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50音順

お客さま名 県 市町村 お客さま名 県 市町村

株式会社　赤福 三重県 伊勢市 株式会社　ダイハツ三重 三重県 四日市

社会福祉法人　あけあい会 三重県 津市 株式会社　種瀬組 三重県 四日市

旭鍍金　株式会社 三重県 津市 株式会社谷口組 三重県 大紀町

株式会社　安達工業 愛知県 名古屋市 株式会社　中建サ－ビス 愛知県 あま市

株式会社　ア－ルプランナ－ 愛知県 名古屋市 中部製罐　株式会社 三重県 鈴鹿市

株式会社　飯田商事 三重県 鈴鹿市 株式会社　東海テクノ 三重県 四日市

株式会社　石吉組 三重県 志摩市 有限会社　トスカ－コ－ポレ－ション 三重県 四日市市

伊勢金型工業　株式会社 三重県 伊勢市 鳥羽市 三重県 鳥羽市

伊勢不動産販売　株式会社 三重県 四日市市 株式会社　鳥羽水族館 三重県 鳥羽市

いなべ市 三重県 いなべ市 トモＨＤ　株式会社 三重県 四日市市

イハラ鋼業株式会社 愛知県 名古屋市 株式会社　ナベカ 三重県 亀山市

株式会社　ウイング 三重県 松阪市 株式会社　西組 三重県 大台町

株式会社　植田電気工事事務所 三重県 伊勢市 株式会社　野呂テック 三重県 四日市市

内田鍛工　株式会社 三重県 四日市 株式会社　ハア―モニ― 愛知県 弥富市

株式会社エヌ・エス・アイ 三重県 津市 浜口土木株式会社 三重県 伊勢市

株式会社　大野工務店 三重県 鈴鹿市 林建材　株式会社 三重県 鈴鹿市

大野精工　株式会社 愛知県 西尾市 株式会社　ハンエイ 三重県 鈴鹿市

株式会社　大増コンサルタンツ 愛知県 名古屋市 医療法人　久居病院 三重県 津市

株式会社　尾﨑畜産御浜ファーム 三重県 御浜町 株式会社　平野組 三重県 紀北町

株式会社　尾鍋組 三重県 松阪市 株式会社　ファイン流通 三重県 松阪市

片岡製網　株式会社 三重県 四日市市 株式会社　フォーカス 愛知県 日進市

株式会社　カネウミ 愛知県 名古屋市 福道建設　株式会社 三重県 四日市市

川越町 三重県 川越町 扶桑工機　株式会社 三重県 桑名市

河村産業株式会社 三重県 四日市市 有限会社　へんばや商店 三重県 伊勢市

川本サービス　株式会社 愛知県 名古屋市 株式会社　宝輪 三重県 鈴鹿市

株式会社　川本製作所 愛知県 名古屋市 医療法人　北勢会　北勢病院 三重県 いなべ市

北嶋建設　株式会社 三重県 津市 北勢電気株式会社 三重県 四日市市

株式会社　北村組 三重県 松阪市 堀田建設　株式会社 三重県 亀山市

協同海運　株式会社 三重県 四日市 株式会社　丸一ハイテック 三重県 員弁郡東員町

熊野精工　株式会社 三重県 熊野市 丸エ冷蔵　株式会社 三重県 大紀町

クラギ　株式会社 三重県 松阪市 株式会社　マルトー 三重県 四日市市

有限会社　グリ－ンつばき 三重県 鈴鹿市 株式会社　丸八土建 三重県 大台町

株式会社　広益社 三重県 四日市市 みえ熊野古道商工会 三重県 紀北町

櫻井鋼業　株式会社 愛知県 名古屋市 公益財団法人　三重県建設技術センター 三重県 津市

株式会社　三エスゴム 三重県 四日市 一般財団法人　三重県公立学校職員互助会 三重県 津市

三陽化成　株式会社 三重県 四日市 公益社団法人　三重県私学振興会 三重県 津市

株式会社　三立商会 三重県 松阪市 三重県市町総合事務組合 三重県 津市

志摩環境事業協業組合 三重県 志摩市 三重県商工会連合会 三重県 津市

株式会社　志摩商会 三重県 志摩市 三重県職員信用組合 三重県 津市

下津醤油　株式会社 三重県 津市 三重県中小企業団体中央会 三重県 津市

新郊パイプ工業　株式会社 愛知県 名古屋市 三重西濃運輸　株式会社 三重県 鈴鹿市

有限会社　新玉亭 三重県 津市 三重石商事　株式会社 三重県 四日市

新日本計器　株式会社 三重県 四日市 三重トヨペット株式会社 三重県 津市

シンポ　株式会社 愛知県 名古屋市 水谷建設　株式会社 三重県 いなべ市

株式会社　水貝製作所 三重県 いなべ市 水廣製機　株式会社 三重県 いなべ市

株式会社　スカイブルー 三重県 いなべ市 社会福祉法人　むつみ福祉会 三重県 松阪市

株式会社　杉村製作所 三重県 四日市市 株式会社　モリタアンドカンパニー 愛知県 小牧市

株式会社　スギヤマ 愛知県 蟹江町 モリノマシナリー　株式会社 三重県 津市

ゼネラルヒ－トポンプ工業　株式会社 愛知県 名古屋市 山中　一矢 三重県 津市

勢の國交通　株式会社 三重県 四日市 ユウテック　株式会社 三重県 紀宝町

株式会社　大安製作所 三重県 いなべ市 横山興業　株式会社 愛知県 豊田市

株式会社　第一電気工業 三重県 四日市 四日市印刷工業　株式会社 三重県 四日市

株式会社　タイガーサッシュ製作所 愛知県 刈谷市 四日市曳船　有限会社 三重県 四日市

大紀町 三重県 大紀町 株式会社　四日市モ－タ－ス商会 三重県 四日市市

大藤建設　株式会社 愛知県 愛西市 株式会社　ラセック 三重県 松阪市

株式会社　大東通商 愛知県 名古屋市

　　　　　グリーン預金へのお預入れにご賛同をいただいたお客さま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当行ホームページへの掲載に同意いただいたお客さまをご紹介いたします。


