株） 北海道カンパニー

北海道 70501 吉川自動車工業（株）

北海道 70583 （有）道都建機

北海道 70593 サッポロ機工サービス（株）

北海道 70598 トヨタＬ＆Ｆ札幌（株）

北海道 70638 （株）斉藤自動車整備工場

北海道 70662 函館運搬機整備（株）

北海道 70677 旺成自動車工業（株）

北海道 70702 札幌交通機械（株）

北海道 70753 道北自動車工業（株）

北海道 70798 道東運搬機（株）

北海道 70851 トヨタＬ＆Ｆ旭川（株）

北海道 70853 稚内港湾施設（株）

北海道 70861 留萌ヰゲタ港運（株）

北海道 70935 トヨタＬ＆Ｆ釧路（株）

北海道 70970 （株）たいせつ

北海道 70986 豊富自工（株）

北海道 71106 （株）ホクレン油機サービス

北海道 71115 共栄自動車工業（株）

北海道 71172 共栄重機（株）

北海道 71185 道東自工（株）

北海道 71315 （有）ふらの建機

北海道 71323 日東自動車工業（株）

北海道 71335 北海道日産自動車（株）

北海道 71362 日本モータース（株）

北海道 71374 （株）構口重興

北海道 71405 大雪車輌工業（株）

北海道 71430 小松車輌興業（株）

北海道 71462 北斗総業（株）

北海道 71472 福地機械工業（株）

北海道 71487 大成実業（株）

北海道 71512 （株）村里自動車工業

北海道 71593 （株）福地工業

北海道 71619 三菱ふそうトラック・バス（株） 北海道ふそう

北海道 71629 共栄重車輌（株）

北海道 71635 三友建機（株）

北海道 71781 （株）丸三三和

北海道 71800 三星運輸（株）

北海道 71815 成田産業（株）

北海道 71824 （有）池森モーターサービス

北海道 71882 拓進商行（株）

北海道 71902 北海アサノロックラー（株）
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支部 社員番号 社     員     名 支店/営業所

北海道 71941 （株）ユメックス

北海道 71944 （有）小林重車輌

北海道 71987 （株）ヤマトマシーン

北海道 72008 ツバメ工業（株）

北海道 72063 横田モータース（株）

北海道 72071 （有）西部自動車整備工場

北海道 72319 （株）まつむら

北海道 72352 （株）クボタ建機ジャパン 北海道営業部

北海道 72353 （株）信菱自工

北海道 72422 エラ自動車工業（株）

北海道 72474 ダイワ整備機工（株）

北海道 72543 （株）三和整備

北海道 72597 金山機械（株）

北海道 72848 南北海道ヂーゼル工業（株）

北海道 72949 （有）東豊自動車工業

北海道 72975 （株）丸金金田自動車

北海道 73076 （有）小林自動車整備工場

北海道 73197 産機テクノ（株）

北海道 73198 （有）上田自動車

北海道 73419 （株）桑辺自動車整備工場

北海道 73433 （株）芦別モータース

北海道 73471 （有）佐々木自工

北海道 73529 北星自動車整備工業（株）

北海道 73630 ＵＤトラックス道東（株）

北海道 73631 （有）田中自動車商会

北海道 73771 日栄重工（株）

北海道 73883 （有）東洋油圧機工

北海道 74006 （有）小池機械

北海道 74596 新菱重機サービス（株）

北海道 74735 （有）道東機械

北海道 74941 （有）ユニオンモータース

北海道 75161 日立建機日本（株） 北海道支社

北海道 75288 住友ナコ　フォークリフト 販売株式会社札幌営業所

北海道 75295 住友建機販売（株） 北海道・東北統括部　札幌支店

北海道 75486 （株）アイチコーポレーション 北海道中央カスタマサービスセンタ

北海道 75682 （株）タダノテクノ東日本 北海道事業部　札幌工場

北海道 75718 忠類農業協同組合

北海道 75737 旭勇産業（株）

北海道 75850 （有）和信自動車工業

北海道 75903 （有）道東車輌工業

北海道 75956 ＳＧモータース（株） 札幌店

北海道 75994 （有）東藻琴車輌センター

北海道 76020 モイワ車輌（株）

北海道 76024 （株）日神機械販売

北海道 76042 （株）コベック

北海道 76141 道東フルカワ建販（株）

北海道 80155 (株)ジェイアール貨物・北海道物流

北海道 80261 （株）滝川自工

北海道 80262 第一自動車工業（株）

北海道 80311 （株）ＬＮＪ自工

北海道 80322 （株）セトル

北海道 80326 コベルコ建機日本（株）

北海道 80335 （株）セイワ商会

北海道 80344 （有）渡邊モーターサービス

北海道 80346 コーシュンコーポレーション（株）
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支部 社員番号 社     員     名 支店/営業所

青　森 30236 東北建設（株）

青　森 30728 田中車輌（株）

青　森 30814 （株）竹内組

青　森 30838 中当建設（株）

青　森 30864 共栄産業（株）

青　森 40246 新丸港運（株）

青　森 50120 八菱興業（株）

青　森 50135 相和物産（株）

青　森 60322 青森リース（株）

青　森 60894 大成産業（株）

青　森 60949 （株）カナモト 青森営業所

青　森 61136 北新機材（株）

青　森 61187 （株）　青都

青　森 61191 レントリー八戸（株）

青　森 70014 皆川自動車整備（有）

青　森 70072 （有）夏堀特殊自動車工業

青　森 70113 （株）中才自動車修理工場

青　森 70130 （有）尾崎自動車商会

青　森 70509 八戸通運工業（株）

青　森 70524 （株）タケナカ

青　森 70572 トヨタＬ＆Ｆ青森（株）

青　森 70595 （有）寺澤重車輌

青　森 70629 （株）ほくとう

青　森 70737 丸井運輸機工（株）

青　森 70931 青森三菱ふそう自動車販売（株）

青　森 71012 （株）工藤工作所

青　森 71101 （有）小山内重整備

青　森 71108 （株）金沢重機工業

青　森 71134 （有）村林機械工業

青　森 71219 弘前総合車輌（株）

青　森 71398 （有）昇和

青　森 71600 富士工業整備工場

青　森 71687 青森重工（株）

青　森 71765 （有）高本鉄工所

青　森 72006 東北重工（株）

青　森 72203 （株）サイガミ重機工業

青　森 72576 （有）永沢整備工業

青　森 72617 赤川整備（株）

青　森 73011 （株）キクチ商会 桔梗野工場

青　森 73012 城南工機（株）

青　森 73040 （株）はまなす自工

青　森 73090 （有）親和自動車工業

青　森 73112 （株）ヤサカ

青　森 73143 （株）津軽車輌サービス

青　森 73353 （有）厨川建機

青　森 73475 丹藤モーターサービス

青　森 73574 （有）工藤自動車整備工場

青　森 73634 佐々木機械サービス

青　森 73836 （株）エスディハチカン

青　森 73990 ヒジカタ工業（有）

青　森 74076 （株）三共

青　森 74096 森山ディーゼル（株）

青　森 74439 畑中整備

青　森 74456 （有）山下自動車整備工場

青　森 74489 弘前建機（株）
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支部 社員番号 社     員     名 支店/営業所

青　森 74601 ＩＨマシナリーサービス

青　森 74788 （有）エスケイ機械

青　森 74817 （有）エムパンサー

青　森 74936 長内重機サービス

青　森 75174 日立建機日本（株） 青森営業所

青　森 75190 日通商事（株） 青森工場

青　森 75232 日本ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ（同） 青森営業所

青　森 75296 住友建機販売（株） 北海道東北統括部青森支店

青　森 75390 コマツカスタマーサポート（株） 東北事業部

青　森 75474 ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄﾕﾆｷｬﾘｱ（株） 青森支店

青　森 75481 コベルコ建機日本（株） 東北支社

青　森 75563 （株）ホクテツ 青森工場

青　森 75564 （株）なかやま

青　森 75659 ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄ東北（株） 八戸支店

青　森 75709 いやさか自動車（株）

青　森 75713 （有）弘成建機

青　森 75716 むついすゞ自動車（株）

青　森 75769 （有）沢村建機工業

青　森 75804 東北車輌サービス（株）

青　森 75817 （有）東北車輌

青　森 75821 戸沼貨物自動車（株）

青　森 75830 （株）エコー

青　森 75843 高進機工（株）

青　森 75845 あぐりｻｰﾋﾞｽ（株）整備センター

青　森 75849 いすゞ自動車東北（株） 青森支店

青　森 75916 三沢いすゞ自動車（株）

青　森 75932 津軽みらい農業協同組合

青　森 75937 （有）ミシマ自動車整備工場

青　森 75941 （株）オートガード八戸

青　森 75954 （株）ぱるじゃサービス

青　森 75992 （株）　光建機

青　森 76028 （株）みちのくクボタ

青　森 76081 ヤギモータープロ（株）

青　森 76082 （有）タイセイサービス

青　森 76161 （株）浜中土木

青　森 76209 （株）キョーヤ

青　森 76222 （株）　井上重機

青　森 80232 （有）城北自動車

青　森 80329 （株）青南商事

青　森 80348 北星自動車整備（株）

岩　手 30137 （株）舞石興産

岩　手 30473 ＥＣ南部コーポレーション（株）

岩　手 30507 （株）近江建設

岩　手 30512 （有）共同産業

岩　手 30527 （株）遠忠

岩　手 30575 （株）佐賀組

岩　手 30588 松田建設（株）

岩　手 30597 高橋重機（株）

岩　手 30664 成和建設（株）

岩　手 30665 （株）阿部総業

岩　手 30666 樋下建設（株）

岩　手 30701 （公社）岩手県農業公社

岩　手 30721 （株）山友建設

岩　手 30741 （株）泉開発

岩　手 30752 （株）三栄工業所 三栄自動車整備工場
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支部 社員番号 社     員     名 支店/営業所

岩　手 30755 （株）加藤重機

岩　手 40128 白金運輸（株）

岩　手 50063 一沢コンクリート工業（株）

岩　手 50121 イワフジ工業（株） 本社

岩　手 60037 機械興業（株）

岩　手 60081 （株）イブキ産業

岩　手 60473 （有）花北建機リース

岩　手 60561 （有）ダイユウ機販明広

岩　手 60613 （有）サンクス

岩　手 60615 （有）リース工業

岩　手 60794 （株）セントラル

岩　手 60908 新星機械（有）

岩　手 60953 （株）カナモト 盛岡営業所

岩　手 60960 （株）ワキタ 盛岡営業所

岩　手 60987 （株）ほくとう 岩手支店

岩　手 61166 西尾レントオール（株） 盛岡営業所

岩　手 70054 コマツ岩手（株）

岩　手 70177 （株）北栄機工

岩　手 70302 双葉重車輌（株）

岩　手 70498 （株）宮古自動車修理工場

岩　手 70756 いすゞ自動車東北（株） 岩手支社

岩　手 70771 （株）東和本社

岩　手 70803 トヨタＬ＆Ｆ岩手（株）

岩　手 70883 東亜リース（株）

岩　手 71090 気仙郡建設業協同組合

岩　手 71352 （株）キヤナギ重機

岩　手 71395 旭モーターサービス（株）

岩　手 71450 （株）小野寺商会

岩　手 71620 （有）東機工

岩　手 71714 （株）高田自工

岩　手 71961 （株）みちのくクボタ

岩　手 71998 （有）共栄重工

岩　手 72090 （有）遠野車輌工業

岩　手 72461 久慈モーター工業（株）

岩　手 72462 （株）金子デーゼル商会

岩　手 72463 （有）菅原自動車整備工場

岩　手 72489 （株）高征車輌

岩　手 72650 サンキ工業（株）

岩　手 73313 （有）岩手トウホク機工

岩　手 73457 岩手ユニキャリア販売（株）

岩　手 73459 （有）大畑建機

岩　手 73508 畑重車輌整備（有）

岩　手 73510 （株）北商機械サービス

岩　手 73588 （有）佐藤自動車

岩　手 74033 （有）大同重車両

岩　手 74049 三洋重車輌（有）

岩　手 74206 （有）東重機

岩　手 74348 工藤建設（株） 陸中サービスセンター

岩　手 74352 日東自動車工業（株）

岩　手 74608 （株）ＪＡ岩手ふるさと 協同サービス

岩　手 74649 （有）五洋建機

岩　手 74690 宮城自動車工業（株） 盛岡工場

岩　手 74748 （有）渋民モーター

岩　手 74915 （有）岩手小型機械

岩　手 74986 （有）山善自動車工業
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支部 社員番号 社     員     名 支店/営業所

岩　手 74995 （株）サンクス・エクスプレス

岩　手 75104 （株）ケイ・シー・ティー

岩　手 75168 日立建機日本（株） 盛岡営業所

岩　手 75191 日通商事（株） 盛岡工場

岩　手 75233 日本キャタピラー（同） 北東北地区

岩　手 75297 住友建機販売（株） 盛岡支店

岩　手 75323 住友建機販売（株） 宮古営業所

岩　手 75388 コマツカスタマーサポート（株） 東北カンパニーリフト営業部　盛岡支店

岩　手 75415 （株）クボタ建機ジャパン 盛岡営業所

岩　手 75445 ヤンマー建機（株） 盛岡支店

岩　手 75479 コベルコ建機日本（株） 東北支社　盛岡営業所

岩　手 75588 中三機械（株）

岩　手 75629 丸幸自動車工業（株） 盛岡店

岩　手 75656 ロジスネクスト東北（株） 盛岡支店

岩　手 75679 （株）ＪＡグリーンサービス花巻

岩　手 75701 北日本建機工業（株）

岩　手 75902 高常自動車工業（株）

岩　手 76045 筑波重工（株）

岩　手 76058 東盛建機（株）

岩　手 76060 レントリー北上（有）

岩　手 76095 （株）齋藤建機

岩　手 76205 神田産業（株）

岩　手 80034 （株）Ｅーポート

岩　手 80042 岩手中央農業協同組合

岩　手 80043 新岩手農業協同組合

宮　城 30471 （株）亀岡建設

宮　城 30627 野口建設（株）

宮　城 30722 JR東日本テクノロジー（株）

宮　城 30762 山﨑建設（株） 東北支店

宮　城 30835 （株）アネスティ

宮　城 40015 南光運輸（株）

宮　城 40135 仙台日通運輸（株）

宮　城 40220 日本通運（株） 仙台支店

宮　城 40237 青バラ運輸（有）

宮　城 50109 東北グレーダー（株）

宮　城 50127 丸宮コンクリート工業（株）

宮　城 50139 （株）ヤマニシ

宮　城 50146 ＹＫＫ ＡＰ（株） 東北製造所

宮　城 60087 高橋機工（株）

宮　城 60237 蔵王リース（株）

宮　城 60329 小野リース（株）

宮　城 60341 東北リース（株）

宮　城 60498 コミュニケーション・リンク（株）

宮　城 60508 （株）レンタルシステム東北

宮　城 60768 （株）エルピダ　あおば

宮　城 60896 ミノワ建機（有）

宮　城 60925 西尾レントオール（株） 東北営業部

宮　城 60936 （株）レンタルのニッケン 仙台工場

宮　城 60950 （株）カナモト 仙台営業所

宮　城 60958 （株）ワキタ 仙台支店

宮　城 60988 （株）ほくとう 宮城支店

宮　城 61018 あすかレンタル（株）

宮　城 61121 （株） キナン 石巻営業所

宮　城 61148 ベルトラックス（株）

宮　城 61157 EPRental（株） 東北支店
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宮　城 61170 （株）セントラル 仙台営業所

宮　城 61248 （株）エーティー建機

宮　城 61257 （株）イー・イー・エス

宮　城 70080 ロジスネクストユニキャリア（株） 東北支社

宮　城 70149 日本キャタピラー（同）

宮　城 70170 中外機工（株）

宮　城 70449 コマツカスタマーサポート（株） 東北カンパニー本社

宮　城 70589 山中産業（株）

宮　城 70663 トヨタＬ＆Ｆ宮城（株）

宮　城 70703 （有）佐藤建機

宮　城 70921 東北シンコー（株）

宮　城 70981 （株）東北機工

宮　城 71019 東北建機整備（株）

宮　城 71091 （株）鈴孝建機

宮　城 71143 東京フォークリフトサービス（株）

宮　城 71145 海陸サービス（株）

宮　城 71222 （株）クボタ建機ジャパン 宮城営業所

宮　城 71457 （株）共和車輌

宮　城 71549 （有）東北工業

宮　城 71567 仙台リフトサービス（株）

宮　城 71926 （有）リンカイ自動車

宮　城 72600 和晃商事（株）

宮　城 72817 三洋テクニックス（株）

宮　城 72920 川田重機工業（有）

宮　城 73427 （有）高橋建機工業

宮　城 73461 旭重車輌（株）

宮　城 73463 （株）羽田電機工業所

宮　城 73465 （株）橋本建機

宮　城 73586 （有）東北建機サービス

宮　城 73603 東日本リフトサービス（株）

宮　城 73741 （株）アイチコーポレーション 北日本支店

宮　城 73757 （有）気仙沼モータース

宮　城 73762 （有）信陽産業車輌

宮　城 73863 ロジスネクスト東北（株）

宮　城 74072 東洋機械（株）

宮　城 74073 菅原産業（株）

宮　城 74222 （有）大日機械

宮　城 74417 （有）今野建機サービス

宮　城 74461 （有）タカサ重機

宮　城 74629 （有）岩沼重工

宮　城 74655 （有）東仙機工

宮　城 74888 カーチェックサービス（株）

宮　城 74893 （株）タダノテクノ東日本 東北事業部仙台工場

宮　城 74901 マルダイ工業（有）

宮　城 75002 タカケン

宮　城 75004 （株）ワイティ・クリエイション

宮　城 75141 日立建機日本（株） 東北支社

宮　城 75210 日通商事（株） 仙台支店 仙台工場

宮　城 75298 住友建機販売（株） 北海道東北統括部仙台支店

宮　城 75480 コベルコ建機日本（株） 東北支社

宮　城 75577 （株）仙台中央卸売市場 配送センター

宮　城 75585 泉新機械工業（株）

宮　城 75614 北日本建機（株）

宮　城 75689 (有)トータル・モービル・アオキ

宮　城 75690 中條エンジニアサービス
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宮　城 75818 （株）ジェイアール貨物・東北 ロジスティクス

宮　城 75835 住友重機械建機クレーン（株） 仙台サービスセンター

宮　城 75839 （株）　ディムス

宮　城 75991 SGモータース（株） 仙台店

宮　城 76039 （株）新幹線リフテクノロジー

宮　城 76068 重機建販サービス（株）

宮　城 76087 （株）　エステーケー

宮　城 76167 （株）安全整備

宮　城 76230 Sリフトサービス（株）

宮　城 80071 （株）中條重機

宮　城 80314 北星林業（株）

秋　田 30439 万六建設（株）

秋　田 30494 （株）柳沢建設

秋　田 30573 菊地建設（株）

秋　田 30600 加藤産業（株）

秋　田 30629 （株）共栄機械

秋　田 30678 （有）丸橋産業

秋　田 30749 石川興業（株）

秋　田 30780 佐藤吉（株）

秋　田 30797 佐藤建設（株）

秋　田 30829 （有）丸栄建設

秋　田 30857 （有）南建設工業

秋　田 30879 Takamitu（株）

秋　田 60323 秋田総合リース（株）

秋　田 60528 （株）トラスト

秋　田 60725 （株）フジモト

秋　田 60726 戸田重機鉄工（株）

秋　田 60757 斉勇（株）

秋　田 60818 （株）大曲産業機械

秋　田 60868 幸和リース（株）

秋　田 60879 （有）八柳重機興業

秋　田 60951 （株）カナモト 秋田営業所

秋　田 60986 （株）ほくとう 秋田支店

秋　田 61038 （有）ほくしんリース

秋　田 61197 コントラ（株）

秋　田 70129 羽後建機（株）

秋　田 70189 （株）ビーワーク

秋　田 70193 秋田車両整備（株）

秋　田 70342 （株）秋田重車輌

秋　田 70351 コマツ秋田（株）

秋　田 70542 藤髙自動車興業（株）

秋　田 70786 （有）佐藤自動車整備工場

秋　田 70788 トヨタＬ＆Ｆ秋田（株）

秋　田 70838 打川自動車（株）

秋　田 71103 秋田ユニキャリア販売（株）

秋　田 72161 （株）田沢モータース

秋　田 72572 山科運輸（株）整備工場

秋　田 73064 光工業（株）

秋　田 73080 （有）三栄建機

秋　田 73199 協業組合  三交モータース商会

秋　田 73200 仙南自動車整備（資）

秋　田 73252 （有）湯沢重工業

秋　田 73384 ロジスネクストユニキャリア（株） 秋田支店

秋　田 73568 山一興業（株）

秋　田 73601 （有）沢田自動車整備工場

9/77



支部 社員番号 社     員     名 支店/営業所

秋　田 73784 羽後交通（株）

秋　田 73795 （有）新山自動車

秋　田 74011 （有）マシン弐壱

秋　田 74265 （有）藤陽

秋　田 74550 フォークリフト秋田

秋　田 74555 （有）大沼モータース

秋　田 74571 （資）奥羽自動車整備工業

秋　田 74661 小坂通運（株）

秋　田 74712 仙北重機工業（株）

秋　田 74771 （有）能代重機サービス

秋　田 74787 （有）マルチ・テック

秋　田 74928 （有）ヨコウンオートサービス

秋　田 75169 日立建機日本（株） 秋田営業所

秋　田 75234 日本キャタピラー（同） 秋田営業所

秋　田 75299 住友建機販売（株） 北海道東北統括部秋田支店

秋　田 75389 コマツカスタマーサポート（株） 東北カンパニーリフト営業部　秋田支店

秋　田 75414 （株）クボタ建機ジャパン 秋田営業所

秋　田 75426 太平興業（株） 秋田支店

秋　田 75641 （有）荒木田自動車整備工場

秋　田 75657 ロジスネクスト東北（株） 秋田支店

秋　田 75664 （株）タダノテクノ東日本 秋田工場

秋　田 75814 （有）小畑建機

秋　田 75914 （株）テクノ

秋　田 76005 暁商工（株）

秋　田 76069 コベルコ建機日本（株） 秋田工場

秋　田 76153 小野寺重機

秋　田 76175 （株）おばこライフサービス

秋　田 76215 （株）ＨＨＣ協創サービス 秋田事業所

秋　田 80245 （株）こまちライフサービス 自動車センター

秋　田 80289 （株）清水自動車

秋　田 80292 角館建設工業（株）　奥羽車輌

秋　田 80299 （有）清藤鉄工所 自動車整備工場

秋　田 80300 （株）秋田クボタ

山　形 10072 （株）日立建機カミーノ

山　形 30042 （株）丸高

山　形 30240 （株）新庄・鈴木・柴田組

山　形 30878 （株）柿﨑工務所

山　形 60833 山川機械販売（株）

山　形 60892 五十嵐総機（株）

山　形 60962 （株）ワキタ 山形営業所

山　形 61050 （株） 高千穂

山　形 61173 西尾レントオール　（株） 山形営業所

山　形 61183 （株）　カナモト 山形営業所

山　形 70249 旭車輌整備（株）

山　形 70320 太洋自動車工業（株）

山　形 70459 進和整備（株）

山　形 70462 コマツ山形（株）

山　形 70566 いこい重車輌（株）

山　形 70632 山形小松フォークリフト（株）

山　形 70641 （株）流通団地オリエント オートサービス

山　形 70774 トヨタＬ＆Ｆ山形（株）

山　形 70841 寒河江重車輌（株）

山　形 70988 （株）新庄いすゞサービス工場

山　形 71081 北日本車輌（株）

山　形 71293 （株）南東北クボタ 山形事業所
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山　形 71499 （株）那須自動車

山　形 71886 菊章自動車整備（株）

山　形 71911 村上鉄工所

山　形 71914 （有）小嶋自動車整備工場

山　形 72065 昭和建機（株）

山　形 72448 安藤整備工業（株）

山　形 72452 寒河江自動車（株）

山　形 72454 （株）髙橋自動車整備工場

山　形 72456 （株）　港屋モータース

山　形 72458 陸運興業（株）

山　形 72754 （株）新庄建機

山　形 72872 新和重機整備（株）

山　形 72976 （有）小松自動車

山　形 73163 両羽ロジスティクス（株） 本社営業所

山　形 73185 高橋自動車（株）

山　形 73314 （有）トガシ機械

山　形 73585 荘内自動車工業（株）

山　形 73897 まるわ建機（株）

山　形 74009 加藤自動車（株）

山　形 74046 （有）斎電工業所

山　形 74543 （株）　みどりサービス オートパル酒田

山　形 75175 日立建機日本　（株） 南東北支店　山形営業所

山　形 75192 日通商事（株） 山形工場

山　形 75235 日本キャタピラー（同） 山形営業所北日本プロダクトサポート統括部山

山　形 75424 太平興業（株） 山形支店

山　形 75557 （有）鶴岡マシンサービス

山　形 75625 （株）　ｼﾞｪｲｴｲｻｰﾋﾞｽおきたま 置賜車輌センター

山　形 75661 ロジスネクスト東北（株） 山形支店

山　形 75759 （有）　天野自動車

山　形 75765 （株）オオバ

山　形 75781 出羽商事（株）

山　形 75802 鶴岡市農業協同組合 農機自動車中央センター

山　形 75895 （株）　平田重機

山　形 76057 （有）　手塚自動車

山　形 76080 コベルコ建機日本　（株） 東北支社　山形営業所

山　形 76101 （株）　サニックス

山　形 76110 カマタ建機

山　形 76201 庄内ｻｰﾋﾞｽ

山　形 76232 （株） 山工社

山　形 80045 （株）　あいとサービス

福　島 30162 （株）村上建設

福　島 50145 住友ゴム工業（株） 白河工場

福　島 61036 （株）カナモト 郡山営業所

福　島 61149 （株）ワキタ 福島営業所

福　島 61190 丸中産業（株）

福　島 61200 （株）ﾄｰｹﾝﾘｰｽ いわき営業所

福　島 61201 グリーンレンタル（株） （本社）

福　島 61202 （株）南栄通商 レンタル機材センター

福　島 70090 旭自動車工業（株）

福　島 70131 喜多方ブル自工（株）

福　島 70176 郡山自動車工業（株）

福　島 70380 佐藤マシナックス工商（株）

福　島 70422 コマツ福島（株）

福　島 70452 福島日産自動車（株）

福　島 70527 東北自興（株）
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福　島 70606 トヨタＬ＆Ｆ福島（株）

