
2018年11月2日

事業者名 都道府県

株式会社ＡＲＣＨ 北海道
株式会社アイワード 北海道
医療法人社団青山歯科クリニック 北海道
旭タクシー株式会社 北海道
厚田産業株式会社 北海道
株式会社阿部造園 北海道
株式会社阿部電気商会 北海道
株式会社アムス 北海道
荒嶽明広 北海道
株式会社ＡＬＳ－ＯＫサービス 北海道
株式会社アルフア・エンジニアリング 北海道
株式会社アンカー 北海道
有限会社イーケアサービス 北海道
株式会社ｅ－ｓｔｙｌｅ 北海道
池田食品株式会社 北海道
池田辰実 北海道
石黒正敏 北海道
市村通乃 北海道
株式会社一倫 北海道
有限会社樹工房 北海道
株式会社イトイグループホールディングス 北海道
株式会社伊藤家石材店 北海道
稲穂スズキ株式会社 北海道
有限会社入川企画 北海道
株式会社イワクラ 北海道
株式会社ヴァンガードネットワークス 北海道
合同会社ウエムラサポート 北海道
株式会社うけがわファームＤＥＮ－ＥＮ 北海道
株式会社ウロコマシナリー 北海道
株式会社栄材 北海道
合同会社ＨＲ 北海道
株式会社エーディーエルサポート 北海道
ＡＰＧ株式会社 北海道
株式会社エコニクス 北海道
医療法人社団ＳＰＬＵＳ 北海道
株式会社ＯｒｌａｎｄｏＪａｐａｎ 北海道
医療法人社団沖歯科医院 北海道
株式会社小樽海洋水産 北海道
株式会社小樽リアルエステート 北海道
合資会社オフィスウィズダム 北海道
株式会社カネキ柏原 北海道
株式会社兼大岩崎水産 北海道
株式会社亀田清掃 北海道
有限会社川尻工業 北海道
医療法人社団かわむら歯科クリニック 北海道
寒地開発エンジニアリング株式会社 北海道
社会福祉法人共友会 北海道
ＧＯＯＤ　ＡＳ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ株式会社 北海道
合同会社グリンケア札幌 北海道
有限会社啓衣裳店 北海道
ケイズサウンド株式会社 北海道
株式会社ケーアイストーン 北海道

平成29年度補正サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業
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ケエブズ株式会社 北海道
株式会社コンドー興産 北海道
齋藤弘源 北海道
斉藤正義 北海道
有限会社坂井商店 北海道
有限会社酒井農場 北海道
株式会社坂下工務店 北海道
作内信子 北海道
さくらネットワークス合同会社 北海道
笹谷建設株式会社 北海道
札幌オーナーズ株式会社 北海道
株式会社札幌管財センター 北海道
札幌住宅株式会社 北海道
株式会社サン・ガーデン 北海道
株式会社三五工務店 北海道
株式会社ＣＳソリューション 北海道
株式会社ジェイエスネットワーク 北海道
塩川建設株式会社 北海道
社会医療法人社団愛心館 北海道
株式会社ＪＡＭ 北海道
社会福祉法人心侑会 北海道
杉本無限 北海道
有限会社スキンケアメデック 北海道
鈴木水産株式会社 北海道
株式会社Ｓｕｔｔｏ 北海道
株式会社セブンブレンチ 北海道
株式会社セレクトホーム 北海道
ダイイチ株式会社 北海道
高橋智春 北海道
高橋正浩 北海道
田中貴大 北海道
田村信太郎 北海道
株式会社男爵倶楽部 北海道
医療法人知仁会八木整形外科病院 北海道
株式会社電電工北海道 北海道
有限会社田頭建設工業 北海道
鉛口智和 北海道
株式会社トゥルーカラーズ 北海道
有限会社トム 北海道
トラスト・セキュリティ株式会社 北海道
トラバース測量設計有限会社 北海道
株式会社ナオック 北海道
株式会社中村屋旅舘 北海道
縄野裕貴 北海道
株式会社ニシムラ塗装 北海道
株式会社日照電機製作所 北海道
ニッポンレンタカー北海道株式会社 北海道
株式会社熱学 北海道
株式会社ネンセツ 北海道
ノースマルシェ株式会社 北海道
株式会社能登家具店 北海道
ハウジングオペレーションアーキテクツ株式会社 北海道
株式会社萩工務店 北海道
畠山由香利 北海道
原田仁 北海道
有限会社ビートレード 北海道
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株式会社ビーネクスコ 北海道
一般社団法人美栄 北海道
株式会社広内エゾリスの谷チーズ社 北海道
有限会社廣瀬デンタルラボラトリー 北海道
合同会社フォルトゥナ 北海道
株式会社福田水文センター 北海道
福田進 北海道
株式会社フジウロコ大橋水産 北海道
株式会社藤沢土木 北海道
株式会社不二木材 北海道
株式会社フナキ 北海道
株式会社プライム 北海道
有限会社プリモグループ 北海道
プレジールライフ合同会社 北海道
株式会社Ｐｌｅａｓｕｒｅ　Ｂｅｌｌ 北海道
社会保険労務士法人ホームラン 北海道
株式会社保険ＢＡＮＫ 北海道
株式会社ホシボデー 北海道
株式会社北海道ダイヤ 北海道
北海道ペスカ株式会社 北海道
北砿石油株式会社 北海道
本郷哲也 北海道
益村測量設計株式会社 北海道
松下一郎 北海道
松田豪 北海道
株式会社丸恭水産 北海道
有限会社丸信新津商店 北海道
株式会社まるたか 北海道
有限会社マルマ松本商店 北海道
三浦義隆 北海道
宮城島崇人 北海道
有限会社美和工芸 北海道
合同会社Ｍｕｓｅｔｔｏ 北海道
室谷ガラス株式会社 北海道
山越徹 北海道
有限会社山本技建 北海道
有限会社ユニバーサル保険企画 北海道
株式会社ライラツク自工 北海道
リノベ札幌株式会社 北海道
リ・マイン株式会社 北海道
株式会社ルグラン 北海道
あおもり食品株式会社 青森県
アップルハウジング株式会社 青森県
有限会社一級建築士事務所アネスト 青森県
合同会社イッシン 青森県
小友勇人 青森県
株式会社サイガミ重機工業 青森県
株式会社在宅療養支援Ｌａｂ 青森県
有限会社三栄商事 青森県
有限会社シーユーハウジング 青森県
清野直伸 青森県
髙橋文明 青森県
株式会社ためのぶストア 青森県
株式会社つるや 青森県
有限会社トーエー 青森県
有限会社ナチュラル農究 青森県
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事業者名 都道府県

株式会社八戸測量設計 青森県
社会福祉法人八陽会 青森県
株式会社弘前公益社 青森県
豊産管理株式会社 青森県
医療法人芳伸会 青森県
株式会社北海道ハウス 青森県
株式会社メディカルワン 青森県
株式会社米万商店 青森県
株式会社アウトレジャー 岩手県
株式会社あすみ 岩手県
株式会社板宮建設 岩手県
株式会社岩手ナブコ 岩手県
株式会社エクステリアチバ 岩手県
有限会社オーベン建築設計舎 岩手県
株式会社近江建設 岩手県
有限会社小沢商会 岩手県
株式会社小田嶋塗装 岩手県
株式会社オリオンベーカリー 岩手県
九戸村土地改良区 岩手県
有限会社コマクサファーム 岩手県
三光運輸株式会社 岩手県
社会医療法人みやま会 岩手県
株式会社成翊光産業 岩手県
株式会社星光舎 岩手県
高畑電機株式会社 岩手県
タケヒロ東北株式会社 岩手県
有限会社福士モータース 岩手県
株式会社ホーマス・キリンヤ 岩手県
北海建設工業株式会社 岩手県
有限会社谷地林業 岩手県
株式会社やよいディライト 岩手県
株式会社六原 岩手県
株式会社アートワークス 宮城県
株式会社アイ・ユー 宮城県
株式会社アキコーポレーション 宮城県
株式会社ＡＳＫＡ総合計画 宮城県
株式会社イーストコア 宮城県
株式会社イーライフネクスト 宮城県
医療法人五十嵐小児科 宮城県
インクレイス株式会社 宮城県
医療法人梅津内科医院 宮城県
英智学館株式会社 宮城県
株式会社エクセレントショップサイトー 宮城県
ＳＧＩ株式会社 宮城県
有限会社オートガレージマックス 宮城県
医療法人社団小川整形外科クリニック 宮城県
尾崎慎悟 宮城県
小山住宅有限会社 宮城県
株式会社CalmDays 宮城県
菊地久美 宮城県
株式会社ＫＩＫＯ 宮城県
株式会社木村土建 宮城県
株式会社協大工業 宮城県
株式会社銀河不動産 宮城県
株式会社キンキホーム 宮城県
株式会社熊谷板金製作所 宮城県
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株式会社ケーヒンエレクトロニクステクノロジー 宮城県
甲田恭子 宮城県
交通施設工業株式会社 宮城県
株式会社ＣｏｃｏＲｅｎｏ 宮城県
医療法人小松こども歯科 宮城県
一般社団法人ＣＯＭ’Ｓ 宮城県
株式会社斎藤 宮城県
株式会社櫻井防災 宮城県
佐々木勝彦 宮城県
佐藤玲子 宮城県
澤口弘 宮城県
澤野和則 宮城県
島田耕平 宮城県
株式会社ショクテン 宮城県
株式会社シライシコーポレーション 宮城県
株式会社新輝工業 宮城県
株式会社スペースクラフト 宮城県
セオリーホーム株式会社 宮城県
關隆臣 宮城県
２４総合企画サービス合同会社 宮城県
有限会社相馬食品 宮城県
曽根田惇 宮城県
株式会社ソマキ 宮城県
高野建設株式会社 宮城県
竹島秀俊 宮城県
株式会社津田畜産 宮城県
株式会社鶴亀 宮城県
株式会社ティー・エフコーポレーション 宮城県
有限会社テシロギ 宮城県
株式会社東京屋カバン店 宮城県
株式会社東北デザインセンター 宮城県
株式会社Ｔｏｒｕｓｌｉｎｋ 宮城県
株式会社トラストライフ 宮城県
中條哲 宮城県
錦エステート株式会社 宮城県
日本環境株式会社 宮城県
有限会社沼田企画 宮城県
株式会社ハーフウェイ 宮城県
株式会社ビー・アイ運送 宮城県
株式会社Ｈｉｚｅｎ 宮城県
株式会社ビック・ママ 宮城県
有限会社ＰＡＩＮＴＳＴＡＦＦ 宮城県
株式会社北衛建設 宮城県
株式会社ＭＡＲＴＥＬＬ 宮城県
株式会社みらい創研 宮城県
村上和紗 宮城県
株式会社明栄総建 宮城県
明光ビルサービス株式会社 宮城県
森俊也 宮城県
株式会社ＹＡＭＡＴＯ 宮城県
株式会社ヨシムラ 宮城県
株式会社リノシア 宮城県
汪麗峰 宮城県
加賀谷沙也佳 秋田県
梶原亜美 秋田県
有限会社鹿角ボデー 秋田県
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株式会社加藤商会 秋田県
佐々木一彦 秋田県
有限会社佐藤モーターサイクル 秋田県
シブヤ建設工業株式会社 秋田県
能代運輸株式会社 秋田県
博田匡史 秋田県
有限会社ファーマシステム 秋田県
横山雄司 秋田県
株式会社吉田工務店 秋田県
株式会社朝日自然観 山形県
税理士法人あゆみパートナーズ 山形県
株式会社ウエステック山形 山形県
株式会社エツキ 山形県
株式会社エルサン 山形県
株式会社大井工務店 山形県
有限会社大江米商 山形県
株式会社大久保硝子店 山形県
オートファーベン株式会社 山形県
医療法人大原医院 山形県
株式会社尾形商店 山形県
木村哲久 山形県
ＧＯＯＤ　ＴＩＭＥ株式会社 山形県
クリエス精機株式会社 山形県
株式会社こまつ書店 山形県
有限会社佐藤建築工房 山形県
株式会社佐藤工務店 山形県
佐藤弘 山形県
有限会社サルビア 山形県
株式会社シスモ 山形県
株式会社上和電機 山形県
白鷹観光開発株式会社 山形県
株式会社鈴木酒造店長井蔵 山形県
高橋聡子 山形県
髙橋誠一郎 山形県
有限会社鷹山物流 山形県
株式会社つたや 山形県
株式会社天童ホテル 山形県
株式会社東部電気 山形県
有限会社西浜タイヤ 山形県
ネムール株式会社 山形県
有限会社原菊造商店 山形県
有限会社松野屋 山形県
株式会社ミナガワ建設 山形県
株式会社村形建築・住まいる企画 山形県
株式会社メローパル 山形県
株式会社ＲＫコーポレーション 福島県
株式会社ｉＤＥＮサービス 福島県
荒川産業株式会社 福島県
有限会社荒木屋 福島県
有限会社臼石自動車整備工場 福島県
株式会社梅原商会 福島県
株式会社エムケー興業 福島県
合同会社大山商会 福島県
鹿目進 福島県
株式会社河京 福島県
弘進ブロツク建設株式会社 福島県
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郡山陸運株式会社 福島県
坂本榮治 福島県
佐藤久美子 福島県
有限会社サングリーン 福島県
社会福祉法人慈仁会 福島県
大喜建築有限会社 福島県
東信建設株式会社 福島県
株式会社トキワテック 福島県
株式会社ＴＲＵＳＴ 福島県
浪江貨物自動車株式会社 福島県
株式会社西形商店 福島県
株式会社ネッパス 福島県
株式会社磐梯マリーン 福島県
株式会社本宮電設 福島県
株式会社正木屋材木店 福島県
有限会社丸進不動産 福島県
株式会社丸美 福島県
有限会社丸六スタンド 福島県
有限会社ミツワエンジニアリング 福島県
株式会社やまき電設工業 福島県
山口薬品株式会社 福島県
株式会社山田パン 福島県
有限会社横山木材建設 福島県
株式会社ライフテックサービス 福島県
株式会社ラディクリーン 福島県
株式会社リビングソーラー 福島県
有限会社るーむ情報館 福島県
六洋電気株式会社 福島県
株式会社青木測量設計 茨城県
秋山由美子 茨城県
株式会社アクアサービス 茨城県
荒井仁 茨城県
株式会社池田工務店 茨城県
株式会社石島建設 茨城県
磯陽樹 茨城県
上田周 茨城県
内海元 茨城県
ＮＫ観光有限会社 茨城県
大久保隆史 茨城県
大平建設株式会社 茨城県
株式会社カードックオオノ 茨城県
株式会社開発計画研究所 茨城県
株式会社久野ふとん店 茨城県
株式会社ケア・アミティ 茨城県
合同会社Ｋｏｉｎｕｐ 茨城県
株式会社功臣建設 茨城県
株式会社こしば 茨城県
桜井瓦工業有限会社 茨城県
合資会社桜井電気商会 茨城県
椎塚啓太 茨城県
社会福祉法人慈光学園 茨城県
株式会社樹里 茨城県
社会福祉法人白銀会 茨城県
社会福祉法人仁川会 茨城県
有限会社ストアー谷津 茨城県
社会福祉法人青燈会 茨城県
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セレモニー博善株式会社 茨城県
髙木豊美 茨城県
有限会社多賀自動車工業所 茨城県
髙瀬順年 茨城県
筑波教育研究センター株式会社 茨城県
合同会社ＴＳＰ 茨城県
土信田裕介 茨城県
トヨタエルアンドエフ茨城株式会社 茨城県
成井敏幸 茨城県
西茨城自動車協業組合 茨城県
株式会社野口工業 茨城県
ハウスパートナー恵建株式会社 茨城県
株式会社ピットモータースジャパン 茨城県
株式会社Ｈｕｍａｎ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ 茨城県
株式会社ビルド 茨城県
堀江孝史 茨城県
有限会社三浦建工 茨城県
水野竜之介 茨城県
皆神稔 茨城県
宮本光雄 茨城県
宮本陸 茨城県
室町淳史 茨城県
株式会社森谷電機 茨城県
山本さゆり 茨城県
合同会社ＬＩＦＥ　ＳＴＹＬＥ　ＡＤＶＩＳＥＲ 茨城県
株式会社リーブコーポレーション 茨城県
株式会社レフィーユ 茨城県
株式会社アペックス 栃木県
株式会社いおりハウジング 栃木県
石山修 栃木県
株式会社板室観光ホテル大黒屋 栃木県
市村庸輔 栃木県
有限会社イフコーポレーション 栃木県
インターネット株式会社 栃木県
エアロエンジニアリングス株式会社 栃木県
有限会社大阿久精工 栃木県
有限会社大垣金型製作所 栃木県
株式会社オースタム 栃木県
株式会社大塚モータース 栃木県
株式会社オルトゥス 栃木県
一般社団法人家業を継ぐ娘たちの会 栃木県
片栁秀明 栃木県
医療法人かとう会 栃木県
株式会社関東産業廃棄物処理公社 栃木県
菊地勉 栃木県
木野内宗 栃木県
株式会社クリエートインターナショナル 栃木県
株式会社こころ 栃木県
齋藤留美 栃木県
有限会社笹川石材店 栃木県
鈴木一廣 栃木県
関晃株式会社 栃木県
創進建設株式会社 栃木県
社会保険労務士法人ＳＯＵＭＵ 栃木県
株式会社大一不動産 栃木県
社会福祉法人たかはら学園 栃木県
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特定非営利活動法人たかはら那須スポーツクラブ 栃木県
東京食品産業株式会社 栃木県
東和アークス北関東株式会社 栃木県
栃木小松フオークリフト株式会社 栃木県
豊田真由美 栃木県
有限会社永井 栃木県
永井 良果 栃木県
有限会社西海薬局 栃木県
新田直人 栃木県
野口拓也 栃木県
はるの写真工芸株式会社 栃木県
株式会社ビークル 栃木県
フォルテグロウメディカル株式会社 栃木県
株式会社フォルマン 栃木県
株式会社深井製作所 栃木県
藤管工株式会社 栃木県
星和宏 栃木県
株式会社ＮＨＴＵ 栃木県
ホテイヤエクステリア販売株式会社 栃木県
ホテイヤトーヨー住器株式会社 栃木県
株式会社VOLT 栃木県
株式会社マロニエＢＢ 栃木県
株式会社三井織ネーム 栃木県
有限会社山口印刷所 栃木県
株式会社ＲＥＡＬ 栃木県
株式会社Ｒｉｎｇｓ　ｐｌｕｓ 栃木県
株式会社アイデンティカ 群馬県
株式会社ＩＢＣホールディングス 群馬県
赤石建設株式会社 群馬県
有限会社朝日 群馬県
株式会社東屋消防センター 群馬県
石森範子 群馬県
伊東屋珈琲合同会社 群馬県
有限会社入ケ谷福祉 群馬県
岩下典裕 群馬県
株式会社ＷＥ　ｃａｒｅ 群馬県
株式会社Ｗｉｔｈ　ｙｏｕ 群馬県
上坂建設株式会社 群馬県
株式会社ウェブアップ 群馬県
株式会社内山製作所 群馬県
開発技術株式会社 群馬県
株式会社カトキン 群馬県
金井電器産業株式会社 群馬県
鎌塚測量設計有限会社 群馬県
関東測量株式会社 群馬県
株式会社キャリアデザイン 群馬県
社会福祉法人協同福祉会 群馬県
協和薬品有限会社 群馬県
株式会社クラインズ 群馬県
有限会社グループホームひらかわ 群馬県
合同会社Ｃｌｅｖｅｒ＆Ｓｗｅｌｌ 群馬県
株式会社ＧＵＮＳＨＯ 群馬県
小坂建設株式会社 群馬県
小島精工株式会社 群馬県
酒井美貴子 群馬県
株式会社佐藤建設工業 群馬県
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三光商事株式会社 群馬県
株式会社篠田工務店 群馬県
渋沢テクノ建設株式会社 群馬県
鈴木篤美 群馬県
スタジオキューブ株式会社 群馬県
住まいのＧＥＮ有限会社 群馬県
株式会社スムース建築設計事務所 群馬県
株式会社西毛測量 群馬県
株式会社Ｓｅｖｅｎ　Ｃｏｌｏｒｓ’Ｄｒｅａｍ 群馬県
株式会社ＤＡＩＫＥＮ 群馬県
有限会社高崎包装 群馬県
有限会社タカノ三和 群馬県
高橋大宙 群馬県
田口章太 群馬県
田島卓 群馬県
株式会社タノ製作所 群馬県
株式会社哲學 群馬県
株式会社西建 群馬県
株式会社新研 群馬県
株式会社日東電機製作所 群馬県
ハイガー・ＨＡＩＧＥ産業株式会社 群馬県
箱田浅光 群馬県
パステルホーム有限会社 群馬県
有限会社原山養豚場 群馬県
有限会社バンシュウケンビ 群馬県
医療法人社団絆尚会 群馬県
株式会社ひかり工房 群馬県
株式会社深沢組 群馬県
有限会社福島建業 群馬県
福田昌弘 群馬県
有限会社藤川測量設計 群馬県
富士鉄重構株式会社 群馬県
株式会社プラテック 群馬県
株式会社プランドゥ 群馬県
古嶋鋼業株式会社 群馬県
株式会社平成イン 群馬県
有限会社眞下養豚 群馬県
株式会社ＭＡＳＴ 群馬県
三原工業株式会社 群馬県
美峰酒類株式会社 群馬県
武藤政尚 群馬県
柳町哲也 群馬県
株式会社ユタカ 群馬県
吉野典房 群馬県
株式会社ルライフ 群馬県
脇野孝一 群馬県
株式会社ワンセルフ 群馬県
医療法人相羽医院 埼玉県
青木幸裕 埼玉県
有限会社青木農機商会 埼玉県
青野りさ 埼玉県
株式会社アクラス 埼玉県
有限会社アスカ精機 埼玉県
株式会社アライ 埼玉県
有限会社新井電気 埼玉県
新井稔幸 埼玉県
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株式会社アロイ技研 埼玉県
飯山高央 埼玉県
池田雄生 埼玉県
有限会社イケヤ建築設計 埼玉県
石川博子 埼玉県
石川弥生 埼玉県
石黒雄人 埼玉県
石原ひかる 埼玉県
伊勢哲二 埼玉県
株式会社いせや呉服店 埼玉県
伊東由未 埼玉県
猪股郁 埼玉県
株式会社インテリアシン 埼玉県
上坂貴志 埼玉県
浦宏幸 埼玉県
浦和測量設計株式会社 埼玉県
社会福祉法人浦和福祉会 埼玉県
株式会社エコー 埼玉県
株式会社ＳＴハイテック 埼玉県
エステート企画株式会社 埼玉県
有限会社エムズ・テクニカル・サービス 埼玉県
株式会社ＥＭＯＷＬＡ 埼玉県
医療法人桜光会 埼玉県
大串真智子 埼玉県
株式会社おおたに 埼玉県
大谷美装株式会社 埼玉県
大津照男 埼玉県
有限会社大橋 埼玉県
株式会社大宮武蔵野ペット霊園 埼玉県
小川智弘 埼玉県
株式会社小野キャスト 埼玉県
有限会社加賀崎建材興業 埼玉県
片居木正宏 埼玉県
有限会社　嘉藤建築設計事務所 埼玉県
株式会社加藤工業 埼玉県
株式会社金子製作所 埼玉県
有限会社カプコ 埼玉県
カルソニックカンセイ企業年金基金 埼玉県
株式会社カンエツ 埼玉県
かんな株式会社 埼玉県
菅野広美 埼玉県
菅野益也 埼玉県
北原匠 埼玉県
北原千波 埼玉県
木村良 埼玉県
株式会社キュアコーポレーション 埼玉県
有限会社クイック 埼玉県
楠邦治 埼玉県
株式会社グッドライフ社 埼玉県
粂敏男 埼玉県
Ｃｌｏｕｄ９株式会社 埼玉県
有限会社くらづくり本舖 埼玉県
倉邉今日子 埼玉県
倉持広大 埼玉県
株式会社グローバル・ライフ 埼玉県
黒川恵美 埼玉県
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黒川聡 埼玉県
黒川未紀 埼玉県
株式会社ケイナスホーム 埼玉県
河野柳一 埼玉県
有限会社小山製作所 埼玉県
株式会社サイエンス・イノベーション 埼玉県
埼玉車体株式会社 埼玉県
埼玉精機株式会社 埼玉県
株式会社埼玉鈑金 埼玉県
斎藤啓太 埼玉県
坂口聖也 埼玉県
株式会社さくらコーポレーション 埼玉県
株式会社佐間田外構 埼玉県
株式会社サンエイ 埼玉県
三共測量株式会社 埼玉県
三協測量設計株式会社 埼玉県
サンセイプラン株式会社 埼玉県
株式会社サンフレッセ 埼玉県
シアカンパニー株式会社 埼玉県
シゴトラボ合同会社 埼玉県
株式会社篠崎運送倉庫 埼玉県
柴田正義 埼玉県
株式会社嶋澤啓工務店 埼玉県
島田直樹 埼玉県
株式会社ジャパンコーポレーション 埼玉県
株式会社ジュール．ｎｅｔ 埼玉県
社会福祉法人庄和和合会 埼玉県
白鳥成章 埼玉県
株式会社信和工芸 埼玉県
須賀加津彦 埼玉県
株式会社ＳＴＹＬＥ　ＡＩＤＥ 埼玉県
株式会社スネイルペース 埼玉県
須山晴香 埼玉県
有限会社スリープ愛ランド 埼玉県
盛煌商事株式会社 埼玉県
株式会社西洋館センター 埼玉県
関谷恵一 埼玉県
太平ホーム株式会社 埼玉県
武田瑞穂 埼玉県
株式会社立野機工 埼玉県
田中武 埼玉県
田辺商工株式会社 埼玉県
玉置隼人 埼玉県
株式会社多聞書店 埼玉県
有限会社たやか 埼玉県
株式会社ｃｈｅｍｉｔｔａ 埼玉県
千葉胤哉 埼玉県
坪川玲史 埼玉県
株式会社ＴＴＳ 埼玉県
有限会社ＴＫＹ・クリエイティブ・サービス 埼玉県
有限会社手島屋商店 埼玉県
株式会社東ア 埼玉県
株式会社とうげ 埼玉県
株式会社東建住設 埼玉県
東洋測地調査株式会社 埼玉県
トーワ技研株式会社 埼玉県
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株式会社登喜和 埼玉県
⿃越直英 埼玉県
中田勇 埼玉県
中村産業株式会社 埼玉県
中山貴斗 埼玉県
新倉喜八郎 埼玉県
株式会社ニチリョー 埼玉県
株式会社日建 埼玉県
日本電針株式会社 埼玉県
日本プラコン株式会社 埼玉県
ネクストレベル株式会社 埼玉県
株式会社ｎｅｈａｎ 埼玉県
株式会社ハスヌマ電気 埼玉県
早川錠司 埼玉県
原田茂 埼玉県
株式会社Ｖａｌｕｅ　ｍａｒｋｅｔ 埼玉県
株式会社ビーチ 埼玉県
株式会社ＢＢプロシス 埼玉県
学校法人彦成学園 埼玉県
日野晃二 埼玉県
平野大太 埼玉県
株式会社広瀬電器 埼玉県
株式会社Ｆｉｎｄホーム 埼玉県
社会保険労務士法人フォレスト 埼玉県
福元秀之 埼玉県
福元美姫 埼玉県
房野篤史 埼玉県
房野一二三 埼玉県
株式会社藤川設備 埼玉県
藤本知子 埼玉県
フジヤマ建業株式会社 埼玉県
株式会社フラワーロジテム鴻巣 埼玉県
株式会社プログレス 埼玉県
株式会社ベンリーケア 埼玉県
株式会社Ｂｏｎｅ　Ｄｅｓｉｇｎ 埼玉県
星野瑛未 埼玉県
保線機器整備株式会社 埼玉県
前原綾香 埼玉県
牧野義智 埼玉県
有限会社マスターズ 埼玉県
松岡釀造株式会社 埼玉県
有限会社松崎商店 埼玉県
水村賢司 埼玉県
株式会社ミツマ 埼玉県
宮内則之 埼玉県
株式会社宮原設計測量 埼玉県
宮原名央 埼玉県
ミユキ商工株式会社 埼玉県
株式会社ＭＩＲＡＧＥ 埼玉県
未来工建株式会社 埼玉県
有限会社ムサシ管工 埼玉県
医療法人社団メディデンタル 埼玉県
合同会社百の花 埼玉県
森永真苗 埼玉県
山内洋 埼玉県
八巻和紀 埼玉県

