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事業者名 都道府県

株式会社アイーナホーム 北海道
株式会社アウル 北海道
株式会社アウルビル 北海道
株式会社アエルホーム 北海道
株式会社Ａｎｅｘ 北海道
株式会社有我工業所 北海道
株式会社アリヤス設計コンサルタント 北海道
株式会社Ｙｅｓ．カンリ札幌 北海道
石塚建設興業株式会社 北海道
石橋 知代子 北海道
株式会社一宝 北海道
株式会社伊藤家石材店 北海道
有限会社井上商事 北海道
医療法人Ｉｍａｍｉｙａ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ａｌｌｉａｎｃｅ 北海道
岩井 祐司 北海道
浦田 敏仁 北海道
ＨＲＳ株式会社 北海道
株式会社エイミアブル 北海道
エール株式会社 北海道
Ｍ＆Ａ住環境パートナーズ株式会社 北海道
株式会社オオイ工務店 北海道
株式会社Ｏ・Ｓコンサルティング 北海道
大鎌電気株式会社 北海道
大川 晋一 北海道
大野土建株式会社 北海道
岡村 謙 北海道
越智 琢司 北海道
株式会社オックス 北海道
医療法人社団オリーブ歯科 北海道
開発工建株式会社 北海道
カエル・デザイン・プロジェクト株式会社 北海道
有限会社菓子司新谷 北海道
有限会社片山電気商会 北海道
カムイトランスストレージ株式会社 北海道
川上 譲治 北海道
有限会社川端 北海道
医療法人社団かわむら歯科クリニック 北海道
環境開発工業株式会社 北海道
株式会社環境リサーチ 北海道
岸本産業株式会社 北海道
株式会社キュービック不動産 北海道
株式会社クラス 北海道
株式会社グラベル 北海道
栗原 基之 北海道
有限会社くるみ保険薬局 北海道
有限会社くるみ薬局 北海道
株式会社Ｃｒｏｉｒｅ 北海道
株式会社Ｋ・Ｋ・ニシカワ 北海道
医療法人社団慶友会 北海道
医療法人社団賢仁会 北海道
医療法人社団髙輝会 北海道
株式会社剛建築工房 北海道
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事業者名 都道府県

合同化成株式会社 北海道
株式会社河面組 北海道
嵯峨秀栄測量設計株式会社 北海道
作田 右気 北海道
株式会社さくらコミュニティサービス 北海道
株式会社三栄ヤマムラ 北海道
有限会社さんかい 北海道
株式会社シバンス 北海道
株式会社ＪＯＩＮＴ 北海道
進藤 文孝 北海道
株式会社水研工業 北海道
医療法人崇成会 北海道
杉野 隆保 北海道
須藤建設株式会社 北海道
スペースエンタープライズ株式会社 北海道
株式会社ＳＭＩＬＥ　ＳＯＬ 北海道
聖芳堂有限会社 北海道
大起コンサルタント株式会社 北海道
株式会社大建産業 北海道
株式会社大東 北海道
株式会社大和商会 北海道
有限会社高杉 北海道
竹内建設株式会社 北海道
武部建設株式会社 北海道
田澤設備有限会社 北海道
株式会社玉川組 北海道
田村 信之 北海道
椿田 恵三 北海道
株式会社ティー・ワイ 北海道
寺岡工務株式会社 北海道
株式会社トップファーム 北海道
株式会社巴設計 北海道
トヨタエルアンドエフ札幌株式会社 北海道
株式会社トリパス 北海道
医療法人社団鳥山歯科医院 北海道
長岡 秀和 北海道
中神建設株式会社 北海道
中村 秀人 北海道
西岡建設株式会社 北海道
西澤設備工業株式会社 北海道
株式会社日昇測量 北海道
株式会社ハウジング高橋 北海道
はせがわ橋梁株式会社 北海道
ハナズリトルファーム株式会社 北海道
パラシュート株式会社 北海道
株式会社ＨＡＲＥＡ 北海道
挽地 俊哉 北海道
有限会社平井測研 北海道
株式会社ファクトリー・ケイ 北海道
株式会社フォレスタ 北海道
藤井 廣厚 北海道
株式会社フレッシュアップ 北海道
有限会社ホーム宅建 北海道
株式会社ホリモトモールド 北海道
株式会社ボンズ 北海道
株式会社前田組 北海道
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事業者名 都道府県

株式会社前谷土木設計事務所 北海道
株式会社マルカツ 北海道
有限会社丸博道央建設 北海道
有限会社ミズシマ機工 北海道
三井建機工業株式会社 北海道
株式会社メイク 北海道
有限会社山地不動産企画 北海道
山内 健嗣 北海道
吉田 安宏 北海道
株式会社リスティングサービス 北海道
株式会社緑化産業 北海道
有限会社林友商亊 北海道
株式会社レックスコーポレーション 北海道
ロイヤル通商株式会社 北海道
医療法人わかまつ歯科医院 北海道
ワコオ工業株式会社 北海道
株式会社わたなべ建築工房 北海道
株式会社渡辺建築設計 北海道
株式会社ＷＯＮＤＥＲ　ＣＲＥＷ 北海道
工藤 勝一 青森県
サイトウホームライフ株式会社 青森県
株式会社Ｓｕｖａｉｃａ 青森県
有限会社サンキョウ企画 青森県
株式会社東北産業 青森県
株式会社永澤興業 青森県
株式会社南部システム 青森県
株式会社のむら 青森県
八戸燃料株式会社 青森県
社会福祉法人八甲田会 青森県
ひろさきＬＩ株式会社 青森県
北辰工業株式会社 青森県
有限会社ヤマトミ食品 青森県
株式会社相庄 岩手県
株式会社浅沼醬油店 岩手県
株式会社アルバライフ 岩手県
株式会社アルファコーポレーション 岩手県
岩手自動車販売株式会社 岩手県
株式会社イワテ美容商事 岩手県
株式会社岩手マイタック 岩手県
有限会社エコシステム 岩手県
株式会社エヌティーコンサルタント 岩手県
株式会社北岩手運輸 岩手県
株式会社小成良治商店 岩手県
株式会社近藤設備 岩手県
近藤トータルエンジ株式会社 岩手県
株式会社コンプリートケア 岩手県
株式会社サーテック 岩手県
株式会社栄組 岩手県
沢与建設株式会社 岩手県
社会医療法人智徳会 岩手県
株式会社高光建設 岩手県
千田工業株式会社 岩手県
株式会社東北ウエノ 岩手県
東陵総業株式会社 岩手県
株式会社日医工東北 岩手県
東日本機電開発株式会社 岩手県
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事業者名 都道府県

有限会社美建工業 岩手県
株式会社平野製作所 岩手県
株式会社プライム下舘工務店 岩手県
株式会社丸岩 岩手県
有限会社美野自動車整備工場 岩手県
有限会社メディケアエコネット 岩手県
株式会社吉田建設 岩手県
有限会社流通センター不動産 岩手県
株式会社渡辺土木 岩手県
アイアンドエス税理士法人 宮城県
阿部勝自動車工業株式会社 宮城県
株式会社アルファニー 宮城県
株式会社イージースタイル 宮城県
株式会社イープロダクト 宮城県
株式会社エイティアイ 宮城県
株式会社ＭＴ．Ｏケア 宮城県
株式会社えん 宮城県
及川 秀治 宮城県
有限会社岡自動車整備工場 宮城県
有限会社角田第一自動車 宮城県
株式会社ガニュメート 宮城県
株式会社カネダイ 宮城県
カネフジ運輸株式会社 宮城県
株式会社ガリウム 宮城県
有限会社菊地住建 宮城県
株式会社紀生 宮城県
クラシタス株式会社 宮城県
株式会社Ｋインターナショナル 宮城県
コスモスケア株式会社 宮城県
株式会社齋藤産業サービス 宮城県
株式会社さかえ自動車工業 宮城県
株式会社サスティナライフ森の家 宮城県
株式会社サトウ 宮城県
株式会社ＳＵＧＡＲ 宮城県
株式会社陣中 宮城県
株式会社新日本技建 宮城県
株式会社すがとし建設 宮城県
株式会社ＳＴＡＲＳ 宮城県
医療法人正仁会 宮城県
株式会社成和 宮城県
株式会社たけやま 宮城県
千葉 隆広 宮城県
株式会社千葉正工務店 宮城県
株式会社ＴＣＡ 宮城県
株式会社Ｔ－ｐｌａｎ 宮城県
東杜シーテック株式会社 宮城県
東北環境整備株式会社 宮城県
株式会社ぱれっと上品 宮城県
日野測量設計株式会社 宮城県
日野 正裕 宮城県
医療法人ファミリア歯科 宮城県
株式会社福互エクステリア 宮城県
株式会社ブレインズ 宮城県
株式会社ｍａｎａｂｙ 宮城県
株式会社みちのく企業 宮城県
株式会社杜ｏｆｆｉｃｅ 宮城県

4 / 68 ページ



2019年6月26日

事業者名 都道府県

弁護士法人杜協同阿部・佐藤法律事務所 宮城県
株式会社森谷組 宮城県
有限会社モンフェイム 宮城県
和田建設株式会社 宮城県
秋田東北商事株式会社 秋田県
株式会社Ａｍａｚｉｎｇ　ｐｒｏｄｕｃｔｓ 秋田県
有限会社猪田石材店 秋田県
有限会社大友工務店 秋田県
有限会社亀井澤建築 秋田県
小玉建設株式会社 秋田県
有限会社佐善建設 秋田県
有限会社豊田商会 秋田県
株式会社ドリームビルド 秋田県
にかほ市観光開発株式会社 秋田県
西村 圭史 秋田県
株式会社丸茂組 秋田県
有限会社渡辺石材店 秋田県
浅黄 芳宗 山形県
株式会社荒木建材店 山形県
アルス株式会社 山形県
株式会社ＩＫＥＤＡ 山形県
株式会社石屋熊出 山形県
伊藤鉄工株式会社 山形県
オオホリ建託株式会社 山形県
木村 英明 山形県
株式会社くらがね 山形県
後藤 敬一郎 山形県
株式会社サンライズ機工 山形県
株式会社三和食品 山形県
ｃｈａｒｉｔｅ株式会社 山形県
株式会社祥建設 山形県
株式会社荘内エアーパーツ 山形県
株式会社殖産工務所 山形県
株式会社鈴木建築設計事務所 山形県
スズモト株式会社 山形県
武田不動産株式会社 山形県
有限会社田和楽 山形県
寺内 康浩 山形県
東海林建設株式会社 山形県
株式会社ナイガイ 山形県
長澤 修司 山形県
株式会社ナカノアパレル 山形県
日産部品山形販売株式会社 山形県
医療法人社団新田歯科医院 山形県
株式会社ハート・コーポレーション 山形県
株式会社平山孫兵衞商店 山形県
医療法人福笑会 山形県
株式会社プラスワン 山形県
みどり環境建設株式会社 山形県
ミユキ精機株式会社 山形県
有限会社森谷工務店 山形県
山形市農業協同組合 山形県
ヤマラク運輸株式会社 山形県
我妻建設工業株式会社 山形県
株式会社龍乃湯 山形県
株式会社アーバン設計 福島県
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事業者名 都道府県