福　島 70689 （株）イシダジーゼル工業

福　島 70694 福島小松フォークリフト（株）

福　島 70846 福島建機（株）

福　島 70852 北辰通商（株）

福　島 70979 会津機械（株）

福　島 71140 （株）芳賀自動車工場

福　島 71144 （有）勿来産機工業

福　島 71162 （株）ランドテック

福　島 71294 （有）日建重機

福　島 71301 （株）持立自動車整備工場

福　島 71538 四倉自工（株）

福　島 72376 （株）県南重機サービス

福　島 72377 （有）黒田電機商会

福　島 72378 大内自動車工業（株）

福　島 72379 （株）福島重車輌

福　島 72381 シバタ自動車工業（株）

福　島 72384 いわきオール（株）

福　島 72388 （株）原町日通自動車修理工場

福　島 72389 富士自動車工業（株）

福　島 72390 会津自動車工業（株）

福　島 72391 東邦自動車（株）

福　島 72393 川合自動車工業（株）

福　島 72394 川合車輌

福　島 72395 （有）アート商会

福　島 72397 （有）丸正自動車

福　島 72398 荒井自動車（株）

福　島 72538 さくら自動車工業（株）

福　島 72602 新常磐交通（株） 整備事業本部

福　島 72637 （有）安積自動車整備工場

福　島 72696 （株）共和建商

福　島 72711 こちや自動車工業（株）

福　島 72718 （有）東光重機

福　島 72988 （有）福伸ﾌｫｰｸﾘﾌﾄｻｰﾋﾞｽ

福　島 73106 東邦キャリア（株）

福　島 73128 澤田重機整備工場

福　島 73258 （有）忠光自動車整備工場

福　島 73324 （有）信和サービス

福　島 73387 （株）ホリデー

福　島 73397 （有）大越モータース

福　島 73571 （株）菊地商会

福　島 73572 （有）只見重車輌

福　島 73583 （有）只見自動車整備工場

福　島 73636 （有）朝日モーター

福　島 73796 （株）協和機工

福　島 73802 朝日自動車整備工場

福　島 73846 後藤機械（株）

福　島 74084 高萩自動車工業（株）

福　島 74159 （株）金森自動車整備工場

福　島 74175 （有）福島自動車板金工業

福　島 74223 （株）ユウセイ

福　島 74292 フクニチ機械販売（株）

福　島 74357 トーホクサービス（株）

福　島 74371 （株）商報舎　 二本松支店

福　島 74481 （有）東石重機
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福　島 74487 （株）幸栄機工

福　島 74513 （有）遠藤重機工業

福　島 74514 （有）ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽﾈﾓﾄ

福　島 74526 太成工機（株）

福　島 74614 いわきスカイメンテ（資）

福　島 74659 （株）東北ペガサス

福　島 74679 グリーン・テック（株）

福　島 74684 （有）草野商事

福　島 74685 （有）たむら農建

福　島 74752 菱浜興業（株）

福　島 74840 丸三物流（株）

福　島 74933 （株）ＪＡ会津よつば総合ｻｰﾋﾞｽ

福　島 75171 日立建機日本（株） 郡山営業所

福　島 75193 日通商事（株） 仙台支店整備部　郡山工場

福　島 75236 日本キャタピラー（同） 郡山営業所

福　島 75300 住友建機販売（株） 北海道東北統括部郡山支店

福　島 75602 クリナップロジスティクス（株） 業務部

福　島 75624 住友ﾅｺﾌｫｰｸﾘﾌﾄ販売（株） 東日本統括支店郡山営業所

福　島 75658 ロジスネクスト東北（株） 郡山支店

福　島 75688 イトウ工業

福　島 75773 クレハ運輸（株）

福　島 75851 （株）カイエン

福　島 75986 ヨシダ機械（株）

福　島 75998 玉川エンジニアリング（株）

福　島 76014 ジョウシン重工（株）

福　島 76043 佐藤自動車整備工場

福　島 76044 セフティ　ｍio

福　島 76071 森川建設機械（株）

福　島 76077 コベルコ建機日本（株） いわき工場

福　島 76142 （株）佐浩建機

福　島 76168 ズームライオン・ジャパン（株）

福　島 76199 （有）イガラシ工業

福　島 76214 アーク自動車工業（有）

福　島 76225 （株）シージーエム福島

福　島 76227 （有）鹿取電機工業所

茨　城 10074 （株）諸岡

茨　城 30222 会津建設（株）

茨　城 30247 富士工業（株）

茨　城 30256 （株）腰塚重機

茨　城 30519 （有）城南興業

茨　城 30636 ストウ工業（株）

茨　城 30675 前田道路（株） 機材部

茨　城 30709 （株）タイコー技建

茨　城 30715 大統建機（株）

茨　城 30754 （株）新堀産業

茨　城 30860 （有）須藤クレーン

茨　城 40248 （株）日昭丸運

茨　城 60015 産機リース（株）

茨　城 60053 （株）エービーリース機械

茨　城 60140 小松崎機械（株）

茨　城 60248 日立建機ロジテック（株）

茨　城 60253 新生リース（株）

茨　城 60260 （株）イバジュウ

茨　城 60474 箕輪リース販売（株）

茨　城 60507 （有）茨城リース
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茨　城 60553 マシンレンタル（株） 二宮リース

茨　城 60558 （株）共進サービス

茨　城 60739 牛久産機（有）

茨　城 60758 青木重機運輸（株）

茨　城 60784 （株）トキワ 管理センター

茨　城 60787 茨城建機（株）

茨　城 60813 （有）岡沢機械サービス

茨　城 60830 （株）めふき重機販売

茨　城 60899 （株）機材社

茨　城 60900 箕輪リース（株）

茨　城 60931 西尾レントオール（株） 茨城営業部

茨　城 60938 （株）レンタルのニッケン 水戸営業所

茨　城 60947 （株）共成レンテム 勝田営業所

茨　城 61046 （株）マキナ

茨　城 61047 （株）大越リース工業

茨　城 61112 （株）ソイルテクニカ 東京機械センター

茨　城 61113 （株）キシ林業商会

茨　城 61150 （株）恒和

茨　城 61160 レントリー茨城（株）

茨　城 61164 （株）アクティオ 茨城支店

茨　城 61172 （株）ユハラ

茨　城 61203 （株）日乃本鹿嶋

茨　城 70021 （株）日立オートサービス 東日本事業部　金沢整備所

茨　城 70289 ロジスネクスト東京（株） 北関東支社

茨　城 70416 コマツ茨城（株）

茨　城 70745 茨城特殊車輌（株）

茨　城 70790 （有）谷津重機

茨　城 70793 トヨタＬ＆Ｆ茨城（株）

茨　城 70825 茨城小松フォークリフト（株）

茨　城 70856 東日車両（有）

茨　城 70964 （有）栗原重機商会

茨　城 70985 竜ヶ崎車輌（株）

茨　城 71099 三協重機商会

茨　城 71173 茨城ユニキャリア販売（株）

茨　城 71180 （株）オネスト茨城

茨　城 71384 イースタンサービス

茨　城 71454 特殊車輌（株）

茨　城 71573 （有）小室車両工業

茨　城 71580 （有）吉川自動車

茨　城 71835 （有）菊池自動車整備工場

茨　城 71904 建設マシン工業

茨　城 71913 （有）平沢工業

茨　城 71965 （株）伊藤工業

茨　城 72041 （有）栗田自動車工業

茨　城 72061 茂木自動車整備工場

茨　城 72064 田村フォーク建機サービス

茨　城 72484 城洋機械（株）

茨　城 73013 （株）永盛建機サービス

茨　城 73078 宮本重機整備工業

茨　城 73101 （有）百目鬼商会

茨　城 73415 ロジスネクストユニキャリア（株） 水戸支店

茨　城 73416 （有）沢幡産機サービス

茨　城 73422 （有）大本自動車

茨　城 73606 丸東フォークリフト

茨　城 73610 三共自動車工業（有）
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茨　城 73761 （株）皆葉自動車

茨　城 73840 田機工業（株）

茨　城 73841 （有）北関東重車輌

茨　城 73864 須藤重機（株）

茨　城 74311 北日建販（株）

茨　城 74458 瓜連建機

茨　城 74474 常南物流サービス（株） 取手支店

茨　城 74563 （株）中村自動車工業

茨　城 74570 （有）生井自動車整備工場

茨　城 74626 黒田機工

茨　城 74773 （有）三代田自動車工業所

茨　城 74858 鈴木車輌

茨　城 74859 （株）テクニカル整備工場

茨　城 74896 （株）秀商

茨　城 74897 ハタミ特装（株）

茨　城 75118 （株）日立物流東日本

茨　城 75119 日鉄物流鹿島（株）

茨　城 75142 日立建機日本（株） 茨城支店

茨　城 75221 （株）大黒ヂーゼル工業所 霞ヶ浦工場

茨　城 75286 住友ナコフォークリフト販売 茨城支店　土浦営業所

茨　城 75293 住友建機販売（株） 茨城支店

茨　城 75333 コベルコ建機日本（株） 関東支社　水戸工場

茨　城 75364 （株）トーメック テクノセンター

茨　城 75460 日本キャタピラー（同） 北関東地区茨城営業所

茨　城 75673 （株）ムトウオートリペェアー

茨　城 75692 ロジコム・ワン（株）

茨　城 75700 （株）宮本インター建機

茨　城 75738 （有）東亜サービス

茨　城 75739 （株）エステック

茨　城 75866 （株）磯　磯整備センター

茨　城 75940 根本メンテナンス（株）

茨　城 75980 （株）野口研材商会

茨　城 75995 斎藤自動車

茨　城 75996 （株）エビハラ

茨　城 76026 明和重機

茨　城 76032 （株）ガレージオノ

茨　城 76050 （有）藤枝建機

茨　城 76076 （有）ナバル自動車

茨　城 76078 （有）榎戸鈑金商会

茨　城 76085 日本トリム（株）

茨　城 76089 幸和機械工業（株）

茨　城 76094 関東鉄工（株）

茨　城 76147 （有）エス・シー・エム

茨　城 76158 Ｓ・Ｕマシンサービス

茨　城 76173 飯野商事

茨　城 76174 （株）クボタ建機ジャパン 茨城営業所

茨　城 76203 ＪＡ常陸里美サービスセンター

茨　城 80014 （株）コクシン

茨　城 80336 （株） ＨＦ

栃　木 30043 小平興業（株）

栃　木 30077 岩澤建設（株）

栃　木 30763 山﨑建設（株） 東京工場

栃　木 30833 （株） 東日本土木

栃　木 30854 初谷建設（株）

栃　木 30862 （株）宇梶建材
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栃　木 40257 向島流通サービス（株） 栃木営業所

栃　木 50136 （株） 刀川平和農園

栃　木 50137 昭和アルミサービス（株） 小山支社

栃　木 60003 （株）レンタルのニッケン

栃　木 60039 日東レンタル（株）

栃　木 60628 芙蓉レンタル（株）

栃　木 60745 今市ヤンマー（有）

栃　木 60775 （株） 宇建

栃　木 60812 （株）福田機械店

栃　木 60835 新日本レンタル（株） 那須営業所

栃　木 60888 大東機工（株）

栃　木 60911 昌栄建機（株）

栃　木 60926 西尾レントオール（株） 栃木営業部

栃　木 61065 （株）宇佐美重機リース

栃　木 61125 （株）豊島重機

栃　木 70118 （株） 矢板重車輌

栃　木 70184 村田重機（株）

栃　木 70280 陽南自動車（株）

栃　木 70348 神興機械サービス（株）

栃　木 70414 （株）愛全重車輌

栃　木 70419 コマツ栃木（株）

栃　木 70440 北関東ニチユ（株）

栃　木 70599 トヨタＬ＆Ｆ栃木（株）

栃　木 70608 （株）中田自動車整備工場

栃　木 70640 栃木小松フォークリフト（株）

栃　木 70796 大和車輌整備（有）

栃　木 71040 常盤自動車（株）

栃　木 71190 三喜重車輌（株）

栃　木 71316 （有）鈴木重車輌

栃　木 71442 （株）オヤマ

栃　木 71500 昭和車輌（株）

栃　木 71548 （有）伴自動車工業所

栃　木 71643 （有）新宝機械

栃　木 71769 豊和産業（株）

栃　木 71900 （有）北関東フォークリフト

栃　木 71929 大和建機（株）

栃　木 73167 （有） 大英自動車工業

栃　木 73201 （有）堂ケ島車輌整備工場

栃　木 73276 （株）河利自動車

栃　木 73277 （株）平沢自動車整備工場

栃　木 73308 三光建機

栃　木 73350 （株）マテハンサービス

栃　木 73421 大塚自動車工業（株）

栃　木 73661 （有）竹沢建機サービス

栃　木 73693 （株） 小川自動車

栃　木 74190 （有）栃基建機サービス

栃　木 74384 栃木ユニキャリア販売（株）

栃　木 74478 （有）村上自動車商会

栃　木 74703 （有）しもつけ建機

栃　木 74739 （有）嶋崎工機

栃　木 74833 （有） 島﨑自動車修繕工場

栃　木 74851 （有）森戸重機

栃　木 75143 日立建機日本（株） 宇都宮営業所

栃　木 75253 ロジスネクスト東京（株） 北関東支社　宇都宮支店

栃　木 75332 コベルコ建機日本（株） 関東支社　宇都宮営業所
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栃　木 75391 森田電機産業（株） 栃木営業所

栃　木 75461 日本キャタピラー（同） 栃木営業所

栃　木 75475 ロジスネクストユニキャリア(株) 宇都宮支店

栃　木 75668 住友ﾅｺﾌｫｰｸﾘﾌﾄ販売（株） 北関東支店　宇都宮営業所

栃　木 75749 （株） 吉田商会

栃　木 75770 タテノ重機サービス

栃　木 75787 （株）上野

栃　木 75841 関東自動車整備（株）

栃　木 75842 （株）シージーエム 栃木事業所

栃　木 75880 越智工機（株）

栃　木 75944 新生（株）

栃　木 76003 （株）足利建機産業

栃　木 76023 （株）トキワ 宇都宮営業所

栃　木 76031 （有）ジューシン

栃　木 76054 （株）　北関東建機

栃　木 76121 （有）森建販

栃　木 76140 (株)建機ユーアイ

栃　木 76212 住友建機販売　（株） 宇都宮営業所

栃　木 80009 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 北関東事業所

栃　木 80028 日立アプライアンステクノサービス（株） 栃木事業所

栃　木 80056 宮原重車輌（株）

栃　木 80067 （株）宮本重機械

栃　木 80153 （株） エーメス

栃　木 80219 （株）安斎重機サービス

栃　木 80343 桜井重機（株）

群　馬 60273 （株）ニッパンレンタル

群　馬 60403 （株）大竹商會

群　馬 60716 （有）渡重機工業

群　馬 60777 ミサトリース（株）

群　馬 60800 （株）カネコ･コーポレーション

群　馬 70050 三山工業（株）

群　馬 70162 協和自動車（有）

群　馬 70209 トヨタＬ＆Ｆ群馬（株）

群　馬 70223 群馬日産ディーゼル＆ロジスﾃｨｸｽ（株）

群　馬 70434 （株）中央重機

群　馬 70476 （株）アミック

群　馬 70680 梅田自動車工業（株）

群　馬 70802 末広産業（株） 建機事業部

群　馬 70805 （株）中野商事

群　馬 70954 （株）井上整備センター

群　馬 70959 コーエィ（株）

群　馬 71054 群馬クボタ建機（株）

群　馬 71129 タチバナ自動車工業（株）

群　馬 71241 （株）アライ建機

群　馬 71244 （有）グローバル建機販売

群　馬 71640 （株）北沢建機

群　馬 71820 （株）群北車輌

群　馬 71938 （有）名久田自動車

群　馬 71952 前橋建機（株）

群　馬 72194 （有）柿忠モータース

群　馬 72197 狩野自動車工業（株）

群　馬 72198 （有）赤石重機

群　馬 72199 （株）吾通整備 長野原工場

群　馬 72219 東毛重機（株）

群　馬 72220 （有）岡村機工
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群　馬 72563 パソナ・パナソニック ビジネスサービス（株）

群　馬 72566 （株）五十鈴オート整備工場

群　馬 72875 （株）　大杉

群　馬 72877 群新建機販売（株）

群　馬 73518 （株）ボルテックスセイワ

群　馬 73564 （株）池田重機

群　馬 73589 北進重機（株）

群　馬 73612 群馬フォークリフト

群　馬 73800 （有）トミザワ建機工業

群　馬 73801 （株）土屋モータース

群　馬 73966 （株）産協フォークリフト

群　馬 74236 （株）ホーマー商会

群　馬 74277 （株）名倉製作所　高崎工場

群　馬 74344 （有）富士協栄

群　馬 74394 （有）船津自動車

群　馬 74634 友和重機工業（有）

群　馬 74663 （株）ジョーシン・シャックス

群　馬 74791 （株）小浦商店

群　馬 74801 藤本重機工業（株）

群　馬 74812 （有）北榛自動車

群　馬 74823 （株）ユニバーサル建販

群　馬 74905 清水物流サービス

群　馬 74993 （有）駒形建機商会

群　馬 75005 （株）三栄自動車

群　馬 75109 （株）椎坂建設

群　馬 75128 （株）東和

群　馬 75144 日立建機日本（株） 前橋営業所

群　馬 75223 北関東ＴＣＭ（株） 前橋営業所

群　馬 75256 ロジスネクスト東京（株） 北関東支社　伊勢崎支店

群　馬 75294 住友建機販売（株） 関東甲信越統括部群馬支店

群　馬 75340 北関東ニチユ（株）

群　馬 75369 コマツカスタマーサポート（株） 東京関越カンパニーリフト北関東サービス部

群　馬 75463 日本キャタピラー（同） 群馬営業所

群　馬 75627 コベルコ建機日本（株） 上信越支社　群馬営業所　群馬工場

群　馬 75684 （有）　フジケン

群　馬 75882 （有）木村自動車

群　馬 75958 （株）群馬クボタ

群　馬 76013 北爪建機（株）

群　馬 76059 （有）粕川自動車

群　馬 76155 （有）サンユーテック

群　馬 76172 小山機工

群　馬 76236 北関東重機（株）

群　馬 80198 (株)加藤製作所 群馬工場

埼　玉 10008 （株）アイチコーポレーション

埼　玉 10033 （株）明和製作所

埼　玉 10037 酒井重工業（株） ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻｰﾋﾞｽ部

埼　玉 10075 （株）ＪＬＧ Industries　Japan

埼　玉 30017 大林道路（株） 機械センター

埼　玉 30284 （株）昭和工業

埼　玉 30562 羽生工業（株）

埼　玉 30844 ＪＲ東日本テクノロジー（株） 大宮設備支店

埼　玉 30845 （株）河野解体工業

埼　玉 40235 （株）バンテックイースト

埼　玉 40251 埼玉八潮運輸（株）

埼　玉 40267 （株）ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ･ｴｶﾞﾜ整備工場
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埼　玉 60024 （株）吉川機械販売

埼　玉 60035 （株）イマギイレ

埼　玉 60142 （株）東リース

埼　玉 60150 朝日機械産業（株）

埼　玉 60156 （株）三浦商会

埼　玉 60158 （有）カザマ建機サ―ビス

埼　玉 60194 南部興産（株）

埼　玉 60252 （株）泉リース

埼　玉 60302 共栄建機リース（株）

埼　玉 60342 ユニック輸送センター（株）

埼　玉 60538 （株）柳沢リース建設

埼　玉 60735 戸田リース

埼　玉 60737 （有）市村自動車工業所

埼　玉 60749 （株）日興社

埼　玉 60751 （株）埼玉車輌

埼　玉 60759 埼機リース（有）

埼　玉 60767 （株）東部重機

埼　玉 60807 （株）鳴浜リース　 埼玉支店

埼　玉 60829 山本機械産業（株）

埼　玉 60831 （株）キナン 関東北営業所

埼　玉 60840 （株）機電サービス

埼　玉 60854 和光建機（株）

埼　玉 60871 （株）オマタ土鑛機商会

埼　玉 60876 （株）アサヒレンタル

埼　玉 60930 西尾レントオール（株） 関越営業部

埼　玉 61066 東邦重機開発（株）

埼　玉 61128 （株）アスク 新井宿機材センター

埼　玉 61145 （株）Ｒ'ｓＬ 埼玉営業所

埼　玉 61163 （株）アルビー

埼　玉 61316 （株）ネクサス

埼　玉 70087 北関東ＴＣＭ（株）

埼　玉 70204 トヨタＬ＆Ｆ埼玉（株）

埼　玉 70238 ロジスネクスト東京（株） 埼玉支社

埼　玉 70353 埼玉ユニキャリア販売（株） 久喜営業所

埼　玉 70514 日輸車輌（株）

埼　玉 70596 コマツカスタマーサポート（株） 東京関越カンパニーサービスセンタ

埼　玉 70651 （株）戸田フォークリフト

埼　玉 70754 （株）日乃本

埼　玉 70972 （有）坂上自動車修理工場

埼　玉 71025 松尾運搬機サービス（株）

埼　玉 71061 埼北重機（株） 行田工場

埼　玉 71113 吉沢原動機（株）

埼　玉 71210 （有）浦特車輌

埼　玉 71434 サカモト産業（株） 埼玉工場

埼　玉 71544 （株）タケカワ建機

埼　玉 71691 千曲重機（株）

埼　玉 71823 三幸フォークリフト（株）

埼　玉 71870 （株）シンエイ重車輌

埼　玉 72157 住友ナコフォークリフト 販売株式会社川越営業所

埼　玉 72421 （有）協栄モーター

埼　玉 72485 コマツカスタマーサポート（株） 東京関越カンパニー埼玉事業部

埼　玉 72556 （有）森田車輌

埼　玉 72628 日東自動車（株）第二工場

埼　玉 72687 （株）サイニチ

埼　玉 73109 （有）南埼特殊車輌
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埼　玉 73294 （有）原島商会 本社営業所

埼　玉 73326 （株）小野寺重機

埼　玉 73344 （株）東京車輌

埼　玉 73383 昭和物流サービス（株）

埼　玉 73388 八洲商會（株）

埼　玉 73389 第一フォークリフト（有）

埼　玉 73438 （株）峰岸自動車

埼　玉 73587 青山機工（株） 北本機材センター

埼　玉 73803 （有）栄和産業

埼　玉 73809 （有）精光重機

埼　玉 73848 （有）富士見運搬機

埼　玉 73861 （有）フォークサービス

埼　玉 73862 東部フォークリフト

埼　玉 73907 （有）浅見バッテリー

埼　玉 73959 （有）オートサービスワタナベ フォークリフト部

埼　玉 74101 （株）昭通

埼　玉 74122 （株）鈴木自動車

埼　玉 74262 （有）八潮機械サービス

埼　玉 74301 （株）エーエスシー

埼　玉 74302 （株）クボタ建機ジャパン 埼京営業所

埼　玉 74354 （株）ワールドフォークリフト

埼　玉 74381 （株）UACJ深谷ｻｰﾋﾞｽ

埼　玉 74407 （有）コバヤシ建機

埼　玉 74447 （有）新井モータース

埼　玉 74492 黒澤技研

埼　玉 74507 保線機器整備（株）

埼　玉 74652 埼玉八栄工業（株）

埼　玉 74747 （有）高島平サービス

埼　玉 74810 昭和自動車工業（株）

埼　玉 74830 （有）共和農機工業

埼　玉 74906 エムアンドジェイインターナショナル（株）

埼　玉 74935 （有）城越フォークリフト

埼　玉 74977 埼玉センコーロジサービス（株） 伊奈整備工場

埼　玉 75145 日立建機日本（株） 関東支社東京サービス工場

埼　玉 75208 日通商事（株） 東京支店　整備部　埼玉工場

埼　玉 75290 住友建機販売（株） 埼玉支店

埼　玉 75331 コベルコ建機日本（株） 北関東支社埼玉東工場

埼　玉 75392 森田電機産業（株） 草加営業所

埼　玉 75462 日本キャタピラー（同） 北関東地区

埼　玉 75593 （有）篠辺オートサービス

埼　玉 75635 日本産機サービス（株）

埼　玉 75650 三笠産業（株） 部品サービスセンター

埼　玉 75652 （株）オートサービス千葉

埼　玉 75674 フィットシステム（株）

埼　玉 75854 （株）埼特車両

埼　玉 75881 （有）オートガレージユー

埼　玉 75997 ハイドロテック（株）

埼　玉 75999 ＦＬＳ東日本（株）

埼　玉 76001 （有）清和実業

埼　玉 76011 （株）タダノテクノ東日本 三郷工場

埼　玉 76040 （株）東彩建機サービス

埼　玉 76047 （有）サークルオフィス

埼　玉 76051 （株）彩北自動車整備工場

埼　玉 76079 （株）カントクグローバル コーポレーション

埼　玉 76099 （株）　彩オートサービス
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埼　玉 76129 （株）埼玉物流サービス