13 / 98 ページ



2018年11月2日

事業者名 都道府県

司法書士法人ヤマザキ 埼玉県
山本杏子 埼玉県
ＹＯＹＩ株式会社 埼玉県
横田健治 埼玉県
依田尚久 埼玉県
米野雅之 埼玉県
ライセ商事株式会社 埼玉県
株式会社ライフプラネット 埼玉県
有限会社ルドルフ建設 埼玉県
ルミナステップ株式会社 埼玉県
株式会社レジーナ 埼玉県
株式会社レボル 埼玉県
株式会社ワイズオン 埼玉県
渡邉百音 埼玉県
渡辺ゆりえ 埼玉県
株式会社アーク太陽不動産 千葉県
アーステクノ株式会社 千葉県
株式会社アーバン 千葉県
株式会社Ｉ企画 千葉県
アイ食品株式会社 千葉県
社会福祉法人愛仁会 千葉県
ＩＴ興業株式会社 千葉県
アイペット株式会社 千葉県
朝日プラント工業株式会社 千葉県
株式会社アサヤ測量 千葉県
株式会社アドバンジェン 千葉県
合同会社ＡＰＲＩＣＯＴＨＯＵＳＥ 千葉県
有村知久 千葉県
飯野泉 千葉県
有限会社いく七 千葉県
石井義幸 千葉県
伊師哲淳 千葉県
石丸商事株式会社 千葉県
市川運送株式会社 千葉県
伊藤文夫 千葉県
株式会社伊奈工業 千葉県
稲増仁 千葉県
岩﨑由利子 千葉県
岩田宏知 千葉県
株式会社ウィンタックス 千葉県
株式会社ウェイブ・ジャパン 千葉県
上村真由美 千葉県
株式会社エイコー 千葉県
株式会社Ｓ．Ｎ．Ｈ． 千葉県
株式会社ＳＫＩ 千葉県
株式会社エス・デザイン開発 千葉県
遠藤絢乃 千葉県
遠藤玲子 千葉県
大崎システック株式会社 千葉県
株式会社Ｏｃｅａｎ 千葉県
大竹博司 千葉県
大塚宣明 千葉県
小倉真紀 千葉県
小野寺栄治 千葉県
株式会社カウベル 千葉県
かしの木建設株式会社 千葉県

14 / 98 ページ



2018年11月2日

事業者名 都道府県

株式会社柏斎苑 千葉県
有限会社カナザワ測量 千葉県
有限会社川口メカニック 千葉県
川鍋広 千葉県
有限会社気学天祐会 千葉県
木村由美子 千葉県
久保雅樹 千葉県
有限会社クレエ 千葉県
ケイエスホーム株式会社 千葉県
有限会社Ｋ－１エクステリア 千葉県
高坂昌浩 千葉県
有限会社光陽モータース 千葉県
小林俊充 千葉県
近藤聡史 千葉県
斉藤エンジニアリング株式会社 千葉県
齊藤和也 千葉県
相良隆治 千葉県
佐々木健 千葉県
有限会社三和開発 千葉県
株式会社ジェイ・オー・シー本部 千葉県
シスバイオ株式会社 千葉県
信濃商事株式会社 千葉県
篠村みのり 千葉県
芝本聖子 千葉県
株式会社清水美容商事 千葉県
株式会社ＳＨＵＫＥＮ　Ｒｅ 千葉県
株式会社正倉院 千葉県
有限会社シルケムエレクトロニクス 千葉県
株式会社ＳＨＩＮ　ＥＸＴＥＲＩＯＲ 千葉県
菅野翔太 千葉県
鈴木厚 千葉県
鈴木秀雄 千葉県
株式会社Ｓｔｏｒｋ 千葉県
すまいるリハビリサービス株式会社 千葉県
成仁鶴 千葉県
社会福祉法人清風会 千葉県
関野コンサルティング合同会社 千葉県
染谷政和 千葉県
医療法人社団宙麦会 千葉県
SOL合同会社 千葉県
大成産業株式会社 千葉県
太陽測量株式会社 千葉県
髙城尚也 千葉県
高澤恭子 千葉県
田久保智也 千葉県
武井友樹 千葉県
株式会社立澤商店 千葉県
有限会社タナカ測量設計 千葉県
田中春輝 千葉県
田丸屋建設株式会社 千葉県
医療法人社団地山会 千葉県
株式会社千葉トスメック 千葉県
千葉リアルティー株式会社 千葉県
津久井亜樹 千葉県
坪井雅治 千葉県
株式会社Ｔ－ａｇｅｎｔ 千葉県
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株式会社ティーズワークス 千葉県
寺岡征哉 千葉県
東葛北部土地改良区 千葉県
学校法人東洋理容美容学園 千葉県
トーク社会保険労務士法人 千葉県
有限会社トケエムシー 千葉県
富澤晃 千葉県
中聡佳 千葉県
永田和恵 千葉県
中西裕里 千葉県
株式会社ナナイロ工務店 千葉県
西田雄河 千葉県
西塚真登 千葉県
日栄商事株式会社 千葉県
株式会社日建住宅 千葉県
似鳥達雄 千葉県
日本スチールプラスティ株式会社 千葉県
沼田真由美 千葉県
根本測量株式会社 千葉県
株式会社のうえんプランニング 千葉県
野口晴美 千葉県
野嶋聡 千葉県
株式会社ハウスエージェント 千葉県
橋田機工株式会社 千葉県
羽田徳明 千葉県
浜口あゆみ 千葉県
浜本直紀 千葉県
林孝明 千葉県
合同会社万匠 千葉県
飛翔建設株式会社 千葉県
合同会社Ｈｕｍａｎ　Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ 千葉県
株式会社ブエナ 千葉県
株式会社フェリスホーム 千葉県
有限会社藤産商 千葉県
毒島豊紀 千葉県
株式会社フラップ 千葉県
医療法人社団Ｂｌｕｅ　Ｂｉｒｄ 千葉県
合同会社ｐｒｏｏｆ 千葉県
古谷栄秀 千葉県
株式会社マーガレット 千葉県
有限会社正勝 千葉県
松田忠夫 千葉県
株式会社まつでん 千葉県
松戸圭子 千葉県
株式会社丸昌 千葉県
有限会社丸喜 千葉県
医療法人社団みずほ台歯科医院 千葉県
三谷正人 千葉県
株式会社三橋土木 千葉県
三平産業株式会社 千葉県
三宅誠二 千葉県
宮田紫緒里 千葉県
村山美津紀 千葉県
森下佳子 千葉県
森田和雄 千葉県
株式会社大和 千葉県
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山本康平 千葉県
医療法人社団佑健会 千葉県
有限会社ユーコーポレーション 千葉県
株式会社Ｙｏｕ　ｔｏｏ 千葉県
吉澤仁 千葉県
吉田純子 千葉県
株式会社ライフ 千葉県
株式会社力石興業 千葉県
株式会社リトル・フォレスト 千葉県
株式会社リフォーム青山 千葉県
株式会社わ 千葉県
渡邊龍 千葉県
ＯＮＥ　ＷＡＬＫ株式会社 千葉県
株式会社アーキタンツ 東京都
株式会社ＥＡＲＴН　ＣＲＥＡＴＥ 東京都
株式会社アーバントレンド・ネクスト 東京都
株式会社アール・テー・ワイ 東京都
株式会社Ｉ＆Ｃ・ＨｏｓＢｉｚセンター 東京都
ＩＦＰ　Ｔｏｋｙｏ株式会社 東京都
有限会社愛京鈑金工業所 東京都
相澤浩輝 東京都
株式会社アイズ 東京都
株式会社ｉ３　ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ 東京都
アイデックス社会保険労務士法人 東京都
株式会社アイビー 東京都
合同会社アイピーエス 東京都
株式会社アイランドプロパティマネジメント 東京都
青木聡 東京都
青木祐也 東京都
株式会社秋山写真工房 東京都
株式会社あきらめない 東京都
株式会社アクアグローバルサポート 東京都
株式会社Ａｃｃｅｌ 東京都
株式会社アクト・トレーディング 東京都
株式会社アグニス 東京都
合同会社アグレッシブ 東京都
司法書士法人アコード 東京都
株式会社アゴラ・デザインプロデュース 東京都
浅川弘樹 東京都
有限会社朝寿し 東京都
税理士法人浅野総合会計事務所 東京都
あさひＦＰ不動産事務所株式会社 東京都
朝日ビジネスサービス株式会社 東京都
旭ロール株式会社 東京都
株式会社麻布イーストマネジメンツ 東京都
株式会社アジア人材ネットワーク 東京都
アジア創研産業株式会社 東京都
一般社団法人アジア・日本優秀企業家連盟 東京都
株式会社味三昧 東京都
株式会社ＡＺＵＲＥ 東京都
株式会社ＡＺＵＲＥ　ＤＩＮＩＮＧ 東京都
株式会社アズライン 東京都
アセットコンサルティング合同会社 東京都
有限会社足立商事 東京都
株式会社アダマス 東京都
株式会社アッサムスタッフ 東京都
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熱田守意 東京都
アップエイト株式会社 東京都
株式会社アドテック 東京都
株式会社アドトップ 東京都
合同会社アドニス 東京都
株式会社アトラクト 東京都
阿波根葉子 東京都
阿部商会株式会社 東京都
阿部正司 東京都
阿部喜次 東京都
株式会社アポーメンテナンス 東京都
株式会社アポロニアコーポレーション 東京都
株式会社アマクロ 東京都
有限会社アマノヤ商事 東京都
株式会社Ａｍｏ 東京都
荒井智和 東京都
新井泰弘 東京都
株式会社アラ建設 東京都
有限会社アリツグ商亊 東京都
有吉徹 東京都
合同会社アルエステ 東京都
アルケミートレード株式会社 東京都
株式会社アロー 東京都
株式会社Ａｌｏｈａ　Ｅｋｏｌｕ 東京都
ＡＮＤ１合同会社 東京都
株式会社アントレイス・パートナーズ 東京都
イーカーゴ株式会社 東京都
株式会社イーグリーン 東京都
株式会社ＥＣテック 東京都
飯田奏 東京都
株式会社飯田機械産業 東京都
株式会社イイダ工業 東京都
飯田雄一郎 東京都
五十嵐冷藏株式会社 東京都
株式会社イケゾエ 東京都
池田博 東京都
池田里奈子 東京都
株式会社イコープリント 東京都
石井則子 東京都
石川加奈子 東京都
石川真士 東京都
石濱力人 東京都
有限会社イズディスラブ 東京都
ＩＳＭ　Ｊａｐａｎ合同会社 東京都
磯俣稔 東京都
市川雄也 東京都
株式会社市進ケアサービス 東京都
井出千雪 東京都
伊藤清美 東京都
合同会社医東献 東京都
伊藤健治 東京都
社会保険労務士法人伊藤人事労務研究所 東京都
伊東隆子 東京都
伊藤千香子 東京都
伊藤元之 東京都
稲毛田彩 東京都
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犬井亮介 東京都
Ｉｎｕ　ｔｏ　Ｔｏｗｎ株式会社 東京都
井上恵利子 東京都
井上修 東京都
井上奈保美 東京都
株式会社イノベーションソフト 東京都
猪又賢博 東京都
井原隼人 東京都
今庭淑子 東京都
株式会社いり江 東京都
入江株式会社 東京都
伊倭株式会社 東京都
株式会社岩崎学術出版社 東京都
株式会社インストケア 東京都
株式会社インテックス 東京都
インテンシティ株式会社 東京都
株式会社インフィニティコンサルティング 東京都
株式会社インフォテック 東京都
株式会社ｉｍｐｒｅｓｓ－９ 東京都
インプレックス株式会社 東京都
株式会社Ｖｉｎｏ　Ｈａｙａｓｈｉ 東京都
ｗｉｔｈ　Ｃａｒｅｅｒ株式会社 東京都
合同会社Ｗｉｓｄｏｍ２．０Ｊａｐａｎ 東京都
株式会社ウィルチェア 東京都
ウィルベース株式会社 東京都
株式会社ＶＥＴＴＡ 東京都
上野純子 東京都
株式会社ウェルネッセ 東京都
牛田環 東京都
ウジメディエイト株式会社 東京都
薄葉秀之 東京都
内田寛人 東京都
内山由依子 東京都
ウテナ商事株式会社 東京都
栄晃産業株式会社 東京都
ＡＣＣ株式会社 東京都
株式会社エイセイコーポレーション 東京都
エイチ・アール・エス株式会社 東京都
Ｈ＆Ｋ合同会社 東京都
ＨＴＧ株式会社 東京都
株式会社ｅｉｔｏ．ｃｔ 東京都
株式会社エーラボ 東京都
株式会社エクスビジョン 東京都
株式会社Exrail 東京都
株式会社エクセルシア 東京都
株式会社ＥＣＯＤＡ 東京都
株式会社エス・キュー・シー 東京都
株式会社エスピーブレイン 東京都
枝元祐実 東京都
株式会社エッセンティア 東京都
有限会社Ｅｄｏｃｃｏ 東京都
有限会社エヌオーワンセブン 東京都
海老沢健太郎 東京都
株式会社エビネ測量設計 東京都
有限会社海老屋總本店 東京都
ＦＭアシスト株式会社 東京都

