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どっと建設株式会社
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101 東川建設　株式会社 ﾋｶﾞｼｶﾜ 088-858-9761 786-0081 高知県高岡郡四万十町中村3-19 同業者 東川　三郎 締日単位 31日
御中 ゴールデン中村317 Ｂ 吉田　胡桃 四捨五入 切り捨て

102 長野土木総合事務所 ﾅｶﾞﾉﾄﾞﾎﾞｸ 026-959-7975 399-9511 長野県北安曇郡小谷村中土2-3 官公庁 明細単位 31日
御中 切り捨て 四捨五入

103 佐賀市役所土木課 ｻｶﾞｼﾔｸｼｮ 0952-92-5555 840-0863 佐賀県佐賀市嘉瀬町十五2-5-14 市町村 小森　英介 締日単位 31日
御中 四捨五入 切り捨て

104 北秋田市土木事務所 ｷﾀｱｷﾀｼ 0182-96-8556 018-4741 秋田県北秋田市阿仁幸屋3-15 官公庁 野本　友哉 締日単位 31日
御中 0182-96-8556 阿仁幸屋庵105 四捨五入 切り捨て

105 株式会社横浜土木 ﾖｺﾊﾏﾄﾞﾎﾞｸ 044-900-8436 231-0854 神奈川県横浜市中区根岸旭台3-7 元請先 泉　真吾 締日単位 31日
御中 044-900-8436 四捨五入 切り捨て

106 松阪開発公団 ﾏﾂｻｶｶｲﾊﾂ 059-948-9397 515-2351 三重県松阪市嬉野井之上町1-14-1 元請先 駒井　勝 締日単位 31日
御中 四捨五入 切り捨て

107 栗田　吾郎 ｸﾘﾀｺﾞﾛｳ 0537-99-3845 439-0006 静岡県菊川市堀之内4-9-17 一般民間 明細単位 31日
様 堀之内キャッスル118 切り捨て 四捨五入

108 新見市長　本多宗次 ｼﾝﾐｼﾁｮｳ 086-061-6610 719-2801 岡山県新見市神郷釜村2-11-5 市町村 明細単位 31日
殿 切り捨て 四捨五入

112 ミワ開発　株式会社 ﾐﾜｶｲﾊﾂ 0745-68-8776 630-8212 富山県富山市春日野町3-12 同業者 締日単位 31日
御中 パーク春日野町206 四捨五入 切り捨て

113 株式会社　吉田組開発 ﾖｼﾀﾞｸﾞﾐ 097-353-9476 870-0045 大分県大分市城崎町3-1-11 元請先 締日単位 31日
御中 城崎町の杜100 四捨五入 切り捨て

114 佐伯町役場 ｻｴｷﾏﾁﾔｸﾊﾞ 097-827-9452 876-1404 大分県佐伯市米水津小浦1-12 市町村 松田　正太郎 締日単位 31日
御中 097-827-9453 ステーション米水津小浦204 四捨五入 切り捨て

116 株式会社　中村 ﾅｶﾑﾗ 03-8325-2016 123-0845 東京都足立区西新井本町4-1-14 同業者 伊藤 締日単位 31日
御中 03-8325-2017 西新井本町グリーン412 四捨五入 切り捨て

1001 掛川農林事務所 ｶｹｶﾞﾜﾉｳﾘﾝ 053-874-1296 436-0057 静岡県掛川市十九首3-3-13 官公庁 岸谷 締日単位 31日
御中 四捨五入 切り捨て

1002 宇陀土木事務所 ｳﾀﾞﾄﾞﾎﾞｸ 0744-52-8610 633-0257 奈良県宇陀市榛原区榛見が丘2-5- 官公庁 森　亮介 締日単位 31日
御中 0744-52-8611 榛原区榛見が丘プラザ103 四捨五入 切り捨て