埼　玉 76152 （有）アイエスアール

埼　玉 76224 ＳＬシステム（株）

埼　玉 80251 本田技研工業（株）　四輪生産統括部 埼玉製作所　生産業務部　工務課岡本課長経由管理Ｇ／Ｌ

埼　玉 80255 （株）セフテック

埼　玉 80258 産栄車輌工業（株）

埼　玉 80286 （株）あさひコーポレーション

埼　玉 80302 ＳＧモータース（株） 埼玉店

埼　玉 80340 一般財団法人江南クレーン教習所

埼　玉 80351 福山通運（株） 埼玉ターミナル支店整備工場

埼　玉 80355 （有）レイ・ホープ 彩たま工場

埼　玉 80364 （株）太陽ネットワーク物流 飯能整備工場

千　葉 30089 （株）ニューテック

千　葉 30351 （株）畔蒜工務店

千　葉 30357 （株）テノックス

千　葉 30455 須藤重機建設（株）

千　葉 30485 山本建設（株）

千　葉 30488 梅野総業（株）

千　葉 30490 島田基礎工業（株）

千　葉 30513 田村産業（株）

千　葉 30520 （株）丸山工務店

千　葉 30603 （有）エイト・テック

千　葉 30711 木名瀬商事（株）

千　葉 30727 小池起業（株）

千　葉 30750 大竹工業（株）

千　葉 30766 山九 （株）　 千葉支店

千　葉 30806 幸邦工業（株）

千　葉 30811 柏熊建設（株）

千　葉 30819 （株）北総フォレスト

千　葉 30847 （株） サントラス

千　葉 40022 ＪＦＥ物流（株）　 東日本事業所

千　葉 40116 日産物流（株）　 東日本支店

千　葉 40242 日鉄物流君津 （株）

千　葉 40262 （株）Ｍarubayashiサービス

千　葉 40270 不二倉業（株） 東日本物流センター

千　葉 50116 三和機材（株） 千葉工場

千　葉 50125 濱田重工（株）　 君津支店

千　葉 50147 （株）三幸製作所

千　葉 60006 リフト商事（株）

千　葉 60032 信和リース（株）

千　葉 60061 千葉リース工業（株）

千　葉 60067 新光重機（株）

千　葉 60154 君津リース（株）

千　葉 60223 （株） ＴＳユニオン 松戸機材センター

千　葉 60226 東洋レンタリース（株）

千　葉 60242 （株）マンザイ自動車

千　葉 60272 秀和産業（株）

千　葉 60286 （株） 総建

千　葉 60289 （有）秀吉商事

千　葉 60293 ケーヨーレンタル（株）

千　葉 60367 千葉レンタル（株）

千　葉 60391 （株）サンキ

千　葉 60555 （有）ライトレンタル

千　葉 60612 （株）鶴商メンテナンス工業

千　葉 60770 （株）豊慶産商
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千　葉 60779 内田建設機械（株）

千　葉 60866 （株）ドゥイング

千　葉 60869 （有）山崎重機

千　葉 60910 信和建機（株）

千　葉 60933 西尾レントオール（株） 千葉営業部

千　葉 60952 （株） カナモト

千　葉 61000 （株）プロス

千　葉 61001 ジェコス（株）

千　葉 61062 （株）ビー・トライ

千　葉 61076 （有）ワクイモータース

千　葉 61086 （有）大木自動車工業

千　葉 61087 イマゼン（株）

千　葉 61089 （株）チサン

千　葉 61099 SIC Agora eX （株） 基礎機材部　千葉機材センター

千　葉 61103 （株）テクノ

千　葉 61104 （株）エスワイシー

千　葉 61107 （株）京葉フォークリフトリース

千　葉 61135 （株）コスモ

千　葉 61199 アルプスレントオール（株）

千　葉 61204 （株） サイガ

千　葉 61224 （株） ヤマキ

千　葉 70026 関東自動車工業（株）

千　葉 70202 トヨタＬ＆Ｆ千葉（株）

千　葉 70248 千葉ユニキャリア販売（株）

千　葉 70396 コベルコ建機日本（株） 関東支社 東京営業所 東京工場

千　葉 70519 日泰サービス（株）

千　葉 70562 協同重車輌（株）

千　葉 70711 ロジスネクストユニキャリア（株） 関東支社

千　葉 70904 京葉運搬機（株）

千　葉 71092 共立機工（株）

千　葉 71270 京葉建機（株）

千　葉 71325 建設機械千葉整備協同組合

千　葉 71350 成田運搬機（株）

千　葉 71361 髙山重機工業（有）

千　葉 71609 （株）山川自動車

千　葉 71923 菱葉重機（株）

千　葉 71972 九十九里フォークリフト（株）

千　葉 72009 双葉重機

千　葉 72200 関東ヂーゼル（株） 特装車両部

千　葉 72745 住友ナコフォークリフト販売(株) 千葉支店

千　葉 72765 旭日自動車整備工業（株）

千　葉 72773 豊永興業（株）

千　葉 72829 （株） 飯高

千　葉 72836 （有）フォークリフト陽晟

千　葉 72868 （株）坂自動車

千　葉 73081 盛自動車

千　葉 73082 山田重起

千　葉 73195 （有）安藤フォークリフト

千　葉 73221 （株）日立オートサービス

千　葉 73287 日本キャタピラー（同）

千　葉 73354 サトウ自動車工業（株）

千　葉 73515 （有）高橋整備

千　葉 73590 （株）寺尾自動車整備工場

千　葉 73609 京葉フォークリフト（有）

千　葉 73628 （株）小見川自動車整備センター

22/77



支部 社員番号 社     員     名 支店/営業所

千　葉 73814 （有）神和商事

千　葉 73857 （有）小平自動車整備工場

千　葉 73968 （有）アカツキ自動車商会

千　葉 73982 鴨川重機（株）

千　葉 74048 （株）テクニカ

千　葉 74055 東海自工（株）

千　葉 74060 （有）武井工業所

千　葉 74078 協豊自動車工業（株）

千　葉 74093 （有）川村工業

千　葉 74162 （株）クリエートエンジニアリング

千　葉 74208 ＡＮＡ成田エアポートサービス（株） ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ部 車両整備課

千　葉 74210 （有）友野モータース

千　葉 74396 （株）石川自動車工業

千　葉 74488 （株）タムラ

千　葉 74499 （有）佐藤商会

千　葉 74630 住友重機械建機クレーン(株) 関東支店　東京ｻｰﾋﾞｽ工場

千　葉 74702 田中自動車（株）

千　葉 74777 ロジスネクスト東京（株） 千葉支社

千　葉 74866 （株）丸作自動車

千　葉 75115 （株）小野運送店 修理部

千　葉 75127 （有）フォークリフト車輌

千　葉 75146 日立建機日本（株） 関東支社 千葉支店千葉営業所

千　葉 75194 日通商事（株）　 東京支店　整備部 東京工場 千葉ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ

千　葉 75222 （株）大黒ヂーゼル工業所 野田工場

千　葉 75291 住友建機販売（株）　 千葉支店

千　葉 75337 コマツカスタマーサポート（株） 東京関越カンパニー千葉サービスセンタ

千　葉 75406 末広産業（株）　東京工場

千　葉 75427 丸運自動車工業（株）　東京工場

千　葉 75447 （株）ＪＡＬエアテック 施設ＧＳＥ事業部 成田事業所

千　葉 75751 （有）石毛モータース

千　葉 75764 （株）トキワコンストラクション

千　葉 75779 サンリフト（株）

千　葉 75803 京葉商行（株）

千　葉 75810 千代田重機工事 （株） 松戸工場

千　葉 75815 千葉三菱コルト自動車販売（株）

千　葉 75874 （株）　国際建機販売

千　葉 75878 （株）サンエステック

千　葉 75897 （株） ＭＥＳファシリティーズ

千　葉 75924 （株）クボタ建機ジャパン 千葉営業所

千　葉 75929 ＳＧモータース（株）　東京店

千　葉 75984 （有）トネマシーン

千　葉 76102 （株）吉原重機

千　葉 76145 （株）技研製作所 関東工場

千　葉 76223 Ｃ.Ｍ.Ｅ（同）

千　葉 80019 国際空港上屋（株）

千　葉 80026 ニチハマテックス（株） 習志野工場

千　葉 80072 （株）芝﨑商店

千　葉 80158 （株）千葉コベックス

千　葉 80208 住友建機販売（株）　住友建機教習所 千葉教習センター

千　葉 80250 日本通運（株） 千葉支店

千　葉 80273 （有）寿興業

千　葉 80278 （有）マシーン商会

千　葉 80279 （株）タダノテクノ東日本 佐倉工場

千　葉 80280 （株）大誠恒産

千　葉 80293 産機工業（株）

23/77



支部 社員番号 社     員     名 支店/営業所

千　葉 80320 （有）メカニック銚洋

千　葉 80332 （株） ＳＫＹ

千　葉 80334 ちばみどり農業協同組合

千　葉 80337 （株）文山自動車

千　葉 80341 新和商事（株）

千　葉 80349 杉田建材（株）

千　葉 80353 （株） 友部電機工業所

千　葉 80360 （有）ＧＯＫＩＴＡ

千　葉 80362 トナミ運輸（株） 野田整備工場

千　葉 80365 （株）光自動車

東　京 10001 コマツ

東　京 10002 コベルコ建機（株） 営業本部

東　京 10003 住友建機（株）

東　京 10011 古河ロックドリル（株）

東　京 10014 日立建機（株）

東　京 10018 （株）加藤製作所

東　京 10035 三笠産業（株）

東　京 30001 清水建設（株）

東　京 30003 大成建設（株）

東　京 30006 鹿島建設（株）

東　京 30012 （株）竹中工務店

東　京 30018 大成ロテック（株）

東　京 30024 日本道路（株）

東　京 30026 山﨑建設（株）

東　京 30041 （株）市川造園土木

東　京 30061 世紀東急工業（株）

東　京 30080 鹿島道路（株）

東　京 30233 日本基礎技術（株）

東　京 30270 丸万工業（株）

東　京 30277 （株）鈴木海事工業所

東　京 30288 大豊建機（株）

東　京 30289 大東重機工事（株）

東　京 30406 新潟商事（株）

東　京 30407 三立興業（株）

東　京 30433 （株）中川船舶

東　京 30477 永光建設（株）

東　京 30480 （株）水野建材

東　京 30592 木部建設（株）

東　京 30644 （株）ナベカヰ

東　京 30679 松島運輸（株）

東　京 30746 （有）熊谷工機

東　京 30798 （有）丸進機工

東　京 30817 （株）藤原土建

東　京 30822 （株）小椋組

東　京 30827 （株）小野工務店

東　京 30830 村松興業（株）

東　京 30840 ＫＴ産業（株）

東　京 30848 （株）マイタック

東　京 40001 （株）日立物流

東　京 40002 日本通運（株）

東　京 40004 山九（株）

東　京 40024 日本興運（株）

東　京 40029 （株）中村荷役

東　京 40036 日本出版販売（株） 王子流通センター

東　京 40054 中央運送（株）
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東　京 40089 日本運輸倉庫（株）

東　京 40098 横浜港湾作業（株） 東京営業所

東　京 40105 東菱企業（株）

東　京 40114 北多摩運送（株）

東　京 40118 （株）五冷サービス

東　京 50021 日野自動車（株）

東　京 50041 ネグロス電工（株） 製造企画課

東　京 50078 （株）杉田製線

東　京 50134 昭和飛行機工業（株）

東　京 60011 ユナイト（株）

東　京 60018 （株）アクティオ

東　京 60022 東京レンタル（株）

東　京 60055 田中運輸リース（株）

東　京 60080 大建機械（株）

東　京 60085 日本パイオニア（株）

東　京 60096 （株）エマタ機械

東　京 60161 （株）サンペイ

東　京 60166 （株）木下商会

東　京 60171 （株）城南建材社

東　京 60172 （有）石井フォークリフト商会

東　京 60177 （株）泰斗工業

東　京 60190 平野重機整備（株）

東　京 60195 （株）タカミヤ

東　京 60197 上信重機工業（株）

東　京 60198 双葉リース（株）

東　京 60231 大正建機（株）

東　京 60234 日本綜合産業（株）

東　京 60291 新田重機整備（有）

東　京 60297 （有）ミドリ重機

東　京 60355 橋本機械（株）

東　京 60365 （株）東洋商会

東　京 60395 （株）室井重機

東　京 60406 エスアールエス（株）

東　京 60455 朝日機材（株）

東　京 60503 （有）佐々木リース

東　京 60565 （有）八甲建機

東　京 60576 （株）八王子鈴機

東　京 60611 武内運送（株）

東　京 60701 （株）堀内興運

東　京 60715 関東フォークリフトサービス（株）

東　京 60729 日本機械工業（株）

東　京 60823 （有）丸善産業

東　京 60826 サコス（株）

東　京 60837 虎乃門建設機械（株）

東　京 60864 東京機販サービス（株）

東　京 60891 内田工業（株）

東　京 60909 （有）エフ・シー・エス

東　京 60927 西尾レントオール（株） 東京支店

東　京 60937 （株）レンタルのニッケン

東　京 60940 リフト商事（株）

東　京 60956 （株）ワキタ 東京中央支店

東　京 61039 太興産業（株）

東　京 61040 （株）東京機材

東　京 61052 （株）れんたま

東　京 61126 （株）産信
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東　京 61156 （株）リノベート

東　京 61161 （株）キナン 東京営業所

東　京 61171 （株）生産技術パートナーズ

東　京 61180 ＷＷＢ（株）

東　京 61222 （株）ハヤシエンタープライズ

東　京 70004 トヨタエルアンドエフ東京（株）

東　京 70020 モリタース車輌工業（株）

東　京 70141 国際サービスシステム（株）

東　京 70146 マルマテクニカ（株）

東　京 70147 重車輌工業（株）

東　京 70215 （株）ヨコウン

東　京 70233 大栄産業（株）

東　京 70239 東京電機工業（株）

東　京 70331 住友建機販売（株）

東　京 70454 国立産業

東　京 70467 ロジスネクスト東京（株）

東　京 70490 ロジスネクストユニキャリア（株） 関東支社

東　京 70539 （株）関東自動車

東　京 70713 森田電機産業（株）

東　京 70722 山村運搬機工業（株）

東　京 70723 （有）ミナト電機リフトサービス

東　京 70725 三洋自動車工業（株）

東　京 70729 （株）交運社

東　京 70903 （株）東洋フォークリフト

東　京 70965 新洋工業（株）

東　京 70983 木村産業車輌（株）

東　京 71042 上野自動車（株）

東　京 71044 （有）渡邊自動車工業所

東　京 71071 （株）ウマヤバシ

東　京 71175 扇橋自動車興業（株）

東　京 71221 （株）公和機械

東　京 71297 キユーソーサービス（株）

東　京 71310 東京日産自動車販売（株）

東　京 71790 東菱車輌整備（株）

東　京 71962 東新自動車整備（株）

東　京 72213 青梅産業（株）

東　京 72621 住友ナコフォークリフト販売（株） 首都圏支店

東　京 72644 （株）カーライフサービス 多摩車両

東　京 73002 （株）多摩オートサービス 日野工場

東　京 73149 （株）八丈島自動車整備工場

東　京 73207 （株）ＪＡＬエアテック

東　京 73229 林商会

東　京 73295 （有）関東機械サービス

東　京 73320 保坂自動車工業（株）

東　京 73408 （株）吉岡自動車

東　京 73497 全日空モーターサービス（株）

東　京 73506 ヤンマー建機（株） 関東営業部

東　京 73681 ターミナル・エンジニアリング（株）

東　京 73851 共立建機サービス（株）

東　京 73940 （株）岩田商会

東　京 73961 （株）カーテック山崎

東　京 73978 ヨシモト自動車（株）

東　京 74017 （有）タマフォーク

東　京 74018 日進クレーンサービス（株）

東　京 74069 マサダ自動車工業（株）
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東　京 74071 （株）タダノテクノ東日本

東　京 74315 東輝自動車（株）

東　京 74364 （有）千富士オート

東　京 74584 黒部工業（株）

東　京 74681 池田紀文ツルミ重機サービス

東　京 74814 （有）小笠原整備工場

東　京 74902 ヤマトオートワークス（株）

東　京 74921 グリーンエンジニアリング（株）

東　京 74979 （有）協立自動車整備工業

東　京 74991 イーストン企業（株）

東　京 75107 興振工業（株）

東　京 75126 （株）マイティーカーサービス

東　京 75147 日立建機日本（株） 東京東営業所

東　京 75195 日通商事（株） 東京支店整備部

東　京 75330 コベルコ建機日本（株）

東　京 75338 コマツカスタマーサポート（株） 東京関越カンパニー東京地区サービスセンタ

東　京 75466 日本キャタピラー（同）

東　京 75543 （株）関東機械センター

東　京 75578 （株）ニホンモータース

東　京 75584 福山通運（株）

東　京 75610 （株）オムニ重車輌

東　京 75612 （有）酒井輪業社

東　京 75640 （有）原組

東　京 75702 長岡技研（株）

東　京 75776 （株）阪上

東　京 76019 （株）立川ヂーゼルオート サービス

東　京 76092 （株）日立オートサービス

東　京 76166 東洋自動車（株）

東　京 76180 広江建設（株）

東　京 76192 （株）グリーンライト

東　京 80008 金沢商店（株）

東　京 80054 （株）大黒ヂーゼル工業所

東　京 80070 太平興業（株）

東　京 80114 城南モーターサービス（株）

東　京 80135 第一石産運輸（株）

東　京 80216 日通商事（株）

東　京 80319 ユアサ商事（株）

東　京 80356 （株）小笠原サービス

神奈川 10006 キャタピラージャパン（同）

神奈川 10061 （株）ボブキャット

神奈川 30039 光洋重機建設（株）

神奈川 30047 共栄機械工事（株）

神奈川 30133 鈴商建設（株）

神奈川 30141 （株）野本建設

神奈川 30170 （株）伊之崎

神奈川 30185 丸石機工（株）

神奈川 30198 マルタ工業（株）

神奈川 30199 諸田重機（株）

神奈川 30206 （株）大隅興業

神奈川 30221 （株）岡田建設

神奈川 30231 （株）前里興業

神奈川 30245 竜南土木工業（株）

神奈川 30253 （有）成田基礎

神奈川 30269 寺尾運輸興業（株）

神奈川 30422 （株）丸晋建設
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神奈川 30423 須藤開発興業（株）

神奈川 30469 高津戸建設工業（株）

神奈川 30474 成井土建（株）

神奈川 30482 横浜ライト工業（株）

神奈川 30495 田中石材土木（株）

神奈川 30518 安西興業（株）

神奈川 30526 （株）エスアンドシー建設

神奈川 30534 （株）佐藤組

神奈川 30590 （株）池田建設

神奈川 30607 （株）ダイシン工業

神奈川 30608 （株）小池設備

神奈川 30705 加藤重機（株）

神奈川 30706 恵比寿機工（株）

神奈川 30778 松浦企業（株）

神奈川 30783 （株）岩井解体興業

神奈川 30800 （株）永沢興業

神奈川 30876 （有） 千田組

神奈川 40009 湘南企業（株）

神奈川 40032 港栄作業（株）

神奈川 40048 ふそう陸送（株） 相模原総括支店

神奈川 40082 原田港湾（株）

神奈川 40090 日本国際輸送（株）

神奈川 40106 諸星運輸（株）

神奈川 40107 横浜港湾作業（株）

神奈川 40254 F-LINE（株） 南関東支店

神奈川 40259 （株）丸運ロジスティクス関東

神奈川 40265 MHIさがみ物流サービス（株）

神奈川 40271 川崎運送（株）

神奈川 50106 富士物流（株） 川崎支社

神奈川 50108 明和機械（株） 本社厚木工場

神奈川 50143 （株）武部鉄工所

神奈川 60004 （株）タテイシ建機リース

神奈川 60020 美浜建機（株）

神奈川 60029 トーケン機械工業（株）

神奈川 60040 冨士建機（株）

神奈川 60070 （株）旭建機

神奈川 60098 第一産業（株）

神奈川 60099 （株）三恵商会

神奈川 60100 （株）西湘機材

神奈川 60103 開成建機産業（株）

神奈川 60104 チガサキレンタル（株）

神奈川 60109 （株）横浜レンタル

神奈川 60113 藤本産業（株）

神奈川 60116 （株）タケウチ

神奈川 60117 （有）ソーゴーケンキ横須賀

神奈川 60118 （株）川藤レンタル

神奈川 60130 志賀産業（株）

神奈川 60132 武蔵機械（株）

神奈川 60141 三和レンタル（株）

神奈川 60143 （有）共立建機

神奈川 60148 （株）ＮＩＴＴＡＩ

神奈川 60153 川崎大正建機（株）

神奈川 60170 （株）サンエス・リース

神奈川 60249 ピー・シー・エス（株）

神奈川 60255 （株）レンタルシステム関東
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神奈川 60276 大塚機械（株）

神奈川 60326 森川機工（株）

神奈川 60349 （株）シンコー

神奈川 60362 （株）電動舎

神奈川 60363 三和機工（株）

神奈川 60427 （株）ナカムラパワーサービス

神奈川 60531 （有）谷口重機工業

神奈川 60564 （株）阿久和レンタル

神奈川 60619 新日本建販（株）

神奈川 60624 （株）サトー

神奈川 60703 （株）小池組

神奈川 60704 （株）中工重機

神奈川 60732 石本ヂーゼル（有）

神奈川 60736 （有）岡本建機工業

神奈川 60763 （株）富士フォークリフト

神奈川 60771 （株）飯田機械産業

神奈川 60773 安全自動車（有）

神奈川 60776 （株）鈴機商事

神奈川 60793 共栄建機（株）

神奈川 60805 日本機材（株）

神奈川 60811 （株）関東建機サービス

神奈川 60860 （株）ＹＯＷＡ

神奈川 60882 金子機械（株）

神奈川 61015 京友（株）

神奈川 61057 濱善重機リース（株）

神奈川 61120 （株）レンタルプラス

神奈川 61122 平澤機工（有）

神奈川 61174 （株）ミカサワークス

神奈川 61247 ベルトラックス（株） 関東支店

神奈川 61249 （株）相建開発

神奈川 70002 トヨタエルアンドエフ神奈川(株)

神奈川 70143 （株）東洋内燃機工業社

神奈川 70160 （株）神奈社

神奈川 70288 日神車輌（株）

神奈川 70399 コマツカスタマーサポート（株） 東京関越カンパニー東京支店

神奈川 70614 産和自動車（株）

神奈川 70855 モリタース車輌工業（株） 相模原工場

神奈川 71058 (有)ハマフォークリフトサービス

神奈川 71085 池田内燃機工業（株）

神奈川 71086 神奈川特殊車輌（株）

神奈川 71184 西湘自動車工業（株）

神奈川 71348 （株）二ノ宮重機

神奈川 71357 （有）塚本商店

神奈川 71467 富士工業（株）

神奈川 71488 （有）エビナ自動車工業

神奈川 71576 （有）相模原フォークリフト

神奈川 71604 （有）菱伸フォークリフト

神奈川 71689 (株)日産クリエイティブサービス

神奈川 71818 日商工業（株）

神奈川 72126 （有）伊藤モーター商会

神奈川 72569 （有）佐藤車輌

神奈川 72570 （有）小田原自動車電機工業

神奈川 72627 旭フォークリフト（株）

神奈川 72635 （有）村上建機工業

神奈川 72652 （有）相模特殊車輌
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神奈川 72832 （有）城東自動車修理工場

神奈川 72864 国際建機産業（株）

神奈川 72970 （有）ミウラ

神奈川 73014 後藤商会

神奈川 73074 Ｊ－ＴＲＥＣデザインサービス（株）

神奈川 73192 三光サービス（株）

神奈川 73300 日本キャタピラー（同） 湘南営業所

神奈川 73401 （株）いすゞテクノ

神奈川 74005 （株）トーリョウ

神奈川 74038 （有）湘南車輌サービス

神奈川 74065 雨宮自動車工業（株）

神奈川 74110 （株）大飛

神奈川 74111 （有）小雀自動車工業

神奈川 74285 （有）關東産業車輛

神奈川 74717 （株）サンノー

神奈川 74824 （有）富士峰産業

神奈川 74899 （有）吉岡工業

神奈川 74918 （株）アール

神奈川 74969 （株）セルコ

神奈川 75101 アボロンシステム（株）

神奈川 75110 楠原輸送（株）

神奈川 75111 宇徳ロジスティクス（株）

神奈川 75124 （有）山口モータース

神奈川 75125 南重機（株）

神奈川 75137 （株）アイチコーポレーション 神奈川カスタマーサービスセンター

神奈川 75148 日立建機日本（株） 横浜営業所

神奈川 75196 日通商事（株） 東京支店

神奈川 75280 日輸工業（株）

神奈川 75292 住友建機販売（株） 神奈川支店

神奈川 75336 コベルコ建機日本（株） 関東支社　横浜営業所　横浜工場

神奈川 75358 ロジスネクスト東京（株） 東京支社横浜南支店

神奈川 75360 ロジスネクストユニキャリア(株)