19 / 98 ページ



2018年11月2日

事業者名 都道府県

合同会社ＭＩＴ 東京都
株式会社エム・アンド・ケークリエイト 東京都
株式会社エムズシステムズ 東京都
株式会社Ｍ’ｓマネジメント 東京都
ＥＲＹ　ＪＡＰＡＮ合同会社 東京都
株式会社エリート・フォース 東京都
株式会社エルセレクト 東京都
株式会社ＬＢＩ 東京都
エンパワーメント株式会社 東京都
塩谷美紀 東京都
医療法人社団桜宗会 東京都
大河原翔太 東京都
大熊舞 東京都
一般社団法人ＯＫスポーツ振興会 東京都
大信田哲 東京都
大瀧順治 東京都
株式会社大友新聞店 東京都
大沼静江 東京都
大野健司 東京都
大野田寛 東京都
大橋孝徳 東京都
大峰高原開発株式会社 東京都
大宮立 東京都
大村技研株式会社 東京都
大森建設組合 東京都
大森信 東京都
株式会社オールジョブスジャパン 東京都
岡部由紀夫 東京都
有限会社小川ロープ 東京都
沖昌エンジニアリング株式会社 東京都
沖村理菜 東京都
荻原真由美 東京都
奥知子 東京都
株式会社奥野商事マーベリック 東京都
長田崇 東京都
小澤朋美 東京都
株式会社Ｏｘｆｏｒｄ　Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ　Ｊａｐａｎ 東京都
オックスフォード・インベストメントトラスト株式会社 東京都
オノデンリース株式会社 東京都
株式会社小野特殊硝子製作所 東京都
医療法人社団おばら歯科医院 東京都
株式会社オフィスアクシス 東京都
株式会社オブジェジャパン 東京都
オモロ株式会社 東京都
Ｏｎｐｌａｎｅｔｚ株式会社 東京都
貝賀裕考 東京都
角田満 東京都
影近秀雄 東京都
笠井篤 東京都
梶川瞳恵 東京都
梶田潤 東京都
柏木淳 東京都
片山弘之 東京都
門平隆太 東京都
金井雅俊 東京都
金澤亮 東京都
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ガネーシャトータルプロデュース株式会社 東京都
カネツＦＸ証券株式会社 東京都
社会福祉法人河辺保育園 東京都
鎌形麻里 東京都
社会福祉法人蒲田保育園 東京都
神威産業株式会社 東京都
ＣＯＬＯＲ合同会社 東京都
唐澤正平 東京都
假屋貴志 東京都
株式会社ＫＡＲＥＮ 東京都
川合健太郎 東京都
川口孝男 東京都
川崎美智代 東京都
河田未来 東京都
河野安伸 東京都
川原武大 東京都
株式会社カンダックス 東京都
菅近湧太 東京都
菅近優菜 東京都
神原雅人 東京都
株式会社ＧＥＡＲ　ＪＡＰＡＮ 東京都
株式会社企業内スクール 東京都
有限会社菊水堂 東京都
株式会社岸設備工業 東京都
合同会社ＧＩＳＨＯ 東京都
北井産業株式会社 東京都
株式会社北村製作所 東京都
きのこ株式会社 東京都
希望介護サービス合同会社 東京都
木村紗香 東京都
木村仁美 東京都
木村風 東京都
キャリアデザイン合同会社 東京都
キャリアフィールド株式会社 東京都
協永ソフトエンジニアリング株式会社 東京都
株式会社協立コンサルタンツ 東京都
株式会社空 東京都
株式会社クール・ヴェール 東京都
クオリティ・ワン株式会社 東京都
有限会社グッドジョブ 東京都
株式会社グッドスタッフ 東京都
工藤飛由士 東京都
國井英之 東京都
株式会社久保水道 東京都
弁護士法人グラディアトル法律事務所 東京都
蔵前正代 東京都
税理士法人グランサーズ 東京都
株式会社グランデ 東京都
株式会社グランドエトワール 東京都
株式会社ＧＲＡＮＤ　ＣＩＴＹ 東京都
株式会社ＧＲＡＮＤ　ＤＥＳＩＧＮ 東京都
株式会社Ｃｌｅａｒ　Ｎｅｘｔ 東京都
株式会社グリーンウェル 東京都
栗原健太 東京都
栗原雅彦 東京都
合同会社グルメ大家さん 東京都
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株式会社ＣＲＥＡ 東京都
株式会社グレープヴァイン 東京都
有限会社紅林糸綿店 東京都
呉本昇孟 東京都
株式会社ＧｒｏｗＥｇｇ 東京都
株式会社グローキューブ 東京都
株式会社グローバルエフォート 東京都
グローバルペイメント株式会社 東京都
株式会社グローバルラング 東京都
株式会社グロープ 東京都
株式会社グローリーハウス 東京都
黒田貴之 東京都
黒田敏宏 東京都
黒田廉 東京都
群峰アクシア株式会社 東京都
株式会社経営革新ラボ 東京都
株式会社経営人事総研 東京都
株式会社Ｋ－ｉｎｇ 東京都
株式会社ケー・エス・エフ・サービス 東京都
ケーエス工業株式会社 東京都
ＫＵＲＡマネジメント＆アカウンティング合同会社 東京都
株式会社劇団影法師 東京都
医療法人社団健晃会 東京都
特定非営利活動法人健康と病いの語りディペックス・ジャパン 東京都
株式会社建匠 東京都
建築コンシェルジュ合同会社 東京都
株式会社コイケ 東京都
株式会社広栄不動産 東京都
合同会社孝基亭 東京都
医療法人社団江翔会 東京都
合同会社コウボウ 東京都
医療法人社団晃母会 東京都
郷雄太 東京都
有限会社ごくう井草 東京都
株式会社ｃｏｃｏｐｏｎ．ｍｅ 東京都
小柴剛 東京都
小島聖史 東京都
小島勉 東京都
小島臣恵 東京都
小嶋晴夫 東京都
小島康則 東京都
コスモユース株式会社 東京都
株式会社ことりカフェ 東京都
小西株式会社 東京都
小林研二 東京都
小林昌平 東京都
小林巧 東京都
小林蛍 東京都
小林聖弥 東京都
小林廉 東京都
株式会社コマチセンター 東京都
小宮山拓真 東京都
株式会社こもちゃん 東京都
小山理一 東京都
近藤太一 東京都
医療法人社団コンパス 東京都
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ｔｈｅ　ａｍａｓ合同会社 東京都
斉藤豊 東京都
ＳｉｔｅＪｏｕｒｎａｌ合同会社 東京都
株式会社サインボードエキスプレス 東京都
株式会社サウスポー 東京都
Ｔｈｅ営業部ドットコム株式会社 東京都
酒井千尋 東京都
酒井冬威 東京都
株式会社ザクティブ 東京都
社会保険労務士法人迫田・村上リーゼンバーグ 東京都
株式会社ササキ 東京都
佐々木幸和 東京都
佐々木智也 東京都
佐々木凌 東京都
笹貫礼央 東京都
笹原貴文 東京都
笹部哲也 東京都
株式会社Ｔｈｅ　Ｓｈｉｎｅ 東京都
Ｓａｓｈ　ｌｅａｄｓ株式会社 東京都
株式会社サティスファクトリー 東京都
佐藤匡輔 東京都
佐藤更司 東京都
佐藤純也 東京都
佐藤文治 東京都
佐藤雅隆 東京都
佐藤好以 東京都
株式会社サヌード 東京都
合同会社ｓａｒｖａ 東京都
三京塗料株式会社 東京都
合同会社三左衛門 東京都
三冨実業株式会社 東京都
山王スペース＆レンタル株式会社 東京都
株式会社山王総合研究所 東京都
株式会社サンマリノ 東京都
株式会社サンライズフード 東京都
株式会社シー・エフ・オー 東京都
株式会社ＧＶ 東京都
株式会社ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 東京都
シーエムエフ合同会社 東京都
株式会社ＣＣＰ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 東京都
四位輝希 東京都
株式会社シード・プランニング 東京都
株式会社ＣＰＩ 東京都
株式会社ＣＶＣ 東京都
シーマイスター株式会社 東京都
株式会社シーンズ 東京都
ジェイエックス株式会社 東京都
ジェイシーエス株式会社 東京都
株式会社ＪＣＮＴ 東京都
株式会社ＪＷＴ 東京都
株式会社ジェスト 東京都
株式会社ＧＥＮＥＳＩＳ 東京都
株式会社ジオワークス 東京都
株式会社シオン 東京都
重原嘉人 東京都
株式会社シナジー・エンタープライズ 東京都
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篠崎稔 東京都
篠崎佑華 東京都
シノホープ合同会社 東京都
シフトプロセスコミュニケーションズ合同会社 東京都
株式会社ｊａｐａｎｂｅｓｔｈｅａｌ． 東京都
医療法人社団修審会 東京都
株式会社ジュエレスク 東京都
株式会社シュテルケ 東京都
首都圏物流ネット協同組合 東京都
株式会社松英 東京都
有限会社松栄建物 東京都
合同会社翔学舎 東京都
株式会社昭光 東京都
庄司隆弘 東京都
医療法人社団翔誠会 東京都
有限会社翔美 東京都
白垣貴代 東京都
医療法人社団歯龍会 東京都
シルキーグレイス株式会社 東京都
白倉成貴 東京都
医療法人社団伸永会 東京都
株式会社シンギー 東京都
ＴＨＩＮＫ　ＯＵＴ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＣＡＳＥ株式会社 東京都
株式会社新建設 東京都
株式会社ジンジャーデザインスタジオ 東京都
株式会社新正堂 東京都
有限会社人事労務 東京都
株式会社新盛インダストリーズ 東京都
新保城一 東京都
株式会社スイーツ・デザイン 東京都
株式会社スーパーライトウォーター 東京都
末次めぐみ 東京都
須貝涼 東京都
社会福祉法人菅生会 東京都
菅本淳 東京都
菅原直希 東京都
杉山穣 東京都
鈴木潔 東京都
鈴木啓介 東京都
鈴木脩太 東京都
鈴木哲也 東京都
鈴木直希 東京都
鈴木治美 東京都
株式会社スタンダードマーク 東京都
株式会社ステップアカデミー 東京都
ステラジャパン株式会社 東京都
砂川佳輝 東京都
株式会社スパイスアップ 東京都
株式会社ＳＰＩＣＥ　ＴＡＢＬＥ 東京都
株式会社スペース 東京都
株式会社Ｓｐａｃｅ＆Ｇｒｉｄ 東京都
株式会社スポーツ・アンド・コミュニケーションズ 東京都
株式会社ＳｍａｒｔＣｏｍｍｉｔｍｅｎｔ 東京都
株式会社スミレ 東京都
住和地所株式会社 東京都
合同会社Ｔｈｒｅｅ　ｘ　Ｔｒｅｅ 東京都
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医療法人社団清徳会 東京都
株式会社聖母坂どうぶつ病院 東京都
株式会社セーブ防災 東京都
妹尾学 東京都
公益財団法人世界自然保護基金ジャパン 東京都
株式会社関萬企画 東京都
関友貴 東京都
合同会社セダーバック 東京都
株式会社Ｓｅｔ　Ｌｉｐ 東京都
株式会社セトロ 東京都
株式会社Ｓｅｖｅｎ　Ｒｉｃｈ　Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ 東京都
株式会社Ｓｅｖｅｎ　Ｒｉｃｈ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ 東京都
株式会社セリュール 東京都
株式会社ＺｅｒｏＣｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 東京都
Ｚｅｎ株式会社 東京都
善光建設株式会社 東京都
千秋将彦 東京都
税理士法人総合経営サービス 東京都
株式会社総合設計 東京都
外川博樹 東京都
ＳＯＲＡ株式会社 東京都
株式会社ソラエ 東京都
株式会社ｓｏｌｖａ 東京都
株式会社ソルフェージュ 東京都
株式会社ソロモン商事 東京都
株式会社泰運商会 東京都
有限会社大勝設備 東京都
大日商事株式会社 東京都
株式会社第八たから丸 東京都
ダイフレックス防水工事業協同組合 東京都
有限会社大鵬 東京都
ＴＨＹＭ株式会社 東京都
有限会社ダイメイ美装 東京都
株式会社タウンハウジング 東京都
髙倉強 東京都
株式会社高崎コンテンツ 東京都
高野 裕佳 東京都
高橋孝史郎 東京都
有限会社高橋写真館 東京都
高橋正行 東京都
高橋学 東京都
髙橋瑞季 東京都
高橋廉 東京都
滝林和江 東京都
瀧本美亜 東京都
株式会社ダク・エンタープライズ 東京都
田口真依子 東京都
有限会社竹森保険事務所 東京都
田坂成寛 東京都
田中歩 東京都
田中健一 東京都
田中菜津子 東京都
田中博文 東京都
株式会社タナチョー 東京都
谷合乃花 東京都
田村潤悟 東京都
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株式会社チェンジ 東京都
千葉嵩大 東京都
千葉陽平 東京都
株式会社チャオ 東京都
中央株式会社 東京都
株式会社中央軌道工業 東京都
株式会社中央ビギン 東京都
Ｎｅｗ　Ｓｉｇｎ株式会社 東京都
千代田エナメル金属株式会社 東京都
税理士法人千代田経営会計事務所 東京都
株式会社千代田屋 東京都
株式会社司音楽 東京都
塚本航太 東京都
株式会社築地中央会計事務所 東京都
土田惠理香 東京都
株式会社ツナシマハウスウエア 東京都
株式会社常吉 東京都
株式会社つばさ工房 東京都
社会福祉法人鶴寿会 東京都
株式会社ＴＲダイニング 東京都
有限会社ディ・アイ・シー 東京都
株式会社ＴＳＤＯ 東京都
株式会社ＤＳＰ 東京都
株式会社ティーエム企画 東京都
株式会社ティーズブレイン 東京都
ティーツーエー株式会社 東京都
有限会社ティエスヴイ 東京都
株式会社ティ・エム・シー 東京都
株式会社ディスティネーション 東京都
株式会社ディプレ 東京都
テキサスコンサルタンツ株式会社 東京都
株式会社テクサス 東京都
テクノアルファ株式会社 東京都
株式会社テクノウェイ 東京都
株式会社デジテック 東京都
鉄道車輛工業株式会社 東京都
株式会社デベロップデザイン 東京都
テムスト株式会社 東京都
寺岡亜希 東京都
寺岡佑記 東京都
株式会社寺尾三上建築事務所 東京都
株式会社ＤＥＲＯＲＵ 東京都
天徳興業株式会社 東京都
一般財団法人東京薬科大学附属社会医療研究所 東京都
東都興業株式会社 東京都
東方豊 東京都
株式会社東洋造花 東京都
株式会社トークス 東京都
徳力精工株式会社 東京都
有限会社どぜう飯田屋 東京都
株式会社ドッツ 東京都
株式会社トップ進学塾 東京都
泊宏次 東京都
富井一雄 東京都
株式会社トモアス・イノベーション 東京都
株式会社トヨウラ 東京都
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豊嶋藍 東京都
合同会社ＤＲＥＡＭ　ＧＡＴＥ 東京都
株式会社トリコロール・ピクチャーズ 東京都
トリプルアール工業株式会社 東京都
株式会社ＴＲＥＳ 東京都
株式会社Ｄｏｒｅ　Ｎｏｉｒ 東京都
ナイスニッポン株式会社 東京都
中島修 東京都
中島ひろみ 東京都
仲宗根智実 東京都
中西淳二 東京都
中野友博 東京都
中野裕二 東京都
中村定彰 東京都
中村壮貴 東京都
中村光伸 東京都
株式会社ナックス 東京都
株式会社ナッツ 東京都
株式会社ＮＡＰ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 東京都
株式会社ＮＡＰ建築設計事務所 東京都
株式会社ナトゥレーザ・スタイル 東京都
七澤祐一 東京都
生井恵恵 東京都
浪口麻衣 東京都
名屋信宏 東京都
楢木洸士 東京都
奈良田和正 東京都
成瀬鋼業株式会社 東京都
ナンバーズ株式会社 東京都
株式会社ナンバーワン・トラベル渋谷 東京都
有限会社南八自動車 東京都
合同会社西荻案内所 東京都
株式会社ＮＩＳＨＩＺＡＷＡ 東京都
西田祐司 東京都
株式会社西原ネオ 東京都
西山隆三 東京都
日永インターナショナル株式会社 東京都
特定非営利活動法人日比交流支援機構 東京都
日進商事株式会社 東京都
日誠マリン工業株式会社 東京都
日本医療介護協同組合 東京都
一般社団法人日本経営士会 東京都
特定非営利活動法人日本情報システム・コンサルタント協会 東京都
株式会社日本水泳振興会 東京都
日本石油販売株式会社 東京都
社会保険労務士法人日本中央社会保険労務士事務所 東京都
株式会社日本レーザー 東京都
株式会社Ｎｅｘｔｗｅｌ 東京都
年友企画株式会社 東京都
合同会社Ｋｎｏｗｎ 東京都
株式会社ノーヴァ・アソシエイツ 東京都
有限会社ノーション 東京都
合同会社ノーベル 東京都
野口眞寿 東京都
能登花代 東京都
株式会社伸ばし屋 東京都
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信井文夫 東京都
株式会社ノンピ 東京都
パートナーオブスターズ株式会社 東京都
株式会社ハートフィール 東京都
株式会社ハートラスト 東京都
株式会社バイパールーム 東京都
株式会社ハウベストコーポレーション 東京都
株式会社バウンスバック・デザイン 東京都
萩尾信輔 東京都
有限会社萩観光 東京都
萩原弘城 東京都
有限会社白鴎舎 東京都
株式会社ＨＡＴＨＭ 東京都
長谷川晶彦 東京都
社会福祉法人八王子志成会 東京都
株式会社八王子ゴルフ倶楽部 東京都
服部興業株式会社 東京都
株式会社ＨＡＰＰＹ　ＳＰＩＲＡＬ 東京都
株式会社Ｂｕｄｄｙ 東京都
花岡利行 東京都
株式会社花川 東京都
ｈａｎａｈａ株式会社 東京都
株式会社ハバナ 東京都
ｔｈｅ　Ｂａｂｅｌｓ株式会社 東京都
濱田貴志 東京都
濱田麗那 東京都
株式会社ＰＡＭインターナショナル 東京都
株式会社ハリースタイル 東京都
株式会社はりき不動産 東京都
株式会社バリューレイズ 東京都
医療法人社団ハルデンタルクリニック 東京都
株式会社ＰＡＬＰＩＴＯ 東京都
株式会社はるやま 東京都
半田琴乃 東京都
株式会社パンチ 東京都
般若蓮 東京都
株式会社ぱんぷ 東京都
ＢＲ　ＪＡＰＯＮ株式会社 東京都
ＢＳＰ社会保険労務士法人 東京都
株式会社Ｐ．Ｍ．Ｃワタナベ 東京都
ピーク株式会社 東京都
株式会社ビークリエイト 東京都
合同会社ＢＪ 東京都
ピースケア株式会社 東京都
合同会社ＢＴＪ 東京都
株式会社Ｂｅ－Ｍｏ 東京都
東日本タクシー株式会社 東京都
社会福祉法人東村山けやき会 東京都
肥田孝子 東京都
ＢＩＧ　ＴＲＥＥ株式会社 東京都
株式会社ビットクリエイト 東京都
尾藤弘子 東京都
日野陽一 東京都
平井克宜 東京都
平田宗一郎 東京都
平塚祝一 東京都
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平野佳祐 東京都
平野静雄 東京都
株式会社平野屋金物店 東京都
株式会社ヒロ・コーポレーション 東京都
株式会社広島屋 東京都
廣瀬裕 東京都
Ｆａｒ　Ｙｅａｓｔ　Ｂｒｅｗｉｎｇ株式会社 東京都
ファーストベスト合同会社 東京都
株式会社Ｆｉｎｅ　Ｃｌａｎ 東京都
株式会社ファクトリア 東京都
株式会社ファンアプリ 東京都
有限会社フィール 東京都
株式会社Ｆｏｏｄ　Ｉｎｎｏｖａｔｏｒｓ　Ｊａｐａｎ 東京都
株式会社フェスコーポレーション 東京都
株式会社フェルク 東京都
株式会社フォーサムアクティブ 東京都
フォーカスタマー株式会社 東京都
株式会社フォンテック 東京都
深水美保子 東京都
福井笑夢 東京都
福澤洋一 東京都
株式会社福士工務店 東京都
株式会社福祉フードシステム 東京都
福田研究所株式会社 東京都
福原達郎 東京都
福室昭男 東京都
福室克己 東京都
藤井惠美 東京都
株式会社富士国際旅行社 東京都
藤瀬保 東京都
不二ビル管理株式会社 東京都
藤村智也 東京都
藤森美佐子 東京都
株式会社武翔総合管理 東京都
富士冷熱株式会社 東京都
株式会社府中カントリークラブ 東京都
文泰一 東京都
株式会社フューチャーコンサルティング 東京都
株式会社フューチャープランニング 東京都
ブライトライト株式会社 東京都
株式会社プライムダイニング 東京都
株式会社プライムページ 東京都
ブラステル株式会社 東京都
株式会社プラチナホームズ 東京都
合同会社Ｂｒｕｓｈ 東京都
ＢＲＩＣＫＳ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社 東京都
プリンタス株式会社 東京都
古市実 東京都
プルース株式会社 東京都
株式会社フルネス 東京都
株式会社プレイス 東京都
有限会社ブレイズ．ムー 東京都
プレシャスライフ株式会社 東京都
株式会社フレスタ 東京都
株式会社ＰＲＥＳＴＩＧＥ 東京都
株式会社プレック 東京都
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株式会社フレックス 東京都
株式会社プレミアムバリューバンク 東京都
株式会社プレミアリンク 東京都
株式会社フローティングドック 東京都
株式会社フローラ・ハウス 東京都
プロス工業株式会社 東京都
有限会社プロテック 東京都
ＰｒｏＦｕｔｕｒｅ株式会社 東京都
プロペット株式会社 東京都
株式会社Ｆｒｏｍ　ｈｅｒｅ 東京都
株式会社フロントウイングラボ 東京都
ＦＲＯＮＴ　ＥＤＧＥ株式会社 東京都
有限会社ペイントハウスいまいずみ 東京都
株式会社ベジリンク 東京都
ベストウイングテクノ株式会社 東京都
株式会社ベストパートナーズ 東京都
ヘヤクレス株式会社 東京都
株式会社朋友 東京都
有限会社ＨＯＰＥ 東京都
ホームスクーリング・ビジョン株式会社 東京都
外原啓伍 東京都
株式会社ホクト総研 東京都
ほけん設計株式会社 東京都
星由紀 東京都
穂高株式会社 東京都
株式会社ボタニカ 東京都
有限会社ポマトカンパニー 東京都
堀岡徹也 東京都
堀川達也 東京都
株式会社ポリライン 東京都
本郷印刷株式会社 東京都
株式会社本舎 東京都
本多郁美 東京都
本多成彦 東京都
株式会社マーキュロップ 東京都
前島正彦 東京都
前田敦 東京都
前田翔 東京都
前橋かおり 東京都
有限会社マザーハウス 東京都
医療法人社団正基会 東京都
株式会社マジカルハートビート 東京都
真島悟 東京都
増田英一 東京都
桝野千晶 東京都
桝野真央 東京都
株式会社町田緑化 東京都
松木なみ子 東京都
株式会社松田商店 東京都
松田寛士 東京都
医療法人社団松葉会 東京都
松本恒 東京都
松本五朗 東京都
松本聖子 東京都
松本電気工事株式会社 東京都
松本七海 東京都
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松本安浩 東京都
株式会社マテリアルハウス 東京都
株式会社マニフィー 東京都
株式会社マニュアルプロダクション 東京都
株式会社まもり屋 東京都
有限会社マリアハウス 東京都
マリン・サイエンス株式会社 東京都
株式会社マリンテクノス 東京都
丸岡賢明 東京都
マルカ木材株式会社 東京都
株式会社マルキ 東京都
株式会社丸高工業 東京都
株式会社丸山製作所 東京都
三浦大和 東京都
三澤拓夢 東京都
三鈴ビル株式会社 東京都
水野大 東京都
株式会社みちのくファ－ム 東京都
医療法人社団三井屋 東京都
光岡遼平 東京都
株式会社ミッキーハウス 東京都
三木正篤 東京都
三倉建設株式会社 東京都
三橋直樹 東京都
みなとアセットマネジメント株式会社 東京都
株式会社ミナトク 東京都
株式会社峰岸製作所 東京都
峰岸拓矢 東京都
三原大亮 東京都
株式会社ブランディングメッセージ 東京都
宮城創大 東京都
宮下岳彦 東京都
宮宗寿季也 東京都
ミライアス株式会社 東京都
ＭＩＲＡＩ－ＩＮＳＴＩＴＵＴＥ株式会社 東京都
合同会社未来健ＭＩＲＡＩＫＥＮ 東京都
ＭＩＲＡＩの社会保険労務士法人 東京都
麦田晃希 東京都
株式会社武蔵ブライダルズ 東京都
村上徳元 東京都
村上澪月 東京都
村上光広 東京都
村松伸幸 東京都
株式会社メイワ・イー・シー 東京都
明和自動車株式会社 東京都
メタプラス株式会社 東京都
株式会社メディアジャパン 東京都
株式会社めでぃあ森 東京都
茂木万里子 東京都
株式会社モスフィル 東京都
モダンロイヤル株式会社 東京都
株式会社望月電気工業 東京都
株式会社ＭＯＰＳ 東京都
モノコーポレーション株式会社 東京都
株式会社モフ 東京都
合同会社森太郎商会 東京都
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森本健 東京都
師尾昌明 東京都
諸橋純那 東京都
株式会社ヤスヰ 東京都
八巻達彦 東京都
柳晟七 東京都
八幡和真 東京都
山岡建設株式会社 東京都
有限会社山岡商店 東京都
山口さち子 東京都
山口広記 東京都
山口政広 東京都
山口学 東京都
有限会社山崎 東京都
山次工業株式会社 東京都
山下貴幸 東京都
山下萌留望 東京都
山田美央 東京都
山田芽 東京都
山本卓充 東京都
山本裕 東京都
株式会社ユア 東京都
株式会社ユアーズプランニング 東京都
結城将人 東京都
医療法人社団裕人会 東京都
株式会社ＹＯＵＤＥＡＬ 東京都
株式会社ユーティル 東京都
株式会社ユー・ピイ・アール 東京都
株式会社雄飛堂 東京都
由木正樹 東京都
遊佐翔太 東京都
株式会社裕 東京都
株式会社豊樹脂 東京都
株式会社ユニオンイデア 東京都
ユニファースト株式会社 東京都
医療法人社団翼友会 東京都
横尾ひとみ 東京都
横部誠 東京都
横松秀明 東京都
株式会社横森製作所 東京都
横山淳 東京都
横山泰一 東京都
吉岡亜紀子 東京都
吉亀商店株式会社 東京都
吉澤美沙 東京都
吉田亜矢 東京都
吉田久子 東京都
株式会社吉野解体工業 東京都
吉野聡 東京都
有限会社嘉ノ屋 東京都
頼木康弘 東京都
司法書士法人ライズアクロス 東京都
株式会社ライトキャリー 東京都
ライフ・エヌ・ピー株式会社 東京都
株式会社ライフビズパートナーズ 東京都
株式会社ラグ・タイム 東京都
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株式会社リード 東京都
株式会社ＲＥＶＩＡ 東京都
株式会社ＲＧＲＥＥＮ 東京都
株式会社Ｒｅｔｒａｉ 東京都
合同会社リバディオス 東京都
株式会社ｌｉｂｅｒｔｙ 東京都
ＬＩＭ株式会社 東京都
株式会社ＲＹＭ＆ＣＯ． 東京都
社会福祉法人龍鳳 東京都
株式会社リンクトゥモロー 東京都
ルーラ株式会社 東京都
株式会社レジェンド 東京都
株式会社レディース４ 東京都
株式会社連合設計社市谷建築事務所 東京都
株式会社ロード 東京都
株式会社ローネジャパン 東京都
Ｒｏｕｌａ　Ｔｉｍｂｅｒｌａｋｅ合同会社 東京都
ロキ・コンサルティング株式会社 東京都
株式会社ログポース 東京都
合同会社ＲＯＳＫＹ 東京都
株式会社ＷＯＲＳＨＩＰ 東京都
株式会社ワールド航空サービス 東京都
有限会社ワイ・エー・エス 東京都
株式会社ＹＫＨ 東京都
有限会社ワイ・ケイ・プロジェクト 東京都
株式会社ワイズマン 東京都
ワイズライフコンサルティング株式会社 東京都
Ｗｉｌｄｆｌｏｗｅｒ株式会社 東京都
株式会社ワインラバーズ 東京都
脇屋直人 東京都
涌島学 東京都
株式会社ワコー 東京都
和田聖 東京都
渡邊郁弥 東京都
株式会社ワンズホーム 東京都
株式会社ＯＮＥＤＥＲＳ 東京都
株式会社ＩＴアカウンティング 神奈川県
相原隆輝 神奈川県
浅井宣昭 神奈川県
有限会社あさのやおふぃす 神奈川県
朝日税理士法人 神奈川県
有限会社あさひや 神奈川県
あすなろテック株式会社 神奈川県
株式会社アット折込 神奈川県
アットライナ株式会社 神奈川県
アピオ株式会社 神奈川県
株式会社アムズサポート 神奈川県
安齊研治 神奈川県
株式会社アンシック 神奈川県
株式会社イー・エム・シー・ジャパン 神奈川県
飯山誠也 神奈川県
石川丈博 神奈川県
石橋ホーム資材株式会社 神奈川県
石原一彦 神奈川県
伊勢広隆 神奈川県
株式会社磯ケ谷商店 神奈川県
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出光恭介 神奈川県
伊東巌 神奈川県
ウィジングス株式会社 神奈川県
上田和彦 神奈川県
有限会社ウォーターワークス笹野 神奈川県
ＨＫＴ株式会社 神奈川県
株式会社エース 神奈川県
エクセルフィルム株式会社 神奈川県
株式会社江戸徳 神奈川県
江の島海水浴場協同組合 神奈川県
evergreen株式会社 神奈川県
株式会社ｅｖｅｒｙ 神奈川県
株式会社ＭＥルミナス 神奈川県
エムズライフクリエイト株式会社 神奈川県
株式会社オーガニックジュエリー 神奈川県
大久保直 神奈川県
大隅隆雄 神奈川県
太田智理 神奈川県
株式会社ＡｕｔｏＳｐｉｒｉｔ 神奈川県
鳳開発株式会社 神奈川県
岡綾香 神奈川県
岡慶史郎 神奈川県
岡崎大輔 神奈川県
緒方聖那 神奈川県
岡本明生 神奈川県
岡本光正 神奈川県
奥橋園子 神奈川県
小椋力 神奈川県
小田淳 神奈川県
オフィスコクブン合同会社 神奈川県
尾山裕 神奈川県
株式会社オリジナルベースキャンプ 神奈川県
オング株式会社 神奈川県
ＫＡＴＡＹＡＭＡ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ株式会社 神奈川県
加藤電機株式会社 神奈川県
金井元希 神奈川県
金子建設株式会社 神奈川県
金子初音 神奈川県
金村和彦 神奈川県
医療法人社団かものみや耳鼻咽喉科 神奈川県
株式会社ＫＡＷＡＳＡＫＩ 神奈川県
河本木材株式会社 神奈川県
弁護士法人関内駅前法律事務所 神奈川県
株式会社キーマイン 神奈川県
菊地太一 神奈川県
木田勇人 神奈川県
貴田正明 神奈川県
一般社団法人記念樹プロジェクト 神奈川県
木村龍之介 神奈川県
株式会社協同インターナショナル 神奈川県
株式会社極東窒化研究所 神奈川県
旭平硝子加工株式会社 神奈川県
医療法人社団桐藤会 神奈川県
株式会社ＫＵ－ＫＡＮ設計 神奈川県
久々江則満 神奈川県
グランデエンタープライズ株式会社 神奈川県
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クレインホーム株式会社 神奈川県
株式会社Ｇｒｏｗ　ｕｐ 神奈川県
株式会社グローバルクリエイション 神奈川県
株式会社グローバルテクノス 神奈川県
黒川真由美 神奈川県
黒川有亮 神奈川県
黒田建設株式会社 神奈川県
医療法人恵宏会 神奈川県
京浜コニツク株式会社 神奈川県
小泉里美 神奈川県
医療法人宏心会 神奈川県
小柴哲也 神奈川県
ＧＯＤＡＩＭＵ株式会社 神奈川県
株式会社小槌 神奈川県
株式会社ゴトースチール 神奈川県
小林恵美 神奈川県
株式会社こみち 神奈川県
近藤美紀 神奈川県
一般社団法人サーフライダーファウンデーションジャパン 神奈川県
斎藤葉子 神奈川県
坂本征隆 神奈川県
さくら不動産管理株式会社 神奈川県
佐藤大祐 神奈川県
佐藤りき子 神奈川県
座間英介 神奈川県
澤田久 神奈川県
有限会社サンクリエイト 神奈川県
株式会社サンケイエンジニアリング 神奈川県
株式会社三興 神奈川県
三誠ジューキ株式会社 神奈川県
株式会社サンプラン 神奈川県
合同会社シーア 神奈川県
株式会社ＧＦＣコーポレーション 神奈川県
株式会社ジーエフシーサービス 神奈川県
株式会社ジェイアンドエム 神奈川県
医療法人社団四季会 神奈川県
ジゼスト・デザインシステムズ株式会社 神奈川県
有限会社島袋商店 神奈川県
清水僚哉 神奈川県
有限会社翔太 神奈川県
社会福祉法人湘南児童福祉会 神奈川県
一般社団法人職能研修会 神奈川県
菅原達喜 神奈川県
杉浦貴昌 神奈川県
杉浦聡 神奈川県
鈴木和憲 神奈川県
鈴木信子 神奈川県
鈴木英哲 神奈川県
鈴木美帆 神奈川県
有限会社鈴光建興 神奈川県
有限会社スタックス 神奈川県
株式会社スタディパーク 神奈川県
株式会社スペース・プラン 神奈川県
合同会社整体屋 神奈川県
関戸涼 神奈川県
相快ホイール株式会社 神奈川県
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株式会社創心 神奈川県
有限会社相馬工業 神奈川県
有限会社相馬工務店 神奈川県
株式会社そうまファクトリー 神奈川県
株式会社タイプエア 神奈川県
高岡英大 神奈川県
高橋甲 神奈川県
髙橋菜々 神奈川県
高橋稔 神奈川県
髙康洋 神奈川県
瀧澤宏文 神奈川県
滝秀貞 神奈川県
株式会社拓斗化成 神奈川県
株式会社竹屋造園土木 神奈川県
田崎遼太郎 神奈川県
株式会社伊達建設 神奈川県
田中理史 神奈川県
有限会社谷口商事 神奈川県
田巻雄介 神奈川県
学校法人治泉学園 神奈川県
千田豪也 神奈川県
株式会社ちょんまげ 神奈川県
株式会社都岡の樹 神奈川県
津崎一郎 神奈川県
對馬弘行 神奈川県
妻木宏敏 神奈川県
学校法人鶴嶺学園 神奈川県
株式会社Ｔ・Ｎ・Ｊ川崎 神奈川県
株式会社テクノツイン 神奈川県
天利株式会社 神奈川県
戸越税理士法人 神奈川県
富井小百合 神奈川県
富井淳一 神奈川県
富井亮嗣 神奈川県
株式会社Ｄｒｅａｍｓ　Ｃｏｍｅ　Ｔｒｕｅ 神奈川県
株式会社鳥久 神奈川県
内藤裕 神奈川県
株式会社中務築炉 神奈川県
双木笙太 神奈川県
株式会社日豊エンジニアリング 神奈川県
日本レイダン株式会社 神奈川県
野崎貴子 神奈川県
株式会社ノムノ 神奈川県
株式会社パームス 神奈川県
有限会社ハウスネット 神奈川県
株式会社橋本ハウジング 神奈川県
長谷川順一 神奈川県
一般社団法人ハックベリー 神奈川県
株式会社ハビタット 神奈川県
葉山設備工業株式会社 神奈川県
原田恵美 神奈川県
有限会社バリー・ハーベスト・シーズン 神奈川県
株式会社ＰａｒｕＰｕｎｔｅ 神奈川県
株式会社ヒーリングの森 神奈川県
日野克己 神奈川県
ひまわり調剤薬局株式会社 神奈川県