有限会社会津事務機販売 福島県
会津土地建物株式会社 福島県
あずまケアサービス株式会社 福島県
有限会社糸井火工 福島県
有限会社井上薬局 福島県
有限会社猪越土木 福島県
株式会社岡昇 福島県
カシムラ工業有限会社 福島県
株式会社鐶エスアール工業 福島県
株式会社菊地住建 福島県
協和ボーリング株式会社 福島県
医療法人久慈会 福島県
小浜製作所有限会社 福島県
有限会社齋久設備 福島県
鮫川運送株式会社 福島県
株式会社山水荘 福島県
信夫木材通商株式会社 福島県
澁谷建設株式会社 福島県
学校法人白梅 福島県
有限会社信栄設備工業 福島県
有限会社スズケン 福島県
有限会社先﨑工務店 福島県
有限会社 千葉自動車整備工場 福島県
長瀬 彰夫 福島県
株式会社中村工務所 福島県
株式会社中村屋 福島県
株式会社成田木材建設 福島県
株式会社ノジリ 福島県
株式会社バイクオフコーポレーション 福島県
福島県酒造協同組合 福島県
有限会社藤製作所 福島県
株式会社ミスタービルド福島 福島県
株式会社ミツワ 福島県
株式会社森建設 福島県
有限会社柳沼住建 福島県
矢部工業株式会社 福島県
株式会社雪包装 福島県
株式会社楽縁 福島県
青野 宏士 茨城県
赤津 裕司 茨城県
浅子 明美 茨城県
株式会社泉ハウジング 茨城県
上村 知久 茨城県
有限会社永和薬局 茨城県
医療法人えのきと歯科クリニック 茨城県
大塚 学 茨城県
株式会社岡部工務店 茨城県
小野 晴也 茨城県
株式会社カーショップドンキー 茨城県
加藤 貴行 茨城県
有限会社金沢建設 茨城県
金澤 利宏 茨城県
軽部測量株式会社 茨城県
株式会社川島工務店 茨城県
川俣 浩二 茨城県
菊池 清次 茨城県
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事業者名 都道府県

株式会社久米工務店 茨城県
黒澤 誠一 茨城県
株式会社ケア・アミティ 茨城県
株式会社建翔 茨城県
医療法人公友会 茨城県
株式会社コーワ 茨城県
後藤商事株式会社 茨城県
小林 克成 茨城県
斉藤建築工業株式会社 茨城県
株式会社サザコーヒー 茨城県
有限会社三共石材工業 茨城県
株式会社ＣＨＲ 茨城県
有限会社ジャスティス 茨城県
株式会社常総農興 茨城県
有限会社城南ビル 茨城県
株式会社新栄流通サービス 茨城県
株式会社新和技研コンサルタント 茨城県
スイコー株式会社 茨城県
医療法人社団崇尚会 茨城県
株式会社杉原建設 茨城県
株式会社すずらん観光バス 茨城県
ストウ工業株式会社 茨城県
須藤 壽男 茨城県
大進機工株式会社 茨城県
高橋 琢 茨城県
タキマテック株式会社 茨城県
為貝電機株式会社 茨城県
出戸土木有限会社 茨城県
東亜工業株式会社 茨城県
東洋工事株式会社 茨城県
中川 佳代 茨城県
中村 武彦 茨城県
株式会社ＮＩＫＫＥＮＳＯ 茨城県
株式会社沼崎商事 茨城県
株式会社ＮＥＸＴ　ＳＴＥＰ 茨城県
根本 一行 茨城県
有限会社平井自動車 茨城県
廣澤 正宏 茨城県
株式会社ファーストステージ 茨城県
福田 輝幸 茨城県
藤咲 久光 茨城県
ベルブレス合同会社 茨城県
医療法人社団萌春会 茨城県
株式会社堀石材工業 茨城県
増本 章典 茨城県
有限会社水戸技術設計コンサルタント 茨城県
向井 孝 茨城県
株式会社明和技術コンサルタンツ 茨城県
山本建設株式会社 茨城県
横田自動車工業株式会社 茨城県
有限会社吉田屋 茨城県
株式会社龍﨑工務店 茨城県
有限会社ＷＯＲＬＤ　ＤＥＮＫＩ 茨城県
株式会社渡辺工務店 茨城県
渡辺 伸哉 茨城県
株式会社綿引運送 茨城県
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アイエイチプランニング株式会社 栃木県
赤石工業株式会社 栃木県
株式会社秋山石材店 栃木県
有限会社阿部工務店 栃木県
株式会社石のまつもと 栃木県
株式会社いちごの里ファーム 栃木県
株式会社エコス 栃木県
株式会社エス・アイ・エイ 栃木県
エスケイ産業株式会社 栃木県
株式会社エフエムティ 栃木県
株式会社ＬＤＫ 栃木県
有限会社岡野住宅 栃木県
川田 浩一 栃木県
有限会社関東実行センター 栃木県
関東ハウジング株式会社 栃木県
菊地 勉 栃木県
有限会社鬼怒川パークホテル 栃木県
株式会社輝陽工業 栃木県
久保田 有紀 栃木県
株式会社グリーンシステムコーポレーション 栃木県
栗原 英尚 栃木県
株式会社弘和道路 栃木県
株式会社斎藤重機工業 栃木県
齋藤 教子 栃木県
有限会社酒井石材 栃木県
株式会社さくら屋 栃木県
株式会社ジェイピー 栃木県
有限会社塩田屋百貨店 栃木県
株式会社篠原設計 栃木県
株式会社新成エンジニアリング 栃木県
須田 彰男 栃木県
株式会社大向電設 栃木県
舘野建設株式会社 栃木県
手塚 永均 栃木県
東栄電設株式会社 栃木県
藤成測量株式会社 栃木県
株式会社七重八重 栃木県
日豊工業株式会社 栃木県
有限会社羽金石材 栃木県
有限会社蓮見製作所 栃木県
医療法人原歯科医院 栃木県
福田 義人 栃木県
医療法人邦純会 栃木県
有限会社松本管工設備 栃木県
株式会社マルヤ 栃木県
医療法人水沼歯科医院 栃木県
有限会社モリタヤ商事 栃木県
株式会社諸鹿彩色 栃木県
ユーディーホーム株式会社 栃木県
ヨシ電子株式会社 栃木県
株式会社Ｌｉｆｅ　Ｈｏｕｓｅ 栃木県
株式会社渡商 栃木県
アイワホーム株式会社 群馬県
株式会社吾妻水質管理センター 群馬県
株式会社アドテックス 群馬県
阿部 浩二 群馬県
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株式会社新井建設 群馬県
株式会社新井製作所 群馬県
飯塚 美芳 群馬県
イソベテック株式会社 群馬県
株式会社糸庄 群馬県
井上 任一 群馬県
有限会社今井工業所 群馬県
株式会社イワタ 群馬県
ＩＮＶＥＮＴＩＶＥ株式会社 群馬県
株式会社江原会計事務所 群馬県
有限会社大竹製作所 群馬県
株式会社オギノ 群馬県
株式会社カネタケ 群馬県
有限会社ガレージカーズ 群馬県
株式会社カワムラ 群馬県
川村電材株式会社 群馬県
株式会社協和 群馬県
協和建設株式会社 群馬県
有限会社群馬ケーアイ 群馬県
有限会社群馬製作所 群馬県
株式会社群馬丸魚 群馬県
群馬モールド株式会社 群馬県
株式会社見城工務店 群馬県
小板橋建設株式会社 群馬県
医療法人弘誠会 群馬県
社会福祉法人こころみの会 群馬県
株式会社ゴダイ 群馬県
小谷 隆司 群馬県
有限会社小林商店 群馬県
小向建設株式会社 群馬県
株式会社サカニワ工業 群馬県
坂本建設株式会社 群馬県
有限会社三光企画 群馬県
株式会社サンコー電子 群馬県
株式会社山和エンヂニアリング 群馬県
新栄工業株式会社 群馬県
有限会社須藤工業 群馬県
株式会社砂永樹脂製作所 群馬県
株式会社住まいるハウジング 群馬県
有限会社関組 群馬県
株式会社大志精工 群馬県
株式会社高崎テクノ 群馬県
武井漬物製造株式会社 群馬県
田中 雅人 群馬県
株式会社中央測量設計 群馬県
塚越土建株式会社 群馬県
塚田建設株式会社 群馬県
株式会社津端 群馬県
有限会社戸丸工務店 群馬県
戸山 慶太 群馬県
有限会社ナルミ自販 群馬県
株式会社ＮＥＸＴ　ＪＡＰＡＮ 群馬県
有限会社ＨＡＰＰＹ　ＩＳＬＡＮＤ 群馬県
半田 光雄 群馬県
東日本エコロジー株式会社 群馬県
株式会社ビッグウエスト 群馬県