神奈川 75440 住友ﾅｺﾌｫｰｸﾘﾌﾄ販売（株）

神奈川 75516 （株）クボタ建機ジャパン 神奈川営業所

神奈川 75553 アサガミ（株） 横浜支店　横須賀営業所

神奈川 75669 住友重機械建機クレーン（株） 横浜ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ

神奈川 75693 （有）オー・エス建機

神奈川 75745 （株）ＹＯＫＯＨＡＭＡ鈴機

神奈川 75761 萬運輸（株）

神奈川 75844 （有）ウエストップ

神奈川 75877 （有）藤和車輌

神奈川 75879 トヨタサービスセンター神奈川（株）

神奈川 75905 （有）白石車輌工業

神奈川 75939 山口自動車（株）

神奈川 76112 （有）美巧建設機械サービス

神奈川 76125 （有）　緑興業

神奈川 76176 ＡＹＡＳＥテクニカ（同）

神奈川 76235 愛甲エール（株）

神奈川 80004 （有）アコナ

神奈川 80007 山崎産業（株）

神奈川 80016 東京油槽（株）

神奈川 80025 コマツ教習所（株）

神奈川 80062 新明和オートエンジニアリング（株）

神奈川 80092 （株）京急ファインテック

神奈川 80109 （株）ショベルサービス
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神奈川 80112 髙田運輸（株）

神奈川 80165 秀和エンジニアリング（株）

神奈川 80168 ＳＧモータース（株） 南東京店

神奈川 80178 （株）商報舎

神奈川 80303 （有）藤沢建機商会

神奈川 80309 （株）永田農園

神奈川 80324 （株）丸運

新　潟 30030 （株）植木組 柏崎支店 舗道工事事務所

新　潟 30106 （株）笠原建設

新　潟 30110 大陽開発（株）

新　潟 30117 （株）新潟ヂーゼル工業

新　潟 30156 遠藤建設（株）

新　潟 30164 （株）アイシン

新　潟 30220 （株）武江組

新　潟 30237 上越舗道（株）

新　潟 30259 （株）北陸土建

新　潟 30508 本間建設（株）

新　潟 30810 （株）リンコーコーポレーション 機械営業部

新　潟 40205 （株）スタッフサイトウ

新　潟 40258 （株） 飛鳥産業

新　潟 50002 デンカ（株）青海工場

新　潟 50102 福田石材（株）

新　潟 60167 （株）アクティオ 北陸支店

新　潟 60336 三陽産業（株）

新　潟 60399 （株）アル

新　潟 60592 （株）レンタルシステム信越

新　潟 60744 （株）新潟まるよし

新　潟 60906 ジー・エム建機リース（株）

新　潟 60945 （株）ヨシカワ 糸魚川営業所

新　潟 60954 （株）カナモト 新潟営業所

新　潟 60959 （株）ワキタ　 新潟中央営業所

新　潟 70036 （株）日の出自動車

新　潟 70084 （有）柏建機サービス

新　潟 70092 佐渡自動車整備（株）

新　潟 70191 （株）共和車輌

新　潟 70250 新潟産業（株）

新　潟 70277 （株）星野自動車工業

新　潟 70622 JR東日本テクノロジー（株） 新潟設備支店

新　潟 70643 協業組合 太陽自動車工業

新　潟 70671 新星建機工業（株）

新　潟 70696 ロジスネクストユニキャリア(株) 東北支社新潟支店

新　潟 70731 コマツカスタマーサポート（株） 東京関越カンパニーサービスセンタ

新　潟 70775 トヨタＬ＆Ｆ新潟（株）

新　潟 70804 （株）テッコ横山

新　潟 70808 ロジスネクスト信越（株）

新　潟 70809 糸魚川重機工業（株）

新　潟 70888 ＵＤトラックス新潟（株）

新　潟 70956 東自動車整備工場（株）

新　潟 70993 サンワーズ（株）

新　潟 70997 （株）ホクジュウ

新　潟 71030 （資）坂町重機工業

新　潟 71095 （株）大﨑自動車

新　潟 71102 （株）新潟車輌サービスセンター

新　潟 71166 （株）岡村自動車

新　潟 71236 （株）田中自動車修理工場
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新　潟 71407 （株）山崎サービス

新　潟 71458 （有）富士電機

新　潟 71616 （株）北陸工機

新　潟 71654 長岡建機サービス（株）

新　潟 71678 阿部自動車興業（株）

新　潟 71688 （有）日東電機工業所

新　潟 71690 （株）小柳機械整備工場

新　潟 71705 ヤナギ自動車（株）

新　潟 71743 （有）小出自動車工業

新　潟 71812 （株）燕重機

新　潟 71857 丸運自動車工業（株）

新　潟 71866 （株）サカイ綜合自動車

新　潟 71999 （株）中央自動車

新　潟 72003 （有）斎藤自動車工場

新　潟 72010 北陸自動車（株）

新　潟 72018 （株）大島自動車整備工場

新　潟 72208 （株）サンコー

新　潟 72209 越後交通整備（株）

新　潟 72212 （有）金鋼自動車

新　潟 72371 明星自動車工業（株）

新　潟 72429 佐渡汽船運輸（株）整備部 佐渡工場

新　潟 72430 コマツ佐渡（株）

新　潟 72626 （有）木島商事

新　潟 72709 佐渡汽船運輸（株） 整備部新潟工場

新　潟 72826 北陸建機（株）

新　潟 72904 頸北建機（有）

新　潟 72905 （資）津南自動車

新　潟 72917 田辺運輸（株）自動車整備工場

新　潟 72950 苗場自動車（株）

新　潟 73018 （株）上越商会

新　潟 73028 （株）北越ペーパーテック新潟 榎事業所

新　潟 73151 （株）橋詰商会

新　潟 73152 （株）高橋組　松之山ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ

新　潟 73238 （有）高津商会

新　潟 73239 （株）朝日サービス

新　潟 73386 青葉重工（株）

新　潟 73576 （有）池野自動車整備工場

新　潟 73677 （株）澤井自工

新　潟 73793 （株）ニットク

新　潟 73798 （株）ホシノ重工

新　潟 73817 （有）平成建機工業

新　潟 73839 新潟特殊車輌

新　潟 74163 （株）　成　和

新　潟 74182 （株）国際自動車整備

新　潟 74320 （株）ケンキ

新　潟 74328 フタバ工業（株）

新　潟 74455 長岡オート（株）

新　潟 74799 （株）上原自動車工業

新　潟 75129 新ハニックス信越（株）

新　潟 75149 日立建機日本（株） 北関東・信越支社新潟支店

新　潟 75197 日通商事（株） 東京支店 整備部　新潟工場

新　潟 75301 住友建機販売（株） 新潟営業所

新　潟 75334 コベルコ建機日本（株） 上信越支社　新潟営業所

新　潟 75425 太平興業（株） 新潟支店

新　潟 75471 日本キャタピラー（同） 新潟営業所
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新　潟 75767 とやの自動車工業（株）

新　潟 75790 ヤマトオートワークス北信越(株） 新潟西部工場

新　潟 75798 （株）中央モータース

新　潟 75826 新潟市場サービス（株）

新　潟 75949 （株）セフテック新潟工場

新　潟 76084 （株）　小千谷メンテナンス

新　潟 76109 （株）アカツカ

新　潟 76206 （株）三岳機材

新　潟 76217 山崎工業（株）

新　潟 76238 石山自動車（株）

新　潟 80024 （株）ホクテツ

新　潟 80032 越後中央農業協同組合 車両センター

新　潟 80147 新潟輸送（株）

新　潟 80154 国仲自動車整備（有）

新　潟 80176 えちご上越農業協同組合 中央自動車整備工場

新　潟 80231 （株）新潟クボタ

新　潟 80256 キハン（株）

新　潟 80257 （有）中央建機サービス

新　潟 80263 神田車輌（株）

新　潟 80272 （有）魚沼ロード・サービス

新　潟 80277 （有）越産機

新　潟 80321 （株）アクセルコーポレーション

富　山 30839 大鷹建設（株）

富　山 60093 （株）吉田商会

富　山 60097 （株）高野工会

富　山 60426 大平リース（株）

富　山 60437 （株）グランテック

富　山 60785 米原商事（株）

富　山 60802 古池農機（株）

富　山 60838 イワセ重機産業（株）

富　山 60883 （株）旭商会

富　山 60944 （株）ヨシカワ 富山中央営業所

富　山 60985 千代田機電（株） テクノセンター

富　山 61049 （株）ヰセキ北陸レンタル部 砺波営業所

富　山 61073 富山ヂーゼル工業（株）

富　山 61152 （株）カナモト 富山営業所

富　山 61207 杉政貿易（株）

富　山 70007 和光フォークリフト（株）

富　山 70058 北国テクノ（株）

富　山 70111 山室重機（株）

富　山 70121 （株）三越

富　山 70137 北陸機販サービス（株）

富　山 70151 コマツ富山（株）

富　山 70431 （株）日本海重機サービス

富　山 70456 （株）富山重車輌工業

富　山 70578 トヨタＬ＆Ｆ富山（株）

富　山 70669 ワタヤテクノトラスト（株）

富　山 70827 新光モータース（株）

富　山 70842 （有）ティーディーエス

富　山 70951 砺波重機（株）

富　山 71169 黒部モビリティサービス（株）

富　山 71257 （株）北陸近畿クボタ

富　山 71262 北陸車研工業（株）

富　山 72145 日本海自動車工業（株）

富　山 72147 朝日モーター（株）
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富　山 72148 （有）本田自動車工業所

富　山 72149 （株）岩城自動車工業所

富　山 72174 三田産機（株）

富　山 72403 （有）古池自動車工業所

富　山 72438 （株）黒部重機

富　山 72439 （有）エイシン

富　山 72540 （有）トミケンキ

富　山 72639 庄川自動車（株）

富　山 73004 （有）富山重機

富　山 73312 （有）稲垣自動車

富　山 73351 和光物流サービス（株）

富　山 73385 （有）武田建機

富　山 74030 （株）西野工業

富　山 74198 （有）前自動車

富　山 74419 （株）双葉商会

富　山 74577 福光農業協同組合

富　山 74578 なんと農業協同組合

富　山 74741 西宮モータース（有）

富　山 74988 （有）三和自動車整備工場

富　山 75140 （株）アイチコーポレーション 北陸中央カスタマーサービスセンタ

富　山 75162 日立建機日本（株） 中部支社 北陸飛騨支店 富山営業所

富　山 75302 住友建機販売（株） 中部統括部　北陸支店

富　山 75380 コマツカスタマーサポート（株） 中部カンパニーリフト営業部　高岡支店

富　山 75386 ロジスネクストユニキャリア株式会 関西支社富山支店

富　山 75449 日本キャタピラー（同） 富山営業所

富　山 75490 コベルコ建機日本（株） 富山営業所富山工場

富　山 75618 （株）オートパルとなみ野

富　山 75620 （株）大光自動車

富　山 75756 新生リフト（株）

富　山 75757 松下建機

富　山 75928 新日本建機（株）

富　山 76184 ＪＡくろべサービス（株）

富　山 76234 豊富産業（株）

富　山 76240 （株）ＡｎｄＲｅｐａｉｒ

富　山 80150 サンエツ運輸（株）

富　山 80222 （有）西村重機サービス

富　山 80248 安全技術（株）

富　山 80268 北辰自動車工業（株）

石　川 30785 北川ヒューテック（株）

石　川 30786 池田建設工業（株）

石　川 30787 南建設（株）

石　川 60016 （株）ヨシカワ

石　川 60083 （株）イケガミ

石　川 60560 （株）コマツヤンマー

石　川 60709 千代田機電（株）

石　川 60783 （株）日建

石　川 60786 （株）小松土木通商

石　川 60804 金剛産業（株）

石　川 60809 能登建販（株）

石　川 60810 武部機械リース（株）

石　川 60821 （株）ヒサヤス

石　川 60870 （株）ヰセキ北陸

石　川 61009 城西運輸機工（株） 整備センタ-

石　川 61025 坂本機械工業

石　川 70053 北陸重機（株）
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石　川 70240 ロジスネクスト中部（株） 金沢支店

石　川 70429 コマツ石川（株）

石　川 70564 （株）室戸鉄工所（コマツ加賀）

石　川 70600 トヨタエルアンドエフ石川（株）

石　川 70601 （株）北菱

石　川 70649 コマツカスタマーサポート（株） 中部カンパニーリフト営業部　石川富山営業部

石　川 70783 オダ建機（株）

石　川 70794 羽咋重機（株）

石　川 71341 （株）灘重車輌

石　川 71386 （有）石田自動車整備工場

石　川 71448 （株）米野電機

石　川 71696 川下建機工業（株）

石　川 71712 （株）石川カーリフト

石　川 71841 （株）ケンシン

石　川 71843 （株）ヒラシマ

石　川 71845 北陸オート工業（株）

石　川 72586 （株）髙蔵自動車

石　川 72623 （有）シンド機械

石　川 72772 北国建機販売（株）

石　川 73298 （有）　北陸フォークリフト サービス

石　川 73584 （株）大同ゼネラルサ－ビス

石　川 73641 名鉄自動車整備（株） 金沢工場

石　川 73665 小松カーリフト

石　川 73728 （有）加賀産業車輌

石　川 73939 （有）北陸機材

石　川 73941 電通自動車整備（株）

石　川 73969 極東工業（株）

石　川 74040 （有）睦自動車商会

石　川 74107 北陸産業車輌（有）

石　川 74375 （株）ワールドエンジン コーポレーション

石　川 74462 （有）建機サービス工業

石　川 74493 加賀フォークリフト

石　川 74609 （有）大吉工業

石　川 74643 （有）上町モータース

石　川 75184 日立建機日本（株） 中部支社北陸飛騨支店　金沢営業所

石　川 75470 日本ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ（同） 石川営業所

石　川 75489 コベルコ建機日本（株） 中部支社　金沢営業所

石　川 75988 ＳＧモ－タ－ス（株） 中京店　金沢工場

石　川 75990 （株）三協機械

石　川 76025 三崎自動車整備工場（有）

石　川 76055 ケイアイフォークリフト

石　川 76113 ロジスネクストユニキャリア(株) 関西支社　　金沢サービスセンター

石　川 76193 北陸環機（株）

石　川 76220 北国建機

石　川 80106 （有）河村モータース

石　川 80227 （株）金沢斫解体業

福　井 40066 日通トランスポート（株） 福井支店

福　井 60622 寺川建設工業（株）

福　井 60734 （有）共栄建機リース

福　井 60762 上田建機（株）

福　井 61017 カラヤレンタリース（株）

福　井 61124 （有）北陸サヤマ

福　井 70047 シラサワ建機（株）

福　井 70195 コマツサービスエース（株）

福　井 70255 福井小松フォークリフト（株）
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福　井 70299 大鉄建機（株）

福　井 70518 福井モータース（株）

福　井 70552 トヨタＬ＆Ｆ福井（株）

福　井 70587 （株）中島建機

福　井 70866 （有）ムラシタ建機

福　井 71097 敦賀自動車工業（株）

福　井 71290 小浜ヤンマー（株）

福　井 71388 福万自動車（株）

福　井 71460 福井産機販売（株）

福　井 71502 （株）みずの

福　井 72098 北陸川崎産業（株）

福　井 72100 （株）新和モータース

福　井 72128 谷口自動車工業（株）

福　井 72359 （有）津田自動車

福　井 72367 長谷川土木機械（有）

福　井 72707 若狭建機（株）

福　井 72781 産建機械リース（株）

福　井 73015 中部自動車整備工業（有）

福　井 73135 （株）勝山自工

福　井 73178 （有）衆倖建機

福　井 73206 （有）ツルガモータース

福　井 73289 ニッサン建機（有）

福　井 73524 （有）マルダイ自工

福　井 73579 （株）中村モータース

福　井 73746 （有）吉田建機

福　井 73766 中部モータース（株）

福　井 73792 （株）ダイナテック

福　井 74289 （有）マエダシステム

福　井 74837 （有）九頭竜建機リース

福　井 74994 （有）チョウセイ

福　井 75281 ロジスネクスト中部（株） 福井支店

福　井 75428 名鉄自動車整備（株） 北陸支店　武生工場

福　井 75446 日本キャタピラー（同） 福井営業所

福　井 75582 （株）ヨシカワ 武生センター

福　井 75601 （株）大橋建機

福　井 75691 （有）丸山ファミリーオート

福　井 76207 酒井重機工業（株）

福　井 80246 （有）東洋モータース敦賀

福　井 80308 （株）日光トラックス

福　井 80342 （株）共栄モータース

山　梨 30062 （株）坂本建運

山　梨 30181 千野建材（株）

山　梨 30530 丸浜舗道（株）

山　梨 30784 （株）芦沢建設運輸

山　梨 60145 甲陽建機リース（株）

山　梨 60476 ジー・アール（株）

山　梨 60984 日立建機日本（株）　 関東支社 西関東支店 塩山営業所

山　梨 61116 サン建機リース（株）

山　梨 61169 （株）　山梨ロジスティックス

山　梨 70343 田村重工（株）

山　梨 70631 山梨ニチユ（株）

山　梨 70691 （株）キムラ

山　梨 71018 トヨタエルアンドエフ山梨（株）

山　梨 71734 功刀自動車（株）

山　梨 71739 （有）成田自動車工業
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山　梨 71901 志村興業（株）

山　梨 72029 雨宮自動車興業（株）

山　梨 72042 （有）小沢自動車修理工場

山　梨 72176 南部自動車工業（株）

山　梨 72927 （株）塩沢自動車

山　梨 72934 （株）山梨フォークリフト

山　梨 72978 富士機械（株）

山　梨 72980 （株）　日建

山　梨 73296 清水建機

山　梨 74399 （有）協栄フォークリフト サービス

山　梨 75284 コマツカスタマーサポート（株） 東京関越カンパニーリフト営業部山梨支店

山　梨 75353 （株）前田製作所 山梨営業所

山　梨 75464 日本キャタピラー（同） 山梨営業所

山　梨 75683 （株）エム・シー・エス

山　梨 75852 ロジスネクストユニキャリア（株） 山梨サービスセンター

山　梨 75883 （株）タダノテクノ東日本 山梨工場

山　梨 75894 （有）ワアルドエンジニア

山　梨 75977 （株）土手影建設

山　梨 76170 （有）　藤代自動車

長　野 10054 （株）竹内製作所

長　野 10059 長野工業（株）

長　野 30084 ワールド開発工業（株）

長　野 30496 南重建設（株）

長　野 30525 北陽建設（株）

長　野 30571 （株）竹花組

長　野 30637 畑八開発（株）

長　野 30638 （株）栄和

長　野 30639 共和興業（株）

長　野 30646 （株）アースワーク

長　野 30650 （有）遠藤建機

長　野 30663 （株）北野

長　野 30667 木曽土建工業（株）

長　野 30669 飯山陸送（株）

長　野 30676 （株）東栄興業

長　野 30680 宮下建設工業（株）

長　野 30682 （株）望月組

長　野 30719 （株）喜久屋商会

長　野 30779 浅川建設工業（株）

長　野 30803 廣瀬建設工業（株）

長　野 30812 （株）松川組

長　野 30815 （株）小山産業

長　野 30818 （株）ワールド重機開発

長　野 30824 小木曽建設（株）

長　野 30851 （株）エス・エス・ケイ

長　野 40264 善光寺白馬電鉄（株） 本社　整備係

長　野 60381 信陽機材リース販売（株）

長　野 60593 シンワエンタープライズ（株）

長　野 60594 （有）イリク総業

長　野 60604 パークス甲信越（株）

長　野 60724 フジヤ機工（株）

長　野 60740 三葉機械リース（株）

長　野 60752 （株）原鉄

長　野 60816 （有）竹内自動車工業

長　野 60841 （株）サンコーレンタル

長　野 60853 長野工機（株）
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長　野 60875 （株）上田技研

長　野 60905 （株）コクサイリーシング

長　野 61026 （有）アイリース

長　野 61029 （有）丸子マシンセンター

長　野 61032 （株）レンタルシステム

長　野 61054 軌陸車テック（株）

長　野 61085 （株）リーバンス

長　野 61088 （有）ナカミチ

長　野 61162 （株）アクティオ 長野支店

長　野 70013 福沢自動車（株）

長　野 70309 （株）マルエーアダチ

長　野 70389 飯田ヂーゼル（株）

長　野 70438 原田自動車（株）

長　野 70451 （株）前田製作所 営業企画部

長　野 70569 （株）東亜

長　野 70708 コマツカスタマーサポート（株） 中部カンパニー リフト営業部長野事業部

長　野 70758 （株）協和 諏訪店

長　野 70800 トヨタＬ＆Ｆ長野（株）

長　野 70816 ツカサ工業（株）

長　野 71014 （有）シナノ建機サービス

長　野 71112 長野富士販売（有）

長　野 71318 （株）共立自動車整備工場

長　野 71408 滋野自動車（株）

長　野 71413 飯田自動車（株）

長　野 71451 （株）中野車輌

長　野 71480 ミツワヤンマー（株）

長　野 71509 松本自動車工業（株）

長　野 71554 柳川自動車整備工場（有）

長　野 71568 （株）マツシマ

長　野 71755 （株）信濃車輌

長　野 71873 （株）山口自動車工場

長　野 71981 （株）オートパル佐久浅間

長　野 72078 （有）ヤマセ自動車

長　野 72216 （有）久保村モータース

長　野 72477 市川自工建機（株）

長　野 72481 長野特機（株）

長　野 72499 諏訪フォークリフト

長　野 72500 須高車輌販売（株）

長　野 72625 長野安全自動車（株）

長　野 72710 甲信イシコ（株）

長　野 72842 シンワアドヴァンス（株）

長　野 72914 伊南自動車工業（株）

長　野 72974 （有）エムエス工業

長　野 72990 （株）辰巳商会

長　野 73306 （株）長野いすゞ　飯山工場

長　野 73531 上伸建機（株）

長　野 73680 信越機工（株）

長　野 73921 冨士重機（株）

長　野 74092 飯田重車輌（株）

長　野 74119 クボタ重車輌（株）

長　野 74200 （有）北信建機サービス

長　野 74544 佐藤自動車（株）

長　野 74599 （有）伊那建機

長　野 74635 アートサービス（株）

長　野 74639 （株）オートパルいいだ
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長　野 74706 （有）田島自動車工業

長　野 74755 （株）野辺山産業

長　野 74797 （株）田中自動車

長　野 74813 （有）市川自動車真田

長　野 74852 （有）佐々木技工

長　野 74876 （有）カートップ

長　野 74919 （株）ミツトモ

長　野 74932 （株）ジェイエイオート長野

長　野 74965 （株）東部通商

長　野 75006 （有）オーエム長野

長　野 75132 （株）新和機械

長　野 75150 日立建機日本（株） 北関東・信越支社　長野支店

長　野 75198 日通商事（株） 東京支店 整備部 長野工場

長　野 75335 コベルコ建機日本（株） 上信越支社　長野工場

長　野 75407 ロジスネクスト信越（株） 長野支店

長　野 75408 糸魚川重機工業（株） 小谷営業所

長　野 75465 日本キャタピラー（同） 関東支社松本営業所

長　野 75473 ロジスネクストユニキャリア（株） 中部支社長野支店

長　野 75514 （株）クボタ建機ジャパン 松本営業所

長　野 75621 ＦＴ物流（株）

長　野 75675 （株）サンワ

長　野 75697 （株）エルエスケー信濃

長　野 75705 （有）丸山自動車工場

長　野 75712 飯山車輌（有）

長　野 75719 （株）協同機械化センター

長　野 75748 （株）技研ナガノ

長　野 75793 M'S MOTOR GARAGE （株）

長　野 75795 ルピナ車輌サービス（株）

長　野 75796 アイ.ビイ自動車工業（株）

長　野 75805 日油（株）

長　野 75812 （株）オートパル上伊那

長　野 75816 ジェイエイ・アップル（株） 工機センター

長　野 75822 カノーメンテナンス

長　野 75828 （有）中村自動車整備工場

長　野 75860 （有）フィールドマシナリー

長　野 75963 （有）フレンド自工

長　野 75982 山洋電気テクノサービス（株）

長　野 75983 みすずホールディングス（株）

長　野 76048 （株）タカノ重機

長　野 76107 （有）協栄フォークリフトサービス あづみ野支店

長　野 76149 （株）オートパル信州諏訪

長　野 80022 昭和ファインセラミックス（株）

長　野 80049 （一社）中部労働技能教習センター

長　野 80225 （株）公認大町自動車教習所

長　野 80234 信州名鉄運輸（株）

長　野 80236 日本通運（株） 長野支店

長　野 80241 みどり産業（株）

長　野 80294 ロータリー自動車（株）

長　野 80297 北信州森林組合

長　野 80305 旭松フレッシュシステム（株）

長　野 80310 （株）ハクトートータルサービス 高遠支店

長　野 80358 ナシモトカーサービス（株）

岐　阜 30046 伊藤建工（株）

岐　阜 40079 濃飛倉庫運輸（株）

岐　阜 40202 （株）中島工務店
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岐　阜 40238 （株）エスラインギフ