36 / 98 ページ



2018年11月2日

事業者名 都道府県

平原英治 神奈川県
株式会社ビルドアート 神奈川県
廣田勝紀 神奈川県
株式会社フィールドリーム 神奈川県
深澤里奈 神奈川県
武士俣真実 神奈川県
有限会社Ｐｌｕｓプラス 神奈川県
古川彩夏 神奈川県
プレミアムパートナーズ株式会社 神奈川県
株式会社フロンティア建設 神奈川県
株式会社ヘルス・デザイン・ラボ 神奈川県
株式会社ベルモ 神奈川県
北都電業株式会社 神奈川県
株式会社ホシノイエ 神奈川県
細野貴浩 神奈川県
株式会社ホリウチ 神奈川県
有限会社堀よし 神奈川県
株式会社マイトレジャー 神奈川県
増子電気工事株式会社 神奈川県
松谷智子 神奈川県
松浪芳之 神奈川県
松原フード有限会社 神奈川県
株式会社マネージメントパートナー 神奈川県
株式会社マブチ 神奈川県
株式会社ＭａｒｉｍｂａＢｏｎｇｏ 神奈川県
有限会社丸仁土木 神奈川県
株式会社丸孝産業 神奈川県
株式会社マルタケ 神奈川県
丸福水産株式会社 神奈川県
有限会社マンマミーアエンタープライズ 神奈川県
水井香奈 神奈川県
医療法人社団みどりの丘 神奈川県
美原正信 神奈川県
宮下普正 神奈川県
宮森一雄 神奈川県
社会保険労務士法人ミューゼス 神奈川県
株式会社ミリテック販売 神奈川県
株式会社明光苑 神奈川県
株式会社メイプル田園 神奈川県
株式会社Ｍｅｄｉ８ 神奈川県
森忠産業株式会社 神奈川県
森山秀樹 神奈川県
有限会社　山食 神奈川県
ヤマセ精機株式会社 神奈川県
山田・エンジニアリング株式会社 神奈川県
山田英三 神奈川県
株式会社山田組 神奈川県
株式会社山武商事 神奈川県
山田俊佑 神奈川県
山田美優子 神奈川県
株式会社ヤマダメタルテック 神奈川県
山ノ井敏文 神奈川県
株式会社ヤマノウチスポーツ 神奈川県
山本孝文 神奈川県
山本ねじ工販株式会社 神奈川県
由利大輔 神奈川県

37 / 98 ページ



2018年11月2日

事業者名 都道府県

株式会社ヨコシネディーアイエー 神奈川県
社会保険労務士法人横浜中央コンサルティング 神奈川県
税理士法人横浜みなとパートナーズ 神奈川県
有限会社米田建設 神奈川県
米山大貴 神奈川県
ｌｉｆｅ－ｒａｒｙ合同会社 神奈川県
株式会社隆栄 神奈川県
有限会社林間薬局 神奈川県
ＬＩＮＫ　ＢＡＬＬ株式会社 神奈川県
株式会社ワイジーエフオハナ 神奈川県
渡部亮夫 神奈川県
株式会社青木組 新潟県
株式会社曙建設 新潟県
株式会社アズサ 新潟県
安達敬子 新潟県
株式会社アトラス 新潟県
株式会社イートラスト 新潟県
池浦康雄 新潟県
有限会社糸魚川タクシー 新潟県
ウルシヤマ金属工業株式会社 新潟県
株式会社エーアールシー 新潟県
株式会社Ｓ・Ｅ・Ｐ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 新潟県
Ｍ＆Ｓ株式会社 新潟県
株式会社オークス 新潟県
株式会社岡村自動車 新潟県
株式会社笠原建設 新潟県
笠原正人 新潟県
片山商事株式会社 新潟県
株式会社髪結一門金井屋 新潟県
川崎政彦 新潟県
株式会社クリエイティブコーティングス 新潟県
株式会社コオネツ・サービス 新潟県
株式会社小林建材 新潟県
齋藤建築株式会社 新潟県
株式会社サクマ 新潟県
笹川朋恵 新潟県
株式会社サトコウ 新潟県
株式会社三条酸素商会 新潟県
株式会社ジー・エイチホーム管理 新潟県
株式会社Ｇ．Ｆ．Ｇ．Ｓ． 新潟県
株式会社ＧＥＮＥ 新潟県
株式会社Ｊ．ＳＥＣＵＲＩＴＹ 新潟県
有限会社重山不動産 新潟県
上越農機株式会社 新潟県
株式会社信賀美装 新潟県
有限会社マルシン設備 新潟県
株式会社水原自動車学校 新潟県
鈴木浩一 新潟県
株式会社ストレイト 新潟県
株式会社せきようミート 新潟県
株式会社総合食品さいとう 新潟県
株式会社総合フードサービス 新潟県
大明電業株式会社 新潟県
大門硝子建材株式会社 新潟県
ダイワ電気工事株式会社 新潟県
大和電建株式会社 新潟県
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株式会社タナベ 新潟県
株式会社谷村建設 新潟県
有限会社田原配管工業 新潟県
株式会社田村商店 新潟県
株式会社土田組 新潟県
株式会社鶴寿会 新潟県
ＤＦギャラリー株式会社 新潟県
株式会社東港電機商会 新潟県
長岡電気工事協同組合 新潟県
株式会社長岡歯車製作所 新潟県
株式会社中条タクシー 新潟県
株式会社なぎさ本舗京都屋新潟本店 新潟県
新潟東港運輸株式会社 新潟県
株式会社新堀 新潟県
株式会社日本フードリンク 新潟県
株式会社ハウジングシステム・トーア 新潟県
株式会社ハウジングワーク本田 新潟県
医療法人社団速水歯科医院 新潟県
ヒートロック工業株式会社 新潟県
株式会社ＨＵＧＥ 新潟県
福顔酒造株式会社 新潟県
古川機工株式会社 新潟県
有限会社文祐堂 新潟県
医療法人社団豊心会 新潟県
株式会社ホーネンアグリ 新潟県
星野商事株式会社 新潟県
株式会社本田工業 新潟県
本間透修 新潟県
株式会社前田商会 新潟県
株式会社マリーン 新潟県
有限会社丸庄建材 新潟県
株式会社ＭＥＭＥ 新潟県
株式会社ミウラ 新潟県
株式会社ミスターパイプレンチ 新潟県
株式会社源建設 新潟県
宮沢建設株式会社 新潟県
ムラタ興業株式会社 新潟県
目黒晴男 新潟県
株式会社ユーテック 新潟県
株式会社ユタカ不動産 新潟県
ヨコセＡＶシステム株式会社 新潟県
有限会社旅館おかやま 新潟県
株式会社ワイエムフーズ 新潟県
株式会社ワタナベ 新潟県
株式会社ＷＯＮＥ 新潟県
旭鉄筋株式会社 富山県
株式会社飛鳥ガーデン 富山県
株式会社アップライン 富山県
アルファ教育システム株式会社 富山県
アルミファクトリー株式会社 富山県
株式会社石富建設 富山県
株式会社イング 富山県
エフアイニツト株式会社 富山県
株式会社エフエムとなみ 富山県
大塚謙二 富山県
有限会社大橋刺しゅう 富山県
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加納美樹子 富山県
キートス株式会社 富山県
小出貞之 富山県
株式会社興陽物産 富山県
株式会社駒崎工業所 富山県
金剛化学株式会社 富山県
株式会社Ｇ＆Ｇ 富山県
椎名清則 富山県
シスト株式会社 富山県
株式会社Ｊｕｓｔ 富山県
医療法人社団関クリニック 富山県
株式会社昔亭 富山県
セキホーム株式会社 富山県
Ｓｅｎｎａ株式会社 富山県
有限会社ダイエーホーム 富山県
大信不動産株式会社 富山県
高木博之 富山県
株式会社高山鉄工所 富山県
有限会社滝本工務店 富山県
株式会社Ｄ＆ＨＬＣ 富山県
日南田裕昌 富山県
氷見土建工業株式会社 富山県
廣川建設工業株式会社 富山県
藤岡大己 富山県
二上電設株式会社 富山県
株式会社フルテック 富山県
北陸砂糖株式会社 富山県
丸昇建設株式会社 富山県
株式会社ミガキ 富山県
株式会社村尾地研 富山県
八尾製麸株式会社 富山県
株式会社やの園 富山県
山口広幸 富山県
山本芳也 富山県
吉田昌雄 富山県
吉田美智代 富山県
吉田行夫 富山県
株式会社ＬｉＳｔａｒ 富山県
株式会社アイビ 石川県
株式会社和泉建設 石川県
株式会社インフィニティ 石川県
株式会社上村産業 石川県
株式会社ウッドライフ 石川県
株式会社栄食 石川県
株式会社エーヴォイスプロモーション 石川県
株式会社エスク 石川県
エステック不動産投資顧問株式会社 石川県
株式会社柿本商会 石川県
川本剛生 石川県
北川建設株式会社 石川県
有限会社北建材運輸 石川県
株式会社木谷商店 石川県
木谷章子 石川県
株式会社キュービクス 石川県
株式会社窪川自動車商会 石川県
株式会社ＣＬＯＵＤ 石川県
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医療法人社団くらち眼科医院 石川県
株式会社クラフト金澤 石川県
株式会社ケイズ 石川県
向田能典 石川県
株式会社彩彩市場 石川県
株式会社さくらパートナーズ 石川県
株式会社サンエー精機 石川県
三幸食品株式会社 石川県
株式会社三和建設 石川県
合同会社鮨みつ川 石川県
株式会社大樹 石川県
大聖寺運輸株式会社 石川県
株式会社タカギ電機 石川県
竹内克昭 石川県
株式会社ダスキン北陸 石川県
株式会社津幡工業 石川県
ＴＲＮ株式会社 石川県
富商不動産株式会社 石川県
有限会社西盛瓦商店 石川県
有限会社日匠ホーム 石川県
株式会社日誠産業 石川県
濱山弘 石川県
株式会社ｂ　ｄｉａｍｏｎｄ 石川県
久喜建設株式会社 石川県
平野自動車株式会社 石川県
ホクショー株式会社 石川県
ホクヨウマシン株式会社 石川県
北陸さくら交通株式会社 石川県
有限会社堀内ゴム 石川県
株式会社堀本工務店 石川県
有限会社松上石材 石川県
株式会社三ツ村クリーニング本店 石川県
株式会社村建 石川県
有限会社明清建設 石川県
株式会社やまぐち 石川県
株式会社山崎組 石川県
株式会社大和環境分析センター 石川県
株式会社吉田酒造店 石川県
ヨシダ宣伝株式会社 石川県
株式会社ワーク 石川県
株式会社ワールドスタッフ 石川県
若林忠大若本陣株式会社 石川県
阿部正貴 福井県
雨森久実 福井県
石川康広 福井県
株式会社石徳 福井県
宇野歯車工業株式会社 福井県
株式会社栄和土地 福井県
有限会社エナテック 福井県
株式会社エル・ローズ 福井県
株式会社大津屋 福井県
有限会社黒川産業 福井県
合同会社Ｋｔ 福井県
株式会社サイズ 福井県
サンスイ機工株式会社 福井県
医療法人三精病院 福井県
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株式会社システムデザイン 福井県
柴田順続 福井県
杉谷建設有限会社 福井県
合同会社ＳＥＩＨＹＯ 福井県
西部染色株式会社 福井県
清和建設株式会社 福井県
株式会社石材のますや 福井県
株式会社染の高島 福井県
株式会社竹内土木建設 福井県
有限会社田中商会 福井県
株式会社ツカダ物流 福井県
坪金商事株式会社 福井県
株式会社ディーエス産業 福井県
有限会社トイ企画 福井県
株式会社中広地所 福井県
鳴戸輝明 福井県
株式会社日本海さかな街 福井県
林電気株式会社 福井県
株式会社パンセ 福井県
有限会社ひめ空間すずや 福井県
広川土建株式会社 福井県
福井精米株式会社 福井県
福源トラック株式会社 福井県
古谷経介 福井県
有限会社プロモート・Ｓ 福井県
有限会社北陸ネジ商会 福井県
マエダセイカ株式会社 福井県
牧野孝之 福井県
松下利男 福井県
松田将裕 福井県
松本美宇 福井県
有限会社丸松茶舗 福井県
ミラベル株式会社 福井県
医療法人明峰会 福井県
山本理恵子 福井県
株式会社リバーフォレスト 福井県
若狭工業株式会社 福井県
鷲田裕之 福井県
秋山洋 山梨県
荒井一平 山梨県
株式会社いえプロ 山梨県
石倉宏二 山梨県
株式会社Ｍ．ＷＯＲＫＳ 山梨県
荻野進 山梨県
有限会社甲州運輸 山梨県
株式会社甲州土木 山梨県
一般社団法人甲府市歯科医師会 山梨県
株式会社サクシード 山梨県
株式会社タスクマスター 山梨県
有限会社フィッシュランドイシハラ 山梨県
有限会社深澤石材店 山梨県
プライムケア中部株式会社 山梨県
有限会社フルヤ物産 山梨県
株式会社宮下測量 山梨県
村松石材工業株式会社 山梨県
株式会社Ｉ．Ｄ．Ｄ．ＷＯＲＫＳ 長野県
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株式会社明石 長野県
赤田工業株式会社 長野県
株式会社アクセル 長野県
社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会 長野県
株式会社アトリエボヌール 長野県
池上正資 長野県
石田由希子 長野県
有限会社稲田設備 長野県
井箟要介 長野県
有限会社上野建設 長野県
上原昇 長野県
合同会社エルモンテ 長野県
大島建設株式会社 長野県
株式会社岡部建設 長野県
岡本商店有限会社 長野県
有限会社奥原測量設計事務所 長野県
株式会社カクショウ運輸 長野県
株式会社ＫＡＫＵＲＥＧＡ 長野県
笠原雄太 長野県
加藤綾香 長野県
株式会社金子建設 長野県
河上陽江 長野県
株式会社キガサワ 長野県
株式会社幾久屋 長野県
木下建工株式会社 長野県
株式会社クルミコーポレーション 長野県
甲信クリーンエイド株式会社 長野県
株式会社コスモ・真心鍼灸治療院 長野県
コトヒラ工業株式会社 長野県
株式会社小林工業所 長野県
小林佐喜子 長野県
株式会社霜鳥 長野県
株式会社住工房Ｋ 長野県
有限会社新栄仮設興業 長野県
信州工業株式会社 長野県
伸和工業株式会社 長野県
須田哲夫 長野県
株式会社ＳＯＲＡ．ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ 長野県
高野美穂 長野県
高橋佳菜 長野県
高柳妙子 長野県
千曲技建株式会社 長野県
株式会社デイリーはやしや 長野県
株式会社店舗情報 長野県
株式会社東京マイクロ 長野県
有限会社中島建築所 長野県
長燃商事有限会社 長野県
長野技研コンサルタント株式会社 長野県
長野県高齢者生活協同組合 長野県
長野県製薬株式会社 長野県
株式会社長野サイン 長野県
西牧克敏 長野県
野村建設株式会社 長野県
株式会社パイプのけむり 長野県
株式会社はやし 長野県
株式会社バルバコーポレーション 長野県
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有限会社久金商店 長野県
平澤建設工業株式会社 長野県
有限会社平林精機 長野県
合同会社フィールグッド・クリーネ 長野県
株式会社降幡建築設計事務所 長野県
前田産業株式会社 長野県
株式会社前田鉄工所 長野県
丸山和也 長野県
有限会社まんさく 長野県
三井和弘 長野県
株式会社みのや 長野県
蓑輪雄司 長野県
株式会社宮坂総合寝装 長野県
宮澤喜美子 長野県
株式会社メガネのナガタ 長野県
有限会社モンドール 長野県
山田印刷株式会社 長野県
友盛興業合同会社 長野県
横林真弓 長野県
横山孝行 長野県
有限会社吉田建材 長野県
米田泉 長野県
株式会社ワークス測量設計 長野県
株式会社相和コンサルタント 岐阜県
青木進 岐阜県
有限会社赤保木自動車 岐阜県
株式会社浅野商店 岐阜県
東健一郎 岐阜県
足立裕哉 岐阜県
アライヴコンサルティング合同会社 岐阜県
株式会社アンパチ 岐阜県
石黒商事株式会社 岐阜県
今井直明 岐阜県
有限会社ヴァード 岐阜県
株式会社梅田 岐阜県
株式会社エイワ商事 岐阜県
株式会社エムズアソシエイツ 岐阜県
大口剛弘 岐阜県
大野晶恵 岐阜県
株式会社岡田工務店 岐阜県
奥村亮 岐阜県
小栗謹子 岐阜県
小栗崇裕 岐阜県
小栗直広 岐阜県
有限会社オフィス・ケイ 岐阜県
オフィススギウラ株式会社 岐阜県
柏木洋美 岐阜県
金子建築工業株式会社 岐阜県
金子雅生 岐阜県
川上智一 岐阜県
有限会社カワノ 岐阜県
株式会社共真鉄筋 岐阜県
株式会社郡上螺子 岐阜県
株式会社くねくね 岐阜県
久保田豊子 岐阜県
医療法人社団恵和会 岐阜県
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有限会社光栄自動車工業 岐阜県
有限会社耕グループ 岐阜県
株式会社ゴトウ自動車ガラス 岐阜県
株式会社ゴムの木農園 岐阜県
株式会社サグチ不動産 岐阜県
櫻井建設株式会社 岐阜県
株式会社ジーエヌプラン 岐阜県
株式会社ＪＯＢ　ＡＲＴ 岐阜県
白木建設株式会社 岐阜県
杉浦電気工事株式会社 岐阜県
株式会社杉山バルブ製作所 岐阜県
株式会社スピリット 岐阜県
医療法人誠実会 岐阜県
大丸開発株式会社 岐阜県
株式会社高島衛生 岐阜県
株式会社高瀬鐵工 岐阜県
田口篤基 岐阜県
田中了照 岐阜県
中部スノーアライアンス株式会社 岐阜県
津屋真 岐阜県
株式会社Ｄ．Ｉ．Ｂ 岐阜県
Ｄ・Ｈクリエイト株式会社 岐阜県
株式会社テクノ・ライン 岐阜県
株式会社東光電工社 岐阜県
株式会社東伸 岐阜県
合資会社仲野屋 岐阜県
日本キャドセンター株式会社 岐阜県
一般社団法人日本住宅ＦＰ協会 岐阜県
長谷川豊 岐阜県
株式会社花道 岐阜県
原正紀 岐阜県
藤田昌孝 岐阜県
株式会社藤本組 岐阜県
株式会社プラマイプラスグループ 岐阜県
株式会社ベビコブジャパン 岐阜県
株式会社ホーリー 岐阜県
有限会社マエダエンジニアリング 岐阜県
松岡友子 岐阜県
松永美鈴 岐阜県
有限会社マッハエレキ 岐阜県
丸勘商事株式会社 岐阜県
有限会社マルセ 岐阜県
宮崎伸正 岐阜県
宮崎真由美 岐阜県
株式会社メルカート 岐阜県
森白製菓株式会社 岐阜県
有限会社安田学研会館 岐阜県
株式会社やまだ 岐阜県
山田修平 岐阜県
米田健次 岐阜県
株式会社リグスタイルカンパニー 岐阜県
有限会社ワカオセラミック 岐阜県
有限会社アール・エス・アイ 静岡県
有限会社青葉総業 静岡県
芦澤徹 静岡県
天野昌太 静岡県
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あらい商工葬祭協同組合 静岡県
池沼佑樹 静岡県
株式会社出雲殿 静岡県
株式会社一冨士 静岡県
伊藤義明 静岡県
株式会社稲葉商店 静岡県
株式会社イハラテント工業 静岡県
岩田典之 静岡県
株式会社岩本商店 静岡県
株式会社植田モーターサイクル 静岡県
植田友加 静岡県
上野美惠子 静岡県
遠州梱包運輸株式会社 静岡県
株式会社遠州ラバー 静岡県
大石元身 静岡県
大塚知己 静岡県
大橋健太郎 静岡県
株式会社岡田製作所 静岡県
社会保険労務士法人オフィス・テンポイント 静岡県
掛川開発株式会社 静岡県
株式会社カタナ屋 静岡県
勝喜代治 静岡県
合同会社金子敦史建築計画工房 静岡県
株式会社かやはら 静岡県
株式会社川島組 静岡県
株式会社河村組 静岡県
株式会社河原﨑商事菊川 静岡県
株式会社環境計量センター 静岡県
有限会社北川商会 静岡県
金原史佳 静岡県
コーチ株式会社 静岡県
株式会社故紙センタートヨタ 静岡県
小島屋有限会社 静岡県
株式会社小長谷工業 静岡県
佐々木千晴 静岡県
株式会社山栄システム 静岡県
株式会社サンクス不動産 静岡県
塩津江里子 静岡県
株式会社支合 静岡県
株式会社静岡新聞社 静岡県
株式会社静岡編集舎 静岡県
株式会社島村謄文堂 静岡県
医療法人社団奨寿会 静岡県
有限会社シヨツプマスダ 静岡県
株式会社シンエイ 静岡県
杉山満 静岡県
鈴木淳平 静岡県
鈴木慎吾 静岡県
鈴木半商事株式会社 静岡県
有限会社鈴木不動産 静岡県
株式会社鈴茂技研 静岡県
株式会社ストアノ 静岡県
有限会社スルガ機設 静岡県
高田篤 静岡県
滝沢健一郎 静岡県
株式会社辰田電機 静岡県
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田中亜祐美 静岡県
株式会社千尋工業 静岡県
株式会社中部綜合コンサルタント 静岡県
塚崎良徳 静岡県
寺田智敬 静岡県
東邦エンタプライズ株式会社 静岡県
株式会社直建設工業 静岡県
有限会社長岡環境サービス 静岡県
有限会社中田建材工業 静岡県
仲村製茶株式会社 静岡県
中村智 静岡県
株式会社ナカヤ 静岡県
株式会社西ヶ崎清水建設 静岡県
株式会社野呂商店 静岡県
羽立工業株式会社 静岡県
株式会社原田工務店 静岡県
疋田裕章 静岡県
平野硝子株式会社 静岡県
株式会社平野工業 静岡県
株式会社平野工業製作所 静岡県
深谷智美 静岡県
株式会社福工房 静岡県
株式会社福みみ 静岡県
株式会社フジキャッスル 静岡県
古橋純 静岡県
有限会社ホソヤ 静岡県
株式会社ホワイトウイングス 静岡県
本山製茶株式会社 静岡県
株式会社マイルド・サービス 静岡県
株式会社正喜建設 静岡県
松井康彦 静岡県
松浦圭祐 静岡県
丸善製茶株式会社 静岡県
株式会社丸六高田商店 静岡県
株式会社美緑園 静岡県
村松工務店株式会社 静岡県
株式会社もちづき配管工業 静岡県
有限会社ヤマタカ高島屋 静岡県
山田車体工業株式会社 静岡県
山本知子 静岡県
有限会社弥生製作所 静岡県
株式会社ライトアップ 静岡県
株式会社リーフリンク 静岡県
有限会社緑香園 静岡県
有限会社鷲津メッキ工業所 静岡県
有限会社アートワークナカハラ 愛知県
株式会社アールワンエステート 愛知県
株式会社ＩＳＴ 愛知県
株式会社ｉ建築工房一級建築士事務所 愛知県
社会福祉法人相志会 愛知県
株式会社愛太事務所 愛知県
社会保険労務士法人アイビス 愛知県
有限会社アヴァンティ 愛知県
有限会社あおい 愛知県
株式会社葵設計事務所 愛知県
有限会社ＡＯＩ保険事務所 愛知県
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有限会社アクス名古屋 愛知県
浅野功揮 愛知県
朝日ビズサポート有限会社 愛知県
合同会社アスケア 愛知県
株式会社アスタリスク 愛知県
株式会社アスタリスクドライバー 愛知県
アトール株式会社 愛知県
株式会社アドコーポレーション 愛知県
株式会社アナザーストーリー 愛知県
Ａｐｅｌｉｌａ合同会社 愛知県
アマルグローバル株式会社 愛知県
株式会社アミタマシーンズ 愛知県
株式会社Ａ．モンライン 愛知県
株式会社ＡＲＡＳＨＩ 愛知県
有水京子 愛知県
有水靖二 愛知県
株式会社アルテック 愛知県
株式会社アルファコーポレーション 愛知県
アンナ商事株式会社 愛知県
株式会社Ｅ－ＡＴＴＥＮＤ 愛知県
株式会社イーアンドエス 愛知県
飯田芳郎 愛知県
Ｅａｃｈ　Ｗｏｒｔｈ合同会社 愛知県
イーテック有限会社 愛知県
飯干修平 愛知県
株式会社池田ダンボール工業所 愛知県
株式会社石川組 愛知県
石山公一 愛知県
出水利幸 愛知県
井高建築株式会社 愛知県
株式会社イタノ 愛知県
市川貞也 愛知県
市原拓己 愛知県
株式会社イチロイモ 愛知県
出田真太郎 愛知県
株式会社井藤工業 愛知県
伊藤重光 愛知県
伊藤寿桂 愛知県
伊藤勝浩 愛知県
伊藤吉暢 愛知県
井戸智恵美 愛知県
稲垣弘子 愛知県
株式会社イナテックサービス 愛知県
稲葉達男 愛知県
犬飼産業株式会社 愛知県
井上正敏 愛知県
イノデン株式会社 愛知県
株式会社今泉工業 愛知県
今津吉郎 愛知県
岩瀬鉄也 愛知県
株式会社いわつき 愛知県
岩本考平 愛知県
岩本利希 愛知県
株式会社ウィーケン 愛知県
株式会社ＷＩＴＨＷＩＮ 愛知県
有限会社ウイング 愛知県
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合同会社ウエストエンタープライズ 愛知県
株式会社ＷＥＳＴＲＡＩＮＳ 愛知県
上野良 愛知県
上原永美 愛知県
株式会社うえやま建設 愛知県
株式会社鵜飼哲矢事務所 愛知県
宇佐見耕三 愛知県
臼井芳隆 愛知県
税理士法人Ｈ＆Ｐ 愛知県
株式会社ＨＫホールディングス 愛知県
Ｈ．Ｐ．Ｍ株式会社 愛知県
医療法人えがお 愛知県
株式会社エスアチーヴ 愛知県
ＳＰ興業株式会社 愛知県
株式会社ＳＰワークス 愛知県
株式会社エバーグリーン 愛知県
株式会社Ｍ．Ａ．Ｐ 愛知県
円三郎商店株式会社 愛知県
大池芳樹 愛知県
オーケーサポート株式会社 愛知県
大島惠之 愛知県
大城進次 愛知県
大瀬良譲二 愛知県
大村圭二 愛知県
株式会社大山電設工業 愛知県
大米水産株式会社 愛知県
小笠原直樹 愛知県
岡田広司 愛知県
岡田伊矩 愛知県
小木曽昇平 愛知県
奥村龍晃 愛知県
奥谷誠仁 愛知県
桶兼住設株式会社 愛知県
長村盛一 愛知県
有限会社御食事処ふじき 愛知県
小関健司 愛知県
小原悠揮 愛知県
株式会社オリエンタル 愛知県
株式会社オリジナルあい 愛知県
折戸智 愛知県
合同会社オルク 愛知県
株式会社尾割組 愛知県
株式会社オンリークリエイト 愛知県
株式会社カーズアサオカ 愛知県
株式会社海菜 愛知県
影山麻理香 愛知県
加古善雅 愛知県
合同会社カサノヴァ 愛知県
糟谷菜穂子 愛知県
株式会社片桐塗料店 愛知県
加藤健太朗 愛知県
加藤誠史 愛知県
加藤卓也 愛知県
加藤恒己 愛知県
加藤雄亮 愛知県
加藤力也 愛知県
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金岡晃弘 愛知県
GANNAM MOHAMEDBADR 愛知県
金城智勝 愛知県
加納渡 愛知県
株式会社壁谷管工 愛知県
上坂印刷株式会社 愛知県
上栁聡美 愛知県
河合良彦 愛知県
川瀬博司 愛知県
河村好宣 愛知県
有限会社瓦栄商店 愛知県
神田孝彦 愛知県
株式会社カンナーズｕｐ 愛知県
鬼頭弘一 愛知県
木村厚 愛知県
キョウイクシステム 愛知県
株式会社協立化成 愛知県
北村明彦 愛知県
金城製菓株式会社 愛知県
有限会社沓名製作所 愛知県
工藤真由美 愛知県
株式会社クマダ 愛知県
株式会社Ｇｒａｎｄ　Ｌｉｂｅｒｔｙ 愛知県
株式会社グランドワークス 愛知県
株式会社グリンルームアトリエ由花 愛知県
榑松博 愛知県
株式会社Ｇｒｏｗ　ｕｐ 愛知県
ＫＵＲＯＦＵＮＥ株式会社 愛知県
株式会社桑原 愛知県
株式会社ケアメイトサービス 愛知県
合同会社Ｋ＆Ａカンパニー 愛知県
有限会社ケイエムテック 愛知県
株式会社ＫＫＩ 愛知県
惠生株式会社 愛知県
元気でんき株式会社 愛知県
株式会社元気屋 愛知県
有限会社鯉江重幾 愛知県
興亜食糧株式会社 愛知県
株式会社光栄設備 愛知県
社会福祉法人香月福祉会 愛知県
有限会社晃大 愛知県
株式会社小坂鉄工所 愛知県
小﨑祐輔 愛知県
小島悠 愛知県
小林修 愛知県
小林克輔 愛知県
株式会社米初 愛知県
有限会社コモ 愛知県
小栁敦嗣 愛知県
株式会社コヤマケミカル 愛知県
近藤大介 愛知県
近藤妙子 愛知県
雑賀昭 愛知県
崔慎吾 愛知県
合同会社サイトウ 愛知県
酒井尊之 愛知県
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酒井直人 愛知県
榊原建設株式会社 愛知県
サカツシード株式会社 愛知県
櫻井健吾 愛知県
櫻井有三 愛知県
颯田直司 愛知県
医療法人さとう歯科 愛知県
佐藤慎治 愛知県
社会福祉法人さふらん会 愛知県
合同会社サポートパートナーズ 愛知県
株式会社更紗 愛知県
株式会社サンエス 愛知県
三協調査設計株式会社 愛知県
株式会社三恵シーアンドシー 愛知県
株式会社サンライズ 愛知県
三和化学産業株式会社 愛知県
株式会社Ｃ＆Ｃメディカル 愛知県
株式会社ＣＴＫ 愛知県
株式会社Ｚｅａｌ　Ｗｏｒｋｓ 愛知県
ＳＨＩＶＡ　ＤＥＳＩＧＮ合同会社 愛知県
株式会社ＪＩコンサルティング 愛知県
株式会社ジェイトップ 愛知県
嶋崎吉孝 愛知県
清水俊彦 愛知県
有限会社ジャパンフードサービス 愛知県
株式会社住建 愛知県
有限会社春風荘 愛知県
松栄印刷株式会社 愛知県
昭和セラミックス株式会社 愛知県
ＪＩＮ株式会社 愛知県
医療法人真成会 愛知県
新谷憲一 愛知県
株式会社新和建設 愛知県
有限会社末喜 愛知県
末本実 愛知県
株式会社菅原設備 愛知県
杉浦直人 愛知県
株式会社すぎ浩 愛知県
株式会社杉田商店 愛知県
鈴木　研二 愛知県
有限会社鈴木精密 愛知県
鈴木隆 愛知県
鈴木直之 愛知県
株式会社鈴商 愛知県
合同会社７７７エキスプレス 愛知県
株式会社セイワ 愛知県
株式会社ゼービーケイコニシ 愛知県
Ｓｅｔｔｅ　Ｃｏｌｌｉ株式会社 愛知県
株式会社セネット 愛知県
セブシティ合同会社 愛知県
セントラル社会保険労務士法人 愛知県
株式会社セントラル・クジーン 愛知県
株式会社創研 愛知県
株式会社双和工業所 愛知県
大栄工業株式会社 愛知県
株式会社ｄｉｃｅ 愛知県
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株式会社大清 愛知県
株式会社太平洋設計事務所 愛知県
合同会社大和セラミック 愛知県
タカコー株式会社 愛知県
髙須寛 愛知県
有限会社高田商店 愛知県
合名会社高取製パン所 愛知県
髙橋金光 愛知県
高橋昇一 愛知県
高橋油圧工業株式会社 愛知県
社会福祉法人多加良浦学園 愛知県
有限会社タケシマ 愛知県
株式会社竹昇精工 愛知県
竹田健吾 愛知県
株式会社ＤＡＤＡ 愛知県
株式会社ＤＡＴＺ 愛知県
田中正美 愛知県
谷口孝也 愛知県
垂井剛 愛知県
近澤竜司 愛知県
千種良昭 愛知県
中日設計株式会社 愛知県
株式会社中日フアーマシー 愛知県
中部機械株式会社 愛知県
中部圏開発株式会社 愛知県
中部日本建設労働組合 愛知県
特定非営利活動法人中部プロボノセンター 愛知県
塚原邦秋 愛知県
辻本卓哉 愛知県
恒川貴広 愛知県
株式会社ＴＪＫカンパニー 愛知県
株式会社Ｔ′ｓ 愛知県
有限会社テイ、エム、シー 愛知県
株式会社テクノタジマ 愛知県
手嶋啓二 愛知県
東海樹脂工業株式会社 愛知県
東海溶業株式会社 愛知県
株式会社東興不動産 愛知県
東洋食品株式会社 愛知県
戸谷正 愛知県
富澤百代 愛知県
合資会社とみだや食堂 愛知県
豊田正彦 愛知県
株式会社トラスト・ワン 愛知県
株式会社内職市場 愛知県
内藤勝巳 愛知県
永井伸顕 愛知県
有限会社ながさき苑 愛知県
中島康仁 愛知県
長瀬裕茂 愛知県
有限会社永田 愛知県
中野隆 愛知県
中野卓二 愛知県
中村亨雄 愛知県
中山圭介 愛知県
なみと不動産株式会社 愛知県