9 / 68 ページ



2019年6月26日

事業者名 都道府県

平山 秀樹 群馬県
株式会社蛭間木工所 群馬県
福原 隆行 群馬県
有限会社福美商事 群馬県
藤川 八潮 群馬県
株式会社フジノ 群馬県
有限会社プライマリー 群馬県
ブラザーダイカスト工業有限会社 群馬県
株式会社ＰＬＡＩＳＩＲ 群馬県
株式会社フレックス 群馬県
有限会社ますだ石材 群馬県
株式会社松本パック 群馬県
株式会社Ｍａｇｎｉｆｉｃｏマニーフィコ 群馬県
株式会社御幸 群馬県
株式会社未来社 群馬県
社会福祉法人恵会 群馬県
株式会社モーカルインターナショナル 群馬県
モテコ出版株式会社 群馬県
株式会社森エンジニアリング 群馬県
有限会社矢口調査測量事務所 群馬県
山下 知恵子 群馬県
弁護士法人山本総合法律事務所 群馬県
ライズエンジニアリング株式会社 群馬県
株式会社楽暮コーポレーション 群馬県
ララハウス株式会社 群馬県
ＲＡＩＳＥ株式会社 群馬県
ＲＯＳＳＯ合同会社 群馬県
医療法人社団若葉会 群馬県
株式会社アート・コアマエダ 埼玉県
株式会社芦葉建設 埼玉県
株式会社アップテール 埼玉県
株式会社荒川瀧石 埼玉県
有限会社有馬工務店 埼玉県
有限会社アルクハウジング 埼玉県
株式会社石井工務店 埼玉県
株式会社いせや呉服店 埼玉県
イネーブルスタジオ株式会社 埼玉県
今城 一彰 埼玉県
株式会社岩井住地 埼玉県
有限会社インテリアオオツカ 埼玉県
卜部 修一 埼玉県
医療法人社団Ａ．ＴＥＫ 埼玉県
エヌユーケイアイ株式会社 埼玉県
株式会社エファッセ 埼玉県
ＬＤＫ株式会社 埼玉県
株式会社オーケーメンテナンス 埼玉県
岡本 薫 埼玉県
小川工業株式会社 埼玉県
株式会社オキナヤフォーメック 埼玉県
有限会社小澤石材工業 埼玉県
小野 浩一 埼玉県
有限会社オフィス秋本 埼玉県
株式会社オリーブハウジング 埼玉県
金杉建設株式会社 埼玉県
一般社団法人川口市医師会 埼玉県
株式会社環境テクノ 埼玉県
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木村 喜保 埼玉県
株式会社キルク 埼玉県
有限会社草苅工業 埼玉県
株式会社グッドワン 埼玉県
有限会社栗原美術 埼玉県
医療法人社団勲和会 埼玉県
医療法人社団卿聖会 埼玉県
ケイテック株式会社 埼玉県
株式会社コアテック 埼玉県
有限会社小泉石材店 埼玉県
医療法人社団公仁会 埼玉県
有限会社光沢 埼玉県
株式会社幸友プランニング 埼玉県
５５ＨＯＵＳＩＮＧ株式会社 埼玉県
後藤 泰 埼玉県
株式会社駒木工務店 埼玉県
医療法人彩琳会 埼玉県
埼玉化工株式会社 埼玉県
株式会社埼玉菅谷材木店 埼玉県
株式会社斉藤哲設計室 埼玉県
坂本 洋子 埼玉県
社会福祉法人さくら草 埼玉県
株式会社澤田興産 埼玉県
株式会社サンアイホーム 埼玉県
株式会社三友電設 埼玉県
有限会社シー・エム・エー 埼玉県
株式会社しのづか 埼玉県
柴﨑 伸恭 埼玉県
有限会社島崎建材工業 埼玉県
清水 昇 埼玉県
医療法人社団歯門会 埼玉県
医療法人洵生会 埼玉県
有限会社真開建設 埼玉県
株式会社信光物流 埼玉県
株式会社新日本ツール 埼玉県
シンリュウ株式会社 埼玉県
杉本 裕介 埼玉県
有限会社杉山樹脂工業 埼玉県
鈴木 雅貴 埼玉県
鈴木 正美 埼玉県
関口 智史 埼玉県
株式会社ＺＥＭＳ 埼玉県
有限会社外久保工務店 埼玉県
株式会社タイセー 埼玉県
有限会社大和精工 埼玉県
株式会社高沢工務店 埼玉県
高瀬 務 埼玉県
株式会社高塚建業 埼玉県
髙橋 昭彦 埼玉県
株式会社高橋組 埼玉県
谷口 久志 埼玉県
千葉 治 埼玉県
有限会社千葉商店 埼玉県
株式会社ディライト 埼玉県
寺田 武司 埼玉県
東京電子工業株式会社 埼玉県
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株式会社東西南北オー・ティー・エス 埼玉県
有限会社東和工業 埼玉県
株式会社トータルパック 埼玉県
株式会社時園製作所 埼玉県
有限会社永井設計 埼玉県
長沢産業株式会社 埼玉県
株式会社中台ゴルフセンター 埼玉県
中山金属化工株式会社 埼玉県
有限会社ナチュラリー 埼玉県
株式会社ナチュラルファームシティ 埼玉県
原田 知典 埼玉県
樋口 雄介 埼玉県
廣瀬 大祐 埼玉県
有限会社富士技建 埼玉県
株式会社藤五郎 埼玉県
医療法人社団ブライトスマイル 埼玉県
古澤 武 埼玉県
Ｂｅｌｌｅコンサルティング株式会社 埼玉県
株式会社細田土建 埼玉県
株式会社ホンダニュー埼玉 埼玉県
医療法人社団まえかわ歯科クリニック 埼玉県
前田 秀一 埼玉県
有限会社マギー・フレンズ 埼玉県
株式会社増一商事 埼玉県
益榮商事株式会社 埼玉県
町田 和輝 埼玉県
株式会社松岡電気工業 埼玉県
有限会社マック 埼玉県
株式会社丸幸 埼玉県
株式会社未央測地設計 埼玉県
株式会社三津穗 埼玉県
有限会社峯建 埼玉県
三宅 晃 埼玉県
宮本 治 埼玉県
株式会社武蔵野香料化学研究所 埼玉県
有限会社もみの木薬局 埼玉県
矢代 享一 埼玉県
株式会社ヤナギＥＸＰＲＥＳＳ 埼玉県
株式会社ユウキ 埼玉県
医療法人優歯会 埼玉県
医療法人社団優成会 埼玉県
医療法人社団理誠会 埼玉県
レーザージョブ株式会社 埼玉県
株式会社レーベンコーポレーション 埼玉県
株式会社レクラーム 埼玉県
有限会社涌井設計 埼玉県
青木 直樹 千葉県
株式会社アスアーク技術設計 千葉県
アセットインベントリー株式会社 千葉県
有限会社姉崎自動車商会 千葉県
株式会社アルイトコー 千葉県
株式会社イーズライフ 千葉県
合同会社イシイ 千葉県
石川 智忠 千葉県
岩渕薬品株式会社 千葉県
ウエダビジネス株式会社 千葉県
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運野 剛 千葉県
盈月堂合同会社 千葉県
有限会社エスエスケー測量設計コンサルタント 千葉県
株式会社エバンスアメニティ－ 千葉県
有限会社エビハラ自動車 千葉県
遠藤 比呂喜 千葉県
株式会社追分水道 千葉県
株式会社オオキ 千葉県
大島 章路 千葉県
オネストクリーンサービス株式会社 千葉県
有限会社小原電気商会 千葉県
賀来 秀 千葉県
有限会社鏑木自動車 千葉県
神谷 定典 千葉県
株式会社かわきたファーム 千葉県
カヲル興業株式会社 千葉県
株式会社日下製作所 千葉県
社会福祉法人くちなし 千葉県
有限会社栗の木 千葉県
株式会社クローバーホーム 千葉県
ＧＬＯＢＡＬシーフーズ株式会社 千葉県
株式会社Ｃｒｏｓｓ　Ｌｉｎｅ　Ｊａｐａｎ 千葉県
株式会社黒田電気商会 千葉県
株式会社恵進コンサル 千葉県
株式会社京葉リビング 千葉県
株式会社健栄 千葉県
コロナ技研工業株式会社 千葉県
さくらエンジニアリング株式会社 千葉県
株式会社さくらみち 千葉県
有限会社笹曽根電気 千葉県
柴田 典信 千葉県
医療法人社団歯門会 千葉県
株式会社新光コンサルタント 千葉県
株式会社スガヤ自動車 千葉県
有限会社鈴木商店 千葉県
大昌建設株式会社 千葉県
大東建設株式会社 千葉県
高井 真太郎 千葉県
株式会社タツオカ 千葉県
株式会社ちば工管 千葉県
株式会社千葉プランテーション 千葉県
株式会社ツインズ 千葉県
ＴＩＰ共創株式会社 千葉県
株式会社デシジョン 千葉県
寺田測量設計株式会社 千葉県
株式会社東海住宅建設 千葉県
東葉測量株式会社 千葉県
株式会社トップライド 千葉県
株式会社トマト 千葉県
ナイガイ株式会社 千葉県
中島 暢 千葉県
中村 利幸 千葉県
株式会社Ｈａｌｅ・ＣＯＲＰ 千葉県
株式会社Ｐ＆Ｅフーズ 千葉県
平山 直樹 千葉県
株式会社ファ－ストステージ 千葉県
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株式会社フィットベイト 千葉県
株式会社Ｐｈｉｌｏｃｏｆｆｅａ 千葉県
株式会社ブエナ 千葉県
株式会社福田工業 千葉県
株式会社プレジャーフーズ 千葉県
株式会社ベスト 千葉県
星野 博和 千葉県
有限会社松本自動車整備工場 千葉県
宮本 克樹 千葉県
宮本 勝彦 千葉県
株式会社メスコ 千葉県
有限会社メディカルマーチン 千葉県
株式会社森鋼 千葉県
株式会社森興業 千葉県
八街ガス株式会社 千葉県
山下 枝美里 千葉県
株式会社ＬＵＸＡＳ 千葉県
リッツ資源株式会社 千葉県
ワールドポール株式会社 千葉県
株式会社和緑園 千葉県
アーキ株式会社 東京都
株式会社アークス 東京都
アールケイホーム株式会社 東京都
アールシー建築デザイン株式会社 東京都
株式会社アイエス 東京都
有限会社アイセイファーマシー 東京都
株式会社アイランドハーバー 東京都
株式会社アオトクリエイティブ 東京都
株式会社アクネメディカル 東京都
株式会社アグリックス 東京都
ａｃｒｏｓｓ　ＴＩＭＥ株式会社 東京都
浅川 雅彦 東京都
アジアエネルギーバンク株式会社 東京都
株式会社アスティーク 東京都
株式会社アソシエ・インターナショナル 東京都
アソビモ株式会社 東京都
特定非営利活動法人アットホーム 東京都
株式会社アップコーポレーション 東京都
株式会社アップス 東京都
株式会社ＡｐｐＢｒｅｗ 東京都
株式会社アティーズ 東京都