岐　阜 40250 濃飛西濃運輸（株）

岐　阜 61064 （株）キナン 大垣営業所

岐　阜 70027 新興自動車（株）

岐　阜 70135 新田自動車（株）

岐　阜 70136 北川自動車（株）

岐　阜 70354 東栄自動車工業（株）

岐　阜 70423 コマツカスタマーサポート（株） 中部カンパニー　岐阜支店

岐　阜 70685 （株）大垣オートサービス センター　穂積工場

岐　阜 70834 大垣機工（株）サービスセンター

岐　阜 70909 三伸工業（株）

岐　阜 71073 才勝商事（株）

岐　阜 71226 南城建設協同組合

岐　阜 71251 （株）三機工業

岐　阜 71317 足立自動車工業（株）

岐　阜 71385 マルアイ商事（株）

岐　阜 71649 柿ｹ瀬重機（株）

岐　阜 71968 （有）馬渕機械工業

岐　阜 72077 （株）新栄

岐　阜 72089 （有）各務自動車

岐　阜 72091 東濃自動車工業（株）

岐　阜 72130 （株）利興

岐　阜 72137 イビデン産業（株）整備センター

岐　阜 72138 （有）平澤自動車

岐　阜 72142 華陽オートテック（株）

岐　阜 72175 アルプス自動車（株）

岐　阜 72192 あおい自動車（株）

岐　阜 73115 岐阜日野自動車（株）

岐　阜 73256 藤倉自動車（株）

岐　阜 74421 （株）松浦トヨタリフトサービス

岐　阜 74423 （株）平和サービス

岐　阜 74424 竹島リフト（株）

岐　阜 74425 （株）大桜産業

岐　阜 74779 （有）中谷クレーン工業

岐　阜 74809 笠原自動車（株）

岐　阜 74863 （株）ヤマサ機械商会

岐　阜 74868 西建（株）

岐　阜 74886 （有）中濃自動車

岐　阜 74939 園田産業

岐　阜 75000 （株）モリ機工商会

岐　阜 75179 日立建機日本（株） 中部支社　岐阜支店

岐　阜 75247 大和機工（株） 岐阜営業所

岐　阜 75251 トヨタＬ＆Ｆ中部（株） 岐阜営業所

岐　阜 75422 ロジスネクスト中部(株) 美濃加茂支店

岐　阜 75469 日本キャタピラー（同） 岐阜営業所

岐　阜 75472 住友建機販売（株） 中部統括部　岐阜営業所

岐　阜 75488 コベルコ建機日本（株） 中部支社　東海西営業所　岐阜工場

岐　阜 75586 （有）オー・ティ・エス

岐　阜 75637 森藤サービス

岐　阜 75655 （有）シンセーサービス機工

岐　阜 75665 東美濃農業協同組合 自動車センター

岐　阜 75740 西濃建機（株）

岐　阜 75774 （株）松久総合

岐　阜 75858 （有）神部自動車整備工場

岐　阜 75868 （有）益田重機
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岐　阜 75869 ＳＴサービス

岐　阜 75870 タイヤショップ石原

岐　阜 75925 アジア産業（株） 東濃営業所

岐　阜 75970 （株）堀田商会

岐　阜 76100 （株）岐阜建販

岐　阜 76122 （株）中部エフテック

岐　阜 76135 （有）大建産業

岐　阜 76136 （有）コジマ特車

岐　阜 76169 町野自動車工業（有）

岐　阜 76187 中部産機システムズ（株）

岐　阜 76233 住友ナコフォークリフト販売（株） 岐阜支店　岐阜営業所

静　岡 30731 （株）アキヤマ

静　岡 40208 田子の浦埠頭（株）

静　岡 40214 （株）ハマキョウレックス

静　岡 60299 片岡建機リース（株）

静　岡 60301 （株）浜松建産

静　岡 60313 （株）レント

静　岡 60314 太陽建機レンタル（株）

静　岡 60788 第一建機工業（株）

静　岡 60898 フジ建機リース（株）

静　岡 60935 （株）レンタルのニッケン

静　岡 61021 （株）レンタルシステム東海

静　岡 61141 （株）丸順

静　岡 61246 （株）ヨシカワ 静岡営業所

静　岡 70064 （有）平井自動車商会

静　岡 70208 トヨタＬ＆Ｆ静岡（株）

静　岡 70246 ロジスネクスト静岡（株）

静　岡 70283 静岡小松フォークリフト（株）

静　岡 70311 （株）駿河建機

静　岡 70318 （株）シズケン

静　岡 70366 スズキ機械産業（株）

静　岡 70367 田川産業（株）

静　岡 70371 大興産業（株）

静　岡 70372 コマツカスタマーサポート（株） 中部カンパニー本社

静　岡 70374 （株）浜松建販

静　岡 70627 浜松小松フォークリフト（株）

静　岡 72229 （有）熱川輸送機工業

静　岡 72231 （有）石井自動車整備工場

静　岡 72233 （株）伊鈴商会

静　岡 72235 （株）飯島自動車

静　岡 72238 （有）太田重工

静　岡 72241 （株）落合自動車

静　岡 72242 （株）小野寺自動車工業

静　岡 72244 数野自動車（株）

静　岡 72245 金沢自動車

静　岡 72246 神戸自動車工作所

静　岡 72247 笹島建設（株） 笹島自動車整備工場

静　岡 72248 （株）協和モータース

静　岡 72249 （有）宏和工業モータース

静　岡 72250 （株）小西自動車

静　岡 72253 静岡県車輌サービス（株）

静　岡 72255 （株）ケンサンキ

静　岡 72256 静増産業（株）

静　岡 72257 島田モーターサービス（株）

静　岡 72259 （株）鈴木自動車
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静　岡 72260 ダイドー重機商工（株）

静　岡 72263 大甲自動車工業（株）

静　岡 72264 中遠機械（株）

静　岡 72265 （有）中部荷役車輌サービス

静　岡 72268 東海シンコーリフト（株）

静　岡 72272 （株）トモエ商会

静　岡 72273 （株）中田重機

静　岡 72280 （株）袋井フォークリフト販売

静　岡 72286 （有）牧野自動車工業所

静　岡 72287 （株）増田特殊車輌

静　岡 72288 マルオ建機サービス

静　岡 72289 丸事商工（有）

静　岡 72294 （有）渡辺自動車工業

静　岡 72295 （有）スンエン建機

静　岡 72296 （株）アート商会

静　岡 72297 建機工業（株）

静　岡 72302 サンケンリース（株）

静　岡 72303 （株）フォークリフト静岡

静　岡 72307 静岡特殊車輌販売（株）

静　岡 72310 ＪＡ大井川シャネン（株） 西部車両センター

静　岡 72311 （株）静岡建機

静　岡 72312 山本ヂーゼル工業（株）

静　岡 72313 （株）清水日産自動車商会

静　岡 72341 伊豆箱根バス（株）

静　岡 72471 （有）三洋機販

静　岡 72473 （株）ニッカン

静　岡 72777 （有）仲澤自動車工業所

静　岡 72882 （有）イケヤ重機

静　岡 72912 （株）マルマサ機工

静　岡 73052 （株）アクト

静　岡 73095 静建サービス（株）

静　岡 73096 （有）森下自動車

静　岡 73102 （有）柴田整備

静　岡 73137 （有）三栄自動車

静　岡 73138 駿河フォークリフト

静　岡 73150 （株）塚本

静　岡 73236 （有）大長建機

静　岡 73431 東海ジィーゼル（株）

静　岡 73532 （株）八木自動車工場

静　岡 73600 ヘイセイ車輌サービス

静　岡 73777 静友サービス（株）

静　岡 73916 高橋フォークリフト

静　岡 73917 （有）東海機工

静　岡 73918 駿豆通運倉庫（株）

静　岡 73926 （株）トモエ自工

静　岡 73992 （有）トクショー機械サービス

静　岡 73996 （株）天龍コーポレーション

静　岡 74057 東光自動車工業（株）

静　岡 74158 （株）福沢自動車

静　岡 74187 （株）リペアエスエス

静　岡 74227 （株）カーメイト松下

静　岡 74252 （株）遠興自動車部

静　岡 74288 （株）新富田自動車工場

静　岡 74307 （有）大場機械

静　岡 74385 （株）片岡屋
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静　岡 74408 望月フォークリフト

静　岡 74410 （有）丸昇　ｶﾓｸﾞﾝｶﾜｽﾞﾁｮｳ

静　岡 74467 鈴与オートテックサービス（株）

静　岡 74502 渡辺モータース

静　岡 74504 （有）ミナモト自工

静　岡 74517 （株）信成機械

静　岡 74518 （有）マツテックサービス

静　岡 74524 （有）稲村建機

静　岡 74546 土井産業（株） 静岡営業所

静　岡 74547 豊永自動車工業（株）

静　岡 74548 （株）とぴあサービス

静　岡 74574 （株）　志村自動車

静　岡 74611 坂井モーター（株）

静　岡 74676 （株）西尾商店

静　岡 74758 弘栄車輌（株）

静　岡 74774 （株）浜松山福

静　岡 74795 南條機械

静　岡 74862 （有）ジェイエスケイ

静　岡 74912 沼津特殊車輌

静　岡 74929 富士センコー運輸（株）

静　岡 74930 （株）アトラスサービス

静　岡 74931 （株）Ｊーパック 静岡事業所

静　岡 74974 （有）岩本塗装工業

静　岡 74975 鈴与コンテナエンジニアリング（株）

静　岡 74998 （株）田澤建機

静　岡 74999 （有）コトブキ

静　岡 75151 日立建機日本（株） 静岡支店

静　岡 75305 住友建機販売（株） 浜松営業所

静　岡 75361 ロジスネクストユニキャリア（株） 中部支社静岡支店

静　岡 75436 住友ﾅｺﾌｫｰｸﾘﾌﾄ販売（株） 西関東支店　静岡東営業所

静　岡 75441 ロジスネクスト中部（株） 焼津支店

静　岡 75467 日本キャタピラー（同）

静　岡 75487 コベルコ建機日本（株） 中部支社　東海東営業所　沼津工場

静　岡 75515 （株）クボタ建機ジャパン 関東第２営業部　静岡営業所

静　岡 75605 春日整備（株）

静　岡 75638 リフトワーク

静　岡 75651 鈴木自動車総業（株）

静　岡 75677 （株）さつき自動車

静　岡 75831 エムテックサービス（株）

静　岡 75840 （株）駿東

静　岡 75863 （有）アスカクレーン

静　岡 75889 ＮＴＮテクニカルサービス（株） 磐田事業所

静　岡 75918 ミナミリフト

静　岡 75931 （有）桜井建機サービス

静　岡 75973 山岸運送（株）

静　岡 75975 大丸自動車工業（株）

静　岡 75993 （株）ビーフラット

静　岡 76027 (有)エムワイ商会

静　岡 76083 東海自動車工業（株） 静岡支店

静　岡 76118 浜松地区運送事業協同組合

静　岡 76130 丸三自動車整備（株）

静　岡 76156 （有）松野エクスプレス

静　岡 76164 大和機工（株） 静岡営業所

静　岡 76182 （株）カーケア東海

静　岡 76189 （株）リフトワークス
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静　岡 76191 （株）熊谷工業

静　岡 76242 （株）S・R・T工業

静　岡 80065 東海交通機械（株） 浜松設備事業所

静　岡 80083 東芝キヤリアエンジニアリング＆ライフサポート（株）

愛　知 10012 日本車輌製造（株）

愛　知 10026 （株）豊田自動織機 トヨタＬ＆Ｆカンパニー

愛　知 10027 住友ナコフォークリフト（株）

愛　知 30764 ワールド開発工業（株） 名古屋営業所

愛　知 30841 （株）トラバース 名古屋営業所

愛　知 40222 日本通運（株） 名古屋支店

愛　知 40252 西濃運輸（株） 中部整備工場

愛　知 50017 オークマ（株）

愛　知 60133 瀧冨工業（株）

愛　知 60705 （株）エスシー・マシーナリ 名古屋機械センター

愛　知 60710 レンテック大敬（株）

愛　知 60723 向和リース（株）

愛　知 60852 （株）萩原商会

愛　知 60858 スズヒロフォークリフト（株）

愛　知 60924 西尾レントオール（株） 名古屋支店

愛　知 61011 （株）カナモト 名古屋南営業所

愛　知 61235 （株）ワキタ 名古屋中央支店

愛　知 61253 （株）中日通商

愛　知 70063 伊勢湾陸運（株）

愛　知 70067 伸栄自動車（株）

愛　知 70068 衣浦自工（株）

愛　知 70081 中部資材（株）

愛　知 70094 由良海運（株）

愛　知 70132 土井産業（株）

愛　知 70182 大和機工（株）

愛　知 70185 （株）リアル

愛　知 70190 ブルドーザー整備（株）

愛　知 70201 トヨタＬ＆Ｆ中部（株）

愛　知 70254 コマツカスタマーサポート（株） 中部カンパニー

愛　知 70378 新明和ディーゼル（株）

愛　知 70395 （株）ササイナカムラ 半田サービスセンター

愛　知 70403 重機商工（株）

愛　知 70430 (有)豊徳工業

愛　知 70528 (有)日新重機

愛　知 70592 （株）堀田サービス

愛　知 70644 瀬戸いすゞ自動車（株） ｺﾏﾂ東尾張

愛　知 70666 大東自機工業（株）

愛　知 70686 （株）安藤モータース

愛　知 70926 （株）カイノス サービスセンター

愛　知 70958 朝日建機（株）

愛　知 70994 (有)平伊建機

愛　知 71045 (有)大洋自機

愛　知 71047 特車工業（株）

愛　知 71182 （株）東建

愛　知 71208 ナゴヤ建機センター（株）

愛　知 71247 愛和機械（株）

愛　知 71334 （株）丸建サービス

愛　知 71382 ロジスネクスト中部（株）

愛　知 71477 中京重機（株）

愛　知 71695 （株）東海特装車

愛　知 71828 （株）三河リフト
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愛　知 72066 岡本重機溶接(有)

愛　知 72143 東海ニチユ（株）

愛　知 72181 日商機（株）

愛　知 72189 名鉄自動車整備（株）

愛　知 72470 新明工業（株）

愛　知 72631 東海重機整備（株）

愛　知 72757 (有)三共レンタル

愛　知 72776 （株）フジトランスライナー

愛　知 72855 長坂自動車興業（株）

愛　知 72879 名海運輸作業（株）

愛　知 72937 東陽物流（株）

愛　知 72943 (有)白鳥機械

愛　知 72984 （株）イトー自動車整備

愛　知 72995 ＴＧロジスティクス（株）

愛　知 73037 (有)三河フォークリフト

愛　知 73091 （株）遠矢重機工業

愛　知 73144 アジア産業（株）

愛　知 73171 アトラスカーゴサービス（株）

愛　知 73172 (有)三友建機

愛　知 73301 梶原重機（株）

愛　知 73302 （株）シンテクノ

愛　知 73303 ビューテック（株） 車輌整備事業部

愛　知 73304 日本キャタピラー（同） 東海地区

愛　知 73361 ロジスネクストユニキャリア（株） 中部支社

愛　知 73499 セイコー重機（株）

愛　知 73736 （株）ガレージワン

愛　知 73752 共同産業(有)

愛　知 73826 （株）五十鈴工作所 二川工場

愛　知 73827 丸八重整備（株）

愛　知 73844 河合物産（株）

愛　知 73859 コベルコ建機日本（株） 中部支社東海中央営業所　名古屋工場

愛　知 73875 (有)井川自動車サービス

愛　知 73878 元山整備

愛　知 73894 広和産業（株）

愛　知 73895 豊國車輌（株）

愛　知 73930 （株）ティアイ機工

愛　知 73931 (有)リフテックサービス

愛　知 73951 碧南運送（株） オートサービス

愛　知 73953 トヨキン（株）

愛　知 73986 (有)明生特機

愛　知 74015 （株）沓名産業

愛　知 74022 （株）フカミ

愛　知 74037 （株）勇建

愛　知 74129 （株）ナルセ

愛　知 74202 昭和建機（株）

愛　知 74212 丸太自動車整備（株）

愛　知 74250 （株）Ｉ．Ｐ．Ｓ．コーポレーション

愛　知 74263 (有)パイオニア自動車

愛　知 74270 愛知自動車（株）

愛　知 74272 （株）中部自動車整備

愛　知 74297 （株）太正重機

愛　知 74347 （株）ミック

愛　知 74451 新和自動車工業（株）

愛　知 74506 中部シンコーリフト（株）

愛　知 74519 （株）カトウ自動車
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愛　知 74622 （株）中部ロックドリルサービス

愛　知 74637 近藤自動車（株）

愛　知 74667 (有)エフケーエル

愛　知 74672 セントレアGSEサービス（株）

愛　知 74682 大建機工(有)

愛　知 74705 港自工（株）

愛　知 74715 （株）フカヤ工業

愛　知 74716 荒木モータース（株）

愛　知 74744 （株）トミタ

愛　知 74815 フジ自動車工業（株）

愛　知 74832 アイシン自工(有)

愛　知 74884 テック（株）

愛　知 75120 （株）UACJ物流

愛　知 75134 （株）アイチコーポレーション 中部支店

愛　知 75152 日立建機日本（株） 中部支社

愛　知 75199 日通商事（株） 名古屋支店

愛　知 75231 マルマテクニカ（株） 名古屋事業所

愛　知 75306 住友建機販売（株） 名古屋支店

愛　知 75354 （株）前田製作所 名古屋支店

愛　知 75434 住友ナコフォークリフト販売（株） 名古屋支店

愛　知 75504 （株）クボタ建機ジャパン 中部営業所

愛　知 75520 住友重機械建機ｸﾚｰﾝ（株） 名古屋サービス工場

愛　知 75554 （株）東山サービス

愛　知 75555 （株）オートサービス大興

愛　知 75559 (有)瀧川自動車工業所

愛　知 75609 （株）富士特殊

愛　知 75617 東海オートメンテナンス（株）

愛　知 75648 豊島倉庫(有)

愛　知 75699 (有)エコ・クリーン

愛　知 75836 丸共通運（株）　整備工場

愛　知 75838 刈急運輸（株）

愛　知 75873 調和工業（株） 名古屋支店

愛　知 75926 ＳＧモータース（株） 中京店

愛　知 75950 ブラザーロジテック（株）

愛　知 75985 （株）大和電機工作所

愛　知 76006 豊橋シンコーリフト（株）

愛　知 76009 サンエイ（株）

愛　知 76010 キムラユニティー（株）

愛　知 76012 （株）オカダサービス

愛　知 76021 フジキュー整備（株）

愛　知 76022 協和陸運（株）

愛　知 76064 原田エンジニアリング（株）

愛　知 76072 (有)ケイエム重機

愛　知 76074 （株）サンエス

愛　知 76108 山市車輌（株）

愛　知 76111 （株）リフト・ランド

愛　知 76138 イマノ自動車（株）

愛　知 80003 （株）長谷川建材

愛　知 80204 丸全昭和運輸（株） 衣浦営業所

愛　知 80207 住友建機販売（株） 住友建機教習所

愛　知 80363 （株）カワタ金属

三　重 30056 丸亀重機建設（株）

三　重 30454 水谷建設（株）

三　重 30604 （株）岩建工業

三　重 30615 （株）井戸坂建設
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三　重 30623 （株）出口組

三　重 30630 ミヤコ産業（株）

三　重 30634 西日本建設（株）

三　重 30635 守成建設（株）

三　重 30791 （株）荻野建設

三　重 30793 余野部建材（株）

三　重 30795 （有）伊藤工務店

三　重 30820 久保田土木

三　重 30837 （株）山野建設

三　重 30850 （株）ハンエイ

三　重 40101 日本トランスシティ（株）

三　重 40132 （株）日本陸送

三　重 40133 四日市物流サービス（株）

三　重 40134 センコー（株） 三重支店

三　重 40200 杉栄開発（株）

三　重 40201 （株）北越ペーパーテック紀州

三　重 40239 伊勢湾倉庫（株）

三　重 40243 三岐通運（株）

三　重 40244 西川運輸（株）

三　重 50040 北越コーポレーション（株） 洋紙事業本部紀州工場

三　重 50064 （株）ＬＩＸＩＬ名張工場

三　重 50075 シンフォニアテクノロジー（株） 伊勢製作所

三　重 50124 本田技研工業（株） 鈴鹿製作所

三　重 50138 横浜ゴム（株）三重工場

三　重 60317 中央産商（株）

三　重 60400 スカイリース（株）

三　重 60567 土井商會

三　重 60583 （株）エフティー レンタリース三重

三　重 60589 林建材（株）

三　重 60742 マツオカ建機（株）

三　重 60920 相互重機リース（株）

三　重 61002 （株）カナモト 名古屋西営業所

三　重 61095 （株）キナン

三　重 70154 コマツカスタマーサポート（株） 近畿四国カンパニー三重地区サービスセンタ

三　重 70173 山本機工（株）

三　重 70461 小倉建機

三　重 70541 ロジスネクストユニキャリア（株） 中部支社

三　重 70634 （株）小塚商事

三　重 70659 新栄自動車（有）

三　重 70950 ススキ産機（株）

三　重 71041 相互車輌（有）

三　重 71049 相互建機（株）

三　重 71183 （株）整備工場東海 葵工場

三　重 72351 （株）フィールドメンテナンス 紀南重機工場

三　重 72861 （有）中山自動車

三　重 72956 ナゴヤシンコー（株）

三　重 72957 （有）加藤モータース商会

三　重 72961 （有）ムツミモータース

三　重 72963 小川整備（株）

三　重 72982 （株）ハヤミ重機

三　重 72985 中央自動車（株）

三　重 73016 （有）フジタサービス

三　重 73328 ニシムラ建機（株）

三　重 73500 セントラル自動車整備（株）

三　重 73775 中部資材（株） 四日市営業所
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三　重 73813 ヤマキ産業（株）

三　重 73845 サンケン

三　重 73981 松井自動車工業

三　重 74088 亀山建設機サービス（有）

三　重 74089 港車輌

三　重 74090 中井フォークリフト

三　重 74097 （有）北勢サービス

三　重 74102 東建機

三　重 74103 （株）ナカミチ建機サービス

三　重 74104 （有）イシカワ建機

三　重 74113 （株）朝日建機

三　重 74127 伊井運輸（株）

三　重 74155 水谷建機サービス

三　重 74237 斉藤自工

三　重 74343 富士物流サポート（株） 三重事業所

三　重 74362 ヤマギシズム生活豊里実顕地 農事組合法人

三　重 74430 （株）ヤマゼン自動車工業

三　重 74538 （株）大松サービシーズ

三　重 74576 鈴鹿自動車工業（株）

三　重 74651 浦木車輌

三　重 74657 小林フィールドサービス

三　重 74775 （株）高野

三　重 74855 （有）高岡自動車

三　重 74967 （有）プロフィットサポート

三　重 75153 日立建機日本（株） 中部支社 愛知三重支店　三重営業所

三　重 75250 トヨタＬ＆Ｆ中部（株）

三　重 75355 （株）前田製作所 名古屋支店　三重営業所

三　重 75423 ロジスネクスト中部（株）

三　重 75437 住友ナコフォークリフト販売（株） 三重支店

三　重 75468 日本キャタピラー（同）

三　重 75560 （株）丸中整備

三　重 75595 東海運輸建設（株）

三　重 75596 （株）ノダリフトサービス

三　重 75597 東芝三重メンテサービス（株）

三　重 75663 錦城護謨（株）

三　重 75696 コベルコ建機日本（株）

三　重 75735 勢友自動車（株）

三　重 75741 （株）ＨＫＣ

三　重 75744 シモムラ建機（株）

三　重 75762 大和機工（株） 三重営業所

三　重 75792 東洋通商（株）

三　重 75884 和幸商事

三　重 76041 （株）アイチコーポレーション 三重サービスステーション

三　重 76116 （株）ヨシダ建機

三　重 76128 （株）アクティオ 三重いなべテクノパーク統括工場

三　重 76221 岡本重建機

三　重 80020 阿倉川運送（株）

三　重 80229 （株）ジェイエイサービス伊勢 カーセンター

三　重 80239 （株）尾﨑畜産御浜ファーム

三　重 80312 岩谷興産（株）

滋　賀 60376 滋賀ハイワーク（株）

滋　賀 60721 （株）辻建

滋　賀 60832 カキザキ建機（株）

滋　賀 70046 川村重機サービス（有）

滋　賀 70327 （株）川嶋機械

48/77



支部 社員番号 社     員     名 支店/営業所

滋　賀 70421 彦根相互トラック（株）

滋　賀 70460 コマツ滋賀（株）

滋　賀 70535 滋賀建機（株）

滋　賀 70628 西脇技研工業（株）

滋　賀 70862 近江ユニキャリア販売（株）

滋　賀 70948 佐伯重機工業（株）

滋　賀 71321 （株）電気硝子物流サービス

滋　賀 71436 ヤンマーアグリジャパン（株） 長浜支店

滋　賀 71627 （株）平田自工

滋　賀 71642 （有）安田溶工所

滋　賀 71727 近江自動車工業（株）

滋　賀 71784 大喜産業（株）

滋　賀 73127 （株）ナエムラ自工

滋　賀 73436 真和自動車工業所

滋　賀 73446 （有）北村モータース

滋　賀 73449 （株）三協建機サービス

滋　賀 73450 滋賀センコー運輸整備（株）

滋　賀 73511 長浜フォークリフト

滋　賀 73880 中谷自動車工業（株）

滋　賀 73885 西坂農機（株）

滋　賀 74013 （有）山方モータース

滋　賀 74372 滋賀京栄（株）

滋　賀 74463 西澤自動車工業（株）

滋　賀 74476 （有）湖北モータース

滋　賀 74625 三陽建材（有）

滋　賀 74708 住友ナコフォークリフト販売（株） 滋賀営業所

滋　賀 74856 桑原自工（株）

滋　賀 75307 住友建機販売（株） 滋賀営業所

滋　賀 75341 京都電業（株） 滋賀営業所

滋　賀 75366 京栄ニチユ（株） 滋賀営業所

滋　賀 75377 コマツカスタマーサポート（株） 栗東支店

滋　賀 75379 トヨタＬ＆Ｆ近畿（株） 守山支店

滋　賀 75452 日本キャタピラー（同） 栗東営業所

滋　賀 75518 ロジスネクスト近畿（株）

滋　賀 75538 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 彦根事業所

滋　賀 75541 日通商事（株）　 大阪支店　滋賀工場

滋　賀 75763 中西輸送機（株） 滋賀工場

京　都 10025 三菱ロジスネクスト（株）

京　都 60618 京栄産機（株）

京　都 60754 明成車輌（株）

京　都 60839 （株）三光リース

京　都 60915 （株）エスケーコーポレーション

京　都 61044 高石機械産業（株）

京　都 61067 （株）京都鉄工

京　都 61111 （株）日本サルベージ・サービス

京　都 61186 （株）ワキタ 京都中央営業所

京　都 70029 ロジスネクストユニキャリア（株） 京都支店

京　都 70333 水田重機工業（株）

京　都 70345 福正小松販売（株）

京　都 70442 京都電業（株）

京　都 70515 （有）田辺機械サービス

京　都 70590 京栄ニチユ（株）

京　都 70624 コマツカスタマーサポート（株） 近畿四国カンパニー京都支店

京　都 70647 トヨタＬ＆Ｆ近畿（株）

京　都 70767 前田自動車（株）
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京　都 70769 （株）ロクタ