52 / 98 ページ



2018年11月2日

事業者名 都道府県

成田哲也 愛知県
生川照康 愛知県
株式会社ナルミクリエイト 愛知県
有限会社日翔鈑金塗装 愛知県
日本エンジン株式会社 愛知県
株式会社ネクストトライ 愛知県
ネットワン三河有限会社 愛知県
根本尚宏 愛知県
野口保幸 愛知県
野田恒博 愛知県
野田敏夫 愛知県
野々垣盛彦 愛知県
有限会社野村商事 愛知県
野呂和弘 愛知県
有限会社パールアクティブコーポレーション 愛知県
株式会社ハウスプロダクト 愛知県
有限会社白英舎 愛知県
株式会社ハクヨフードサービス 愛知県
株式会社パステル 愛知県
株式会社ＨＡＴＡＳＵ 愛知県
株式会社パッションギークス 愛知県
服部茂夫 愛知県
馬場雅邦 愛知県
株式会社ＨＡＭＡＲＴ　Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ 愛知県
林郁己 愛知県
株式会社林設備 愛知県
原裕二 愛知県
春野岩夫 愛知県
半田中央印刷株式会社 愛知県
株式会社びーはいぶ 愛知県
光電気工事株式会社 愛知県
疋田匠章 愛知県
樋口緑穗 愛知県
久田祥司 愛知県
ビジネスサポートコンサルティング株式会社 愛知県
聖屋造園土木有限会社 愛知県
株式会社美創堂 愛知県
株式会社日永洋服店 愛知県
株式会社ヒロシ 愛知県
廣田哲也 愛知県
株式会社ファインエイド 愛知県
株式会社Ｖ－ＨＡＮＤＳ 愛知県
株式会社フェイスプラス 愛知県
株式会社Ｆｏｒｅｓｔ　Ｈｉｌｌ 愛知県
株式会社富士工システムズ 愛知県
藤田博士 愛知県
藤田祐介 愛知県
二村真司 愛知県
株式会社ＦＯＯＴＡＧＥ 愛知県
株式会社ＰＲＩＤＥ 愛知県
有限会社ブライトプラネット 愛知県
株式会社ＢＬＩＳＳキッチン 愛知県
株式会社古澤地質 愛知県
株式会社フルパワーＨＤ 愛知県
社会福祉法人ふれ愛名古屋 愛知県
株式会社ブレイクスルー 愛知県
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株式会社ブレイクスルービジネス 愛知県
株式会社プロイスト 愛知県
社会保険労務士法人プロスクリエイション 愛知県
株式会社平安金属 愛知県
株式会社ヘイセイ 愛知県
株式会社ベネフィット 愛知県
ホーメックス株式会社 愛知県
堀田ももか 愛知県
堀江宏之 愛知県
株式会社ポリマーホールディングスカンパニー 愛知県
本多隆史 愛知県
本多直也 愛知県
株式会社マタドール 愛知県
株式会社松井石商 愛知県
松井宏之 愛知県
松岡建設株式会社 愛知県
松川克良 愛知県
松本朋和 愛知県
松本実 愛知県
株式会社松屋コーヒー本店 愛知県
丸栄工業株式会社 愛知県
丸尾健一 愛知県
マルカ建設株式会社 愛知県
株式会社マルダイスプリング 愛知県
株式会社丸利 愛知県
丸山昇 愛知県
有限会社満才 愛知県
三浦公一 愛知県
三浦博 愛知県
株式会社ミキ 愛知県
有限会社みずのかぐ 愛知県
水野紘輝 愛知県
株式会社水野本社 愛知県
三鷹製版株式会社 愛知県
光松清 愛知県
美辺株式会社 愛知県
南有紀 愛知県
峰野𥠋 愛知県
三原智郎 愛知県
合資会社宮地呉服店 愛知県
宮地多佳 愛知県
合資会社宮松 愛知県
合名会社三楽 愛知県
有限会社ムッシュ 愛知県
株式会社ムトウ 愛知県
邨井清隆 愛知県
村井洋一 愛知県
村上仁 愛知県
村上美織 愛知県
株式会社名岐 愛知県
名興発條株式会社 愛知県
モアシステム株式会社 愛知県
モリ印刷株式会社 愛知県
盛下圭史 愛知県
森下清治 愛知県
株式会社ヤグミ 愛知県
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矢田金属工業株式会社 愛知県
矢野電産株式会社 愛知県
山口香織 愛知県
株式会社山崎デザイン事務所 愛知県
山下綾乃 愛知県
山下隼人 愛知県
山田一雄 愛知県
有限会社山忠 愛知県
山忠本家酒造株式会社 愛知県
山鉄株式会社 愛知県
有限会社ヤマト技研 愛知県
有限会社大和商会 愛知県
山本憲士郎 愛知県
山本なつ絵 愛知県
特定非営利活動法人幸の華 愛知県
有限会社ゆたかや 愛知県
株式会社ユニークス 愛知県
横井あけみ 愛知県
横井孝至 愛知県
横山興業株式会社 愛知県
横山冨美恵 愛知県
吉澤由香 愛知県
吉田恭隆 愛知県
米津晋次 愛知県
合同会社よりあい 愛知県
株式会社ＬＯＶＥ　ＹＯＵ 愛知県
ラリーニュクレール株式会社 愛知県
有限会社ランク 愛知県
株式会社リヤン 愛知県
株式会社リヴァストン 愛知県
有限会社リカープランニング 愛知県
李志姫 愛知県
株式会社ＬｉｂｅｒｔｙＣｒｅａｔｉｏｎ 愛知県
株式会社リベラ 愛知県
株式会社リンクスタッフ 愛知県
合同会社リンクスタッフＨＤ 愛知県
株式会社ルミナス 愛知県
株式会社レイストリーフ 愛知県
株式会社労務サポート 愛知県
ワールドネクサス協同組合 愛知県
若子幸次 愛知県
株式会社若宮 愛知県
脇海道加一 愛知県
株式会社和光地所 愛知県
鷲見康夫 愛知県
有限会社和甚 愛知県
渡邉貴明 愛知県
株式会社アーキテクト 三重県
有限会社あつみ建築 三重県
アビオン株式会社 三重県
株式会社アベテツク 三重県
尼崎機械工業株式会社 三重県
株式会社石吉組 三重県
五十鈴建築工業株式会社 三重県
株式会社ウチコー 三重県
浦川拓也 三重県
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株式会社ＡＤＩ 三重県
株式会社Ａｐｅｘ 三重県
特定非営利活動法人エフ・フィールド 三重県
有限会社ＭＣＤ 三重県
株式会社エラ・プラン 三重県
大久保聡 三重県
奥山自動車工業株式会社 三重県
鎰元慶太 三重県
株式会社カド 三重県
株式会社加藤工業 三重県
株式会社ＫＩＪＩＭＡ 三重県
株式会社キタモリ 三重県
キュアハンドサービス株式会社 三重県
株式会社クスキデザイン 三重県
株式会社くノ一 三重県
クラスコ株式会社 三重県
有限会社クリーニングヨコイ 三重県
黒岩義夫 三重県
株式会社桑山瓦 三重県
ケイアールエム株式会社 三重県
後藤化学株式会社 三重県
小森一久 三重県
株式会社サイバーウェイブジャパン 三重県
三和建工株式会社 三重県
森林組合おわせ 三重県
株式会社ストーリア 三重県
株式会社世古工務店 三重県
社会保険労務士法人綜合経営労務センター 三重県
株式会社大道建設 三重県
髙井敏治 三重県
高嶋拓美 三重県
瀧鼻健一 三重県
立松鋳造株式会社 三重県
医療法人糖クリ 三重県
仲田明大 三重県
野呂水産運輸有限会社 三重県
有限会社パールジュエリーいとう 三重県
長谷川智子 三重県
濱田英夫 三重県
早川友康 三重県
株式会社Ｐａｌｓ 三重県
樋口雄史 三重県
日野建設株式会社 三重県
株式会社ひまわり 三重県
株式会社フェニックス 三重県
株式会社藤井製材 三重県
株式会社プロホーム・大台 三重県
株式会社へいあんケア 三重県
株式会社Ｂａｂｙ’ｓ　Ｂｒｅａｔｈ 三重県
有限会社三重シビルシステム 三重県
株式会社三重農福支援センター 三重県
株式会社ミクニ自動車 三重県
有限会社ミズタニ建築 三重県
水谷高明 三重県
株式会社宮田建築 三重県
医療法人妙光会 三重県
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株式会社三輪建設 三重県
株式会社村田建築 三重県
株式会社モリハウス建設 三重県
やまりん株式会社 三重県
株式会社ユニオン真珠 三重県
株式会社ライフサポート 三重県
株式会社李川組 三重県
株式会社石川技研 滋賀県
一幡樹紀也 滋賀県
株式会社うさぎメディケア 滋賀県
内田記弘 滋賀県
畦崎茜 滋賀県
ＨＩＴ株式会社 滋賀県
株式会社Ｈ＆Ｙ 滋賀県
医療法人社団エルシーエー 滋賀県
近江ユニキャリア販売株式会社 滋賀県
大石友和 滋賀県
大崎洋人 滋賀県
奥野智明 滋賀県
株式会社奥村モータース 滋賀県
川原三和 滋賀県
株式会社清原 滋賀県
株式会社サン調剤薬局 滋賀県
株式会社ジェイプラス 滋賀県
株式会社シガ建装 滋賀県
株式会社　シガフードプロダクツ 滋賀県
滋賀ホンダ販売株式会社 滋賀県
医療法人社団柴田医院 滋賀県
清水和也 滋賀県
Sugar 滋賀県
株式会社住文 滋賀県
株式会社ダイコーロジサービス 滋賀県
株式会社田井中電機 滋賀県
株式会社タケダコーポレーション 滋賀県
田中万生 滋賀県
株式会社千草園芸 滋賀県
ＴＭネットワーク株式会社 滋賀県
洞ヶ瀬麻見 滋賀県
土出一磨 滋賀県
中田翔太 滋賀県
有限会社ナカテック 滋賀県
株式会社ハーベストシーズン 滋賀県
光交通社株式会社 滋賀県
株式会社ひむれや 滋賀県
廣瀬バルブ工業株式会社 滋賀県
藤居鐵也 滋賀県
藤野英里 滋賀県
株式会社不二屋 滋賀県
豊公資材株式会社 滋賀県
特定非営利活動法人マイ・ライフ 滋賀県
ＭＡＩＬＥ株式会社 滋賀県
株式会社マルタヤファーム 滋賀県
株式会社明光ファクトリー 滋賀県
メニックス株式会社 滋賀県
山内浩幸 滋賀県
山科精器株式会社 滋賀県
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株式会社山田建材 滋賀県
山元章示 滋賀県
株式会社ワイズ 滋賀県
株式会社相真設計 京都府
アイネックス株式会社 京都府
株式会社アイラボ 京都府
有限会社アクロポリス 京都府
曙産業株式会社 京都府
浅田拓生 京都府
アサヒ製饀有限会社 京都府
旭テクノ化成株式会社 京都府
朝日レントゲン工業株式会社 京都府
株式会社イー住まい 京都府
石田邦晃 京都府
株式会社一期一会プロモーション 京都府
一文株式会社 京都府
株式会社岩井物産 京都府
株式会社ウイシステム淀 京都府
上田盛稔 京都府
エイムハイ株式会社 京都府
株式会社栄和資材 京都府
エキップ株式会社 京都府
有限会社エムアンドティー 京都府
大石章光 京都府
株式会社ＯＫＡＭＯＴＯ 京都府
小川珈琲株式会社 京都府
株式会社音羽屋 京都府
株式会社おもれい 京都府
株式会社織田企画設計事務所 京都府
ガーデン株式会社 京都府
片山泰一 京都府
株式会社烏丸ラボ 京都府
川畠清貴 京都府
規矩崇 京都府
北近畿電気システム株式会社 京都府
木下佳幸 京都府
株式会社木村工務店 京都府
株式会社京絹化成 京都府
社会福祉法人京都育成の会 京都府
株式会社京都キモノ・サービス 京都府
株式会社京都空間研究所 京都府
株式会社京都大和 京都府
株式会社京都バネ製作所 京都府
桐嶋相現 京都府
近畿機械工業株式会社 京都府
クーデションカンパニー株式会社 京都府
医療法人社団栗山小児科医院 京都府
クロスコア社会保険労務士法人 京都府
株式会社クロスフィールド 京都府
京阪ガス水道株式会社 京都府
京阪シルク株式会社 京都府
医療法人社団コクラ医院 京都府
越田翔 京都府
有限会社コンダクター 京都府
佐々木酒造株式会社 京都府
佐藤秀作 京都府
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株式会社サワダ寝具工業 京都府
株式会社サンクリーンビルサービス 京都府
株式会社サンケイ住宅サービス 京都府
株式会社サンセイ 京都府
三洋興業株式会社 京都府
医療法人志誠会 京都府
株式会社自然科学 京都府
島田測量設計株式会社 京都府
株式会社ジャストプリント 京都府
将光株式会社 京都府
株式会社菖野洗張店 京都府
株式会社新京都精機 京都府
杉田德行 京都府
株式会社杉原商店 京都府
精和工業株式会社 京都府
全京都建設協同組合 京都府
相互金属工業株式会社 京都府
雜部鉱平 京都府
株式会社そらとうみ 京都府
株式会社大東技研 京都府
株式会社大東建設 京都府
有限会社大仲 京都府
株式会社大陽リアルティ 京都府
大立工業株式会社 京都府
髙田　泰世 京都府
髙橋英里 京都府
髙松知也 京都府
竹岡醤油株式会社 京都府
立山京子 京都府
株式会社田中直染料店 京都府
株式会社チェリーガーデン 京都府
株式会社つえ屋 京都府
塚本遼平 京都府
寺田薬泉工業株式会社 京都府
土居輝之 京都府
株式会社東亜設計 京都府
トゥルーシード株式会社 京都府
中川哲也 京都府
中野博行 京都府
並河治之 京都府
株式会社波波 京都府
株式会社西浅 京都府
西善商事株式会社 京都府
一般社団法人日本いい夫婦協会 京都府
日本クリニック株式会社 京都府
株式会社のぞみハウジング 京都府
株式会社野間造園 京都府
株式会社ハギハラ工業所 京都府
株式会社ＰＡＣＳＥＡ 京都府
株式会社林建築設計事務所 京都府
ビー・ステンド株式会社 京都府
有限会社フィード・インフォメーション 京都府
藤岡正次 京都府
株式会社藤岡製作所 京都府
藤川大輔 京都府
藤田遼太朗 京都府
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双葉メンテナンス工業株式会社 京都府
舟越英樹 京都府
文平学 京都府
扶餘開発株式会社 京都府
株式会社古川建設 京都府
北雪食品株式会社 京都府
まるかさ株式会社 京都府
水谷建設株式会社 京都府
南佳奈 京都府
南谷恭史 京都府
三宅一生 京都府
株式会社都 京都府
株式会社メイトク 京都府
森電気工業株式会社 京都府
森本廣一 京都府
柳室純 京都府
株式会社山中精工所 京都府
山本雄人 京都府
合同会社雪割草 京都府
株式会社リーフ 京都府
株式会社リヴ 京都府
株式会社麗光 京都府
株式会社六基製作所 京都府
株式会社和光 京都府
ＡＲＣ　ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 大阪府
株式会社アースライト 大阪府
株式会社アート・ウィング 大阪府
相澤怜 大阪府
株式会社アイタウン 大阪府
株式会社アイディコマース 大阪府
株式会社アイテム 大阪府
株式会社ｉＢｒｉｄｇｅ　Ｊａｐａｎ 大阪府
株式会社アイマックスコンサルティング 大阪府
青木唯人 大阪府
青木油脂工業株式会社 大阪府
有限会社赤玉薬局 大阪府
株式会社Ａｃｔｉｖｅ 大阪府
株式会社アクト電工 大阪府
株式会社浅野製作所 大阪府
アサヒ産業株式会社 大阪府
旭商事株式会社 大阪府
社会福祉法人旭長寿の森 大阪府
有限会社葦エージェンシー 大阪府
株式会社アスコ 大阪府
株式会社アステクニカ 大阪府
株式会社アスト中本 大阪府
安達俊明 大阪府
我妻正宗 大阪府
アティックワークス株式会社 大阪府
株式会社アマテラス 大阪府
株式会社アマナ 大阪府
株式会社アミスタ 大阪府
株式会社アメリカンホーム 大阪府
荒木範子 大阪府
安藤翔也 大阪府
株式会社アンビシャス 大阪府
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ＥＧＳ株式会社 大阪府
株式会社Ｅ　ＮＥＴ 大阪府
五十子智英 大阪府
一般社団法人いきいきライフ協会大阪 大阪府
生野美知代 大阪府
池上香葉 大阪府
池上翔太 大阪府
有限会社池田庄作事務所 大阪府
池田信広 大阪府
池鉄工株式会社 大阪府
石井江身子 大阪府
石井特許ライセンスコンサルティング合同会社 大阪府
石田太一 大阪府
石田佳史 大阪府
石田吏可子 大阪府
石津勇貴 大阪府
石畑彩加 大阪府
有限会社イソイ 大阪府
市川あずさ 大阪府
一の宮株式会社 大阪府
一森隆寛 大阪府
合同会社溢光コンサルティング 大阪府
株式会社イデアル 大阪府
伊藤信 大阪府
伊藤拓也 大阪府
稲田欽彦 大阪府
今村司 大阪府
弁護士法人いろは 大阪府
岩﨑正行 大阪府
岩村正和 大阪府
岩本蘭 大阪府
ＩＭＰＡＣＴ　ＰＥＲＦＯＲＭＡＮＣＥ株式会社 大阪府
株式会社ヴァレオ 大阪府
Ｖｉｎｃｕｌｕｍ株式会社 大阪府
植木琢哉 大阪府
植田優作 大阪府
植村郁也 大阪府
宇多万里子 大阪府
内田富貴 大阪府
宇都宮直見 大阪府
有限会社うらしま介護サービス 大阪府
株式会社Ｅｉｋｙｕ 大阪府
医療法人栄知会 大阪府
合同会社Ａ＆Ｔパートナーズ 大阪府
株式会社エーシーエヌ 大阪府
株式会社ＥＫＬＡＭＰＯ 大阪府
株式会社エコアップ 大阪府
ＥＣＯ・ステップ株式会社 大阪府
株式会社エコテック 大阪府
株式会社エスアール設計 大阪府
Ｓｍｍ株式会社 大阪府
株式会社エックス 大阪府
エヌ・イー・ディ株式会社 大阪府
株式会社榎田製作所 大阪府
Ｆ＆Ｌｉｎｋ株式会社 大阪府
株式会社エマン 大阪府