株式会社アド・エヌ 東京都
株式会社アビット 東京都
株式会社アプリケーションプランニング 東京都
株式会社阿部 東京都
アミティエ株式会社 東京都
医療法人社団あゆみ会 東京都
株式会社アリシア 東京都
株式会社アルゴ 東京都
株式会社アルティス 東京都
株式会社アルファエンタープライズ 東京都
アルプス食品工業株式会社 東京都
株式会社アンドライン 東京都
アンファング住宅販売株式会社 東京都
株式会社ＡＮＬＯＯＰ 東京都
株式会社ｅ－ｐａｙｍｅｎｔ 東京都
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株式会社家や不動産 東京都
井口 裕一 東京都
イグニション・ポイント株式会社 東京都
医療法人社団池袋大谷クリニック 東京都
石神 一樹 東京都
有限会社石繁・伊東石材店 東京都
石田 信明 東京都
磯部塗装株式会社 東京都
医療法人社団一実会 東京都
株式会社イデアル 東京都
医療法人社団医智会 東京都
イノーヴ・コンストラクション株式会社 東京都
株式会社イリエビル 東京都
岩崎 擴 東京都
株式会社インターナショナル・ビルメンテナンス 東京都
株式会社ウイング 東京都
株式会社ウェルリソース 東京都
ＷＯＴＡ株式会社 東京都
株式会社ウオールナット 東京都
ウォンテッドリー株式会社 東京都
梅澤 猶 東京都
上床 学 東京都
英商株式会社 東京都
栄和不動産株式会社 東京都
税理士法人ＡＩＦ 東京都
株式会社エース・プランニング 東京都
Ａ２Ａリンク株式会社 東京都
株式会社エグジスタンス 東京都
株式会社Ｓ＆ｃｏ． 東京都
株式会社ＳＭＶ　ＪＡＰＡＮ 東京都
株式会社エスティーオー 東京都
株式会社エストラスト 東京都
株式会社エヌティーデザイン 東京都
株式会社エヌワイアソシエイツ 東京都
榎本 智充 東京都
株式会社恵比寿管財 東京都
有限会社ＦＫパートナーズ 東京都
医療法人社団ＭＩＣ 東京都
エムシーオー株式会社 東京都
エムズセレクト株式会社 東京都
株式会社エムストーン 東京都
株式会社エムバランス 東京都
株式会社ＥＲＡＩＺ 東京都
株式会社Ｌ．Ｓ．Ｙ．アソシエイツ 東京都
株式会社エル・ワイ産業 東京都
株式会社エンパピリオ 東京都
ＯＡＳＩＳ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ株式会社 東京都
老沼 清 東京都
税理士法人おおたか 東京都
株式会社Ｏ２ 東京都
株式会社大塚楽器製作所 東京都
大月 将人 東京都
有限会社大坪事務所 東京都
有限会社オートスタジオスキル 東京都
大西株式会社 東京都
オープンワーク株式会社 東京都
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株式会社オーリック 東京都
Ｏｋａｇｅ株式会社 東京都
株式会社岡部克哉建築設計事務所 東京都
株式会社小川商会 東京都
翁長 誠 東京都
株式会社オフィスＲ＆Ｍ 東京都
オフィスアルピナ株式会社 東京都
株式会社ＯｍｏｓｈｉｒｏＣｏｍｐａｎｙ 東京都
株式会社オレンジボード 東京都
株式会社櫂工舎 東京都
株式会社開成インテリア 東京都
掛田 朗 東京都
医療法人社団家族の木 東京都
株式会社加登ゴム 東京都
株式会社臥龍 東京都
株式会社カルナ・グリーン 東京都
株式会社Ｋａｎｍｉ 東京都
株式会社キック工作舎一級建築士事務所 東京都
キッスビー健全食株式会社 東京都
株式会社木下商会 東京都
株式会社木村工業 東京都
株式会社キャンサースキャン 東京都
医療法人社団暁歯会 東京都
清田 耕一 東京都
株式会社クイック・ワーカー 東京都
久住 昭雄 東京都
Ｇｐｉｃａ株式会社 東京都
熊谷自動車株式会社 東京都
倉石 央子 東京都
グラビス・アーキテクツ株式会社 東京都
株式会社グランディア 東京都
クリエーションライン株式会社 東京都
株式会社Ｃｒａｎｅ＆Ｉ 東京都
株式会社クレオ 東京都
株式会社グレンコーポレーション 東京都
グローテック株式会社 東京都
株式会社クローバー 東京都
株式会社ＣｌｏｖｅｒＨｏｍｅ 東京都
株式会社ＧＬＯＷＬ 東京都
株式会社クロスフォート 東京都
医療法人社団慶仁会 東京都
京浜運送株式会社 東京都
株式会社ケースオクロック 東京都
医療法人社団健皓会 東京都
株式会社賢工製版 東京都
株式会社建設エンジニアリング 東京都
株式会社コイケ 東京都
小泉 和之 東京都
鯉沼 哉 東京都
興亜硝子株式会社 東京都
医療法人社団晃仁会 東京都
医療法人社団皓聖会 東京都
医療法人社団光星会 東京都
恒大産業株式会社 東京都
幸野 威 東京都
株式会社国分工務店 東京都
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小平電気工事株式会社 東京都
コダワリ・ビジネス・コンサルティング株式会社 東京都
有限会社小林測量事務所 東京都
株式会社Ｃｏｎ　Ｓｐｉｒｉｔｏ 東京都
ＣＯＭＢＡＬＡＮＣＥパートナーズ合同会社 東京都
株式会社コンパンプレイスケープ 東京都
株式会社サードウェーブエクスチェンジ 東京都
齋藤 存 東京都
坂田 和仁 東京都
嵯峨野株式会社 東京都
株式会社サクセス 東京都
株式会社サクセス 東京都
佐々木 淳 東京都
株式会社サステーナブルインベストメント 東京都
株式会社ザデイ 東京都
株式会社サティスファクトリー 東京都
佐藤 了 東京都
株式会社Ｓａｔｏｍｉ　Ｎｏｉｒ 東京都
株式会社サムライＴシャツ 東京都
株式会社サンウッド 東京都
株式会社サンケータイムリー 東京都
株式会社三秀 東京都
サンフラワー・Ａ株式会社 東京都
株式会社サン・プロンプト 東京都
三和機材株式会社 東京都
合同会社ＣＩＢ 東京都
株式会社ジースペック 東京都
株式会社シーテク 東京都
ＧＰＳＳホールディングス株式会社 東京都
株式会社ジェイ・エス・プラス 東京都
医療法人社団歯樹会 東京都
医療法人社団重宣会 東京都
株式会社實川耐工 東京都
篠塚 和明 東京都
株式会社篠原商店 東京都
篠原 俊雄 東京都
柴田 耕佑 東京都
澁谷 英介 東京都
有限会社島村画廊 東京都
志村 康吉 東京都
株式会社ジャパンオールサービス 東京都
株式会社秀耕舎 東京都
株式会社俊英館 東京都
株式会社ショウエイ 東京都
株式会社昇栄商事 東京都
昭榮電氣工具株式会社 東京都
医療法人社団松山会 東京都
合同会社しろくろ 東京都
株式会社神アート 東京都
医療法人社団信英会 東京都
医療法人社団仁齋堂会 東京都
医療法人社団仁晴会 東京都
新日本電子株式会社 東京都
愼 貴秀 東京都
株式会社スイムクリエイト 東京都
株式会社スウィートイート 東京都
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社会福祉法人菅生会 東京都
杉山 穣 東京都
株式会社スタジオアハ 東京都
株式会社スマートワークス 東京都
株式会社住まいるほーむ 東京都
隅田川運送株式会社 東京都
株式会社すみれ測量設計事務所 東京都
医療法人社団清慈会 東京都
セイズ株式会社 東京都
セーフィー株式会社 東京都
関口漬物食品株式会社 東京都
株式会社積丸コーポレーション 東京都
有限会社瀬崎興業 東京都
株式会社世田谷製作所 東京都
株式会社ゼロカラ 東京都
千田 雅之 東京都
仙波 翔吾 東京都
ソーハツ株式会社 東京都
株式会社ソニック 東京都
第一科学株式会社 東京都
株式会社第一リフォーム 東京都
大京警備保障株式会社 東京都
有限会社大新工務店 東京都
株式会社ダイニングイノベーション 東京都
田内 功 東京都
髙瀬塗料株式会社 東京都
医療法人社団拓育会 東京都
竹下産業株式会社 東京都
有限会社谷村工務店 東京都
谷本 恵伯 東京都
株式会社ＴＡＢＩＬＡＢＯ 東京都
株式会社玉俊工業所 東京都
有限会社田丸産業 東京都
有限会社田村光商店 東京都
地崎道路株式会社 東京都
株式会社チャイルドステージ 東京都
中央企画株式会社 東京都
税理士法人千代田綜合事務所 東京都
通商航空サービス株式会社 東京都
筒井 純也 東京都
靏 潤一郎 東京都
有限会社ディアーズ 東京都
株式会社ティー・エー・ディー 東京都
株式会社Ｄ＆Ｉ 東京都
ＴＤ　Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ株式会社 東京都
株式会社ティエスサンホーム 東京都
ディップソール株式会社 東京都
ディメイトリックス合同会社 東京都
テクノブリッジＮＫＥ株式会社 東京都
株式会社テックインターナショナル 東京都
株式会社テックメイク 東京都
株式会社テロワール・アンド・トラディション・ジャパン 東京都
株式会社１０ＡＮＴＺ 東京都
医療法人社団デンタルキュア 東京都
株式会社Ｔｏｋｙｏ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｇａｌｌｅｒｙ 東京都
東京技販株式会社 東京都
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東京鋼鉄工業株式会社 東京都
一般社団法人東京都中央中小企業労務協会 東京都
株式会社東京ビルド 東京都