京　都 71618 （株）城谷自動車工作所

京　都 72162 ティービー（株）

京　都 73044 八志建機工業（株） 京都工場

京　都 73536 安田熔工（株）

京　都 73541 （株）ホクシンリフト

京　都 73542 （有）植山重機整備

京　都 73543 関西機械開発（株）

京　都 73548 志摩機械（株）

京　都 73551 京都通運（株） 整備工場

京　都 73554 （有）丹後工作所

京　都 73555 サイトフォークリフト工業

京　都 73557 （有）三栄建機サービス

京　都 73924 松島農工（株）

京　都 73925 （株）ミネテツ自動車

京　都 74024 （株）小阪モータース

京　都 74495 ロジスネクスト近畿（株）

京　都 74603 （株）メイテック

京　都 74789 （株）エヌエスサポート

京　都 74889 長田発動機

京　都 75009 （株）ユーシン

京　都 75154 日立建機日本（株） 関西支社北近畿支店

京　都 75201 日通商事（株）　 大阪支店　整備部　京都工場

京　都 75308 住友建機販売（株） 関西統括部　北近畿支店

京　都 75438 住友ﾅｺﾌｫｰｸﾘﾌﾄ販売（株） 京滋支店京都営業所

京　都 75453 日本キャタピラー（同） 京都営業所

京　都 75611 コベックス近畿（株）

京　都 75771 安田石油（株）修理工場

京　都 75936 新晃自動車工業（株）

京　都 76004 （株）京都商興

京　都 76056 今北自動車工業（株）

京　都 76106 京丹自動車整備（株）

京　都 76123 コベルコ建機日本（株） 関西支社京滋工場

京　都 76127 （株）吉岡商店

京　都 76198 田中産業（株）

京　都 76229 （株）洛北建機

京　都 80185 宮津海陸運輸（株）

大　阪 10030 （株）クボタ

大　阪 10063 日本ニューマチック工業（株） ｶｽﾀｰｻｰﾋﾞｽ＆ｿﾘｭｳｰｼｮｳﾝｾﾝﾀｰ

大　阪 30713 （株）泉北ニシイ

大　阪 30761 山﨑建設（株） 大阪支店

大　阪 30842 Ａ's技建（株）

大　阪 30855 （株） エナジー技工

大　阪 40206 （株）オーナミ

大　阪 40218 日本通運（株） 大阪支店

大　阪 40260 光陽商事（株）

大　阪 50067 ダイハツ工業（株） 本社(池田)･京都工場(池田地区)

大　阪 50107 三和機材（株） 大阪支店

大　阪 50128 オカダアイヨン（株）

大　阪 50130 （株）木村工作所

大　阪 60001 西尾レントオール（株）

大　阪 60058 （株）ワキタ 本社

大　阪 60066 （株）ヒロツ

大　阪 60209 サヤマリース（株） SICﾒﾝﾃｯｸ

大　阪 60254 上武建設（株）
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大　阪 60256 （株）日商機械

大　阪 60303 （株）南大阪建機

大　阪 60361 ﾆｼｵﾃｨ-ｱﾝﾄﾞｴﾑ（株） 関西支店

大　阪 60410 （株）レンタルコトス

大　阪 60411 奥村機械（株）

大　阪 60415 （株）横内商会

大　阪 60440 大八建機

大　阪 60459 （株）リンク

大　阪 60481 新日本建販（株） 大阪南リースセンター

大　阪 60504 （有）テクノ工業

大　阪 60505 （有）興南機械

大　阪 60526 ユタカ電建工業（株）

大　阪 60621 （株）トーケンリースサービス

大　阪 60730 オータ建機（株）

大　阪 60806 泉北重車輌

大　阪 60862 フジ建機リース（株）

大　阪 60884 （株）東伸

大　阪 60914 （株）明由工業

大　阪 60922 （株）アキタレンタル

大　阪 60955 （株）カナモト 大阪中央営業所

大　阪 60974 エスアールエス（株）

大　阪 61031 城東機械リース（株）

大　阪 61037 （株）サイコー

大　阪 61188 （株）レントップ

大　阪 61255 （株） 秋田

大　阪 70005 トヨタL＆F近畿（株）

大　阪 70023 ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄﾕﾆｷﾔﾘｱ（株） 関西支社

大　阪 70037 特殊車輌整備工業（株）

大　阪 70093 ロジスネクスト近畿（株）

大　阪 70105 大阪特殊車輌（株）

大　阪 70163 大阪住重建機（株）

大　阪 70226 中谷運輸（株）

大　阪 70273 丸毛自動車工業（株）

大　阪 70463 トーヨーサービス（株）

大　阪 70520 村上電気興業（株）

大　阪 70523 （株）トーメック

大　阪 70549 （株）アドバンス

大　阪 70551 吉田自動車工業（株）

大　阪 70670 田中自動車（株）

大　阪 70749 南近畿ＴＣＭ（株）

大　阪 70854 森田自動車工業（株）

大　阪 71205 橋本自動車工業（株）

大　阪 71282 （有）エフティー産業

大　阪 71306 関西特殊建機（株）

大　阪 71322 朝日自動車工業（株）

大　阪 71332 住友ﾅｺﾌｫｰｸﾘﾌﾄ販売（株） 西日本統括支店

大　阪 71366 源八自動車（株）

大　阪 71402 （株）クボタ建機ｼﾞｬﾊﾟﾝ 関西営業部

大　阪 71532 （株）関電Ｌ＆Ａ

大　阪 71563 間口ジェネラルサ―ビス（株） 大阪港工場

大　阪 71572 日本重機販売（株）

大　阪 71666 （有）久宗自友

大　阪 71732 和泉重機（有）

大　阪 72534 岡田自動車工業（株）

大　阪 72598 星和産業（株）
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大　阪 72837 小野原特殊車輌（株）

大　阪 72838 （株）オムテック

大　阪 72862 （株）田辺商店

大　阪 73000 （有）平野自動車

大　阪 73001 タカハシテクノ（株）

大　阪 73070 （株）高木モータース

大　阪 73188 鴻池運輸（株） 関西支店 伝法営業所此花ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

大　阪 73208 大進自動車工業（株）寝屋川工場

大　阪 73227 協南リペア（株）

大　阪 73260 日本キャタピラー（同） 近畿地区

大　阪 73872 ＡＮＡ大阪空港（株）

大　阪 73896 東洋車輌（株）

大　阪 74027 井上自動車興業（株）

大　阪 74174 ﾀﾞｲｷﾝ福祉ｻｰﾋﾞｽ（株） 淀川営業所

大　阪 74248 大正工業（株）

大　阪 74429 （株）ティエムサービス

大　阪 74597 髙橋重機（株）

大　阪 74826 （有）泉南フォークリフト

大　阪 74827 ジョーセイサービス

大　阪 74849 コマツカスタマーサポート（株） 近畿四国カンパニー大阪支店

大　阪 74878 （有）フォークリフト大原

大　阪 75008 （株）オーヨド

大　阪 75135 （株）アイチコーポレーション 関西支店

大　阪 75164 日立建機日本（株） 関西支社近畿中央支店　大阪営業所

大　阪 75188 山九（株） 堺自動車整備工場

大　阪 75211 日通商事（株） 大阪支店 大阪工場

大　阪 75309 住友建機販売（株） 関西統括部　大阪支店

大　阪 75448 ＣＫＴＳ（株）

大　阪 75497 コベルコ建機日本（株） 大阪工場

大　阪 75525 （株）ﾀﾀﾞﾉﾃｸﾉ西日本

大　阪 75590 ＡＮＡ関西空港（株） 車輌整備工場

大　阪 75591 （有）共栄ｻｰﾋﾞｽ

大　阪 75647 （有）ダイセン

大　阪 75784 三  晃

大　阪 75791 （有）昌和自動車工業

大　阪 75837 南大阪センコー運輸整備（株）

大　阪 75872 調和工業（株） 大阪支店

大　阪 75927 ＳＧﾓｰﾀｰｽ（株） 東大阪店

大　阪 75965 （株）美原リフトサービス

大　阪 75966 天野フォークリフト（株）

大　阪 76002 東南興産（株）

大　阪 76030 （有）有村重機

大　阪 76036 大阪リフトサービス（株）

大　阪 76037 ﾅｶﾉﾌｫｰｸﾘﾌﾄ工業（株）

大　阪 76148 （株）菱堺テクノ

大　阪 80079 共進リフト

大　阪 80275 日通･ＮＰロジスティクス（株）

大　阪 80287 （株）ツネミオートテクニカ

大　阪 80313 荒木運輸（株）

大　阪 80328 ｺｰﾅﾝ商事（株）

大　阪 80354 南海商事（株）

大　阪 80361 （株）さつき

兵　庫 10062 極東開発工業（株）

兵　庫 30616 （株）横山基礎工事

兵　庫 30789 灘重機建設（株）
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兵　庫 40232 神菱港運（株）

兵　庫 40234 （株） 上組 神戸支店

兵　庫 40266 Ｆ－ＬＩＮＥ（株） 西宮物流センター

兵　庫 50104 産業振興（株）広畑事業所

兵　庫 60065 ソオイ産業（株）

兵　庫 60089 湊川産業（株）

兵　庫 60511 ベストレンタル（株）

兵　庫 60733 （株）カンキ

兵　庫 60741 山喜産業（株）

兵　庫 60820 （株）山忠商会

兵　庫 60846 （株）大陸フォークリフト

兵　庫 60865 洲本重機サービス（有）

兵　庫 60929 西尾レントオール（株） 兵庫営業部

兵　庫 60963 （株）ビナン 姫路営業所

兵　庫 61081 ニシコン（株）

兵　庫 61115 （有）　伸輝販売

兵　庫 61185 昭和リース（株）

兵　庫 61205 （株）ワキタ 神戸営業所

兵　庫 70199 大阪フォークリフト（株）

兵　庫 70210 トヨタＬ＆Ｆ兵庫（株）

兵　庫 70445 コマツ淡路（株）

兵　庫 70573 サンヨーマックス（株）

兵　庫 70750 コマツカスタマーサポート（株） 近畿四国カンパニー

兵　庫 71016 兵庫フォークリフト（株）

兵　庫 71048 王子物流（株） 神崎モーターサービス

兵　庫 71067 エラサービス（株）

兵　庫 71125 トウハタ・サービス（株）

兵　庫 71148 西播産業（株）

兵　庫 71161 （株）山陰オアシス

兵　庫 71165 （株）三宮デンソー

兵　庫 71233 親和自動車（株）

兵　庫 71238 （株）昭和フォークリフト

兵　庫 71265 ＴＯＵＮ（株）

兵　庫 71269 橋本産機（株）

兵　庫 71314 東運サービス（株）

兵　庫 71433 建設機械土木（株）

兵　庫 71469 （株）三ノ宮モータース

兵　庫 71535 （株）森安自動車工作所

兵　庫 71584 出水自動車（株）

兵　庫 71761 （株）東海近畿クボタ 淡路事務所

兵　庫 71770 （有）ダイコク産機

兵　庫 71881 ダイヤ自動車工業（株）

兵　庫 71907 大広整備（株）

兵　庫 72040 （株）マサル 尼崎事業所

兵　庫 72059 寺谷自動車（株）

兵　庫 72068 （株）播丹土鉱機

兵　庫 72103 三松建機（株）

兵　庫 72104 シグマ産業（株） 明石工場

兵　庫 72109 東播自動車整備（株）

兵　庫 72110 三石自動車工業（株）

兵　庫 72112 山陰道路（株）

兵　庫 72113 （株）姫合オートサービス

兵　庫 72114 中央港運（株）

兵　庫 72115 （株）吉高自動車

兵　庫 72118 山陽自動車工業（株）
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兵　庫 72119 （株）松尾モータース

兵　庫 72163 神戸リフト工業（有） 兵庫事業所

兵　庫 72165 （株）ハマダ

兵　庫 72166 （株）川重サポート

兵　庫 72182 実咲自動車工業（株）

兵　庫 72224 （有）福原自動車

兵　庫 72355 木下自動車（株）

兵　庫 72361 氷上自動車工業（株）

兵　庫 72620 大鵬建機（株）

兵　庫 72705 木下商事（株）

兵　庫 72778 西村自動車（株）

兵　庫 72816 （株）赤穂ブルドーザー

兵　庫 72846 あわじ島農業協同組合 農機自動車センター

兵　庫 73085 姫路建機（株）

兵　庫 73093 （株）弘盛モータース

兵　庫 73132 （有）中央産業

兵　庫 73133 関西フォークリフト（株）

兵　庫 73263 柏原神姫自動車工業

兵　庫 73763 尼崎重機（株）

兵　庫 73765 近畿工業（株）

兵　庫 73810 （株）アワジ建機

兵　庫 73936 コベルコ建機日本（株） 関西支社

兵　庫 73962 （株）クボタ建機ジャパン 関西営業部

兵　庫 74050 （株）出石モータース

兵　庫 74115 （株）中道兄弟商会

兵　庫 74141 森兄弟自動車工業（株）

兵　庫 74306 （株）絹田熔工

兵　庫 74395 サンキョー（株）

兵　庫 74508 菱神テクニカ（株）神戸事業部

兵　庫 74533 （有）丸眞商会

兵　庫 74640 （株）ツルサキ

兵　庫 74722 三和機工（株）

兵　庫 74728 日鉄物流広畑（株）

兵　庫 74762 （株）カーテック

兵　庫 74793 ロジスネクスト近畿（株）

兵　庫 74860 姫路フォークリフト（株）

兵　庫 74870 （有）飛石自動車整備

兵　庫 74873 神鋼ＥＮ＆Ｍサービス（株） 加古川事業所

兵　庫 74937 （株）吉美

兵　庫 75105 （株）ユニオート

兵　庫 75136 （株）アイチコーポレーション 神戸サービスステーション

兵　庫 75155 日立建機日本（株） 関西支社 近畿中央支店　神戸営業所

兵　庫 75202 日通商事（株） 大阪支店

兵　庫 75216 ロジスネクストユニキャリア（株） 神戸支店

兵　庫 75310 住友建機販売（株） 神戸営業所

兵　庫 75324 喜多機械産業（株） 淡路営業所

兵　庫 75367 京栄ニチユ（株） 大阪営業所

兵　庫 75418 住友ナコフォークリフト 販売株式会社神戸支店　神戸営業所

兵　庫 75454 日本キャタピラー 合同会社近畿地区神戸営業所

兵　庫 75536 ビューテック（株） 車輌整備事業部　尼崎営業所

兵　庫 75592 ＳＥＩビジネスクリエイツ（株） 伊丹営業所

兵　庫 75777 但馬重機（株）

兵　庫 75778 山崎重機（株）

兵　庫 75909 Ｈ＆Ａフォークリフト（株）

兵　庫 75979 （株）村尾自動車商会
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兵　庫 76065 （有）ケーシーエム

兵　庫 76086 東洋建機（株）

兵　庫 76134 テクノバリューサービス（株）

兵　庫 76146 （株）技研製作所 関西工場

兵　庫 76157 ＳＧモータース（株） 西大阪店

兵　庫 76159 （株）ワークスエンジニアリング

兵　庫 76178 （株）　アイ・アール・シィ

兵　庫 76190 グリーンエンジニアリング（株） 神戸支店

兵　庫 76213 （株）オートワークス姫路中央

兵　庫 80169 三輪運輸工業（株） 加古川支店

兵　庫 80215 川崎重工業（株） 明石工場

兵　庫 80226 日本通運（株） 神戸支店

奈　良 30792 （株）ヤマガタ

奈　良 60134 （株）東海大阪レンタル

奈　良 60738 （株）ササイナカムラ

奈　良 60996 （株）大紀

奈　良 60997 （株）中和

奈　良 60998 （株）伊田重機

奈　良 61084 （株）シバテック

奈　良 70845 トヨタＬ＆Ｆ奈良（株）

奈　良 71230 ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄﾕﾆｷｬﾘｱ（株） 関西支社　奈良支店

奈　良 71248 奈良フォークリフト（株）

奈　良 71585 （株）伸興建機

奈　良 71608 （株）カーサービス　わかくさ

奈　良 74688 （有）橘生重工整備

奈　良 75224 ロジスネクスト近畿（株）

奈　良 75450 日本キャタピラー（同） 奈良営業所

奈　良 75528 コマツカスタマーサポート（株） 近畿四国カンパニー奈良地区サービスセンタ

奈　良 75545 桜井フォークリフト

奈　良 75546 フタミ重機工業

奈　良 75547 西本自動車工業

奈　良 75548 （株）西本自動車商会

奈　良 75549 蔦自動車整備工場

奈　良 75706 （株）カーテック奈良

奈　良 75789 （有）西岡特殊自動車

奈　良 75953 福本フォークリフト

奈　良 75955 （有）石川運輸

奈　良 76117 ヤマトフォークリフト

奈　良 76226 ﾔﾏﾄﾌｫｰｸﾘﾌﾄ

和歌山 40051 （株）紀洋

和歌山 60185 （株）オクトモリース

和歌山 60472 東建リース（株）

和歌山 60712 （株）マルトミレンタ

和歌山 60713 （株）キナン

和歌山 60801 （株）産・九 中営業所

和歌山 60881 （株）冷水機械

和歌山 60890 （株）秋富商店

和歌山 61130 東洋建機　（株）

和歌山 61184 （株）ＦＴエンジニアリング

和歌山 70332 （株）中紀自動車

和歌山 70446 温井（株）

和歌山 70706 トヨタＬ＆Ｆ和歌山（株）

和歌山 71079 （株）庵田自動車商会

和歌山 71170 （株）富士工

和歌山 72659 （株）有田自動車サービス
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和歌山 72661 （株）柚  一 日高ﾘﾌﾄ工場

和歌山 72663 徳谷工作所

和歌山 72666 （有）天満自動車商会

和歌山 72667 （有）昌英自動車整備

和歌山 72669 総合車輌整備（株）

和歌山 72670 （株）紀州建販

和歌山 72671 南和総業（株）

和歌山 72682 （資）蓬莱自動車工作所

和歌山 72684 （有）山健重機整備

和歌山 72899 田辺建機（有）

和歌山 73562 三恵自動車（株）

和歌山 73824 （株）協和重機整備工場

和歌山 74139 （有）琴ノ浦モータース

和歌山 74170 （株）橘自動車整備工場

和歌山 74494 （株）山田重機械

和歌山 74500 森モータース

和歌山 74566 （有）上松モータース

和歌山 74573 （有）石本機材

和歌山 74694 （有）共和建機

和歌山 74704 テラダ建機

和歌山 74804 トーシサービス

和歌山 75108 （株）東海近畿クボタ 和歌山事務所

和歌山 75186 日立建機日本（株） 和歌山営業所

和歌山 75203 日通商事（株） 和歌山サービスステーション大阪支店整備部

和歌山 75217 特殊車輌整備工業（株） 和歌山支店

和歌山 75393 南近畿ＴＣＭ（株） 和歌山支店

和歌山 75451 日本キャタピラー（同） 和歌山営業所

和歌山 75496 ｺﾍﾞﾙｺ建機日本（株）

和歌山 75527 コマツカスタマーサポート（株） 近畿四国カンパニー建機営業部

和歌山 75567 （有）佐々木自動車

和歌山 75694 南近畿特車（株）

和歌山 76154 （有）　中西

和歌山 80012 鴻池運輸（株） 和歌山支店

鳥　取 30097 （株）Ｔ．Ｍ．Ｓ

鳥　取 30102 （株）井中組

鳥　取 30103 （株）井木組

鳥　取 30155 馬野建設（株）

鳥　取 30265 オグラ建設（株）

鳥　取 30341 （株）　高野組

鳥　取 30769 （有）前嶋組

鳥　取 30772 （株）タナカ

鳥　取 30773 イワタ建設（株）

鳥　取 30861 （株）　ミテック

鳥　取 30877 （有）　中江組

鳥　取 40207 境港海陸運送（株）

鳥　取 60516 テクノレンタル（株）

鳥　取 60991 （株）山陰リース

鳥　取 61096 （株）オオツカ

鳥　取 61268 ナカヤレンタル　（株）

鳥　取 70153 三協建機（株）

鳥　取 70362 （有）大正自動車

鳥　取 70496 三洋重機（株）

鳥　取 70899 （株）大友自動車

鳥　取 71152 （有）戸崎モータース

鳥　取 71284 （有）吉村オートサービス
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鳥　取 71507 鳥取日産自動車販売（株）

鳥　取 71655 （有）福田建機

鳥　取 71895 岩世自動車工業（有）

鳥　取 71920 （有）新興フォークリフト

鳥　取 71942 環境テクニカル（株）

鳥　取 71988 山陰自動車整備工業（株） 北栄工場

鳥　取 72019 大海通産（株） 整備部

鳥　取 72178 米広商事（有）

鳥　取 72910 （株）動機

鳥　取 73156 （有）日章ジーゼル工業

鳥　取 74769 （有）花丸産業

鳥　取 75268 ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄﾕﾆｷｬﾘｱ（株） 中国支社境港ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

鳥　取 75269 ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄ中国　（株） 米子支店

鳥　取 75339 コマツ山陰（株） 米子支店

鳥　取 75342 （株）原商 米子支店

鳥　取 75387 トヨタＬ＆Ｆ岡山（株） 鳥取営業所

鳥　取 75409 三菱ふそうトラック・バス（株） 中国ふそう鳥取支店米子ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

鳥　取 75417 日商機材（株） 米子支店

鳥　取 75457 日本キャタﾋﾟラー 合同会社鳥取営業所

鳥　取 75530 平商店

鳥　取 75531 （有）吉川特装自動車

鳥　取 75532 （有）飛鳥建機

鳥　取 75534 梅林特装自動車（有）

鳥　取 75535 （有）北斗建機

鳥　取 75551 エス・ティー産業

鳥　取 75671 （株）ＪＡ中央サービス

島　根 61098 （有）　大新

島　根 61117 オーケーリース（株） 長浜工場

島　根 70038 松江金属車輌（株）

島　根 70109 （株）石原製作所

島　根 70402 コマツ山陰（株）

島　根 70407 （株）ライト

島　根 70444 （株）原商

島　根 70486 第一明治工業（株）

島　根 70684 （株）カーテックス一畑

島　根 70911 三菱ふそうトラック・バス（株） 中国ふそう島根支店

島　根 70962 伸和機械（株）

島　根 70973 島根日産自動車（株）

島　根 71153 （有）森脇重機整備

島　根 71258 日商機材（株）

島　根 71390 （有）日栄産業

島　根 71409 （株）永大整備工業

島　根 71459 （有）出雲フォークリフト

島　根 71540 （有）宮山自動車整形

島　根 71762 （株）日立オートサービス ﾋﾞｰｸﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 安来整備所

島　根 72133 （有）双見重車輌

島　根 72159 （有）山本自動車整備工場

島　根 72160 （有）日本海工業

島　根 72365 （有）ユニオン工業

島　根 72583 （有）隠岐車輌

島　根 72632 （株）益田重機運輸

島　根 72824 （株）　出雲技研

島　根 72884 （有）大田マツダ

島　根 72908 （株）中国特殊建設サービス

島　根 72924 （有）石田自動車商会
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島　根 72935 （有）三惠自動車

島　根 73187 （株）和興

島　根 73191 大田トラック事業協同組合

島　根 73213 （有）出雲建販サービス

島　根 73214 （有）宍道自動車整備工場

島　根 73519 （有）大吉自動車整備工場

島　根 73569 （有）三成マツダ

島　根 73742 （有）持田自動車工業

島　根 74126 （有）チューブ

島　根 74281 ハシモト自動車工業（有）

島　根 74290 （有）丸善オート

島　根 74382 （有）親和建機

島　根 74534 フォ－クリフト岡崎サ－ビス

島　根 74542 （株）テクノス

島　根 74713 日交整備（株） 東松江工場

島　根 75156 日立建機日本（株） 山陰営業所

島　根 75267 ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄﾕﾆｷｬﾘｱ（株） 中国支社　松江ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