61 / 98 ページ



2018年11月2日

事業者名 都道府県

有限会社Ｍ・Ｋ　ＳＱＵＡＲＥ 大阪府
株式会社ＭＴＭ 大阪府
大井尉行 大阪府
株式会社大阪サンジョイント 大阪府
株式会社大阪体操クラブ 大阪府
株式会社大阪タイユー 大阪府
大阪塗料商事株式会社 大阪府
株式会社大阪ナックリース 大阪府
株式会社大阪プロジャパン 大阪府
大島康司 大阪府
大城忠侍 大阪府
社会保険労務士法人大竹事務所 大阪府
株式会社太田鐵工所 大阪府
太田之博 大阪府
大坪侑斗 大阪府
株式会社大手前建築事務所 大阪府
有限会社オートサービス土井 大阪府
大西美帆 大阪府
大山真佐子 大阪府
大屋義秋 大阪府
ＡＬＬＤｅｆｅｎｓｅ合同会社 大阪府
株式会社ａｌｌ　Ｂｌｕｅ 大阪府
岡崎晴重 大阪府
岡田未来 大阪府
岡野 純聖 大阪府
岡本康平 大阪府
岡本裕司 大阪府
沖田航 大阪府
沖本英哉 大阪府
奥西ベニヤ株式会社 大阪府
小椋志保里 大阪府
小倉美術印刷株式会社 大阪府
株式会社おさかなカッキー 大阪府
小笹勝弘 大阪府
小田健 大阪府
オテック株式会社 大阪府
小野泰一朗 大阪府
株式会社オノマシン 大阪府
オフィス・ニケ有限会社 大阪府
株式会社オルイエ 大阪府
特定非営利活動法人ガイア 大阪府
株式会社カインズ 大阪府
医療法人花栄会 大阪府
樫本孔明 大阪府
梶山美苗 大阪府
春日倉庫株式会社 大阪府
片岡和也 大阪府
片山　哲 大阪府
片山めぐみ 大阪府
香月洋二 大阪府
株式会社カテナシア 大阪府
門篤志 大阪府
加藤綾香 大阪府
加藤輝彦 大阪府
金澤騰 大阪府
金津昌宏 大阪府
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亀岡伸伍 大阪府
河合俊輔 大阪府
川口徹 大阪府
株式会社川下機工 大阪府
カワソーテクセル株式会社 大阪府
河田将也 大阪府
河内永子 大阪府
株式会社河原工房 大阪府
川渕一輝 大阪府
河本仁克 大阪府
関西化工株式会社 大阪府
関西興業株式会社 大阪府
株式会社関西ビルテック 大阪府
菊澤健一 大阪府
株式会社キスタ 大阪府
北村卓枝 大阪府
株式会社キッチン・オリタ 大阪府
株式会社喜ほうず 大阪府
宜保美里 大阪府
金恩星 大阪府
木村和也 大阪府
有限会社木村鉄工所 大阪府
木本イツ子 大阪府
株式会社木本屋 大阪府
木本涼太 大阪府
株式会社キャドステーション 大阪府
社会福祉法人旭寿会 大阪府
久保今日子 大阪府
久保康子 大阪府
熊田政嗣 大阪府
久米克哉 大阪府
医療法人雲川歯科医院 大阪府
株式会社クラウドニック 大阪府
Ｇｒａｎｎｙ　Ｓｍｉｔｈ株式会社 大阪府
株式会社ＣＬＵＢ　ＯＷＬ 大阪府
グリーンシステム株式会社 大阪府
一般社団法人クリプトカレンシースクール 大阪府
栗山美津子 大阪府
栗山良亮 大阪府
株式会社ＣＲＥＡ　ＨＯＭＥ 大阪府
株式会社クレイスインターナショナル 大阪府
合同会社クレエ 大阪府
株式会社クローバー 大阪府
黒田章裕 大阪府
黒田圭一 大阪府
黒田唯 大阪府
株式会社クワドリフォリオ 大阪府
株式会社ケイ・エル・エス 大阪府
有限会社京阪動物病院 大阪府
ケーアイ商事株式会社 大阪府
株式会社Ｋ．Ｋ．Ｋ 大阪府
有限会社Ｋ・Ｙライズ 大阪府
医療法人見宜堂 大阪府
医療法人謙信会 大阪府
光栄株式会社 大阪府
株式会社広告商事 大阪府