株式会社東京メンテナンスサービス 東京都
株式会社東京ライヴズ 東京都
株式会社東京リパブリック 東京都
株式会社藤昌 東京都
株式会社東昭エンタープライズ 東京都
株式会社東邦コンサルタンツ 東京都
株式会社東宝ハウス城東 東京都
株式会社東宝ハウス新小岩 東京都
株式会社東宝ハウス武蔵野 東京都
医療法人社団徹勇会 東京都
医療法人社団桐友会 東京都
株式会社東洋 東京都
藤和コーポレーション株式会社 東京都
株式会社トータルライフケア 東京都
トーワインテリアハウス株式会社 東京都
トキコーポレーション株式会社 東京都
有限会社ときわ電子材料 東京都
医療法人社団斗南堂 東京都
冨田 晃 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ＴＯＭＯＺＯＮＥ 東京都
トライウォールジャパン株式会社 東京都
株式会社トライポッドスタジオ 東京都
株式会社トラフィック 東京都
株式会社Ｄｏｒｒｙ＆Ｃｏ 東京都
株式会社ドリームサクセス 東京都
株式会社ｔｒｉｐｌｅ－ｙ 東京都
中澤 豊紀 東京都
株式会社中柴製作所 東京都
永島 江里子 東京都
株式会社中電業社 東京都
中村科学器械工業株式会社 東京都
中山ライニング工業株式会社 東京都
株式会社Ｎａｇｉｓａ 東京都
株式会社名取 東京都
株式会社日昭自動車 東京都
医療法人社団二の宮会 東京都
一般社団法人日本オーガニックレストラン協会 東京都
一般社団法人日本整腸協会 東京都
株式会社日本生物製剤 東京都
日本装芸株式会社 東京都
日本鉄塔工業株式会社 東京都
有限会社ニューマーケット 東京都
株式会社ニューワールド・インベストメント 東京都
ニューワールドレーシング株式会社 東京都
ニューワールドレーシングクラブ株式会社 東京都
株式会社ネイチャーラボ 東京都
株式会社ネオマーケティング 東京都
野嶋 昌彦 東京都
野村 多佳子 東京都
パール工業株式会社 東京都
株式会社ハイウィル 東京都
株式会社バイオデント 東京都
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株式会社ハイパードライブ 東京都
医療法人社団白翔会 東京都
有限会社パシフイッククリエイト 東京都
株式会社ハズプランニング 東京都
株式会社八州 東京都
医療法人社団英会 東京都
株式会社パパス 東京都
一般社団法人パラレルアートテクニック 東京都
張替 翔太 東京都
株式会社春クリーン 東京都
株式会社ピースオブケイク 東京都
ビコー輸送株式会社 東京都
株式会社菱田住宅相談所 東京都
ｂｉｔＢｉｏｍｅ株式会社 東京都
Ｈｉｙａｍａ　Ｄｅｓｉｇｎ株式会社 東京都
ピュアリアルエステート株式会社 東京都
株式会社ファーイースト・デザイン・ラボ 東京都
ＦＩＲＳＴ　ＬＩＮＥ株式会社 東京都
株式会社フアインカラー 東京都
株式会社ファジー・アド・オフィス 東京都
株式会社フィクアス 東京都
弁護士法人フェアネス法律事務所 東京都
株式会社Ｆｏｒｅｖｅｒ　Ｈｉｇｈ　Ｑｕａｌｉｔｙ 東京都
株式会社フォーシーズ 東京都
フォーチュン株式会社 東京都
株式会社フォレスト 東京都
福山 達郎 東京都
藤岡 久子 東京都
富士美術印刷株式会社 東京都
株式会社物流革命 東京都
プライマリー・フィールド合同会社 東京都
ｂｌａｎｃ株式会社 東京都
株式会社Ｆ．Ｒ．Ｗｉｌｌ 東京都
株式会社Ｂｒｅａｔｈｉｎｇ　Ｓｐａｃｅ 東京都
株式会社プリントショップ国分寺 東京都
古澤 華奈子 東京都
株式会社フルハートジャパン 東京都
株式会社プレステージ 東京都
株式会社平凡社 東京都
ベストリハ株式会社 東京都
株式会社ベストリファインドエージェント 東京都
株式会社Ｈｅａｄｓｔａｎｄ　Ａｌｌｉｇａｔｏｒ 東京都
合同会社ベネフィット 東京都
株式会社ベンジャミン 東京都
株式会社Ｖｏｉｃｙ 東京都
株式会社ＨＯＳＯＩ 東京都
有限会社堀内製作所 東京都
株式会社ポルト 東京都
株式会社ホワイトホームズ 東京都
株式会社本所介護サービス 東京都
株式会社マーブル 東京都
株式会社マールス 東京都
有限会社前田印刷所 東京都
前畑産業株式会社 東京都
株式会社マコト 東京都
株式会社升本 東京都
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松坂電業株式会社 東京都
松澤 博 東京都
松田 文英 東京都
株式会社マツモト 東京都
株式会社マネーライフプランニング 東京都
株式会社マルタ設計 東京都
株式会社水沢石材 東京都
株式会社三鷹精工 東京都
株式会社ミダスエンターテイメント 東京都
医療法人社団美博会 東京都
有限会社みはし 東京都
有限会社御槙電業社 東京都
株式会社ミュージック・マガジン 東京都
ミユキ精工株式会社 東京都
株式会社みらい 東京都
株式会社未来企画 東京都
未来建築研究所株式会社 東京都
株式会社ミレ・キャリア 東京都
ムサシノ安全株式会社 東京都
村松 朋養 東京都
明王物産株式会社 東京都
明工商事株式会社 東京都
医療法人社団明悠会 東京都
株式会社ｍｅｌｅａｐ 東京都
有限会社杢工房山﨑 東京都
有限会社モネット 東京都
モリカトロン株式会社 東京都
株式会社山小電機製作所 東京都
山下 俊一 東京都
株式会社やまたけ 東京都
山田 美沙乃 東京都
ユーエヌコンサルタント株式会社 東京都
医療法人社団祐志会 東京都
株式会社ＵＳＥＫＩ 東京都
株式会社ユーティーアール不動産 東京都
医療法人社団有隣会 東京都
ユーロポート株式会社 東京都
特定非営利活動法人湧和 東京都
株式会社ユニオン・パートナーズ 東京都
横田教材株式会社 東京都
横濱 裕太 東京都
株式会社ライトウェーブ 東京都
株式会社ライフプラン 東京都
医療法人社団楽歯会 東京都
Ｒｅｉｖａｌｕｅ株式会社 東京都
株式会社リアル・アイ 東京都
リアルネクストジャパンホールディングス株式会社 東京都
ＬＥＡＤＩＮＧ　ＥＤＧＥ　ＡＳＳＯＣＩＡＴＥＳ株式会社 東京都
株式会社リーテム 東京都
株式会社リカレント 東京都
株式会社リップス 東京都
株式会社リピークインターナショナル 東京都
株式会社リムアーキテクチャー 東京都
医療法人社団緑森会 東京都
株式会社リラクシア 東京都
株式会社リンクス 東京都
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レアルコンサルティング株式会社 東京都
株式会社レーヴホライズン 東京都
株式会社レーベル 東京都
株式会社レスプリ 東京都
株式会社ｒｅｔｒｏ 東京都
株式会社ワイスタイル 東京都
涌島 学 東京都
ＯｎｅＡｓｉａ株式会社 東京都
ワンスアラウンド株式会社 東京都
株式会社ＩＲ 神奈川県
医療法人社団愛希会 神奈川県
株式会社ＩＰＥＣ 神奈川県
株式会社青木材木店 神奈川県
青山 朋子 神奈川県
株式会社あかつき 神奈川県
株式会社暁運輸 神奈川県
有限会社アキメディカル・サプライ 神奈川県
株式会社秋本薬局 神奈川県
株式会社秋本薬局横浜西口店 神奈川県
秋山 眞一 神奈川県
株式会社アスター電機 神奈川県
株式会社厚木地所 神奈川県
株式会社アットロジ 神奈川県
株式会社アドミールガーデン 神奈川県
株式会社アトラス湘南 神奈川県
株式会社アペルザ 神奈川県
有限会社杏門 神奈川県
株式会社新井教育教材社 神奈川県
荒川 啓 神奈川県
アンダンテ株式会社 神奈川県
株式会社アンデザインホームズ 神奈川県
医療法人育愛会 神奈川県
泉田 美穂 神奈川県
有限会社板津農園 神奈川県
医療法人一成舎 神奈川県
伊藤 正紀 神奈川県
岩崎 雅充 神奈川県
株式会社エアー 神奈川県
医療法人社団永仁会 神奈川県
医療法人社団英優會 神奈川県
ＡＣＭ株式会社 神奈川県
株式会社エクセル 神奈川県
有限会社江崎測量設計社 神奈川県
株式会社エス・マーケティング・デザイン・ジャパン 神奈川県
株式会社エスワイケイ 神奈川県
株式会社江戸清 神奈川県
株式会社エヌイーケー 神奈川県
エルアフィード株式会社 神奈川県
医療法人社団扇会 神奈川県
株式会社太田設計 神奈川県
株式会社オオニシユカリ 神奈川県
岡田工業株式会社 神奈川県
有限会社小澤石材店 神奈川県
ガイズカンパニー株式会社 神奈川県
医療法人社団佳久医院 神奈川県
柏倉建設株式会社 神奈川県
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株式会社カズ・マリンプロダクツ 神奈川県
蟹澤 秀光 神奈川県
金子 宏 神奈川県
金原 英明 神奈川県
有限会社神尾酒店 神奈川県
上代工業株式会社 神奈川県
亀井工業ホールディングス株式会社 神奈川県
有限会社亀川石材店 神奈川県
関越ソフトウェア株式会社 神奈川県
株式会社共栄建設 神奈川県
株式会社共栄製作所 神奈川県
医療法人社団輝洋会 神奈川県
串田 祥生 神奈川県
有限会社くま薬局 神奈川県
株式会社ケア・トラスト 神奈川県
医療法人賢信会 神奈川県
建和株式会社 神奈川県
興栄塗料株式会社 神奈川県
向洋電機土木株式会社 神奈川県
株式会社弘陽電設 神奈川県
小林 利也 神奈川県
株式会社コンフォートゾーン 神奈川県
齊藤 曜久 神奈川県
齋藤 友克 神奈川県
相模薬品株式会社 神奈川県