島　根 75376 トヨタＬ＆Ｆ広島（株） 松江営業所

島　根 75382 コマツカスタマーサポート（株） 中国カンパニーリフト営業部　山陰支店

島　根 75456 日本キャタピラー （同） 中国地区島根サービスセンター

島　根 75930 （有）　出岡自動車サービス

島　根 76151 本山自動車整備（有）

岡　山 30189 （株）西山組

岡　山 30479 明和建設（株）

岡　山 30486 （株）コンケン

岡　山 30493 （株）志多木組

岡　山 30499 喜多建設（株）

岡　山 30504 坂川建設鉱業（株）

岡　山 30515 （株）小田組

岡　山 30523 （株）芦野組

岡　山 30596 （株）東洋工務店

岡　山 30645 （株）岩竹建設

岡　山 30859 （株）赤木組

岡　山 30875 岩水開発（株）

岡　山 30880 安田産業（株）

岡　山 50103 （株）ヨータイ 吉永工場

岡　山 60063 三共リース（株） 本社

岡　山 60071 （株）ビナン

岡　山 60124 水電リース（株）

岡　山 60290 極東リース（株）

岡　山 60424 草加機材（株）

岡　山 60449 （株）イーグルリース

岡　山 60458 光立機工（株） 津山営業所

岡　山 60554 エスケイ・イシショウ（株） 岡山営業所

岡　山 60563 （株）東洋リース

岡　山 60934 西尾レントオール（株） 東中国営業部

岡　山 61105 岩水商事（株）

岡　山 61154 （株）田口クリエイト

岡　山 61252 ナカウン（株） 水島営業所

岡　山 70010 富士岡山運搬機（株）

岡　山 70040 岡山エールフォークリフト（株）

岡　山 70099 丸口重機工業（株）

岡　山 70296 両備ホールディングス（株） 両備テクノカンパニー

岡　山 70453 （株）ＭＧＨ 本社工場

岡　山 70477 コマツ美作（株）
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岡　山 70700 トヨタＬ＆Ｆ岡山（株）

岡　山 70733 東洋重機工業（株）

岡　山 70751 東中国イシコ建機（株）

岡　山 70967 （株）共栄建機

岡　山 71057 石井自動車工業（株）

岡　山 71137 津山重機工業（株）

岡　山 71232 三備重機（株）

岡　山 71447 水島自動車整備（株）

岡　山 71723 共進車輌（株）

岡　山 71728 （有）森脇重機工業

岡　山 71808 （有）森十自動車工作所

岡　山 71813 日比製錬物流（株）

岡　山 71863 森六自動車（株）

岡　山 71948 （有）岡本モータース

岡　山 71964 （有）川本自動車整備工場

岡　山 72154 スギヤマ車輌（有）

岡　山 72655 井上鉄工（株）

岡　山 72656 美作マツダ自動車（株）

岡　山 72658 （株）水島臨海サービス

岡　山 72689 東洋車輌工業（株）

岡　山 72697 ニチユ水島産業（株）

岡　山 72699 水島運搬機（株）

岡　山 72717 井原自動車（株）

岡　山 72803 （株）吉平自工

岡　山 72891 （有）玉野重機

岡　山 72892 （有）福島車輌整備工場

岡　山 72894 サーキュラーメンテナンス（株）

岡　山 72922 （有）福山産機サービス

岡　山 72944 ヤマムラ（株）

岡　山 73007 井原運送事業協同組合

岡　山 73008 （有）浅原自動車

岡　山 73031 （有）落合自動車整備工場

岡　山 73098 倉敷重機

岡　山 73123 （株）丸玉重機

岡　山 73305 林商会

岡　山 73637 （株）コスモス

岡　山 73692 第一東洋（株）

岡　山 73886 （株）福森商会

岡　山 73976 青江車輌（株）

岡　山 74164 美津吉商事（株）

岡　山 74171 相互自動車（株）

岡　山 74178 （株）マツユキ

岡　山 74660 （有）宮地重機

岡　山 74686 （有）広和整備

岡　山 75114 ＪＦＥ物流（株） 西日本事業所

岡　山 75157 日立建機日本（株） 中国四国支社東中国支店

岡　山 75270 ロジスネクスト中国（株） 岡山北長瀬支店

岡　山 75285 ロジスネクストユニキャリア(株) 中国支社　岡山支店

岡　山 75311 住友建機販売（株） 中四国統括部 岡山支店

岡　山 75459 日本キャタピラー（同） 中国地区　岡山営業所

岡　山 75484 コマツカスタマーサポート（株） 中国カンパニー岡山支店

岡　山 75498 コベルコ建機日本（株） 中四国支社中国東営業所　岡山工場

岡　山 75556 広栄重機工業（有）

岡　山 75580 （株）ショウエイ

岡　山 75680 （株）ティーエス自動車
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岡　山 75721 （株）シーアールホールディング シーアール整備センター

岡　山 75885 （有）西村機械

岡　山 76038 （株）サンモータース

岡　山 80002 井原砕石（株）

岡　山 80013 日東物流（株） 水島事業部

岡　山 80018 ヒナセカーサービス（株）

岡　山 80096 丸十運輸倉庫（株）

岡　山 80173 岡山臨港倉庫運輸（株）

岡　山 80347 （有）宮本建機

広　島 30366 （株）ウツミ

広　島 30367 （株）セラケン

広　島 30369 （株）加島建設

広　島 30373 児玉建設（株）

広　島 30381 中国建材工業（株）

広　島 30382 栃薮建設（株）

広　島 30388 みつぎ産業（株）

広　島 30394 （株）村中産機

広　島 30404 桑本建材（株）

広　島 30428 日新産業（株）

広　島 30464 村上建設（株）

広　島 30506 岡本建設（株）

広　島 30521 （株）森剛

広　島 40097 三ツ子島埠頭（株）

広　島 40109 （株）ロジテム

広　島 40217 日本通運（株） 広島支店

広　島 40240 契島運輸（株） 竹原営業所

広　島 40241 福山通運（株）

広　島 40255 （株）ロジコム・アイ

広　島 50027 （有）齊木砂利

広　島 50036 丸井産業（株）

広　島 50115 日東粉化工業（株）東城工場

広　島 50144 信和プラスチック（株）

広　島 60263 長浜産業（株）

広　島 60266 （株）電通資材

広　島 60270 成和建機（株）

広　島 60271 光立機工（株）

広　島 60353 シンコウ電設（株）

広　島 60364 富野機工（株）

広　島 60433 （株）タガワ

広　島 60556 （株）レンタルシステム西日本 福山営業所

広　島 60586 （株）あき建機

広　島 60591 （有）山田石油店

広　島 60605 （株）金谷リース

広　島 60718 （株）リョーキ

広　島 60808 梶本機械（株）

広　島 60815 安森機工（株）

広　島 60817 藤和産業（株）

広　島 60822 （株）安芸フォークリフト

広　島 60857 ヤマモトロックマシン（株）

広　島 60861 宝物産（株）

広　島 60918 オー・エヌ・マシナリー（株）

広　島 60923 西尾レントオール（株） 西中国営業部

広　島 60957 （株）ワキタ 広島支店

広　島 61041 （株）カナモト 広島営業所

広　島 61063 （有）コボリ重機

60/77



支部 社員番号 社     員     名 支店/営業所

広　島 61094 レント・サービス

広　島 61114 ふぢ建機（有）

広　島 61137 （株）サポートサービス 広島営業所

広　島 70070 日栄ディーゼル工業（有）

広　島 70100 （有）丸和車輌工業所

広　島 70101 共和工業（株）

広　島 70152 （有）三次建販

広　島 70231 ロジスネクスト中国（株）

広　島 70260 三篠フォークリフト（株）

広　島 70301 山口ボデー（有）

広　島 70482 中国重電機（株）

広　島 70531 山元モータース（有）

広　島 70591 林田工業（株）

広　島 70611 （有）山陽車輌

広　島 70618 トヨタＬ＆Ｆ広島（株）

広　島 70744 明光自動車工業（株）

広　島 70789 聖和テック（株）

広　島 70830 （有）安佐フォークリフト

広　島 70895 （株）広島エール

広　島 70998 マツダエース（株）

広　島 71006 （株）イトー

広　島 71011 竹中モータース（株）

広　島 71029 高陽建機（株）

広　島 71135 ヤマト整備（株）

広　島 71280 大竹運送（株）整備工場

広　島 71351 竹本機械（株）

広　島 71524 備後フォークリフト（株）

広　島 71720 東洋システムサービス（株）

広　島 71726 （株）みづほ

広　島 71831 日本マーツ（株）

広　島 71947 （株）クリショー

広　島 71980 （有）さこだモータース

広　島 72036 丸山自動車（株）

広　島 72345 （有）因島自動車工業

広　島 72347 東和自動車（株）

広　島 72348 （株）結城自動車工場

広　島 72349 （有）共立自動車商会

広　島 72404 國廣モータース

広　島 72405 新和建機産業（株）

広　島 72545 東亜フォークリフト（株）

広　島 72557 トーヨーリフト（株）

広　島 72823 山陽重機（株）

広　島 72843 （株）矢後自動車整備工場

広　島 72923 内海エンジニアリング（株）

広　島 73254 フルモト建機（株）

広　島 73261 （株）満天

広　島 73513 コマツカスタマーサポート（株） 中国カンパニー広島支店

広　島 73560 中国自動車工業（株）

広　島 73640 西日本高速道路エンジニアリング 中国株式会社広島整備センター

広　島 73738 極東整備（株）

広　島 73780 （株）丸三機工

広　島 73828 （有）三共重機

広　島 73874 （有）ダイフクサービス

広　島 73884 大海工業

広　島 73903 古川重機
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広　島 73949 （有）仲行重機サービス

広　島 73957 （株）妹尾モータース

広　島 73994 ツネイシＣバリューズ（株） 沼隈店

広　島 73995 （株）タダノテクノ西日本 中国事業部広島工場

広　島 73997 （有）菅沼建機

広　島 74019 （株）妹尾モータース福山

広　島 74041 三和自動車（株）

広　島 74138 松永重車輌（有）

広　島 74220 三協自動車（株）

広　島 74334 ジャパンマリンユナイテッド（株） 呉事業所

広　島 74551 新月工業（株）

広　島 74675 （株）テクノ西日本

広　島 74707 （株）鈴木

広　島 74760 （有）クレーンサービス

広　島 74784 檜垣産業（株）

広　島 74964 （有）アベ建機

広　島 75131 （株）金尾産業

広　島 75139 （株）アイチコーポレーション 中四国支店

広　島 75158 日立建機日本（株） 中国・四国支社

広　島 75205 日通商事（株） 広島支店 福山工場

広　島 75266 ロジスネクストユニキャリア（株） 中国支社

広　島 75312 住友建機販売（株） 中四国統括部

広　島 75455 日本キャタピラー（同） 広島営業所

広　島 75503 コベルコ建機日本（株） 中四国支社

広　島 75505 （株）クボタ建機ジャパン 中国営業部

広　島 75574 （株）三和

広　島 75581 （有）有田建機

広　島 75626 三協建機（株）

広　島 75628 広島フォークリフト（株）

広　島 75636 （株）ケイ・エステクノ

広　島 75639 トマトサービス

広　島 75723 （有）加計機工

広　島 75730 広島日野自動車（株）

広　島 75746 （株）スギコー広島

広　島 75753 （株）ＫＵＢＯＸＴ　ＭＥ

広　島 75758 （株）十和電機

広　島 75862 （株）双葉

広　島 75921 ＳＧモータース（株） 広島サービスセンター

広　島 75945 リペア丹木

広　島 75957 三キュウリフト

広　島 75968 平重

広　島 75969 （株）帝釈建販

広　島 75989 （株）ハギワラ

広　島 76097 （有）室尾商会

広　島 76098 （株）大幸産商

広　島 76132 （有）髙良産業開発

広　島 76160 広島リフト（株）

広　島 80084 太洋自動車工業（有）

広　島 80141 秀浦機工（株）

広　島 80142 三次自動車サービス（株）

広　島 80192 コベルコ建機（株）

広　島 80193 コベルコ教習所（株） 広島教習センター

広　島 80338 （株）ヰセキ中四国

広　島 80350 （株）ベンリ

広　島 80359 （株）西日本メタル 福山事業所
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山　口 40263 日新運輸工業（株）

山　口 61134 山陽リース（株） 周南西営業所

山　口 70220 ロジスネクストユニキャリア（株） 中国支社　山口東支店

山　口 70294 光東（株）

山　口 70807 美祢車輌センター（株） 山口工場

山　口 70882 トヨタエルアンドエフ山口（株）

山　口 70968 （株）ミツワ

山　口 70971 高橋産業（株）

山　口 71052 （株）石松商会

山　口 71369 （株）ノムラ

山　口 71474 柳井自動車（株）

山　口 71518 友田総業（株）

山　口 71527 守常レンタリース（株）

山　口 72539 （株）二光

山　口 72605 飯尾自動車（株）

山　口 72608 （株）北野機工

山　口 73140 宇部車輌整備（株）

山　口 73141 エスエスサービス（有）

山　口 73242 （有）ケンキ産業

山　口 73406 （有）豊田車輌

山　口 73607 （株）山口エール

山　口 73608 山口重工（株）

山　口 73644 （株）東商セントラル 宇部支社 物流部　テクノオート工場

山　口 73759 中国サンキ（株）

山　口 73760 （株）キロク

山　口 73865 山善工業（株）

山　口 74001 エスケイ・イシショウ（株）

山　口 74172 岩産工業（株）

山　口 74217 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） ﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ本部 山口･北九州事業所防府事務所

山　口 74235 （株）京瀧

山　口 74274 （株）三隅自動車商会 萩店

山　口 74275 山口コーウン（株） 整備工場

山　口 74276 （株）コプロス

山　口 74284 （株）中国建機

山　口 74432 興陽自工（株）

山　口 74917 （有）トシヒロ機械

山　口 74983 （有）須佐自動車

山　口 74984 田村自動車工業（有）

山　口 75159 日立建機日本（株）　 中国・四国支社 西中国支店　山口営業所

山　口 75275 ロジスネクスト中国（株） 小郡支店

山　口 75413 （株）和泉モータース 下関事業所

山　口 75458 日本キャタピラー（同）中国地区 山口営業所

山　口 75485 コマツカスタマーサポート（株） 中国カンパニー山口支店

山　口 75662 （有）サンコー

山　口 75714 コベルコ建機日本（株） 山口工場

山　口 75747 （株）山口フォークリフト

山　口 75892 興隆産業（株）

山　口 75898 （株）オートテック

山　口 75901 山電整備センター（株）

山　口 76104 （株）ｙｋリフト

山　口 76181 ロジスネクスト九州（株） 下関営業所

山　口 76208 （株）西都電機商会

徳　島 30642 バンドウリメーク（株）

徳　島 30643 （株）徳重

徳　島 30648 （株）鷹鉾組
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徳　島 30823 宮﨑基礎建設（株）

徳　島 40212 王子物流（株） 企画業務本部富岡事業所

徳　島 60731 （有）木留リース

徳　島 60913 （株）矢野商店

徳　島 60973 讃岐リース（株）

徳　島 70336 喜多機械産業（株）

徳　島 70577 高橋建機（有）

徳　島 70675 トヨタＬ＆Ｆ徳島（株）

徳　島 72731 大橋自動車

徳　島 72732 （有）加古自動車

徳　島 72735 （有）城北自動車

徳　島 72736 （株）サンテック

徳　島 72737 （有）福島モータース

徳　島 72742 （株）豊徳

徳　島 72759 ブル建機（株）

徳　島 72867 徳南自動車工業（株）

徳　島 72874 ジェイエイ徳島燃料サービス（株）

徳　島 73194 （有）那賀重機コンサルタント

徳　島 73311 （株）西部

徳　島 73561 三ツ葉産業（株）

徳　島 73772 中央自動車（株）

徳　島 73947 県南自動車整備（株）

徳　島 74405 （有）ロータス中央

徳　島 74520 原田建機サービス

徳　島 74613 （株）エイコー機械

徳　島 74800 （有）ダイテック

徳　島 74831 （有）塩田車輌

徳　島 74853 （株）藤川自動車

徳　島 75007 吉本機工

徳　島 75181 日立建機日本（株） 四国支店徳島営業所

徳　島 75226 四国機器（株）鳴門総合センター 徳島支店

徳　島 75326 コマツカスタマーサポート（株） 徳島支店

徳　島 75370 ロジスネクスト四国（株） 徳島支店

徳　島 75416 ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄﾕﾆｷｬﾘｱ（株） 四国支社　徳島支店

徳　島 75494 ｺﾍﾞﾙｺ建機日本（株） 中四国者　徳島営業所

徳　島 75509 （株）クボタ建機ｼﾞｬﾊﾟﾝ 徳島営業所

徳　島 75587 篠原商事（有）

徳　島 75725 （同）　販眞ﾓｰﾀｰｽ

徳　島 75754 （株）拓伸自動車

徳　島 75947 （有）折上産業

徳　島 75959 芳田機械ｻｰﾋﾞｽ

徳　島 75967 四国ﾒﾝﾃﾅﾝｽ（株）

徳　島 75971 （株）児島ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

徳　島 76000 佐藤機械

徳　島 76165 ＭＴメンテナンス

徳　島 76204 （株）鴨島ﾌｫｰｸﾘﾌﾄｾﾝﾀｰ

徳　島 80254 （株）徳島建機

徳　島 80260 阿波ヤンマー（株）

徳　島 80283 四国建設機械販売（株） 徳島支店

香　川 10053 （株）タダノ

香　川 60404 讃岐リース（株）

香　川 61004 （株）カナモト 高松営業所

香　川 61129 レンタルの四国 高松営業所

香　川 61251 西尾レントオール（株） 四国営業部丸亀営業所

香　川 70114 四国機器（株） 建設機械・発動機ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
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香　川 70126 南海ＴＣＭ（株）

香　川 70180 （株）タクテック

香　川 70319 （有）福家自動車

香　川 70349 コマツカスタマーサポート（株） 近畿四国カンパニー建機営業部

香　川 70428 トーヨースギウエ（株）

香　川 70605 ロジスネクスト四国（株） 高松支店

香　川 70806 トヨタエルアンドエフ香川（株）

香　川 71083 小豆島マツダ（株）

香　川 71452 石原自動車（有）

香　川 71906 （株）星城モータース

香　川 73618 （株）川重サポート

香　川 73621 （株）大西自動車工作所

香　川 73622 （有）松本モータース

香　川 73625 （株）安全モータース

香　川 73627 （有）建機メンテナンス

香　川 73668 美島自動車（株）

香　川 73670 （株）中西建機

香　川 73748 まるおモータース（株）

香　川 73770 大和自動車工業（株）

香　川 74300 （有）オオタニ整備工業

香　川 74369 （有）マルナカ建機サービス

香　川 74370 （有）アイテックス 香川営業所

香　川 74443 （株）トムス

香　川 74641 （株）高杉自動車

香　川 74656 （有）岩田機工

香　川 74894 （株）さぬきメカサービス (株)さぬきメカサービス整備工場

香　川 75183 日立建機日本（株） 香川営業所

香　川 75313 住友建機販売（株） 香川営業所

香　川 75507 （株）クボタ建機ジャパン 香川営業所

香　川 75619 ミナト総合サービス（株）

香　川 75703 （株）ＪＡ香川県オートエナジー

香　川 75820 花園特殊車輌（株）

香　川 75833 精密自動車サービス（株）

香　川 75864 （株）タダノエステック

香　川 75962 産機サービス（株）

香　川 76075 ロジスネクストユニキャリア（株） 四国支社　香川支店

香　川 76114 檜垣産業（株） 丸亀営業所

香　川 80046 香川県木材産業協同組合

香　川 80053 大陽工機（株）

香　川 80125 菱化ロジテック（株） 四国支店

愛　媛 30647 （株）愛亀

愛　媛 30807 （株）山本商会

愛　媛 60966 長浜産業（株） 松山営業所

愛　媛 60972 讃岐リース（株）

愛　媛 61078 （株）大井産業

愛　媛 61079 （有）弘大商事

愛　媛 61080 （株）西森機械

愛　媛 61082 （有）トミナガ建機

愛　媛 61083 トーヨースギウエ（株） 愛媛支社

愛　媛 61221 （株）　カナモト 松山営業所

愛　媛 70060 （株）伊予自動車工作所

愛　媛 70186 四国建設機械販売（株）

愛　媛 70335 田辺建機（株）

愛　媛 70388 （有）南予機工

愛　媛 70458 コマツカスタマーサポート（株） 近畿四国カンパニー愛媛地区サービスセンタ
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愛　媛 70491 大新建機（株）

愛　媛 70639 （有）白石重機

愛　媛 70698 髙橋車輌（株）

愛　媛 70738 東予工機（株）

愛　媛 70787 トヨタＬ＆Ｆ西四国（株）

愛　媛 70814 （株）山本精工所

愛　媛 70820 （株）ひじ建

愛　媛 70901 （株）相原自動車商会

愛　媛 70940 越智自動車整備（株）

愛　媛 71039 八幡浜日整自動車工業（株）

愛　媛 71199 （株）和泉モータース 松山事業所

愛　媛 71235 ロジスネクストユニキャリア（株） 四国支社　中予支店中予支店

愛　媛 71794 宇和島日整自動車（株）

愛　媛 72020 （有）鈴木自動車

愛　媛 72102 （有） 三江電機工業

愛　媛 72328 ＪＡえひめエネルギー （株）

愛　媛 72329 重田自動車整備（株）

愛　媛 72331 （株）日晃機械商会

愛　媛 72356 （有）新田自動車整備工場

愛　媛 72357 新興車輌（株）

愛　媛 72796 三共オートサービス（株）

愛　媛 72946 （有）大一車輌

愛　媛 72947 鶴島自動車整備（株）

愛　媛 73036 （有）久万重機サービス

愛　媛 73129 （有）今治フォ―クリフト整備

愛　媛 73130 南海建機（株）

愛　媛 73211 堀田建機

愛　媛 73533 ヤマト重機（株）

愛　媛 73853 細川重機（有）

愛　媛 74063 （有）中央重機

愛　媛 74225 丹下機械（株）

愛　媛 74401 （株）ジェイエイにしうわ JAにしうわオートパル

愛　媛 74579 田辺建機

愛　媛 74585 （有）芝サービス

愛　媛 74737 伊予建機リース

愛　媛 74761 共立自動車（株） 東温工場

愛　媛 74887 （有）東雲自動車

愛　媛 75165 日立建機日本 （株） 松山営業所

愛　媛 75214 日通商事（株） 広島支店　整備部　松山工場

愛　媛 75225 四国機器（株） 新居浜営業所

愛　媛 75314 住友建機販売（株） 四国支店

愛　媛 75371 ロジスネクスト四国　（株） 松山支店

愛　媛 75439 住友ﾅｺﾌｫｰｸﾘﾌﾄ販売 （株） 四国支店 新居浜営業所

愛　媛 75506 （株）クボタ建機ジャパン 愛媛営業所

愛　媛 75565 （有）鈴木自動車

愛　媛 75570 西村重機

愛　媛 75600 （有）　共和自動車商会

愛　媛 75660 （株）オートパルえひめ南

愛　媛 75832 檜垣産業（株）

愛　媛 75886 精密自動車サービス（株） 東予工場

愛　媛 75964 （株）ＪＡ東宇和サービス オートパル宇和

愛　媛 76070 ファクトリー　スガノ

愛　媛 76090 土居サービス

愛　媛 76091 川村サービス　（株）

愛　媛 76103 （株）ジェイエイ越智今治
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愛　媛 76150 福島整備

愛　媛 76171 （有）　カシワギ

愛　媛 76188 （有）　プリズマ・サーヴィス

高　知 10073 （株）技研製作所

高　知 60886 トーヨースギウエ（株） 高知支社

高　知 61022 葵重機（有）

高　知 61177 （株）東部レントオール

高　知 70165 コマツカスタマーサポート（株） 建機営業部　高知支店

高　知 70473 松田鉱産（株）

高　知 70483 （有）高吾重機

高　知 70547 （株）シンテック

高　知 71149 大旺機械（株）

高　知 71193 高知重機販売サービス（株）

高　知 71383 陽和産業（株） 建機事業部

高　知 72411 （有）幡多重機

高　知 72413 （有）大原自動車

高　知 72502 （有）パーカー自動車

高　知 72952 （有）浦戸整備工業

高　知 72992 （有）柴田自動車整備工場

高　知 73068 陽和自動車（株）

高　知 73183 （有）公文重機整備

高　知 73534 （株）高知林業

高　知 73902 山下自動車整備工場

高　知 74486 高知ハニックス（株）

高　知 75113 協和運輸（株） 整備工場

高　知 75182 日立建機日本（株） 高知営業所

高　知 75249 四国建設機械販売（株） 高知支店

高　知 75372 ロジスネクスト四国（株）

高　知 75405 トヨタＬ＆Ｆ西四国（株） 高知支店

高　知 75508 （株）クボタ建機ジャパン 高知営業所

高　知 75695 ロジスネクストユニキャリア株式会 四国支社高知ＳＣ

高　知 75846 （有）マルキ

高　知 76096 大紀商事（株）

高　知 76196 （有）グローバルサプライ

高　知 76216 藤戸リフト

高　知 80063 （有）日比野商事

福　岡 30257 （株）小田原組

福　岡 30335 （株）川上興業

福　岡 30339 九州ノザワ（株）

福　岡 30340 九州ニチレキ工事（株）

福　岡 30640 九州総合建設（株）

福　岡 30808 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） ﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ本部　九州事業所

福　岡 30828 （株）　イワキン工業

福　岡 30834 コガ信工業（有）

福　岡 30843 （株）船元建設工業

福　岡 30858 エビス（株）

福　岡 40085 福岡倉庫（株）

福　岡 40226 山九（株） 八幡支店

福　岡 40247 ユニプレス物流（株） 北九州支店

福　岡 40253 Ｆ-ＬＩＮＥ（株） 九州支店

福　岡 40268 キャリムエンジニアリング（株） 九州支店　門司事業所

福　岡 50105 菊竹産業（株） 八幡事業所

福　岡 50123 日産自動車九州（株）

福　岡 50133 （株）ＪＲ西日本新幹線ﾃｸﾉｽ

福　岡 60200 （株）ニシケン
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福　岡 60246 双葉リース（株） 九州支店