63 / 98 ページ



2018年11月2日

事業者名 都道府県

鴻野文登 大阪府
幸福米穀株式会社 大阪府
宏洋繊維株式会社 大阪府
株式会社ゴーガイチケット 大阪府
株式会社ゴーダ 大阪府
互助センターサービス株式会社 大阪府
株式会社Ｃｏｓｍｉｃ　Ｌｉｆｅ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｓｕｐｐｏｒｔ 大阪府
コスモ不動産株式会社 大阪府
株式会社ＧＯＤＳＵＭＭＩＴ 大阪府
小寺あかね 大阪府
後藤千賀子 大阪府
後藤涼 大阪府
小西憲太郎 大阪府
小西祐也 大阪府
小西由来 大阪府
株式会社コノエ 大阪府
小濱喜代子 大阪府
株式会社コピオン 大阪府
税理士法人Ｃｏｍｓｉａ 大阪府
コムラ産業株式会社 大阪府
株式会社コヤマカンパニー 大阪府
有限会社コル 大阪府
金剛ダイス工業株式会社 大阪府
近藤俊 大阪府
近藤勇貴 大阪府
コンピューターマネージメント株式会社 大阪府
一般社団法人財産管理アシストセンター 大阪府
株式会社彩Ｆｉｎｉｓｈ 大阪府
株式会社ザイム 大阪府
有限会社紗会羅 大阪府
株式会社サエラ・サンセリテ 大阪府
坡伊根広 大阪府
坂井利奈 大阪府
佐賀圭一郎 大阪府
坂本海 大阪府
坂本永一 大阪府
坂本将志 大阪府
坂本将大 大阪府
作岡淳志 大阪府
株式会社さくら 大阪府
株式会社ＳＡＫＵＲＡケアサービス 大阪府
株式会社桜珈琲 大阪府
櫻本祐樹 大阪府
佐々木香織 大阪府
佐々木規之 大阪府
笹脇淳史 大阪府
株式会社幸 大阪府
佐藤翔文 大阪府
佐藤拓哉 大阪府
佐野友美 大阪府
佐野良承 大阪府
株式会社澤田木工所 大阪府
株式会社三共コーポレーション 大阪府
株式会社サン・クリーンサービス 大阪府
株式会社三晃精密 大阪府
株式会社シーアンドエスプロモーション 大阪府
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Ｇ＆ｔ株式会社 大阪府
株式会社ＧＷ７ｓｉｎ 大阪府
有限会社シェールヴィー 大阪府
一般社団法人次世代型航空機部品供給ネットワーク 大阪府
社会福祉法人慈泉福祉会 大阪府
七福鋼業株式会社 大阪府
四宮三和子 大阪府
株式会社芝野工務店 大阪府
嶋地駿 大阪府
島田卓也 大阪府
嶋谷雅博 大阪府
清水亮佳 大阪府
清水杏莉 大阪府
清水産業株式会社 大阪府
下地拓也 大阪府
株式会社ジャストアップ 大阪府
株式会社ジャパンホーム 大阪府
白井遙菜 大阪府
シルバーレース株式会社 大阪府
株式会社しろきた 大阪府
伸榮産業株式会社 大阪府
株式会社シンカナビ 大阪府
株式会社シンカネット 大阪府
株式会社シンセリティー 大阪府
新谷正夫 大阪府
有限会社新葉館出版 大阪府
医療法人崇仁会 大阪府
末廣昭 大阪府
有限会社末吉精機 大阪府
株式会社杉村八島 大阪府
社会保険労務士法人スクウェア 大阪府
鈴木彬文 大阪府
鈴木章 大阪府
鈴木磨人 大阪府
鈴木紀和 大阪府
鈴木美香 大阪府
株式会社スタジオＮＡＯ・ライズ 大阪府
株式会社ステラブル 大阪府
株式会社砂田製作所 大阪府
株式会社ｓｆｉｄａ 大阪府
株式会社スリーウェイグッド 大阪府
有限会社ＳＥＩＥＩ 大阪府
清家敏弘 大阪府
医療法人靖正会 大阪府
株式会社西部ピアノ 大阪府
関井惠子 大阪府
関根涼 大阪府
ゼネラルホールディングス株式会社 大阪府
株式会社セルバ 大阪府
ゼロクラフト株式会社 大阪府
株式会社センエイエンジニアリング 大阪府
一般社団法人全国企業主導型保育支援協会 大阪府
株式会社センシュー 大阪府
医療法人全人会 大阪府
株式会社センチュリーダイソー 大阪府
仙馬自動車工業株式会社 大阪府
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添縁株式会社 大阪府
宗和子 大阪府
株式会社創心館 大阪府
大興電気株式会社 大阪府
株式会社ダイコー製作所 大阪府
太盛工業株式会社 大阪府
株式会社タイセー 大阪府
株式会社ｔｉｄｅ　ｐｏｏｌ 大阪府
タイトレックス株式会社 大阪府
大日自動車株式会社 大阪府
大和精機株式会社 大阪府
高木陽一 大阪府
高須賀章隆 大阪府
髙須賀光湖 大阪府
髙須賀有香 大阪府
高田釦貿易株式会社 大阪府
高月晶平 大阪府
高橋利之 大阪府
田上悟 大阪府
田上剛 大阪府
田上有加子 大阪府
瀧井喜博 大阪府
田倉産業株式会社 大阪府
有限会社田中自動車工業所 大阪府
田中竣哉 大阪府
田中将大 大阪府
株式会社田中食品興業所 大阪府
田中雄大 大阪府
田中亮多 大阪府
谷岡産業株式会社 大阪府
谷岡英昭 大阪府
谷垣満佐子 大阪府
株式会社たまゆら 大阪府
田村志保 大阪府
株式会社チーリン製菓 大阪府
株式会社チェリッシュ 大阪府
千葉晨太郎 大阪府
千原孝博 大阪府
千屋板金工業株式会社 大阪府
中央パッケージング工業株式会社 大阪府
社会保険労務士法人中小企業サポートセンター 大阪府
腸内フローラ移植臨床研究株式会社 大阪府
千于程 大阪府
有限会社辻コンフォート 大阪府
辻隆行 大阪府
津田悠 大阪府
津田英人 大阪府
土田剛司 大阪府
堤邑樹 大阪府
株式会社ツルヤ 大阪府
有限会社デアイ商会 大阪府
Ｄ・Ａ・Ｅ株式会社 大阪府
株式会社Ｔ．Ｍ．Ｙ 大阪府
株式会社ＴＫＣ 大阪府
株式会社D-01 大阪府
有限会社ティ・エス・ディ 大阪府
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有限会社ディオ 大阪府
株式会社テイク－ワン 大阪府
株式会社ティサポー卜 大阪府
株式会社デイズ 大阪府
株式会社ｄｅｌｉｇｈｔ 大阪府
株式会社Ｔａｂｌｅ　ａ　Ｃｌｏｔｈ 大阪府
出口真 大阪府
株式会社デジマ 大阪府
手嶋貴之 大阪府
戸石沙織 大阪府
戸石達也 大阪府
有限会社土井製作所 大阪府
株式会社東栄工務店 大阪府
東郷孝義 大阪府
株式会社東峯技術コンサルタント 大阪府
東洋経済調査株式会社 大阪府
東洋硝器株式会社 大阪府
株式会社トータルセーフティ 大阪府
医療法人徳旺会長谷川歯科医院 大阪府
徳原慎吾 大阪府
徳茂 亮太 大阪府
株式会社徳山工業社 大阪府
トップウェブ合資会社 大阪府
税理士法人トップ財務プロジェクト 大阪府
株式会社トップスマイルホールディングス 大阪府
富永敬介 大阪府
豊田美智子 大阪府
株式会社トラストブレイン 大阪府
株式会社中井紙工所 大阪府
中川千鶴 大阪府
中澤茂樹 大阪府
中城良江 大阪府
株式会社永野製作所 大阪府
長瀬健太郎 大阪府
永瀬弘幸 大阪府
中薗亜希子 大阪府
中田雄介 大阪府
永田莉子 大阪府
永塚工業株式会社 大阪府
中西幸保 大阪府
中西康尊 大阪府
有限会社中野建装 大阪府
ナガノサイエンス株式会社 大阪府
中村豪 大阪府
中谷友梨香 大阪府
梨木悠介 大阪府
有限会社ナック測量 大阪府
医療法人ななつ星牛嶋歯科医院 大阪府
社会福祉法人なにわ聖真会 大阪府
社会福祉法人なにわの里 大阪府
株式会社奈良半商店 大阪府
新島由浩 大阪府
西岡秦治 大阪府
西岡諒 大阪府
西尾裕之 大阪府
西川武尊 大阪府
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株式会社錦屋 大阪府
西口祐宜 大阪府
西澤俊晃 大阪府
西澤ゆりか 大阪府
西田誉 大阪府
西村智子 大阪府
株式会社日研 大阪府
株式会社日産建築事務所 大阪府
日匠テック株式会社 大阪府
日本レンズ工業株式会社 大阪府
株式会社二天紀 大阪府
日本絨氈株式会社 大阪府
日本精器株式会社 大阪府
日本通信産業株式会社 大阪府
日本特殊金属株式会社 大阪府
日本ユニフォームレンタル株式会社 大阪府
有限会社ニュービット 大阪府
株式会社ＮＥＸ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 大阪府
株式会社ネッドエンジニアリング 大阪府
ノースヒルズ溶接工業株式会社 大阪府
株式会社ノジマ 大阪府
野田道子 大阪府
登佳奈江 大阪府
株式会社野村工務店 大阪府
野村毅 大阪府
ハートランド株式会社 大阪府
株式会社バウエンジニアリング 大阪府
株式会社ハウスイノベーション 大阪府
柏栄建物株式会社 大阪府
医療法人白鳥会 大阪府
橋本英尚 大阪府
長谷川順子 大阪府
＿正製材有限会社 大阪府
初田防災設備株式会社 大阪府
花田泰徳 大阪府
林浩一郎 大阪府
株式会社林田順平商店 大阪府
林常王冠株式会社 大阪府
医療法人原眼科医院 大阪府
原﨑洋帆 大阪府
原田茂樹 大阪府
晴山歩 大阪府
阪南物流有限会社 大阪府
株式会社Ｂｅ－Ｎｅｘｔ 大阪府
合同会社ＢＢＳ 大阪府
東野大誠 大阪府
株式会社ヒライ 大阪府
平井智哉 大阪府
平山雄大 大阪府
肥留川敦 大阪府
廣岡誠之 大阪府
株式会社ファイブオー 大阪府
株式会社ファミーユ 大阪府
株式会社ファン 大阪府
株式会社フィール 大阪府
株式会社ＰＨＹＳＩＥＸ 大阪府
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株式会社フード＆ムーヴメント 大阪府
フェニックストレード株式会社 大阪府
株式会社Ｆｏｒｅｓｉｇｈｔ 大阪府
有限会社福永工務店 大阪府
藤井高圧工業株式会社 大阪府
藤井征峰 大阪府
有限会社フジショー 大阪府
有限会社藤田建築設計事務所 大阪府
藤田成宣 大阪府
伏野拓也 大阪府
藤本登史佳 大阪府
藤原克己 大阪府
藤原健太郎 大阪府
船津祐 大阪府
株式会社不二設計コンサルタント 大阪府
株式会社フラップ 大阪府
株式会社プラネクション 大阪府
株式会社プリモディコ 大阪府
株式会社ブルーオニオン 大阪府
古川謙二 大阪府
古川洋美 大阪府
古橋佑基 大阪府
古屋穂高 大阪府
株式会社ブレードアスリート 大阪府
株式会社Ｂｒｅｚｚａ 大阪府
株式会社フロンティアトータルサービス 大阪府
株式会社ＨＥＡＶＥＮ　Ｊａｐａｎ 大阪府
弁野貴也 大阪府
医療法人朋詠会 大阪府
株式会社ポータル 大阪府
細川恵司 大阪府
堀井栄治 大阪府
株式会社盆木製作所 大阪府
前田健一 大阪府
前田祐霞 大阪府
前田芳朗 大阪府
前根和輝 大阪府
牧主都市開発株式会社 大阪府
株式会社マザープラス 大阪府
益栄秀憲 大阪府
増田翔太 大阪府
松井敬介 大阪府
松尾浩行 大阪府
株式会社マック 大阪府
株式会社松下建設 大阪府
松昇株式会社 大阪府
松田采美 大阪府
松田薫 大阪府
松田成実 大阪府
松永孝祐 大阪府
松本拓也 大阪府
松本智子 大阪府
松本康裕 大阪府
マツヤ産業株式会社 大阪府
有限会社丸七運送 大阪府
丸山智大 大阪府
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萬雲亮太 大阪府
株式会社萬勝 大阪府
株式会社萬野屋 大阪府
三浦雄一朗 大阪府
三浦裕人 大阪府
ミカタ株式会社 大阪府
株式会社ミツギロン 大阪府
三堂裕介 大阪府
株式会社みとや 大阪府
株式会社ミドルフィールドサービス 大阪府
有限会社港システムサービス 大阪府
株式会社ミナミライプル 大阪府
箕面市管工事業協同組合 大阪府
三原里希 大阪府
宮下誠司 大阪府
宮下千加代 大阪府
実来株式会社 大阪府
合同会社ミラコロ 大阪府
株式会社ムーヴ 大阪府
向井久 大阪府
村上翼 大阪府
村田晃一 大阪府
株式会社銘澤 大阪府
名点飲食株式会社 大阪府
株式会社ＭＡＹＦＡＩＲ 大阪府
株式会社メディカルホワイト 大阪府
メトロポリタン株式会社 大阪府
株式会社メルシアハウス 大阪府
株式会社毛髪クリニックリーブ２１ 大阪府
株式会社ＭＯＳＴ 大阪府
本並健太 大阪府
本山運輸株式会社 大阪府
株式会社木綿や 大阪府
森崎雄喜 大阪府
森崎由大 大阪府
森下洋一 大阪府
森潤一 大阪府
株式会社森田外構設計 大阪府
守田雅弘 大阪府
森松由紀 大阪府
株式会社盛元 大阪府
森本貴代 大阪府
株式会社Ｍｏｎｔｅｅ　Ｌｉｖｒｅ 大阪府
株式会社モンベルホールディングス 大阪府
矢倉土木建株式会社 大阪府
有限会社安田製作所 大阪府
安田文彦 大阪府
保田勇樹 大阪府
矢頭友美 大阪府
安原義弘 大阪府
柳川あゆみ 大阪府
柳誠 大阪府
梁本絹子 大阪府
八野康雄 大阪府
山内理司 大阪府
山口企画株式会社 大阪府
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山口久美子 大阪府
山口紗希 大阪府
有限会社山口製本所 大阪府
山田宗悦 大阪府
山田将平 大阪府
山忠運輸株式会社 大阪府
山辺純一 大阪府
山本和磨 大阪府
山本悠樹 大阪府
有限会社ユウコウ 大阪府
医療法人裕心会 大阪府
医療法人ＵＤＣ 大阪府
株式会社ユダハウス 大阪府
ユニテックメディカル株式会社 大阪府
株式会社ゆびすいコンサルティング 大阪府
弓田健雄 大阪府
横辻悠太 大阪府
吉岡建設株式会社 大阪府
吉岡雄介 大阪府
吉澤秀樹 大阪府
芳富恵子 大阪府
吉本健次郎 大阪府
吉本理沙 大阪府
ヨツメ技研合同会社 大阪府
米本隼人 大阪府
米山友理 大阪府
株式会社ＬｉｖｅＮｅｅｄｓ 大阪府
株式会社ラサンテル 大阪府
株式会社ＬＵＸ　ＪＡＰＡＮ 大阪府
ランウェイトレーディング株式会社 大阪府
株式会社リーパス・コンサルティング 大阪府
株式会社リヴェルテ 大阪府
株式会社リガルト 大阪府
株式会社リフレクトマネジメント 大阪府
株式会社ルームプランツ 大阪府
ルセオグループ合同会社 大阪府
レガオ株式会社 大阪府
株式会社ロココ 大阪府
Ｌｏｎｇ　Ｄａ　Ａｒｔｉｓｔ株式会社 大阪府
株式会社ロンヨンジャパン 大阪府
株式会社和 大阪府
株式会社ワークス 大阪府
ワールドパケット合同会社 大阪府
若田邦男 大阪府
ワコーエンジニアリング株式会社 大阪府
和田卓聡 大阪府
渡邊麻子 大阪府
株式会社ＯＮＥ　ＴＯＰ　ＪＡＰＡＮ 大阪府
株式会社アーバントライブ 兵庫県
有限会社アイエルピー 兵庫県
株式会社アイキホーム 兵庫県
アイグレー合同会社 兵庫県
株式会社アイシン 兵庫県
医療法人愛進会 兵庫県
アイベステクノ株式会社 兵庫県
青木公美 兵庫県
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浅野夕里弥 兵庫県
足立優 兵庫県
安積晃子 兵庫県
株式会社アビス 兵庫県
株式会社有馬片山幹雄商店 兵庫県
有限会社いけがわ 兵庫県
石井勇也 兵庫県
井下のぞみ 兵庫県
石橋千裕 兵庫県
株式会社石本建設 兵庫県
株式会社和泉屋 兵庫県
株式会社板文 兵庫県
一水化成株式会社 兵庫県
株式会社いっぽ一歩堂 兵庫県
一本松英樹 兵庫県
伊藤早紀 兵庫県
株式会社イニシオ・ライフサービス 兵庫県
今津勲 兵庫県
岩﨑祐子 兵庫県
岩佐陽介 兵庫県
株式会社インフィニティ 兵庫県
インプレッションゴルフ株式会社 兵庫県
株式会社ウェーブ西宮 兵庫県
上垣隼人 兵庫県
上田裕子 兵庫県
株式会社上林電気商会 兵庫県
宇田川真理子 兵庫県
内金捷也 兵庫県
馬崎節子 兵庫県
梅岡株式会社 兵庫県
株式会社エス・ケイ・ワイイノベーション 兵庫県
Ｎ’ｓ　Ｃｒｅａｔｅｓ株式会社 兵庫県
株式会社エル・エルパートナーズ 兵庫県
株式会社エンジェルメイド 兵庫県
株式会社エンブレス 兵庫県
有限会社大河歯科材料店 兵庫県
大竹翔太 兵庫県
大谷建也 兵庫県
株式会社大野社 兵庫県
大畑俊 兵庫県
株式会社大林パン 兵庫県
岡川勘太 兵庫県
岡川善恵 兵庫県
岡野一輝 兵庫県
岡本和之 兵庫県
岡本照美 兵庫県
奥早苗 兵庫県
小倉 航 兵庫県
小野裕也 兵庫県
小原健吾 兵庫県
株式会社オフィス野村 兵庫県
株式会社オン・ユイット 兵庫県
株式会社カーズワールド 兵庫県
梶雅晴 兵庫県
鹿島智哉 兵庫県
カシメ株式会社 兵庫県
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株式会社桂田モータース 兵庫県
有限会社Ｒ２Ａ 兵庫県
一般社団法人カヌーホーム 兵庫県
株式会社神子島通信 兵庫県
関西造園土木株式会社 兵庫県
株式会社木島組 兵庫県
喜多聡子 兵庫県
北出秀徳 兵庫県
北野紀衡 兵庫県
喜多範明 兵庫県
城崎観光株式会社 兵庫県
木下基樹 兵庫県
木原秀樹 兵庫県
金基允 兵庫県
木村将司 兵庫県
木村政実 兵庫県
協和ハウス株式会社 兵庫県
キンボシ株式会社 兵庫県
国方武志 兵庫県
株式会社藏野工務店 兵庫県
くらの測量設計株式会社 兵庫県
クロススタッフ株式会社 兵庫県
ケイシンネット株式会社 兵庫県
司法書士法人神戸合同事務所 兵庫県
株式会社神戸新聞総合折込 兵庫県
株式会社神戸マイスター洋菓子倶楽部 兵庫県
香山剛基 兵庫県
株式会社コスモ 兵庫県
児玉隼也 兵庫県
古寺均 兵庫県
小脇薫 兵庫県
株式会社サージ・コア 兵庫県
酒井雄大 兵庫県
篠倉進也 兵庫県
株式会社サツマ薬局 兵庫県
有限会社三共 兵庫県
社会福祉法人サンシャイン 兵庫県
山陽建材工事株式会社 兵庫県
特定非営利活動法人自然処 兵庫県
株式会社ｃｈａｌｅｕｒ 兵庫県
住空間建築設計株式会社 兵庫県
神港通運株式会社 兵庫県
新藤遼 兵庫県
須貝直人 兵庫県
株式会社スカイライトチューブ神戸 兵庫県
有限会社スガタ 兵庫県
株式会社菅屋 兵庫県
杉本大輔 兵庫県
鈴木登生 兵庫県
鈴木友恵 兵庫県
有限会社ＳＴＡＣ 兵庫県
株式会社スプレーフィールド 兵庫県
有限会社スミ・コーポレイション 兵庫県
合同会社誠心館 兵庫県
西進商事株式会社 兵庫県
株式会社セジオール 兵庫県
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十河契太 兵庫県
株式会社そら 兵庫県
株式会社大地 兵庫県
株式会社大市住宅産業 兵庫県
大松建設株式会社 兵庫県
株式会社タイド 兵庫県
高井医療器株式会社 兵庫県
高島祥 兵庫県
高島宏将 兵庫県
高田昌和 兵庫県
高千代産業株式会社 兵庫県
髙橋直幸 兵庫県
髙橋良知 兵庫県
瀧川建材工業株式会社 兵庫県
瀧川涼介 兵庫県
但馬漁業協同組合 兵庫県
医療法人社団たてはら耳鼻咽喉科気管食道科クリニック 兵庫県
田中智一郎 兵庫県
株式会社谷垣組 兵庫県
谷口允悠 兵庫県
田原美代子 兵庫県
趙泰来 兵庫県
塚口尚哉 兵庫県
塚前侑稀 兵庫県
塚本浩子 兵庫県
塚本雄一 兵庫県
辻川竜徳 兵庫県
辻村登志子 兵庫県
辻元明 兵庫県
特定非営利活動法人つつじ会 兵庫県
有限会社ティ・アンド・ジー 兵庫県
ＤＣＴ税理士法人 兵庫県
株式会社Ｔ－ＴＯＰ 兵庫県
合同会社Ｔ・Ｔプレジャー 兵庫県
株式会社デコ 兵庫県
医療法人社団東内医院 兵庫県
東報サービス株式会社 兵庫県
株式会社トゥルーリ 兵庫県
鳥井雅也 兵庫県
株式会社どんぐり 兵庫県
内藤学 兵庫県
中馬瑞稀 兵庫県
中垣内健太 兵庫県
中川貴宏 兵庫県
中舘哲弥 兵庫県
中谷淳 兵庫県
中本正治 兵庫県
永吉真理 兵庫県
西岡伸穂 兵庫県
税理士法人西川オフィス神戸 兵庫県
日新産業株式会社 兵庫県
ニホンローソク株式会社 兵庫県
株式会社ネオス 兵庫県
株式会社ネクサスクリエーション 兵庫県
ＮＰＯ法人ネクストライフ 兵庫県
株式会社野崎電気工業 兵庫県
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野田寛記 兵庫県
橋本一宏 兵庫県
橋本和也 兵庫県
株式会社花保 兵庫県
土生田浩彰 兵庫県
濱岡つや子 兵庫県
濱岡正典 兵庫県
原田建設株式会社 兵庫県
株式会社バンケットＭＩＴＡＮＩ 兵庫県
株式会社汎建大阪製作所 兵庫県
株式会社ｂｅ－ｗｅｌｌ 兵庫県
日坂浩樹 兵庫県
株式会社ビズカレッジ 兵庫県
医療法人社団ひだか矯正歯科クリニック 兵庫県
兵庫県医薬品小売商業組合 兵庫県
一般社団法人兵庫県精神科病院協会 兵庫県
兵田印刷工芸株式会社 兵庫県
平岡秀章 兵庫県
有限会社平野興業 兵庫県
廣澤駿輝 兵庫県
株式会社日和商店 兵庫県
株式会社Ｖ＆Ａ　Ｊａｐａｎ 兵庫県
株式会社フクイ金属 兵庫県
福圓雄哉 兵庫県
福元嘉之 兵庫県
株式会社フジケン 兵庫県
藤興産有限会社 兵庫県
株式会社藤原広告 兵庫県
藤原宏治 兵庫県
プラクシス有限会社 兵庫県
古川春雄 兵庫県
株式会社ＢａｙＴｒｉｐ 兵庫県
株式会社Ｂａｓｅｂａｌｌ　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍｓ 兵庫県
株式会社芳栄ホーム 兵庫県
社会福祉法人鳳凰福祉会 兵庫県
株式会社ホームドライ 兵庫県
株式会社ほくぶ 兵庫県
堀田陽子 兵庫県
有限会社前川かつお節 兵庫県
正井則彦 兵庫県
株式会社Ｍａｓｕｄａビジネスコンサルタンツ 兵庫県
増田英人 兵庫県
松井邦夫 兵庫県
松野和子 兵庫県
株式会社松本工務店 兵庫県
松本治朗 兵庫県
溝井優生 兵庫県
ミツレフーズ株式会社 兵庫県
南惠子 兵庫県
株式会社みのりアソシエイツ 兵庫県
宮宇地晃久 兵庫県
宮川永治 兵庫県
宮下宏樹 兵庫県
宮本和真 兵庫県
宮本智恵 兵庫県
村田彩 兵庫県
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明和タクシー株式会社 兵庫県
矢子美加 兵庫県
矢敷陽 兵庫県
株式会社ヤマオカ 兵庫県
山北健司 兵庫県
山口詩居 兵庫県
山口謹子 兵庫県
山下良子 兵庫県
株式会社山旅人 兵庫県
山本翔一 兵庫県
山本真理子 兵庫県
夕香楼しょう和株式会社 兵庫県
株式会社夢クリーン 兵庫県
吉田司 兵庫県
吉田徹 兵庫県
𠮷田豊典 兵庫県
吉田真依 兵庫県
芳野博 兵庫県
株式会社ライトアップ 兵庫県
株式会社ライフデザイン 兵庫県
株式会社ＬＥＡＤ 兵庫県
株式会社リンクス 兵庫県
株式会社Ｒｏｏｐ＆Ｌｏｏｐ 兵庫県
レヴォントリ株式会社 兵庫県
若松辰太郎 兵庫県
青木功起 奈良県
秋田光重 奈良県
株式会社ＡＱＵＡ　ＢＬＵＥ 奈良県
浅田彩華 奈良県
浅田利通 奈良県
株式会社アベ美容室 奈良県
池島遼 奈良県
一松大貴 奈良県
一松眞人 奈良県
株式会社イムラ 奈良県
有限会社岩谷容器 奈良県
株式会社上田工業 奈良県
株式会社ＡＣＥ 奈良県
株式会社Ｓ．Ｉ 奈良県
大阪自動機株式会社 奈良県
大友正和 奈良県
岡本鳳茉 奈良県
株式会社オグラ工務店 奈良県
尾鍋良輔 奈良県
梶木康平 奈良県
有限会社金田計算センター 奈良県
五條酒造株式会社 奈良県
有限会社ゴダイゴ・プランニング 奈良県
後藤真吾 奈良県
合同会社ことだま企画室 奈良県
櫻井緑 奈良県
澤田仁 奈良県
三和印刷工業株式会社 奈良県
有限会社島家具製作所 奈良県
末田健 奈良県
株式会社ＳＴＵＤＩＯはーと 奈良県
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株式会社第一防災工業 奈良県
高市製薬株式会社 奈良県
ＴＡＣ株式会社 奈良県
田中久美子 奈良県
田村喬 奈良県
田村祐希 奈良県
塚本泰久 奈良県
津村太郎 奈良県
株式会社ティーズコーポレーション 奈良県
峠有香 奈良県
中岡鉄工株式会社 奈良県
中西道雄 奈良県
日本ウェルフェア株式会社 奈良県
一般社団法人日本コミュニティカレッジ 奈良県
株式会社ネクスプライム 奈良県
野口創 奈良県
株式会社橋本工務店 奈良県
株式会社ハッピースマイル 奈良県
株式会社ビート住建 奈良県
平林祐三 奈良県
株式会社福岡屋住宅流通 奈良県
福知光輝 奈良県
藤澤朋弘 奈良県
藤牧経乘 奈良県
堀丈太 奈良県
マジカナテック株式会社 奈良県
有限会社マスシステム 奈良県
株式会社マル勝髙田商店 奈良県
有限会社ミオの家 奈良県
三星製薬株式会社 奈良県
株式会社ムラタ 奈良県
望月佳美 奈良県
株式会社モノポリー 奈良県
森本藤太郎 奈良県
山勝林業株式会社 奈良県
やまと産業株式会社 奈良県
医療法人良翔会 奈良県
株式会社愛和 和歌山県
株式会社井内屋種苗園 和歌山県
育栄不動産株式会社 和歌山県
オーヤシマ株式会社 和歌山県
岡崎鉃鋼陸運株式会社 和歌山県
株式会社岡畑農園 和歌山県
小川測量設計株式会社 和歌山県
株式会社カスタムハウジング 和歌山県
加納研次 和歌山県
有限会社柑香園 和歌山県
岸谷耕一 和歌山県
有限会社紀南莫大小工場 和歌山県
紀の国医療生活協同組合 和歌山県
株式会社共和 和歌山県
株式会社グローバル総合保険 和歌山県
株式会社小森組 和歌山県
坂下好美 和歌山県
阪本達朗 和歌山県
株式会社作業ライフ 和歌山県
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有限会社小竹電機 和歌山県
下村洋美 和歌山県
下村有紀子 和歌山県
株式会社勝僖梅 和歌山県
株式会社職肉屋 和歌山県
寒川直樹 和歌山県
タイワ株式会社 和歌山県
武川誠 和歌山県
辻村陽平 和歌山県
株式会社テイク産業 和歌山県
東和産業株式会社 和歌山県
巴建設工業株式会社 和歌山県
有限会社中川建設 和歌山県
日光染業株式会社 和歌山県
根岸運送株式会社 和歌山県
株式会社野口建工 和歌山県
株式会社畑中産業 和歌山県
株式会社花光不動産 和歌山県
濵中宏 和歌山県
有限会社原見段ボール 和歌山県
引地久 和歌山県
株式会社ビッグプラネット 和歌山県
株式会社松根組 和歌山県
丸幸建設株式会社 和歌山県
株式会社マルコーホーム 和歌山県
水城実 和歌山県
株式会社峰制工 和歌山県
株式会社宮尾組 和歌山県
山口駿人 和歌山県
山本純子 和歌山県
山本朋子 和歌山県
ライフアクセス株式会社 和歌山県
株式会社ＲｅＲ建築事務所 和歌山県
有限会社リバティ 和歌山県
株式会社ローゼス 和歌山県
和田彩未 和歌山県
和田健治 和歌山県
有限会社アーサ 鳥取県
株式会社アマド 鳥取県
石田リフォームネット株式会社 鳥取県
有限会社エスオーティー 鳥取県
岡島吉正 鳥取県
岡部豊 鳥取県
株式会社小鴨 鳥取県
Ｓａｎｄ　ｐｌａｃｅ株式会社 鳥取県
鈴長物流有限会社 鳥取県
ダイニチ技研株式会社 鳥取県
大宝自動車有限会社 鳥取県
有限会社徳吉薬局 鳥取県
一般社団法人鳥取県歯科医師会 鳥取県
株式会社豊田ガラス建材 鳥取県
社会福祉法人和 鳥取県
医療法人社団西田内科 鳥取県
野々崎敦氏 鳥取県
社会保険労務士法人ヒューマン 鳥取県
平口正則 鳥取県
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八幡コーポレーション株式会社 鳥取県
株式会社リアライズ 鳥取県
株式会社アイビー 島根県
アルファー食品株式会社 島根県
株式会社出雲たかはし 島根県
一畑工業株式会社 島根県
稲寄陽子 島根県
株式会社梅澤電設工事 島根県
有限会社エムテック 島根県
オーエム金属工業株式会社 島根県
勝田土地開発株式会社 島根県
金森麻貴子 島根県
かばはうすホールディングス株式会社 島根県
株式会社木下工務店 島根県
久文建設株式会社 島根県
株式会社グランデヴァレ 島根県
有限会社さいとう薬局 島根県
新和設備工業株式会社 島根県
株式会社太陽電機製作所 島根県
有限会社田中土木 島根県
株式会社トーソク 島根県
株式会社ネクストプランニング 島根県
株式会社ハゼヤマ 島根県
有限会社日野工務店 島根県
有限会社ヒラオカ 島根県
社会福祉法人ふたば福祉会 島根県
不動産システム株式会社 島根県
堀建設株式会社 島根県
有限会社夢工房 島根県
株式会社アートコミュニケーション 岡山県
有限会社アイ薬局 岡山県
株式会社アイリーフ 岡山県
赤木秀次 岡山県
赤澤靖弘 岡山県
秋山香都 岡山県
浅野将宏 岡山県
株式会社荒木組 岡山県
合同会社ａｒｉ－ＦＵＫＵ 岡山県
有限会社粟井電気工事店 岡山県
有限会社石原工務店 岡山県
泉滋樹 岡山県
礒本晃嘉 岡山県
有限会社磯山建材店 岡山県
有限会社井上 岡山県
株式会社岩井工業所 岡山県
岩谷美登里 岡山県
植田紀子 岡山県
植田勇二 岡山県
楳溪浩二 岡山県
Ａ．Ｉ有限会社 岡山県
株式会社エーディーアール 岡山県
株式会社えくぼ 岡山県
株式会社エス・アイ・エスコーポレーション 岡山県
有限会社エステーサービス 岡山県
株式会社ＮＫフーズ 岡山県
株式会社エフ・テック 岡山県
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株式会社おうちの達人 岡山県
株式会社オオシマ 岡山県
有限会社大手町薬局 岡山県
大本真理子 岡山県
株式会社カスケホーム 岡山県
片山順子 岡山県
有限会社神山薬局 岡山県
唐川建設株式会社 岡山県
河口孝徳 岡山県
有限会社河原オートサービス 岡山県
関西プラスチック工業株式会社 岡山県
木村功一 岡山県
株式会社玉華堂 岡山県
有限会社杭田建具店 岡山県
有限会社国富調査設計 岡山県
株式会社建築倶楽部 岡山県
株式会社建房 岡山県
株式会社廣榮堂 岡山県
株式会社こまり 岡山県
株式会社佐田建美 岡山県
サトミ紙工株式会社 岡山県
株式会社重本組 岡山県
株式会社城西設計 岡山県
白菊酒造株式会社 岡山県
有限会社真成運輸 岡山県
株式会社ＳＬＥＥＰＹ　ＫＥＮ 岡山県
株式会社青藍 岡山県
株式会社創英技研 岡山県
株式会社竹川建設 岡山県
武本裕紀 岡山県
立石閑也 岡山県
株式会社田中商会 岡山県
株式会社田渕工業 岡山県
月組工業株式会社 岡山県
株式会社綱島工務店 岡山県
株式会社津山エムアイ 岡山県
社会福祉法人津山福祉会 岡山県
有限会社Ｔ．Ｈ．エンジニアリング 岡山県
寺見直人 岡山県
ＴＯＫＩＹＡＰＬＡＳ株式会社 岡山県
有限会社トシタカ 岡山県
泊ヶ山泰宏 岡山県
中島由美 岡山県
中司不動産株式会社 岡山県
株式会社中村プレス 岡山県
難波学也 岡山県
有限会社にしむら 岡山県
株式会社ハヤシ 岡山県
ハンズホーム株式会社 岡山県
樋口一直 岡山県
株式会社Ｂｉｚサポ 岡山県
備南自動車株式会社 岡山県
有限会社ファースト 岡山県
株式会社Ｆｉｒｓｔ 岡山県
福田農機株式会社 岡山県
有限会社藤田商事 岡山県
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富士フソー工事株式会社 岡山県
合同会社ＢｒｏａｄＫｎｉｇｈｔ 岡山県
フローラ’Ｓ化粧品販売合同会社 岡山県
株式会社プロフィット 岡山県
ボディークリック株式会社 岡山県
株式会社ボヌール 岡山県
堀美幸 岡山県
増井佐世子 岡山県
有限会社松木建設 岡山県
株式会社美作土建 岡山県
合同会社ミモザ 岡山県
有限会社ミモザ薬局 岡山県
有限会社ミヤタ 岡山県
みらい株式会社 岡山県
椋田菜美 岡山県
メイワ産業株式会社 岡山県
株式会社モリ・フロッキー 岡山県
株式会社山本モータース 岡山県
株式会社夢百姓 岡山県
株式会社ゆら水 岡山県
株式会社吉井建設 岡山県
吉岡伸治 岡山県
株式会社ＲＩＮＴＯ 岡山県
有限会社和光コンサル 岡山県
株式会社アイディオー 広島県
株式会社Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ．ＪＡＰＡＮ 広島県
株式会社荒木産業 広島県
株式会社イースタンコンチネンタル 広島県
有限会社生田造園 広島県
伊藤宗弘 広島県
岩本亜子 広島県
ヴェアリアスマーケティング株式会社 広島県