笹井 健吉 神奈川県
佐竹 翼 神奈川県
株式会社サンエー 神奈川県
株式会社サンエキ 神奈川県
サンエスエンジニアリング株式会社 神奈川県
株式会社サンテクノ 神奈川県
株式会社三友ファスニング 神奈川県
有限会社三陽工務店 神奈川県
株式会社ＣＡＥＲ 神奈川県
ジェイホームズ株式会社 神奈川県
有限会社茂光商事 神奈川県
株式会社ＪＡＰＡＮ　ＷＥＬＬＮＥＳＳ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 神奈川県
医療法人修亜会 神奈川県
医療法人社団秀和会 神奈川県
医療法人社団潤風会 神奈川県
正垣 美保 神奈川県
医療法人社団勝正会 神奈川県
有限会社湘南クラフト 神奈川県
湘南ミサワホーム株式会社 神奈川県
医療法人社団信星会 神奈川県
須藤 正尊 神奈川県
株式会社住まいの広場 神奈川県
スマイルビーチスタンダード株式会社 神奈川県
有限会社芹澤設計事務所 神奈川県
株式会社そうまファクトリー 神奈川県
株式会社総和建設 神奈川県
株式会社大恵実業 神奈川県
株式会社ダイヤ建工 神奈川県
髙木 啓二 神奈川県
有限会社高須金属 神奈川県
高橋造園株式会社 神奈川県
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竹永 雅美 神奈川県
谷口 史美 神奈川県
社会福祉法人竹生会 神奈川県
株式会社ティーエイシー 神奈川県
合同会社ＴＯＡ 神奈川県
東海商事株式会社 神奈川県
東京精密発條株式会社 神奈川県
徳岡 敏一 神奈川県
徳永リアルエステート株式会社 神奈川県
株式会社ドリームプランニング 神奈川県
内藤 光俊 神奈川県
中里 修司 神奈川県
長島 剛 神奈川県
医療法人社団ナチュラルスペース 神奈川県
七栗 隆行 神奈川県
有限会社西薬局 神奈川県
株式会社日本スーパーヒート 神奈川県
株式会社日本物産 神奈川県
パートナーズ株式会社 神奈川県
医療法人白山歯科クリニック 神奈川県
橋本電設株式会社 神奈川県
塙 英二 神奈川県
株式会社ピーアイコーポレーション 神奈川県
株式会社ピー・エス・コープ 神奈川県
株式会社ＰＥＡＫ－ＨＵＮＴ 神奈川県
合同会社ＢＣＬ　Ｐｒｏｐｅｒｔｙ　Ｓｅｒｖｉｃｅ 神奈川県
有限会社ピーズ・サプライ 神奈川県
株式会社久田住建 神奈川県
株式会社ファイン 神奈川県
株式会社プライア・コンサルタント 神奈川県
株式会社文踊社 神奈川県
株式会社ＰＥＡＲ 神奈川県
医療法人社団峰生会 神奈川県
株式会社ホームズ 神奈川県
株式会社星工務店 神奈川県
星野 淳一郎 神奈川県
堀田光学工業株式会社 神奈川県
株式会社ＢＯＭプロモーション 神奈川県
株式会社丸江 神奈川県
三澤 和夫 神奈川県
有限会社ミツワコーポレーション 神奈川県
宮本 亮二 神奈川県
株式会社安田製作所 神奈川県
株式会社ヤマソウ 神奈川県
山田 健太郎 神奈川県
医療法人社団やまな 神奈川県
山本 昌広 神奈川県
有限会社ゆうきや 神奈川県
友信建設株式会社 神奈川県
有限会社横浜高速運輸 神奈川県
Ｌｉｆｉｔ株式会社 神奈川県
株式会社陸栄 神奈川県
株式会社Ｒｅｔｕｒｎｅｒ　Ｊａｐａｎ 神奈川県
医療法人社団莉里会 神奈川県
株式会社ルームプラザ 神奈川県
医療法人社団若葉会 神奈川県
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有限会社若松工業 神奈川県
有限会社アイホーム 新潟県
有限会社アグリ・システム 新潟県
旭電工株式会社 新潟県
有限会社五十嵐船舶電機 新潟県
株式会社池田石材興業 新潟県
石神産業株式会社 新潟県
株式会社イチカワ 新潟県
株式会社稲葉工務店 新潟県
株式会社内山組 新潟県
株式会社ウメダニット 新潟県
株式会社エム・エス・ティ 新潟県
株式会社オオハシ 新潟県
大原技術株式会社 新潟県
株式会社大屋造園 新潟県
株式会社柏商事 新潟県
株式会社カネタケ建設 新潟県
有限会社共和木材 新潟県
株式会社ＫＥＮＹＯＵ 新潟県
株式会社郷建築事務所 新潟県
高速紙工業株式会社 新潟県
小杉土建工業株式会社 新潟県
有限会社しみず屋 新潟県
株式会社スリーピークス技研 新潟県
第一食品販売株式会社 新潟県
株式会社ダイトウア 新潟県
医療法人泰庸会 新潟県
高野不動産株式会社 新潟県
株式会社多田組 新潟県
株式会社タフコ 新潟県
有限会社中越計算センター 新潟県
中越道路株式会社 新潟県
医療法人社団Ｄ＆Ｊ 新潟県
株式会社トーク＆トーク 新潟県
トップ工業株式会社 新潟県
有限会社ナガオ 新潟県
株式会社長岡小嶋屋 新潟県
中村ターンテック株式会社 新潟県
有限会社新津清掃社 新潟県
株式会社長谷川電気工業所 新潟県
日之出建材株式会社 新潟県
有限会社平沢タイヤ 新潟県
株式会社廣瀨 新潟県
フジクリエイト株式会社 新潟県
社会福祉法人富士美会 新潟県
株式会社別所材木店 新潟県
豊和建設株式会社 新潟県
北越産業株式会社 新潟県
有限会社ホクヨー製作所 新潟県
有限会社本多自動車 新潟県
丸運建設株式会社 新潟県
株式会社丸五鉄工所 新潟県
株式会社三川観光きのこ園 新潟県
株式会社三田村 新潟県
株式会社ＭＯＲＩＭＯＲＩ－７０ 新潟県
アイオーティカーボン株式会社 富山県
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医療法人社団あいゆう会 富山県
旭産業株式会社 富山県
医療法人社団市野瀬和田内科医院 富山県
株式会社ウエノ 富山県
大浦 健宏 富山県
医療法人社団オーエルシー 富山県
有限会社雄山機器 富山県
株式会社片山土建 富山県
久々江 曜子 富山県
株式会社クザワ富山 富山県
株式会社暮匠 富山県
株式会社菅原工務店 富山県
杉山製機株式会社 富山県
有限会社大栄自動車 富山県
有限会社タカギオート商会 富山県
株式会社高山鉄工所 富山県
株式会社田子製作所 富山県
株式会社富山栄養 富山県
富山交通株式会社 富山県
株式会社富山測量社 富山県
株式会社中尾清月堂 富山県
株式会社永田メデイカル 富山県
日商建材株式会社 富山県
医療法人社団光の道 富山県
平野電業株式会社 富山県
株式会社福島測設 富山県
有限会社ブルー・ワールド 富山県
北陸アルミニウム株式会社 富山県
松倉石油株式会社 富山県
松嶋建設株式会社 富山県
株式会社ミズノマシナリー 富山県
有限会社森勇自動車工学 富山県
有限会社山口鉄工所 富山県
有限会社山崎冷菓 富山県
ヤマサン食品工業株式会社 富山県
株式会社横清 富山県
吉江 正隆 富山県
株式会社Ｙ，ＨＯＵＳＩＮＧ 富山県
渡辺 満 富山県
株式会社アース 石川県
青木織布株式会社 石川県
株式会社アクシス 石川県
株式会社アビリティ 石川県
株式会社嵐工業 石川県
株式会社家守 石川県
池村 昇 石川県
有限会社魚住商事 石川県
社会福祉法人大野町保育園 石川県
株式会社オールウェイズ 石川県
株式会社Ａｌｌ　Ｄａｓｈ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 石川県
株式会社Ａｌｌ　Ｄａｓｈ　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍｓ 石川県
川原 賢功 石川県
環境開発株式会社 石川県
絹川工業株式会社 石川県
有限会社協同設営 石川県
株式会社建築工房正勝 石川県
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宏州建設株式会社 石川県
株式会社公進都市企画 石川県
株式会社高度介護施設運営管理センター 石川県
株式会社米屋 石川県
医療法人社団相良内科医院 石川県
株式会社崎村工務店 石川県
昭栄産業株式会社 石川県
庄田 憲泰 石川県
申 寿道 石川県
新屋食品株式会社 石川県
株式会社セイダイ 石川県
株式会社相互建設 石川県
ソレスト株式会社 石川県
太陽重車輌株式会社 石川県
竹中 丈晴 石川県
立浦 秀丸 石川県
田中 良則 石川県
谷澤 正明 石川県
株式会社中東 石川県
株式会社東洋モータース 石川県
株式会社トスマク 石川県
中岸 敏郎 石川県
中口 研三 石川県
ナレッジメディカル株式会社 石川県
株式会社ノザワ工業 石川県
株式会社ハーティ 石川県
株式会社橋本清文堂 石川県
株式会社英商會 石川県
株式会社船本工務店 石川県
株式会社堀他 石川県
本多 和喜 石川県
有限会社マインドホーム 石川県
前多 裕 石川県
丸井織物株式会社 石川県
丸一石油株式会社 石川県
ミキ株式会社 石川県
株式会社水口モータース 石川県
有限会社メディトラスト 石川県
森造形センター株式会社 石川県
安井 敏成 石川県
有限会社山鉄工 石川県
有限会社山本建築 石川県
山本 良一 石川県
株式会社ユニソ地研 石川県
株式会社横山商会 石川県
吉田メッキ工業株式会社 石川県
医療法人社団よつ葉会 石川県
株式会社ライフアトラス 石川県
医療法人輪友会 石川県
有限会社井上菓匠 福井県
株式会社オーイング 福井県
株式会社オーカワパン 福井県
株式会社オカモト 福井県
株式会社カーショップ宇野商事 福井県
株式会社ガード 福井県
有限会社梶野商店 福井県