福　岡 60247 （株）　ﾋﾞﾅﾝ 北九州営業所

福　岡 60327 （株）レンタルシステム西日本

福　岡 60332 稲尾産業（株） 本社

福　岡 60356 イトウ建機リース（株）

福　岡 60434 （株）レックス

福　岡 60536 トヨキン九州（株）

福　岡 60603 CKレンタル（株）

福　岡 60609 （株）キナン 福岡営業所

福　岡 60834 （株）ショージ

福　岡 60855 （株）南陽レンテック

福　岡 60902 （有）生駒建機

福　岡 60993 （有）山本産業

福　岡 61042 （有）弘和

福　岡 61045 （株）　九州建産

福　岡 61075 （株）井上建機リース

福　岡 61077 八女ヤンマー建機（株）

福　岡 61109 （株）ワイズヨシハラ

福　岡 61118 （有）マイティー福岡

福　岡 61142 油機エンジニアリング（株）

福　岡 61155 （株）興伸建機販売

福　岡 61192 本田アートマシンレンタル（株）

福　岡 61220 （株）カナモト 福岡営業所

福　岡 70144 トヨタＬ＆Ｆ福岡（株）

福　岡 70158 キャタピラー九州（株）

福　岡 70234 ロジスネクスト九州（株）

福　岡 70346 九州川崎建機（株）

福　岡 70387 （株）筑豊製作所

福　岡 70424 九建サービス（株）

福　岡 70448 コマツカスタマーサポート（株） 九州沖縄カンパニー福岡サービスセンタ

福　岡 70474 （株）直方建機 直方工場

福　岡 70584 大同自動車（株）

福　岡 70661 （株）アイチコーポレーション 九州支店

福　岡 70674 福岡小松フォークリフト（株）

福　岡 70818 （株）　山本自動車

福　岡 70831 濱田重工（株）

福　岡 70889 JＲ九州エンジニアリング（株）

福　岡 70977 （株）エサキ自動車

福　岡 71000 西鉄エム・テック（株）

福　岡 71157 （株）旭精機製作所

福　岡 71879 車輌整備（株）

福　岡 72427 久留米フォークリフト（有）

福　岡 72431 熊谷自動車整備工場

福　岡 72433 マルキュー整備（株）

福　岡 72580 （株）　松田自動車整備工場

福　岡 72786 （株）福岡九州クボタ

福　岡 72789 森内燃機工業（株）

福　岡 73010 日鉄物流八幡（株） 小倉車両整備ｾﾝﾀｰ

福　岡 73041 （株）樋口自動車

福　岡 73104 ヤンマー建機（株） 営業統括部九州営業部

福　岡 73222 西久大運輸倉庫（株） 車輌整備課

福　岡 73310 粕屋農業協同組合

福　岡 73391 （株）建整

福　岡 73435 ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄﾕﾆｷｬﾘｱ（株） 九州支社

福　岡 73437 三杉自動車（株）
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福　岡 73482 江口自動車工業（株）

福　岡 73484 ダイケン車輌（株）

福　岡 73487 中嶋自動車整備工場

福　岡 73522 北商（株）

福　岡 73789 （株）萬歳自動車工場

福　岡 74186 平和自動車工業（株）

福　岡 74215 （有）吉住機工

福　岡 74219 （株）　西鉄グリーン土木

福　岡 74355 （株）タダノテクノ西日本 九州事業部

福　岡 74360 （株）上杉スプリング商会

福　岡 74545 行橋自工（株）

福　岡 74632 コベルコ建機日本（株） 九州支社

福　岡 74962 （有）飯塚建機サービス

福　岡 75160 日立建機日本（株） 九州支社

福　岡 75206 日通商事（株） 福岡支店 福岡工場

福　岡 75316 住友建機販売（株） 福岡支店

福　岡 75362 津久見車輌整備工業（株） 飯塚支店

福　岡 75363 （株）トーメック 九州サービスセンター

福　岡 75435 住友ナコフォークリフト販売（株） 九州支店

福　岡 75847 （株）　テクノス

福　岡 75857 （株）ＪＡＬエアテック 福岡事業所

福　岡 75913 （株）サンキテクノ

福　岡 75952 大川木材事業協同組合

福　岡 76093 （株）カープラザSeibe

福　岡 76126 （株）今村整備

福　岡 76202 リフト整備柳川

福　岡 80027 日水物流（株） 箱崎物流センター

福　岡 80095 （有）折尾自動車工場

福　岡 80115 （株）九州機械リース

福　岡 80243 日鉄環境ﾌﾟﾗﾝﾄｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ（株）

福　岡 80252 （株）九州機械センター 本社

福　岡 80253 福岡マシンテック（株）

福　岡 80259 渡辺重機（株）

福　岡 80264 本田機工（株）

福　岡 80271 （有）立花自動車

福　岡 80274 （株）ランテック

福　岡 80291 （株）ケイティエル

佐　賀 50132 （株）ＪＡオート佐賀 オートパルたく

佐　賀 60760 （株）ソクト

佐　賀 61071 （株）福岡九州クボタ

佐　賀 70178 鹿島機械工業（株）

佐　賀 70604 野口運搬機

佐　賀 72414 渋谷フォークリフト

佐　賀 73672 （株）モトシマ

佐　賀 73673 （有）共和セイビ

佐　賀 73674 西九州セイビ（株）

佐　賀 73676 （有）荒木自動車

佐　賀 74059 （株）ユース

佐　賀 74266 （株）松本自動車

佐　賀 74269 （株）タナカ建機整備

佐　賀 75176 日立建機日本（株） 佐賀営業所

佐　賀 75229 トヨタＬ＆Ｆ福岡（株） 佐賀営業所

佐　賀 75244 キャタピラー九州（株） 福岡支社・福岡佐賀支店佐賀営業所

佐　賀 75276 ロジスネクスト九州（株） 鳥栖支店

佐　賀 75317 住友建機販売（株） 西九州支店

69/77



支部 社員番号 社     員     名 支店/営業所

佐　賀 75329 （株）筑豊製作所 唐津支店

佐　賀 75345 コマツカスタマーサポート（株） 九州沖縄カンパニー佐賀支店

佐　賀 75910 ロジスネクストユニキャリア（株） 久留米支店　佐賀ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

佐　賀 75934 山口内燃機工業（株）

佐　賀 75974 コベルコ建機日本（株） 九州支社西九州営業所鳥栖工場

佐　賀 76137 （株）西部川崎 佐賀支店

長　崎 30744 西部道路（株）　 自動車整備工場

長　崎 30863 （株）片山組

長　崎 40221 日本通運（株） 長崎支店

長　崎 60285 （有）中央リース

長　崎 60307 東洋リース（株）

長　崎 60549 （有）南陽リース

長　崎 60849 東建リース（株）

長　崎 60850 ニチドウ（株）

長　崎 60901 （有）壱岐リース

長　崎 60921 （株）大久エキスプレス

長　崎 61014 （株）九州建産 長崎営業所

長　崎 61147 （有）マエダ商店運輸

長　崎 61159 （株）森谷リース

長　崎 61165 （有）ティーワイエス

長　崎 61178 （有）フジケン長崎

長　崎 61181 （株）南陽レンテック　 対馬営業所

長　崎 70015 ロジスネクストユニキャリア(株) 長崎支店・サービスセンター

長　崎 70472 後藤貨物自動車（株）

長　崎 70561 扇平自動車工業（株）

長　崎 71658 （株）森谷商会

長　崎 71664 小浜自動車工業（有）

長　崎 71704 （株）西部川崎

長　崎 71934 （有）深町重車輌整備工場

長　崎 72611 （株）玄海モータース　住吉工場

長　崎 73702 （有）中央自動車

長　崎 73704 （有）宮崎自動車整備工場

長　崎 73708 （株）上五島自動車整備工場

長　崎 73710 （有）江口車輌整備工業

長　崎 73712 第一建機（株）

長　崎 73713 （有）マルミ重機

長　崎 73716 （有）永橋モータース

長　崎 73717 （有）瀬川自動車

長　崎 73718 （株）江口自動車

長　崎 73720 （有）三和モータース

長　崎 73723 壱岐建機（株）

長　崎 73739 ハートモータース（株）

長　崎 73808 九州車輌整備

長　崎 73832 壱岐重販（株）

長　崎 73855 （有）藤重機サービス

長　崎 73887 （有）朝日通産

長　崎 73963 （有）西和サービス

長　崎 74044 （株）三村建機

長　崎 74121 （有）吉光

長　崎 74145 （有）ミナミモータース

長　崎 74151 （有）平和建機サービス

長　崎 74572 垣深建機サービス（株）

長　崎 74689 長崎進和工機

長　崎 74734 （有）五島メンテ

長　崎 74743 （株）建設機械のマツシタ
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長　崎 74753 グローバル建機（株）

長　崎 74768 （有）クレーン整備

長　崎 75228 トヨタＬ＆Ｆ福岡（株） 長崎営業所

長　崎 75239 キャタピラー九州（株） 長崎支店

長　崎 75246 鹿島機械工業（株）　大村工場

長　崎 75274 ロジスネクスト九州（株） 長崎支店

長　崎 75318 住友建機販売（株） 長崎営業所

長　崎 75344 コマツカスタマーサポート（株） 九州沖縄カンパニー営業部　長崎支店

長　崎 75715 （株）クボタ建機ジャパン 長崎営業所

長　崎 75727 （有）森正オート整備

長　崎 75733 （株）小宮自動車

長　崎 76018 長崎フォークリフトサービス

長　崎 76066 日立建機日本（株） 諫早営業所

長　崎 76133 （株）川尻建機

長　崎 76139 三栄建機サービス

長　崎 76143 （株）翔榮　小浦工場

長　崎 76163 エムアイ建機

長　崎 76183 （有）齊藤モータース

長　崎 76186 テクニカルサービス（株）

長　崎 76194 ＧＫパーツアンドサービス（株）

長　崎 76210 不二機械（株）

長　崎 76218 （株）吉田自動車

長　崎 80249 （株）有明商事

長　崎 80317 ＮＫテック

熊　本 30282 （株）髙橋建設

熊　本 30283 味岡建設（株）

熊　本 30467 （株）九建総合開発

熊　本 30569 （株）親和

熊　本 30672 晃栄（株）

熊　本 30700 （株）金橋商会

熊　本 30717 （株）大栄総業

熊　本 30831 （株）近見工業

熊　本 40209 田浦運輸（株）

熊　本 50024 ＹＫＫ ＡＰ（株） 九州製造所

熊　本 60008 三光クボタ建機（株）

熊　本 60135 熊本中央リース（株）

熊　本 60368 三和リース（株）

熊　本 60443 （株）名九建設機械

熊　本 60456 （株）北建機

熊　本 60551 （株）キナン 熊本営業所

熊　本 60581 （有）友建リース

熊　本 60599 味岡リース（株）

熊　本 60600 （有）山鹿建機

熊　本 60601 （株）アクト

熊　本 60764 （株）山本製作所

熊　本 60828 （株）クマケン 本社

熊　本 60917 （株）ワタナベ

熊　本 61024 （株）南陽レンテック 熊本営業所

熊　本 61028 （株）アセット

熊　本 61092 熊本銃砲火薬（株） 三角支店

熊　本 61110 球栄建機（有） 多良木工場

熊　本 61146 レントリー熊本（株）

熊　本 61151 （株）レ・デ・モ

熊　本 61176 協和レンタル（株）

熊　本 70051 （株）サンコーモータース
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熊　本 70056 （株）豊田工業所

熊　本 70164 九州重機（株） 本社

熊　本 70464 （株）クボタ建機ジャパン 九州営業部熊本営業所

熊　本 70859 トヨタＬ＆Ｆ熊本（株） 本社営業所

熊　本 70902 （有）産経車輌

熊　本 71051 （株）ウチダ・ブリックス

熊　本 72024 （株）本渡大江自動車工場

熊　本 72072 日東機械（有）

熊　本 73362 松栄整備（株）

熊　本 73365 （有）西工作所

熊　本 73366 肥後建機工業（株）

熊　本 73367 （有）野原産業

熊　本 73368 （有）鹿北自動車

熊　本 73372 （株）球磨建機サービス

熊　本 73373 豊田実業（株）

熊　本 73376 共進興産（株）

熊　本 73377 掛橋建機（有）

熊　本 73378 （有）球磨特殊整備

熊　本 73379 （株）幸和重機工業

熊　本 73648 味岡自動車（株）

熊　本 73687 （有）高森モータース

熊　本 74042 （有）新星工業

熊　本 74052 （有）アモックス

熊　本 74185 野口自動車工業（株）

熊　本 74387 豊栄建産（株）

熊　本 74465 （有）肥後リフト

熊　本 74662 （有）三吉整備

熊　本 74701 （有）サン自動車興業

熊　本 74892 サクラ建機

熊　本 74980 （株）ＳＯＵＧＯ

熊　本 75173 日立建機日本（株） 大津営業所

熊　本 75240 キャタピラー九州（株） 中九州支社熊本支店

熊　本 75272 ロジスネクスト九州（株） 熊本支店

熊　本 75319 住友建機販売（株） 九州統括部熊本支店

熊　本 75325 九州川崎建機（株） 熊本支店

熊　本 75343 コマツカスタマーサポート（株） 九州沖縄カンパニー熊本支店

熊　本 75478 ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄﾕﾆｷｬﾘｱ（株） 熊本支店

熊　本 75522 コベルコ建機日本（株） 熊本営業所

熊　本 75794 松尾自動車工業（株）

熊　本 75893 不二倉業（株） 西日本物流センター

熊　本 75938 （株）セフテック 熊本工場

熊　本 75972 （有）城北重車輌

熊　本 75976 サガラリフトサービス（有）

熊　本 76179 （有）メカニックシステム 益城工場

熊　本 76231 （株）トヨテックマシン

熊　本 80111 中山車輌整備工場

熊　本 80182 鹿本農業協同組合 北部車輌センター

大　分 30677 （株）昭和建設工業

大　分 30846 雅裕建設　（有）

大　分 60397 キデンリース（株）

大　分 60398 （有）中央リース

大　分 60466 稲尾（株）　リース部

大　分 60499 国東重販（株）

大　分 60525 （株）　綜合リース中津

大　分 60543 （有）　雑賀リース
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大　分 60627 （株）　夏空

大　分 60766 （株）西南レンタル 玖珠支店

大　分 60797 （株）ナカノ

大　分 60874 （株）タカハタ

大　分 60976 （株）南陽レンテック 大分営業所

大　分 61035 （有）エヌ・ケイ・リース

大　分 61055 （株）ワイケイティリース

大　分 70183 （株）薬師寺重機

大　分 70512 津久見車輌整備工業（株）

大　分 70636 大分小松フォークリフト（株）

大　分 70752 トヨタエルアンドエフ大分（株）

大　分 71062 菅原建機産業（株）

大　分 71279 コベルコ建機日本（株） 九州支社　大分営業所

大　分 71427 大分ＴＣＭ（株）

大　分 71515 （有）東栄重工

大　分 71552 （有）大五重機サービス

大　分 71865 日照港運（株）

大　分 72504 （株）　津留自動車工業

大　分 72505 建機整備（有）

大　分 72506 （有）長洲自動車修理工場

大　分 72508 豊州車輌工業（株）

大　分 72513 岡本自工（株）

大　分 72619 （有）大分建機

大　分 73223 （有）中島産業

大　分 73224 （有）佐伯フォークリフト

大　分 73598 （有）野津建機整備

大　分 73602 豊肥建機（有）

大　分 73778 （有）大分エアマンサービス

大　分 74020 （有）奈良モーター商会

大　分 74308 ワコーエンジニアリング（株）

大　分 74366 野島機械サービス（株）

大　分 74477 （有）ワコーディーゼル

大　分 74714 （株）　河武自動車整備工場

大　分 74819 （有）大光整備

大　分 74821 国広機工（株）

大　分 74822 愛宕自動車工業（株）

大　分 74938 （有）三重モータース

大　分 75170 日立建機日本（株） 大分営業所

大　分 75207 日鉄物流大分（株）

大　分 75241 キャタピラー九州（株） 大分支店

大　分 75273 ロジスネクスト九州　（株） 大分支店

大　分 75320 住友建機販売（株） 九州統括部大分支店

大　分 75346 コマツカスタマーサポート（株） 九州沖縄カンパニー大分津久見支店

大　分 75356 （株）　クボタ建機ジャパン 大分営業所

大　分 75608 （株） ニシキ

大　分 75644 ななせ機械（株）

大　分 75672 （有）松田重機

大　分 75782 大分興業（株）

大　分 75783 （株）カートピアキクチ

大　分 76016 （株）　宮丸

大　分 80233 日田市森林組合

大　分 80301 （株）ゴリラ

宮　崎 40236 センコー（株） 東九州主管支店

宮　崎 40261 （株）三股運送

宮　崎 60227 稲尾リース（株）
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宮　崎 60240 （株）コマツレンタル宮崎

宮　崎 60345 （有）田中建設機械

宮　崎 60602 宮崎重機センター（株）

宮　崎 60851 （有）吉川重機

宮　崎 60907 （株）キリシマ機材

宮　崎 60919 （有）宮崎産業機械

宮　崎 60942 三光クボタ建機（株） 小林営業所

宮　崎 61175 新東（株）

宮　崎 61195 （株）八紘

宮　崎 70119 宮崎センコー運輸整備（株）

宮　崎 70123 （株）奈良鐵工

宮　崎 70470 コマツ宮崎（株）

宮　崎 70610 トヨタＬ＆Ｆ宮崎（株）

宮　崎 70837 宮崎ディーゼル（株）

宮　崎 71189 共和建機（株）

宮　崎 71288 （株）ディーゼル工業

宮　崎 71581 （株）東九車輌

宮　崎 71669 （有）新生重機

宮　崎 71779 （有）洋南重機

宮　崎 71868 新栄重機工業（株）

宮　崎 71957 八興自動車整備（株）

宮　崎 72748 鍋倉モータース商会

宮　崎 72750 （有）吉留機販

宮　崎 72774 宮崎日産自動車（株）

宮　崎 73439 （有）西部重機サービス

宮　崎 73473 （有）宮崎ブルドーザー

宮　崎 73900 （有）小林フォークリフト

宮　崎 74242 （有）大栄重機

宮　崎 74268 （株）キングサービス

宮　崎 74400 （株）宮崎ディーゼル商事

宮　崎 74471 （有）聖光サービス

宮　崎 74618 ハイフィールドサービス（株）

宮　崎 74645 （有）山﨑自動車

宮　崎 75172 日立建機日本（株） 宮崎営業所

宮　崎 75242 キャタピラー九州（株） 南九州支社 宮崎支店

宮　崎 75277 ロジスネクスト九州（株） 都城支店

宮　崎 75321 住友建機販売（株） 宮崎支店

宮　崎 75412 コマツカスタマーサポート（株） 九州沖縄カンパニーリフト宮崎支店

宮　崎 75477 ロジスネクストユニキャリア（株） 宮崎支店

宮　崎 75607 （有）　ボブキャット宮崎

宮　崎 75686 （有）武田自動車整備工場

宮　崎 75710 タイヨウ産業（株）

宮　崎 75711 （株）クボタ建機ジャパン 九州営業部宮崎営業所

宮　崎 75729 （有）丸和建機サービス

宮　崎 75907 ダイナ整工

宮　崎 75933 （有）山下自動車

宮　崎 76177 （株）上尚サービス

宮　崎 76241 （株）PaPaのくるま工房

鹿児島 30136 （株）芝建設

鹿児島 30729 （株）南日本運輸建設

鹿児島 30809 （株）新協

鹿児島 40204 名瀬港運（株）

鹿児島 40269 （株）丸工

鹿児島 60439 （有）南国リース

鹿児島 60477 新日本建機リース（株）
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鹿児島 60610 （株）カネイチ

鹿児島 60617 （株）北薩建機

鹿児島 60772 太田機工（株）

鹿児島 60824 第一機械産業（株）

鹿児島 60825 （株）ナンリョウ

鹿児島 60904 国内建機（株）

鹿児島 60941 三光クボタ建機（株） 鹿児島営業所

鹿児島 61058 （株）キリシマ重機

鹿児島 61069 （株）嶋児重機

鹿児島 61100 （株）トヨタレンタリース鹿児島

鹿児島 61119 日光リース（株）

鹿児島 61158 宮内機械（有）

鹿児島 61196 近畿機械産業（株）

鹿児島 61256 （株）ＲｅＯ

鹿児島 70377 玉里産機（株）

鹿児島 70563 南九州川崎建機（株）

鹿児島 70676 トヨタＬ＆Ｆ鹿児島（株）

鹿児島 70764 南国建機サービス（株）

鹿児島 70925 （有）迫田重車輌整備工場

鹿児島 71319 （株）ニットク

鹿児島 71422 （株）ナンニチ

鹿児島 71423 （有）三栄重車輌

鹿児島 71550 竹村自動車

鹿児島 71615 （有）加覧重機

鹿児島 71676 （有）協和自動車整備工場

鹿児島 71683 高山自動車（有）

鹿児島 71826 大村機械（株）

鹿児島 71924 （有）牧自動車整備工場

鹿児島 71931 （有）岩﨑自動車工場

鹿児島 71953 中越物産（株）

鹿児島 72202 （株）シンコーフォークリフト 鹿児島

鹿児島 73330 徳栄重機（株）

鹿児島 73331 （有）徳酬重機整備工場

鹿児島 73341 神田自動車旭原重機工場

鹿児島 73799 （株）徳丸建機サービス

鹿児島 74008 （有）安部自動車整備工場

鹿児島 74294 （株）拓南自動車

鹿児島 74588 （有）サツマ建機

鹿児島 74621 （有）江口建機サービス

鹿児島 74691 （有）輝北自動車整備工場

鹿児島 74711 （有）松田製作所

鹿児島 74803 （株）北薩メディアシステム

鹿児島 75167 日立建機日本（株） 九州支社南九州支店鹿児島ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ

鹿児島 75243 キャタピラー九州（株） 鹿児島支店

鹿児島 75271 ロジスネクスト九州（株） 鹿児島支店

鹿児島 75322 住友建機販売（株） 九州統括部鹿児島支店

鹿児島 75411 コマツカスタマーサポート（株） 九州沖縄カンパニーリフト鹿児島支店

鹿児島 75476 ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄﾕﾆｷｬﾘｱ（株） 九州支社鹿児島支店

鹿児島 75899 （株）クボタ建機ジャパン 九州営業部　鹿児島営業所

鹿児島 76033 マエダ自動車（有）

鹿児島 76034 （有）江南自動車建機サービス

鹿児島 76119 （株）屈岡建機サービス

鹿児島 80333 （有）中部砕石

沖　縄 30572 崎原建設（株）

沖　縄 30805 （株）丸内
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沖　縄 30813 （株）与儀組

沖　縄 30832 （株）丸浩重機工業

沖　縄 30836 南西道路（株）

沖　縄 60359 （株）開成

沖　縄 60448 ニッケンリース（株）

沖　縄 60464 （有）田場機工

沖　縄 60515 （有）上原機械

沖　縄 60843 沖縄産機（株）

沖　縄 60844 （株）安謝橋電機

沖　縄 61005 （有）ひが重機リース

沖　縄 61030 （資）張本機械工業

沖　縄 61060 （有）ＳＴレンタル

沖　縄 61090 （有）糸満工機

沖　縄 61101 （有）三石レンタル

沖　縄 61102 （有）大進鉱業

沖　縄 61108 （株）双葉建機

沖　縄 61194 （株）国場建機

沖　縄 70213 沖縄ふそう自動車（株）

沖　縄 70874 （株）漲水整備

沖　縄 70920 沖縄トヨタ自動車（株）

沖　縄 71093 （株）しげる屋商会

沖　縄 71745 （株）大平機械

沖　縄 72801 コマツカスタマーサポート（株） 九州沖縄カンパニー

沖　縄 73652 （有）共進電機

沖　縄 73653 （株）佐久本工機

沖　縄 73656 南海自動車（株）

沖　縄 73658 （株）ライトモータース

沖　縄 73663 マチダテクノ（株）

沖　縄 74234 （有）トモヒロ

沖　縄 74286 （有）沖縄ニチユ

沖　縄 74317 （有）前竹工業

沖　縄 74318 （有）翔南建機工業

沖　縄 74346 （有）南栄自動車

沖　縄 74444 （有）名護重機部品

沖　縄 74445 （株）三和自動車商会

沖　縄 74536 日立建機日本（株） 九州支社　沖縄支店

沖　縄 74612 アネックス（株）

沖　縄 74615 （有）沖縄機工リース

沖　縄 74709 （株）シマコー

沖　縄 74721 （有）ダイエイ重販

沖　縄 74848 ダイサン自動車整備工場

沖　縄 74857 （有）沖縄機工

沖　縄 74989 日本キャタピラー（同） 首都圏地区　沖縄営業所

沖　縄 75123 （株）国際重機

沖　縄 75603 ヤマトオートワークス沖縄（株）

沖　縄 75642 （株）リクソウ

沖　縄 75676 ヤンマー沖縄（株）

沖　縄 75987 （有）岡崎建機

沖　縄 76035 JALスカイエアポート沖縄（株）

沖　縄 76195 コベルコ建機日本（株） 九州支社　沖縄営業所

沖　縄 76219 親里建機サービス

沖　縄 76237 （株）くみき

沖　縄 80126 （株）オカノ

沖　縄 80199 （株）加藤製作所 沖縄支店

沖　縄 80242 拓南商事（株）
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沖　縄 80357 沖電企業（株）

沖　縄 80366 （株）琉球鉱山開発
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