江草昇 広島県
株式会社Ｎ＆Ｎ　ＩＮＦＩＮＩＴＥ 広島県
大石浩司 広島県
有限会社大野屋クリーニングセンター 広島県
興永鋼材株式会社 広島県
越智飛佳 広島県
有限会社オレンジ薬局 広島県
株式会社カイソー 広島県
株式会社カワムラ 広島県
川本智章 広島県
北村興産株式会社 広島県
木村健吾 広島県
木村小夜子 広島県
共栄金物株式会社 広島県
株式会社クラタビジネスソリューション 広島県
株式会社ＫｅｉＤｅｓｉｇｎＢａｓｅ 広島県
河野元 広島県
光陽産業株式会社 広島県
有限会社ＳＨサイモスセラピー凛 広島県
山栄建設株式会社 広島県
株式会社ＳＡＮＫＹＯ 広島県
サンダイサービス株式会社 広島県
Ｊ－ＮＥＴ株式会社 広島県
有限会社ジブ建築設計工舎 広島県
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有限会社シミズ 広島県
シモハナ物流株式会社 広島県
株式会社SHO 広島県
ＪＯＨ建築工房株式会社 広島県
新光建設株式会社 広島県
株式会社スリストム 広島県
正和建材株式会社 広島県
総合技研株式会社 広島県
大興電設株式会社 広島県
株式会社武田建設 広島県
竹乗茂隆 広島県
舘上清人 広島県
立岡光三 広島県
株式会社タテイシ広美社 広島県
玉谷雄一郎 広島県
有限会社たんと 広島県
有限会社中国補聴器 広島県
医療法人社団柄歯科医院 広島県
株式会社電光石火 広島県
友成正美 広島県
株式会社中田建設 広島県
縄手暉巧 広島県
日栄産資株式会社 広島県
有限会社日基リース 広島県
野上直城 広島県
株式会社ＮＯＶ‐ｃｕｒｅ 広島県
河弘哲 広島県
有限会社ひかり調剤薬局 広島県
ヒラヤマプロダクツ株式会社 広島県
広島総合社会保険労務士法人 広島県
合同会社フリーチルドレン 広島県
株式会社ブルースター 広島県
株式会社風呂迫建設 広島県
堀田建設株式会社 広島県
槙尾義樹 広島県
有限会社まさご 広島県
増原かおり 広島県
松葉洋次 広島県
松本かなえ 広島県
マルキン有限会社 広島県
株式会社マルコシ 広島県
株式会社水谷建築設計 広島県
有限会社雅開発 広島県
三輪酒造株式会社 広島県
株式会社本兼設計 広島県
森本望 広島県
八千代工業株式会社 広島県
山崎電工株式会社 広島県
山本直輝 広島県
有限会社ユーヴ 広島県
株式会社ユニックス 広島県
株式会社ＵＮＩＴ 広島県
株式会社ＬＩＤＥＮ 広島県
株式会社ラックス 広島県
株式会社ＲＡＰＩＳ 広島県
株式会社リシュラ 広島県
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リョウケン株式会社 広島県
株式会社リライフ 広島県
株式会社ＲＯＯＭ　ＳＴＹＬＥ 広島県
株式会社ワコー 広島県
渡辺美智子 広島県
石井肖得 山口県
株式会社岩国スイミングセンター 山口県
株式会社イワナミ 山口県
上田博 山口県
有限会社エム・ツー企画 山口県
有限会社オートテックケン 山口県
株式会社小月ホーム 山口県
岐山化工機株式会社 山口県
有限会社木村測量 山口県
社会福祉法人くだまつ平成会 山口県
社会保険労務士法人桑原事務所 山口県
株式会社ケイズ 山口県
現代設計株式会社 山口県
社会福祉法人新南陽福祉の会 山口県
新日本道路施設株式会社 山口県
株式会社周防工務店 山口県
関野工務店株式会社 山口県
有限会社武永不動産商事 山口県
田中和恵 山口県
株式会社田村土木 山口県
株式会社田村ビルズ 山口県
有限会社中国堂印判店 山口県
社会福祉法人豊浦福祉会 山口県
有限会社内藤建材店 山口県
株式会社日本フーズ 山口県
株式会社ＮＯＶＥ 山口県
林純子 山口県
社会福祉法人響会 山口県
株式会社ビ・メーク 山口県
株式会社フジジュウ 山口県
村田鮎子 山口県
株式会社メカソフト 山口県
株式会社やおいち 山口県
冶城文啓 山口県
安光真紀 山口県
山口県ウッドシステム株式会社 山口県
株式会社ライフデザイン 山口県
有限会社ロータス 山口県
有限会社ロード・テクノス 山口県
株式会社あいコンサルタント 徳島県
あおき製作株式会社 徳島県
株式会社アテイン 徳島県
株式会社アトム 徳島県
株式会社石飛製作所 徳島県
岡田育大 徳島県
株式会社尾方組 徳島県
株式会社金岡組 徳島県
株式会社きしもとホーム・ワーク 徳島県
株式会社久保組 徳島県
三枝和代 徳島県
四国建設株式会社 徳島県
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株式会社匠和工務店 徳島県
株式会社スバル設計 徳島県
株式会社スマイルＦａｃｔｏｒｙ 徳島県
医療法人青志会 徳島県
土橋秀美 徳島県
Ｄｏｉｎｇ　ｎｏｗ合同会社 徳島県
株式会社徳島岩本商会 徳島県
徳島塩元売株式会社 徳島県
徳島石油株式会社 徳島県
有限会社徳雄産業 徳島県
株式会社中山源太郎商店 徳島県
ナノミストテクノロジーズ株式会社 徳島県
株式会社ニシテック 徳島県
有限会社濱喜久 徳島県
有限会社ハマダ石材 徳島県
ビットサービス株式会社 徳島県
廣瀬諭志 徳島県
株式会社フクブル 徳島県
株式会社藤川自動車 徳島県
有限会社正木建設 徳島県
益井孝文 徳島県
株式会社守乃宮 徳島県
やま司運輸有限会社 徳島県
株式会社山元工房 徳島県
有限会社優企画 徳島県
ラッフルズホーム株式会社 徳島県
株式会社ワイ・ビー・ケイ工業 徳島県
株式会社ｉ－Ｌｉｎｋ 香川県
株式会社暁 香川県
秋田工業株式会社 香川県
朝日住宅株式会社 香川県
株式会社アメックス 香川県
石川印刷興業株式会社 香川県
有限会社ＩＮＡＫＡ　ＴＯＵＲＩＳＭ 香川県
有限会社今井釣具店 香川県
太田結美 香川県
株式会社オープン 香川県
株式会社オクト 香川県
川崎　晃 香川県
国吉克生 香川県
医療法人社団健愛会 香川県
株式会社原起苑 香川県
株式会社香西 香川県
一般社団法人小豆郡医師会 香川県
上戸淳 香川県
末澤さち 香川県
有限会社スクエア 香川県
鈴木雄大 香川県
株式会社スタイルフリー 香川県
成友株式会社 香川県
一般社団法人全国縁活支援協会 香川県
株式会社十川組 香川県
第一衛材株式会社 香川県
大企建設株式会社 香川県
有限会社大同 香川県
有限会社高嶋金物店 香川県
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髙島渓太 香川県
医療法人社団武部歯科医院 香川県
医療法人社団谷本内科医院 香川県
谷本麻衣 香川県
田村石材株式会社 香川県
張成宝 香川県
東栄商事合同会社 香川県
徳武産業株式会社 香川県
中川裕介 香川県
合同会社ｎ－ｕｐｐｅｒ 香川県
鍋島ゆかり 香川県
奈良昌美 香川県
西川雷 香川県
プーキーホールディングス株式会社 香川県
株式会社フジサワ 香川県
有限会社 宝月堂 香川県
細井直樹 香川県
前田政紀 香川県
前山由美子 香川県
松原和敏 香川県
有限会社マルカ 香川県
株式会社丸亀マツダ 香川県
株式会社マル邦石工房 香川県
有限会社三木政商店 香川県
溝渕久美 香川県
株式会社三野ボデー 香川県
三宅石油株式会社 香川県
株式会社ミワ商店 香川県
六車幸仁 香川県
村川和義 香川県
株式会社山食 香川県
株式会社ユナイテッドシステムサプライ 香川県
有限会社横澤石材 香川県
株式会社四建プラント 香川県
株式会社Ｌｉｆｅ　ｃｏｕｎｔｒｙ 香川県
株式会社リバフィルド 香川県
アイエン工業株式会社 愛媛県
株式会社アトム商事 愛媛県
アトム総業株式会社 愛媛県
株式会社アライ 愛媛県
株式会社ｅｋメンテナンス 愛媛県
伊予興業株式会社 愛媛県
いよせき株式会社 愛媛県
一般社団法人うわじま愛プロジェクト 愛媛県
エスエスオート株式会社 愛媛県
有限会社オート伊藤 愛媛県
税理士法人片山会計 愛媛県
株式会社共栄木材 愛媛県
共立電気株式会社 愛媛県
株式会社キンセイ 愛媛県
久保興業株式会社 愛媛県
株式会社クラス 愛媛県
近藤印刷工業株式会社 愛媛県
佐伯哲也 愛媛県
有限会社佐野建設 愛媛県
重松建設株式会社 愛媛県
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有限会社シヨミ義肢製作所 愛媛県
株式会社新開発 愛媛県
Ｓｅｃｈｓ合同会社 愛媛県
株式会社創夢パートナーズ 愛媛県
株式会社大成開発 愛媛県
有限会社タナベ工業 愛媛県
株式会社タニグチ 愛媛県
有限会社玉岡建設 愛媛県
中予自動車株式会社 愛媛県
東洋道路株式会社 愛媛県
德井廣志 愛媛県
中岡淳子 愛媛県
株式会社ＮＡＫＡＧＡＭＩ 愛媛県
野間忠義 愛媛県
医療法人林歯科医院 愛媛県
株式会社ビージョイ 愛媛県
株式会社Ｆｏｒｅｓｔ　Ｃｒｅｗ 愛媛県
有限会社フジソク調査設計 愛媛県
株式会社マツハイヤ 愛媛県
松村隆司 愛媛県
株式会社村上鯉幟商会 愛媛県
有限会社村上自動車 愛媛県
毛利電気株式会社 愛媛県
株式会社山口工業 愛媛県
山本真太朗 愛媛県
株式会社Ｍ’ｓペイント 高知県
株式会社岡村文具 高知県
株式会社くろしお薬局 高知県
有限会社ケイ・ネット 高知県
高知機型工業株式会社 高知県
株式会社酒井建設 高知県
四国自動車硝子有限会社 高知県
有限会社タイセイホーム 高知県
段建築設計事務所有限会社 高知県
土佐税理士法人 高知県
有限会社成田果樹園 高知県
ニイドックエンジニアリング株式会社 高知県
社会福祉法人幡多手をつなぐ育成会 高知県
株式会社プロジェクション 高知県
有限会社マイエミート 高知県
柳沢辰生 高知県
有限会社よさこい管理 高知県
有限会社吉岡土木 高知県
株式会社ルケン 高知県
アオヤギ株式会社 福岡県
株式会社悪の秘密結社 福岡県
アグリサポートシステム株式会社 福岡県
浅田マリアセシリア 福岡県
アズテックコンサルタンツ株式会社 福岡県
ＡＳＴＲＯＮ株式会社 福岡県
株式会社アズマ 福岡県
株式会社アドバンス・Ｔ 福岡県
株式会社アピカル 福岡県
合資会社アムプラン 福岡県
荒木順子 福岡県
株式会社アルファエコ 福岡県
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イーグルハウス株式会社 福岡県
株式会社ｅａｃｈ　ｕｐ 福岡県
石川正志 福岡県
石田和子 福岡県
石田直也 福岡県
石橋香理 福岡県
株式会社石村萬盛堂 福岡県
一木敏浩 福岡県
株式会社一優亭 福岡県
伊藤正 福岡県
糸山謙詞 福岡県
井上琢朗 福岡県
入江伸 福岡県
株式会社ウエダ 福岡県
梅野新一 福岡県
梅林隆弘 福岡県
株式会社ウラヤマ 福岡県
Ａ－ｔｅａｍ株式会社 福岡県
江嶋泰輝 福岡県
有限会社エステイト・フェニックス 福岡県
有限会社エヌ・ティー・ケイ 福岡県
株式会社Ｍ・Ｅ・Ｍ 福岡県
Ｌｉｔａ株式会社 福岡県
有限会社大石クリーニング店 福岡県
大石強史 福岡県
大内田産業株式会社 福岡県
大賀絵美 福岡県
大楠咲希 福岡県
大隈康之 福岡県
大越秀男 福岡県
大籠ひとみ 福岡県
大高建設株式会社 福岡県
株式会社大坪鉄工 福岡県
大津領平 福岡県
尾潟輝久 福岡県
岡田直樹 福岡県
沖島渚 福岡県
鬼木良和 福岡県
海谷祐季名 福岡県
有限会社笠井建設 福岡県
株式会社柏木商店 福岡県
方山留男 福岡県
有限会社鐘ヶ江設計 福岡県
一般社団法人カラーサンドアーティスト協会 福岡県
川口秀樹 福岡県
河野浩史 福岡県
有限会社川よし 福岡県
株式会社環境システム設計 福岡県
株式会社ＫＡＮＰＡＩグループ 福岡県
株式会社ガンマプロジェクト 福岡県
キークレア税理士法人 福岡県
一般社団法人北九州総合労働会館 福岡県
北野太介 福岡県
北原信孝 福岡県
木下義久 福岡県
合同会社Ｑ・Ｏ・Ｌサポート 福岡県
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九州安芸重機運輸株式会社 福岡県
有限会社九州食品 福岡県
九州防水株式会社 福岡県
株式会社共和工業所 福岡県
株式会社協和通商 福岡県
株式会社九千部 福岡県
社会保険労務士法人グッドアローズ 福岡県
倉吉康義 福岡県
株式会社グリーン藤川 福岡県
株式会社クレスト・ホーム 福岡県
黒木優子 福岡県
クロス・ワード株式会社 福岡県
社会福祉法人恵松会 福岡県
株式会社ケイズ 福岡県
社会福祉法人敬養会 福岡県
ＫＫウィング株式会社 福岡県
社会福祉法人元倉会 福岡県
興栄建設株式会社 福岡県
神田和加子 福岡県
株式会社コスモサービス 福岡県
株式会社コスモハウス 福岡県
小谷武司 福岡県
小西慎太郎 福岡県
有限会社小浜塗装店 福岡県
有限会社小林減磨合金 福岡県
小林剛士 福岡県
コバヤシライン株式会社 福岡県
株式会社コヤナギ 福岡県
権藤智樹 福岡県
権藤人生 福岡県
株式会社サービング 福岡県
株式会社再生エネルギー 福岡県
坂本安弘 福岡県
株式会社サクセスデザイン 福岡県
作増剛 福岡県
櫻井浩二 福岡県
櫻井紳司 福岡県
佐藤真次 福岡県
佐藤真 福岡県
佐野祥絵 福岡県
有限会社山機プランニング 福岡県
三宮興産有限会社 福岡県
三和エステート株式会社 福岡県
合同会社ＧＥＳ　Ｌａｂ． 福岡県
株式会社シマブン 福岡県
株式会社ジャパロジ 福岡県
有限会社シャルドン 福岡県
社会福祉法人浄蓮福祉会 福岡県
医療法人将和会 福岡県
城戸豊 福岡県
株式会社新古市場 福岡県
医療法人真美会 福岡県
社会福祉法人瑞豊会 福岡県
有限会社寿し徳 福岡県
有限会社ストーンサービス 福岡県
有限会社砂場 福岡県
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株式会社スペックス 福岡県
医療法人成志会 福岡県
株式会社西通 福岡県
株式会社セイビ九州 福岡県
セカンド住販株式会社 福岡県
株式会社セン・コーポレーション 福岡県
有限会社セントラル不動産 福岡県
有限会社征矢弓具製作所 福岡県
株式会社ｓｏｒａプロジェクト 福岡県
大栄株式会社 福岡県
株式会社ＴＡＩＳＥＩ．ｇｕ凛 福岡県
有限会社ダイホウ西日本 福岡県
ダイヤマシナリーサービス株式会社 福岡県
株式会社タイヨウ 福岡県
髙木庸夫 福岡県
株式会社鷹羽建設 福岡県
高山詳市 福岡県
医療法人拓医会 福岡県
竹井賢二郎 福岡県
田尻崇 福岡県
株式会社タツウラ 福岡県
辰巳開発株式会社 福岡県
帯刀恭一郎 福岡県
田中運送有限会社 福岡県
田中康稀 福岡県
田中石材株式会社 福岡県
株式会社田辺木材ホーム 福岡県
タニミズ企画株式会社 福岡県
株式会社団地緑化サービス 福岡県
株式会社筑紫工業 福岡県
筑紫総業株式会社 福岡県
鶴田浩彦 福岡県
株式会社ティ・エム・ディ 福岡県
株式会社ｄ－ａｒｔ 福岡県
有限会社ディーアート 福岡県
税理士法人ＴＡパートナーズ 福岡県
株式会社ティーエッチエル 福岡県
株式会社ＴＮＣ放送会館 福岡県
デージープラニング株式会社 福岡県
株式会社デニッシュハウジング 福岡県
寺澤和幸 福岡県
東宝ホーム株式会社 福岡県
株式会社徳力ホンダ折尾 福岡県
株式会社徳力ホンダ小倉 福岡県
株式会社徳力ホンダ曽根 福岡県
株式会社徳力ホンダ宗像 福岡県
株式会社トライハート 福岡県
永江正和 福岡県
株式会社中川白蟻 福岡県
中嶋嘉子 福岡県
中西光徳 福岡県
中村俊彦 福岡県
株式会社成冨建設 福岡県
二井土剛 福岡県
株式会社西尾建設 福岡県
税理士法人西方会計 福岡県
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西村進一郎 福岡県
西山武志 福岡県
株式会社日展コーポレーション 福岡県
二宮慎介 福岡県
丹羽伸太朗 福岡県
株式会社ネクサス 福岡県
有限会社ネットワーク 福岡県
直方工業株式会社 福岡県
野田耕治 福岡県
羽柴秀吉 福岡県
羽山洋平 福岡県
濱野文 福岡県
株式会社林久右衛門商店 福岡県
林雅也 福岡県
原田一栄 福岡県
東福岡米穀株式会社 福岡県
東山晃三 福岡県
樋口雅宣 福岡県
有限会社ヒューマンサービス 福岡県
平島利津子 福岡県
平山賢太郎 福岡県
有限会社ファインライフ 福岡県
株式会社ＦＡＣＴ 福岡県
フィックスポン・ジャパン株式会社 福岡県
農事組合法人福栄組合 福岡県
福岡金網工業株式会社 福岡県
医療法人福正会 福岡県
株式会社福田工務店 福岡県
福田久徳 福岡県
藤田逸郎 福岡県
有限会社藤田ハト商事 福岡県
藤田雄三 福岡県
藤野貴寛 福岡県
有限会社フジ・ぺンテック工業 福岡県
有限会社双葉自動車 福岡県
株式会社不動建設 福岡県
株式会社不動産プラザ 福岡県
不動産マーケティング福岡株式会社 福岡県
株式会社プリキュウ博多 福岡県
株式会社ＦＲＯＧ　ＫＩＮＧＤＯＭ 福岡県
株式会社ヘッププロモーション 福岡県
株式会社ヘヤミセ 福岡県
社会福祉法人豊勝会 福岡県
株式会社ホーム機器いのくち 福岡県
堀江電気工事有限会社 福岡県
有限会社堀田工業 福岡県
松岡義和 福岡県
松下里沙 福岡県
松田学 福岡県
株式会社松原組 福岡県
松本なほみ 福岡県
株式会社マドカ 福岡県
マルヱ醤油株式会社 福岡県
丸山純子 福岡県
丸山知英 福岡県
三矢測量株式会社 福岡県
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宮原義和 福岡県
三好達朗 福岡県
社会福祉法人無何有の郷 福岡県
室井孝文 福岡県
株式会社姪浜会館 福岡県
株式会社メディケアワークス 福岡県
株式会社モーブル 福岡県
株式会社モリカ 福岡県
株式会社森友電機製作所 福岡県
株式会社ＹＡＳＡＩ 福岡県
株式会社ヤサイプロジェクト 福岡県
安河内葉子 福岡県
ヤマキユウ花かつお株式会社 福岡県
山田勇志 福岡県
山本清 福岡県
株式会社山本測量開発 福岡県
株式会社 友心 福岡県
吉岡恭子 福岡県
吉田智 福岡県
吉田治美 福岡県
吉田美也 福岡県
株式会社ヨシノコーポレーション 福岡県
よしまる株式会社 福岡県
ライフエディット株式会社 福岡県
株式会社ＬＩＶＥ　ＰＬＵＳ 福岡県
株式会社リアン 福岡県
合同会社Ｌｉｔｔｌｅ　Ｆａｒｍ 福岡県
レイコージャパン株式会社 福岡県
株式会社ロカボワークス 福岡県
Ｗｏｒｌｄ　Ｌｉｎｋｓ株式会社 福岡県
若山弘樹 福岡県
和貴商事株式会社 福岡県
和光有限会社 福岡県
和田賢治 福岡県
有限会社一道 佐賀県
円城寺輝彰 佐賀県
幸栄商事株式会社 佐賀県
医療法人斎藤内科医院 佐賀県
一般社団法人佐賀市観光協会 佐賀県
株式会社嶋本建設 佐賀県
株式会社住まいのかたち 佐賀県
泰和興産株式会社 佐賀県
医療法人中尾医院 佐賀県
株式会社西有田土木 佐賀県
株式会社原田鉄工 佐賀県
株式会社ピースカンパニー 佐賀県
社会福祉法人平等院福祉会 佐賀県
株式会社藤井電工 佐賀県
水田建設株式会社 佐賀県
森田安二 佐賀県
社会福祉法人祐正福祉会 佐賀県
株式会社雄徳物流 佐賀県
株式会社あさひ総合保険 長崎県
合資会社石橋蒲鉾店 長崎県
梅ヶ枝酒造株式会社 長崎県
九州消火器材株式会社 長崎県
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京テック有限会社 長崎県
有限会社草野ファーム 長崎県
鋼和株式会社 長崎県
医療法人こまき歯科医院 長崎県
小宮教義 長崎県
佐世保電材株式会社 長崎県
医療法人社団慈正会 長崎県
西州建設株式会社 長崎県
西部道路株式会社 長崎県
社会福祉法人星穂乃会 長崎県
株式会社第百不動産 長崎県
高島俊郎 長崎県
株式会社武田商事 長崎県
株式会社つづみ 長崎県
株式会社西村商会 長崎県
原美和子 長崎県
合同会社ヒューマンナガサキ 長崎県
本明稔 長崎県
株式会社マホラ 長崎県
株式会社みそ半 長崎県
株式会社むらた 長崎県
株式会社本澤崇設計事務所 長崎県
ヤベホーム株式会社 長崎県
有限会社やまぐち 長崎県
やまもと設計株式会社 長崎県
社会福祉法人葉港会 長崎県
横内建塗工業株式会社 長崎県
アイ・ケイ・エス開発株式会社 熊本県
合同会社ＡＶＡＮＺＡＲ 熊本県
株式会社有明工業 熊本県
株式会社ＥＯＶ 熊本県
泉充 熊本県
有限会社いちかど 熊本県
イチノセ・ファーム株式会社 熊本県
株式会社井手口建設 熊本県
株式会社イトウ建設 熊本県
伊藤智範 熊本県
株式会社イマイ・カーサービス 熊本県
上野須市 熊本県
株式会社内田土木 熊本県
株式会社栄興 熊本県
株式会社ＨＲコーポレーション 熊本県
株式会社栄斗 熊本県
ＡＢＬｅ．三栄株式会社 熊本県
合同会社ＳＲＳ 熊本県
株式会社ＳＳＣコーポレーション 熊本県
ＮＳＫ株式会社 熊本県
有限会社エフ・プラン 熊本県
株式会社オークスコンサルタント 熊本県
株式会社貝島商店 熊本県
鹿央運輸有限会社 熊本県
合資会社釜田釀造所 熊本県
亀山天任 熊本県
川口孝 熊本県
株式会社川口登建設 熊本県
株式会社技建日本 熊本県
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北口智章 熊本県
社会福祉法人金峰会 熊本県
社会福祉法人熊本菊寿会 熊本県
熊本電気鉄道株式会社 熊本県
医療法人グラン会 熊本県
ケアバックス株式会社 熊本県
医療法人社団孔子会 熊本県
工房からすま株式会社 熊本県
株式会社神山モータース 熊本県
有限会社コーシン 熊本県
後藤善光 熊本県
医療法人幸会 熊本県
有限会社坂梨薬局 熊本県
有限会社サヤペイント 熊本県
合資会社三共建設 熊本県
有限会社サンマルク 熊本県
株式会社十八測量設計 熊本県
朱忠志 熊本県
社会福祉法人白富会 熊本県
新村安雄 熊本県
株式会社すがコーポレーション 熊本県
杉本園製茶株式会社 熊本県
陶山万里子 熊本県
医療法人社団清裕会 熊本県
園村竹識 熊本県
武末建設株式会社 熊本県
有限会社田代養豚場 熊本県
株式会社竜田産業 熊本県
有限会社たなか 熊本県
辻将人 熊本県
株式会社堤写真館 熊本県
有限会社角田農場 熊本県
照山裕彰 熊本県
株式会社でんきのサントップ 熊本県
株式会社デンタルレボリューション 熊本県
株式会社藤院 熊本県
株式会社同仁がん免疫研究所 熊本県
株式会社東武園緑化 熊本県
株式会社ドゥプロジェクト 熊本県
有限会社友枝モータース 熊本県
株式会社トヨタレンタリース熊本 熊本県
株式会社なかがわ 熊本県
長島秀幸 熊本県
中西弘一 熊本県
合同会社中村工業 熊本県
株式会社中山組 熊本県
日創立花株式会社 熊本県
Ｎｅｘｔ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ株式会社 熊本県
有限会社野尻写真場 熊本県
有限会社パーティープロ 熊本県
有限会社橋本建設 熊本県
株式会社花味亭 熊本県
林田茜 熊本県
林博子 熊本県
早瀬裕 熊本県
原口耕作 熊本県
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東春奈 熊本県
株式会社ひごいち 熊本県
税理士法人日隈パートナーズ 熊本県
株式会社ひまわり石工 熊本県
有限会社ヒューマン保険事務所 熊本県
有限会社ファームヨシダ 熊本県
ファーレン熊本株式会社 熊本県
ファムエージェンシー合同会社 熊本県
株式会社フジコーガク 熊本県
有限会社ホテルサンクラウン大阿蘇 熊本県
マックスジェイティ株式会社 熊本県
松藤 虎太郎 熊本県
合同会社Ｍａｇｎｉｆｉｑｕｅ 熊本県
株式会社マリード 熊本県
マルナカ工業有限会社 熊本県
株式会社マルマサ浜田鮮魚 熊本県
マルヤマウッディ開発株式会社 熊本県
株式会社丸山住宅 熊本県
株式会社丸山総合建設 熊本県
株式会社満將 熊本県
株式会社水野建設コンサルタント 熊本県
有限会社実取農場 熊本県
有限会社宮崎建設 熊本県
有限会社宮崎産業 熊本県
株式会社みやはら 熊本県
社会保険労務士法人みらいパートナーズ 熊本県
明治建設株式会社 熊本県
医療法人社団明正会 熊本県
株式会社メイワブライテック 熊本県
ものがたりＪＡＰＡＮ株式会社 熊本県
森岡将史 熊本県
森岡由香 熊本県
守本秀人 熊本県
森山英治 熊本県
有限会社山内建設 熊本県
有限会社山鹿牧場 熊本県
株式会社山本開発工事 熊本県
有限会社優装 熊本県
株式会社ユノックス 熊本県
株式会社吉永葬祭 熊本県
株式会社ＲＥＶＩＶＡＬ 熊本県
合同会社レイバーコミットメント 熊本県
有限会社渡辺工業 熊本県
有限会社青山 大分県
株式会社秋田建設工業 大分県
株式会社浅野建設 大分県
安部智恵子 大分県
一色俊武 大分県
井上太香美 大分県
井堀仁智 大分県
有限会社岩国屋 大分県
有限会社Ｓ－Ｍ’Ｃ 大分県
株式会社エリア 大分県
株式会社オーエフシィ 大分県
甲斐早苗 大分県
株式会社カガシヤ 大分県
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喜和屋運輸有限会社 大分県
特定非営利活動法人銀河鉄道 大分県
株式会社佐伯クリーニングセンター 大分県
栗林洋子 大分県
有限会社ケンズ 大分県
後藤 伸也 大分県
是永修宏 大分県
有限会社酒井工業 大分県
佐藤邦弘 大分県
三信産業株式会社 大分県
株式会社ジェイエイフーズおおいた 大分県
敷総合建設株式会社 大分県
株式会社システムトレンド 大分県
白根卓哉 大分県
株式会社新栄クリーンサービス 大分県
精巧エンジニアリング株式会社 大分県
医療法人社団宣和会 大分県
一般社団法人ＳＷライフ 大分県
合資会社玉屋クリーニング商会 大分県
有限会社竹司 大分県
株式会社鶴進ＨＭＧ 大分県
株式会社鶴見 大分県
株式会社テクノ 大分県
天然素材株式会社 大分県
東海自動車工業有限会社 大分県
株式会社日豊折込センター 大分県
医療法人博悠会 大分県
橋本明雄 大分県
馬塲久美子 大分県
廣戸旭 大分県
株式会社プロバイド 大分県
株式会社ＭＡＣＲＯ 大分県
ＭＩＸ　ＪＵＩＣＥ株式会社 大分県
皆川あずさ 大分県
株式会社ミライ 大分県
八木みちる 大分県
山西自動車株式会社 大分県
株式会社吉田喜九州 大分県
株式会社リアホーム 大分県
株式会社竜石 大分県
合同会社レナスコ 大分県
渡邊吾朗 大分県
株式会社アイライフホーム 宮崎県
株式会社朝日サイエンス 宮崎県
安藤潤 宮崎県
安藤真二 宮崎県
医療法人社団石川クリニック 宮崎県
市原美宏 宮崎県
今村貴典 宮崎県
株式会社甲斐電機工事 宮崎県
株式会社カド電工 宮崎県
岸上尚美 宮崎県
九州電通建設株式会社 宮崎県
株式会社くしまアオイファーム 宮崎県
医療法人社団紘誠会 宮崎県
医療法人社団光洋会 宮崎県
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社会福祉法人郡元福祉会 宮崎県
有限会社斉田商事 宮崎県
有限会社佐藤幹薬局 宮崎県
株式会社　情報図書館 宮崎県
有限会社セルグッズ 宮崎県
株式会社田村産業 宮崎県
堤咲子 宮崎県
西日本アルミ建材株式会社 宮崎県
有限会社ひだかビルシステム 宮崎県
有限会社ひむか電業 宮崎県
藤崎直子 宮崎県
株式会社ホシヤマ 宮崎県
堀之内鉄筋株式会社 宮崎県
牧野圭也 宮崎県
株式会社宮崎活魚センター 宮崎県
有限会社宮崎シティフーズ 宮崎県
宮崎食研有限会社 宮崎県
合同会社みやざき便．ｃｏｍ 宮崎県
株式会社ＹＡＫＩＮＩＫＵ－ＦＡＣＴＯＲＹ 宮崎県
湯通堂恒 宮崎県
株式会社Ｒｅ－Ｌａｂ 宮崎県
株式会社Ｉプランニング 鹿児島県
アフタ－プラス２株式会社 鹿児島県
株式会社ｉｘｒｅａ 鹿児島県
石田清 鹿児島県
今別府産業株式会社 鹿児島県
伊牟田雅子 鹿児島県
株式会社ウエダ開発 鹿児島県
有限会社エイエスピイホーム 鹿児島県
株式会社エイティー今藤 鹿児島県
医療法人永陽会 鹿児島県
医療法人社団永和会 鹿児島県
株式会社エコロン 鹿児島県
株式会社エヌチキン 鹿児島県
株式会社エルス 鹿児島県
大窪三由起 鹿児島県
鹿児島中央観光バス株式会社 鹿児島県
有限会社鹿児島ワンダー社 鹿児島県
片川洋子 鹿児島県
亀山さくらこ 鹿児島県
有限会社川添建設 鹿児島県
岸本博人 鹿児島県
楠原豊和 鹿児島県
株式会社久保組 鹿児島県
久保建築創造ラボ株式会社 鹿児島県
久保平一 鹿児島県
医療法人恵泉会 鹿児島県
國師正明 鹿児島県
株式会社寿産業 鹿児島県
斉藤隆 鹿児島県
崎向理恵 鹿児島県
株式会社三反田建設 鹿児島県
ジャポニカコーポレーション株式会社 鹿児島県
有限会社新越建設 鹿児島県
株式会社新生社印刷 鹿児島県
有限会社新生土木 鹿児島県
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株式会社スマイルライフケア 鹿児島県
株式会社竹之内組 鹿児島県
竹貢 鹿児島県
株式会社谷口建設 鹿児島県
株式会社南給 鹿児島県
株式会社南薩新生社印刷 鹿児島県
有限会社南西通信システム 鹿児島県
株式会社ネクステージ 鹿児島県
有限会社野崎 鹿児島県
有限会社福栄設備 鹿児島県
福田健太郎 鹿児島県
二木宏造 鹿児島県
有限会社ホームケア鹿児島 鹿児島県
有限会社本田工業 鹿児島県
株式会社松久保設計 鹿児島県
松下建業株式会社 鹿児島県
松元早百合 鹿児島県
有限会社万のせ 鹿児島県
睦建設株式會社 鹿児島県
株式会社明興テクノス 鹿児島県
株式会社明伸 鹿児島県
有限会社友星メディカル 鹿児島県
株式会社ワークスケービー 鹿児島県
株式会社Ａｓｉａ＆Ｎｉｐｐｏｎ　ＴＶ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ 沖縄県
アプリシエイト株式会社 沖縄県
株式会社インストール沖縄 沖縄県
株式会社うるま印刷 沖縄県
株式会社エアフォルク 沖縄県
税理士法人エヌズ 沖縄県
大城清隆 沖縄県
大城哲也 沖縄県
大城充 沖縄県
有限会社大橋自動車販売 沖縄県
大山清美 沖縄県
株式会社オカベメンテ 沖縄県
株式会社ＯＫＩＳＨＩＮ 沖縄県
株式会社沖縄アプサイ 沖縄県
株式会社沖縄観光開発 沖縄県
有限会社沖縄長生薬草本社 沖縄県
株式会社金秀本社 沖縄県
株式会社ＣＲＥＡＳＰＬＵＳ 沖縄県
株式会社ケアサポートセンター絆 沖縄県
株式会社建芯工業 沖縄県
古謝わかな 沖縄県
後當康利 沖縄県
木花株式会社 沖縄県
株式会社コレクトジャパン 沖縄県
有限会社シーダンサー 沖縄県
シードリーフ合同会社 沖縄県
昭和製紙株式会社 沖縄県
総合機材株式会社 沖縄県
株式会社タム 沖縄県
合資会社つきしろ交通 沖縄県
Ｔ’ｓ　ｉｎｎｏｖａｔｅ株式会社 沖縄県
名幸昌樹 沖縄県
株式会社南経堂 沖縄県
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有限会社南進建設 沖縄県
弁護士法人ニライ総合法律事務所 沖縄県
野里恵利香 沖縄県
野元夏織 沖縄県
野元優 沖縄県
株式会社晴レル屋 沖縄県
株式会社平山印刷 沖縄県
株式会社フロンティアウェーブ 沖縄県
合資会社北部観光タクシー 沖縄県
株式会社まえさと 沖縄県
丸政商事株式会社 沖縄県
宮城晶 沖縄県
一般社団法人本部町観光協会 沖縄県
合名会社山一交通 沖縄県
有限会社大和エンジニア 沖縄県
株式会社ゆにばいしがき 沖縄県
株式会社琉球インベストメント 沖縄県
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