27 / 68 ページ



2019年6月26日

事業者名 都道府県

株式会社川上測量コンサルタント 福井県
北畑 五純 福井県
清川建設株式会社 福井県
サイト建設株式会社 福井県
有限会社サクライオート 福井県
学校法人早翠学園 福井県
島崎 盾詩 福井県
株式会社新海 福井県
有限会社スポーツコバヤシ 福井県
株式会社すみよし 福井県
大協建設株式会社 福井県
大和工業株式会社 福井県
株式会社高野組 福井県
田中建設株式会社 福井県
株式会社豊岡工務店 福井県
株式会社中村正 福井県
株式会社日本エー・エム・シー 福井県
丹生建設工業株式会社 福井県
株式会社萩原工業 福井県
株式会社パッケイ 福井県
有限会社羽生建築工業 福井県
株式会社ファヴールマルシェ 福井県
フォレストリンク株式会社 福井県
有限会社福岡鈑金塗装 福井県
株式会社ふたばや 福井県
古谷 経介 福井県
有限会社ホテルアーバンポート 福井県
有限会社松本鉄工所 福井県
有限会社三ツ徳不動産 福井県
医療法人みらいえ 福井県
有限会社銘菓処笑福堂 福井県
有限会社メディカルフィール 福井県
株式会社モジュールホーム 福井県
株式会社リテック 福井県
株式会社ＯＺＫ 山梨県
大村 福雄 山梨県
株式会社大森工務所 山梨県
有限会社介護サービスゆりの里 山梨県
坂本土建株式会社 山梨県
有限会社高部工務所 山梨県
都留貨物自動車株式会社 山梨県
野澤工業株式会社 山梨県
平賀建設有限会社 山梨県
株式会社三宅建築設計事務所 山梨県
株式会社大和工務店 山梨県
株式会社ワイ・イー・エス 山梨県
株式会社飯田自動車学校 長野県
株式会社今井工務店 長野県
株式会社ウイルダイフレックス 長野県
社会福祉法人上田しいのみ会 長野県
有限会社荻原園 長野県
折井電池株式会社 長野県
釜田 俊明 長野県
川島 信也 長野県
株式会社共栄測量設計社 長野県
桐山電機株式会社 長野県
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有限会社窪田モータース 長野県
熊谷 泉 長野県
倉田 邦明 長野県
株式会社ケイワイケイ 長野県
更埴建設株式会社 長野県
シナノカメラ工業株式会社 長野県
有限会社シャレンド 長野県
株式会社水工技建 長野県
鈴木建設株式会社 長野県
株式会社スターフィールド建築設計 長野県
大成測量設計株式会社 長野県
田中 一繁 長野県
塚原石産興業株式会社 長野県
特定非営利活動法人ディサービス柔柔・やわやわ 長野県
株式会社東信商会 長野県
株式会社トモノ 長野県
株式会社Ｔｒａｆｆｉｃ長野 長野県
ＮｉＫＫｉＦｒｏｎ株式会社 長野県
日本綜合建設株式会社 長野県
野村建設株式会社 長野県
有限会社白馬カーホーラム 長野県
株式会社ＨＡＲＡＮＯ 長野県
株式会社ヒーテック 長野県
マツナガ建設株式会社 長野県
丸登電業株式会社 長野県
有限会社丸山菓子舗 長野県
丸山 文孝 長野県
有限会社美すず石材 長野県
株式会社ミスズライフ 長野県
道栄建設株式会社 長野県
宮坂 崇弘 長野県
合同会社Ｍｕｍｅｉ．ｌａｂ 長野県
医療法人Ｍａｉｔｒｅｙａ 長野県
明和工業株式会社 長野県
株式会社山口石材 長野県
優環有限会社 長野県
ライジングコンサルタント株式会社 長野県
六川 慎吾 長野県
アーボ株式会社 岐阜県
浅川建設株式会社 岐阜県
医療法人社団東会 岐阜県
ＡＳ－ＬＩＮＸ株式会社 岐阜県
有限会社安藤商店 岐阜県
株式会社イーグルスタッフ 岐阜県
有限会社井桁屋薬局 岐阜県
有限会社石原器械 岐阜県
株式会社一幸陶苑 岐阜県
医療法人社団稲葉会 岐阜県
井上 泰子 岐阜県
岩井 匡史 岐阜県
株式会社インフォメーションネットワーク郡上八幡 岐阜県
株式会社エイワ 岐阜県
株式会社エコノワ 岐阜県
株式会社恵那テクニカ 岐阜県
株式会社大野工機 岐阜県
大橋 誠 岐阜県
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小川造園株式会社 岐阜県
小木曽 健太朗 岐阜県
オクド株式会社 岐阜県
奥山 良平 岐阜県
株式会社尾関ホットランナープラン 岐阜県
小里 勝彌 岐阜県
株式会社カケフホールディングス 岐阜県
梶川 美千佳 岐阜県
兼松木工有限会社 岐阜県
株式会社川勝興業 岐阜県
川村 美恵子 岐阜県
有限会社岐阜大学前不動産 岐阜県
株式会社岐阜ヘルパー 岐阜県
株式会社協和 岐阜県
国六木材株式会社 岐阜県
株式会社Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｆｉｅｌｄ 岐阜県
有限会社恵南住宅設備 岐阜県
有限会社ゲゼレ 岐阜県
社会福祉法人高佳会 岐阜県
税理士法人小林会計 岐阜県
株式会社小林製作所 岐阜県
サクラ陶器株式会社 岐阜県
株式会社サン・ストラッセ 岐阜県
ＧＫ株式会社 岐阜県
柴田 暁晴 岐阜県
株式会社柴田土木 岐阜県
清水 貴義 岐阜県
下拂 奈月 岐阜県
医療法人章敬会 岐阜県
医療法人社団翔仁会 岐阜県
昭和コンクリート工業株式会社 岐阜県
鈴木 佳歩 岐阜県
鈴木 久士 岐阜県
須田 真紀 岐阜県
傍島 弘朗 岐阜県
株式会社ＳＯＬＩＤ　ＪＡＰＡＮ 岐阜県
株式会社大晃 岐阜県
株式会社大幸住宅可児工房 岐阜県
有限会社高橋鉄工所 岐阜県
合同会社たけの子 岐阜県
田子 将史 岐阜県
株式会社立花園 岐阜県
田中 昌彦 岐阜県
谷端建設株式会社 岐阜県
株式会社塚原製作所 岐阜県
塚本産業株式会社 岐阜県
塚本 真子 岐阜県
津川 祐輔 岐阜県
辻 甫 岐阜県
土屋 善永 岐阜県
株式会社寺町商店 岐阜県
株式会社Ｄｏｅｓ 岐阜県
永田 美樹 岐阜県
中根 淳 岐阜県
中村 直子 岐阜県
西村 綾子 岐阜県
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日電精密工業株式会社 岐阜県
丹羽水道株式会社 岐阜県
株式会社野原組 岐阜県
はぎわらｅ株式会社 岐阜県
株式会社長谷川鉄工所 岐阜県
株式会社ハミングバード 岐阜県
日比野 修三 岐阜県
廣瀬 美樹 岐阜県
有限会社藤井浴槽設備 岐阜県
藤倉自動車株式会社 岐阜県
株式会社フルタ 岐阜県
ヘイセイテック株式会社 岐阜県
株式会社洞口 岐阜県
まごころ株式会社 岐阜県
株式会社松福 岐阜県
株式会社マナブ石材 岐阜県
有限会社マルシン森建設 岐阜県
丸成林建設株式会社 岐阜県
株式会社マン・ネン 岐阜県
美笠建設株式会社 岐阜県
株式会社水生活製作所 岐阜県
有限会社水専 岐阜県
株式会社南組 岐阜県
有限会社美山運輸 岐阜県
株式会社メイホーホールディングス 岐阜県
有限会社　八百清燃料店 岐阜県
安陵 尚浩 岐阜県
株式会社山喜 岐阜県
山下 真知子 岐阜県
山下 真菜未 岐阜県
株式会社ヤマベイ 岐阜県
株式会社ユタカメディカシステムズ 岐阜県
有限会社夢幸望 岐阜県
横山 佳郎 岐阜県
株式会社ＲＡＴＥＣＨ 岐阜県
株式会社アイスタジオウッズ 静岡県
有限会社アヴァンス 静岡県
あおいビルマネジメント株式会社 静岡県
株式会社アスナロカン 静岡県
株式会社アトラス建設 静岡県
天野 真 静岡県
有限会社飯島建設 静岡県
株式会社飯田工業 静岡県
石川 和正 静岡県
石渡 浩貴 静岡県
株式会社泉組 静岡県
株式会社伊勢屋肥料農材 静岡県
株式会社イデア 静岡県
イデキョウホーム株式会社 静岡県
有限会社伊藤金属総業 静岡県
有限会社岩倉溶接工業所 静岡県
インフィック株式会社 静岡県
遠藤建設株式会社 静岡県
株式会社桜花不動産 静岡県
オーアイ・イノベーション株式会社 静岡県
大石 仁 静岡県
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太田 智 静岡県
株式会社オノ・コーポレーション 静岡県
片野設備株式会社 静岡県
加藤造園株式会社 静岡県
加藤 昌紀 静岡県
カネ芳白鳥土建株式会社 静岡県
叶精工株式会社 静岡県
北村 慶史 静岡県
協和工業株式会社 静岡県
株式会社協和鉄工所 静岡県
栗田 満 静岡県
興和建設株式会社 静岡県
五朋建設株式会社 静岡県
株式会社３ｒｄ　Ｉｓｌａｎｄ 静岡県
﨑川 禎彦 静岡県
櫻井 忠好 静岡県
佐藤 和弘 静岡県
三幸エンジニアリング株式会社 静岡県
株式会社三和工務店 静岡県
静鉄ホームズ株式会社 静岡県
株式会社充英アート 静岡県
秀栄ビニール工業株式会社 静岡県
有限会社春華堂 静岡県
医療法人社団順風会 静岡県
進興自動車株式会社 静岡県
医療法人社団真歯研 静岡県
有限会社スギモトシート 静岡県
医療法人社団すぎやま 静岡県
株式会社杉山製作所 静岡県
株式会社スズイチ 静岡県
株式会社鈴昇メタル 静岡県
株式会社Ｓｔａｎｄａｒｄ 静岡県
有限会社スンエン建機 静岡県
有限会社駿遠モータース商会 静岡県
駿豆建設株式会社 静岡県
有限会社清港管理設備センター 静岡県
静和工業株式会社 静岡県
関 英彦 静岡県
ソネック株式会社 静岡県
大協生コン株式会社 静岡県
株式会社ダイケン工務店 静岡県
社会福祉法人長生会 静岡県
株式会社ツチヤコーポレーション 静岡県
株式会社ディ・エッチ・エー・マリンフーズ 静岡県
株式会社デリバリー・ホートク 静岡県
東海興産株式会社 静岡県
株式会社東洋機械製作所 静岡県
東洋ビジネス協同組合 静岡県
株式会社トーキン 静岡県
株式会社戸田建設工業 静岡県
株式会社富田建設 静岡県
株式会社鳥居製缶 静岡県
株式会社トリル 静岡県
中島 泰臣 静岡県
中村 和史 静岡県
有限会社中山建測 静岡県
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有限会社西家鉄工所 静岡県
仁田 直嗣 静岡県
株式会社二和工業商会 静岡県
野口 和也 静岡県
有限会社野沢工務店 静岡県
ｐｉｎｅ　ｖｉｌｌａｇｅ株式会社 静岡県
株式会社袴田精機 静岡県
長谷川 眞康 静岡県
株式会社一杉興業 静岡県
百年住宅株式会社 静岡県
日吉 卓視 静岡県
平野 裕一 静岡県
株式会社ビルド・アップ 静岡県
有限会社ヒロオカ家具センター 静岡県
株式会社フイユ 静岡県
深澤建設株式会社 静岡県
不二運輸株式会社 静岡県
株式会社フルカワ 静岡県
株式会社ブローチ研削工業所 静岡県
株式会社平成建設 静岡県
株式会社Ｂｅｌｆｉｏｒｅ 静岡県
社会福祉法人まごころ 静岡県
株式会社まごころ介護サービス 静岡県
株式会社増田組 静岡県
松下 悟 静岡県
株式会社マブチ工業 静岡県
株式会社マルチ 静岡県
株式会社丸仲鐵工所 静岡県
株式会社丸紅 静岡県
丸明建設株式会社 静岡県
有限会社水田建設 静岡県
社会保険労務士法人村松事務所 静岡県
望月 繁和 静岡県
森田 功 静岡県
矢田 誠 静岡県
株式会社山装 静岡県
山田 貴史 静岡県
株式会社ヤマト 静岡県
株式会社吉見書店 静岡県
米山 武義 静岡県
株式会社ライズワン 静岡県
株式会社レッツ 静岡県
株式会社ワークス 静岡県
株式会社渡辺測量 静岡県
渡邉 義介 静岡県
有限会社アイエードゥー 愛知県
株式会社アイ・エス・オー 愛知県
株式会社アイ・エス・ジェイ 愛知県
株式会社愛央技研 愛知県
有限会社アイズ 愛知県
株式会社愛知印刷工業 愛知県
愛知県総合開発事業協同組合 愛知県
愛長造園有限会社 愛知県
株式会社愛知レジン 愛知県
有限会社アイチワーカー 愛知県
愛日緑化造園株式会社 愛知県
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株式会社アイビーエス 愛知県
株式会社赤津の里 愛知県
Ａｑｕａ　Ｊ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ株式会社 愛知県
浅田カントリー株式会社 愛知県
株式会社あづま 愛知県
有限会社アド・フューチャー 愛知県
株式会社アフェクション 愛知県
阿部 正俊 愛知県
株式会社Ａｌｔｉａ 愛知県
アルファス株式会社 愛知県
株式会社安藤組 愛知県
有限会社安東工業 愛知県
医療法人安藤内科クリニック 愛知県
株式会社イートジョイ・フードサービス 愛知県
株式会社いさむ・ポーク 愛知県
石川 高寛 愛知県
有限会社石島エンジニア 愛知県
株式会社石田技術コンサルタンツ 愛知県
石嶽石工業有限会社 愛知県
株式会社イシダナゴヤ 愛知県
有限会社石のセンター稲葉 愛知県
石橋青果株式会社 愛知県
石原冷熱有限会社 愛知県
磯崎 ケイジ 愛知県
株式会社一建プロジェクト 愛知県
株式会社一心 愛知県
株式会社いのこ 愛知県
株式会社イノベーションサービス 愛知県
今井 いずみ 愛知県
井本 政秀 愛知県
医療法人岩川歯科医院 愛知県
岩月 靖夫 愛知県
株式会社インフィニクス 愛知県
合同会社ヴィッツ 愛知県
上田 直矢 愛知県
株式会社Ｗｅｌｌｏｏｐ 愛知県
医療法人英誠会 愛知県
株式会社エイトスター 愛知県
株式会社エイトナイン 愛知県
土地家屋調査士法人Ａ　Ｐｌａｙｅｒｓ 愛知県
エグセファーム株式会社 愛知県
有限会社エスセラム 愛知県
有限会社エスプロジェクト 愛知県
株式会社エヌ・ディ・オー 愛知県
株式会社Ｍ・Ａ－Ｓｔｙｌｅ 愛知県
Ｌ＆Ｍ株式会社 愛知県
株式会社エレスト 愛知県
合同会社ＯｉＣ 愛知県
株式会社桜花 愛知県
大沢金型製作所有限会社 愛知県
株式会社大嶋電機 愛知県
株式会社オートボディーショップ慎三 愛知県
大野精工株式会社 愛知県
大堀 洋子 愛知県
株式会社オールワン 愛知県
株式会社岡崎工業 愛知県