1003 国土交通省 ｺｸﾄﾞｺｳﾂｳｼｮｳ 官公庁 平田　慶太 締日単位 31日
御中 四捨五入 切り捨て

1004 四万十土木部営繕課 ｼﾏﾝﾄﾄﾞﾎﾞｸ 088-357-3854 787-1551 高知県四万十市住次郎4-2-12 市町村 宮田　進 締日単位 31日
御中 四捨五入 切り捨て

1005 正二羽電気工事 ｼｮｳﾆﾜ 0765-11-9870 939-1323 富山県砺波市上中野1-9-12 其他建設業 橋本　裕次郎 締日単位 31日
橋本　裕次郎 様 0765-11-9871 四捨五入 切り捨て

1006 株式会社　リン工業開発 ﾘﾝｺｳｷﾞｮｳ 0748-5-9768 520-0023 滋賀県大津市茶が崎4-5-14 其他建設業 田尾 締日単位 31日
御中 0748-5-9768 キャッスル茶が崎211 四捨五入 切り捨て
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1007 宇和島土木事務所 ｳﾜｼﾞﾏﾄﾞﾎﾞｸ 089-033-5282 798-3358 愛媛県宇和島市津島町竹ケ島3-3- 官公庁 高橋　聡 締日単位 31日
御中 津島町竹ケ島ドリーム207 四捨五入 切り捨て

1008 利別造園 ﾘﾍﾞﾂ 06-367-1593 590-0124 大阪府堺市南区畑1-3 其他建設業 締日単位 31日
御中 06-367-1593 四捨五入 切り捨て

1021 木村不動産　株式会社 ｷﾑﾗﾌﾄﾞｳｻﾝ 0829-49-0857 738-0224 広島県廿日市市栗栖2-1-6 一般民間 明細単位 31日
御中 切り捨て 四捨五入

1032 鳥取銀行高田支店 ﾄｯﾄﾘｷﾞﾝｺｳ 0857-00-2814 689-0333 鳥取県鳥取市気高町新町1-15-1 一般民間 明細単位 31日
御中 コーポ気高町新町311 切り捨て 四捨五入

1033 株式会社　クスリのオザキ ｸｽﾘ 098-94-3276 901-2321 沖縄県中頭郡北中城村美崎3-10-1 一般民間 明細単位 31日
御中 美崎メゾン111 切り捨て 四捨五入

1050 塩谷歯科クリニック ｼｵﾀﾆ 089-373-1884 798-1371 愛媛県北宇和郡鬼北町生田3-9-9 一般民間 明細単位 31日
御中 ロイヤル生田418 切り捨て 四捨五入

1058 三戸土地開発公社 ﾐﾄﾄﾁｶｲﾊﾂ 017-562-6953 039-1568 青森県三戸郡五戸町傘松2-18 市町村 明細単位 31日
理事長　東　吾一 様 切り捨て 四捨五入

1063 社会福祉法人　燦燦会 ｼｬｶｲ 011-962-6267 095-0013 北海道士別市東三条2-7-14 その他 明細単位 31日
理事長　向　真一 様 切り捨て 四捨五入

1078 株式会社 ハウス住建 ﾊｳｽｼﾞｭｳｹﾝ 055-698-9050 400-0081 山梨県甲府市上帯那町3-11-20 元請先 加藤恵子 明細単位 31日
御中 055-698-9050 上帯那町ランド414 谷本幸一 切り捨て 四捨五入

1093 前川　健一 ﾏｴｶﾜ ｹﾝｲﾁ 0749-02-3923 520-3006 滋賀県栗東市井上3-14-4 一般民間 明細単位 31日
御中 井上パレス119 切り捨て 四捨五入

9998 その他 ｿﾉﾀ 0796-28-7752 660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町3-13 その他 締日単位 31日
御中 0796-28-7753 グリーン竹谷町103 四捨五入 切り捨て

9999 自社 ｼﾞｼｬ 076-023-5682 929-1602 石川県鹿島郡中能登町能登部上4- その他 税なし 31日
御中 076-023-5683 切り捨て 四捨五入
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