34 / 68 ページ



2019年6月26日

事業者名 都道府県

岡崎製材株式会社 愛知県
小笠原製粉株式会社 愛知県
株式会社オギシヤ建材 愛知県
株式会社オサダ 愛知県
株式会社ＯＺ 愛知県
有限会社オノギ不動産 愛知県
小野 美佐子 愛知県
株式会社オンザロード 愛知県
株式会社ガーデンメーカー 愛知県
鍛治賢工業株式会社 愛知県
梶野 真一 愛知県
ガッコウプラス株式会社 愛知県
株式会社ＧＵＴＳ 愛知県
株式会社兼松 愛知県
加納 鉦二 愛知県
鎌倉 寿 愛知県
神谷 浩司 愛知県
株式会社刈谷ケアサービスさくら 愛知県
川合自動車株式会社 愛知県
河合 ユリ子 愛知県
岸本 大 愛知県
医療法人きとうクリニック 愛知県
木俣 大地 愛知県
木全 信之 愛知県
協栄興業株式会社 愛知県
共英工業株式会社 愛知県
株式会社協栄ホーニング 愛知県
株式会社協道 愛知県
株式会社京名電工 愛知県
株式会社キョーメイ 愛知県
株式会社勤労食 愛知県
株式会社日下歯車製作所 愛知県
グリーンテックジャパン株式会社 愛知県
栗木商事株式会社 愛知県
株式会社クレイン工芸社 愛知県
クレユーコーポレーション株式会社 愛知県
株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｗａｔｃｈ 愛知県
黒柳設備株式会社 愛知県
株式会社Ｋ－Ｄｒｅａｍ１ 愛知県
有限会社ケンズ 愛知県
株式会社ケンセイ 愛知県
医療法人社団健誠会 愛知県
建設ゴム株式会社 愛知県
株式会社建築工房きらく 愛知県
医療法人幸創会 愛知県
小島 正嗣 愛知県
小平 真司 愛知県
株式会社ｃｏｍｒａｄｅ 愛知県
コンシューマーズ・ハッピー株式会社 愛知県
近藤 和雄 愛知県
近藤 一人 愛知県
齋藤 紀子 愛知県
株式会社坂井工業所 愛知県
株式会社榊原 愛知県
榊原 幹敏 愛知県
阪本 優仁 愛知県
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有限会社サクセス 愛知県
株式会社桜木 愛知県
株式会社桜サービス 愛知県
有限会社ササキ 愛知県
佐藤 千秋 愛知県
佐野工業株式会社 愛知県
株式会社サランジェ 愛知県
有限会社サン・オリオン 愛知県
株式会社三陽製作所 愛知県
有限会社ジィーウェイ 愛知県
株式会社ジーツーカンパニー 愛知県
株式会社ＪＥＤ 愛知県
株式会社ＪＴ 愛知県
Ｊプランニング合同会社 愛知県
株式会社ＪＥＭＣＯ 愛知県
医療法人慈修会 愛知県
有限会社シバハラ精工 愛知県
有限会社十四山モータース 愛知県
株式会社就労センター 愛知県
昭和セラミックス株式会社 愛知県
株式会社Ｊｏｋｅｒ 愛知県
株式会社じょぶれい 愛知県
株式会社シンエイアクト 愛知県
杉浦 剛 愛知県
有限会社杉田建築 愛知県
有限会社スズカ 愛知県
有限会社鈴木運送 愛知県
鈴村 佳弘 愛知県
株式会社Ｓｔｙｌｅｓ・ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ 愛知県
株式会社ストーン 愛知県
医療法人スマイルスマイル 愛知県
墨田トータルサービス株式会社 愛知県
株式会社西濃 愛知県
関戸工業株式会社 愛知県
セント・グループ株式会社 愛知県
株式会社装建 愛知県
医療法人颯真会 愛知県
株式会社創羽 愛知県
大三鋼機株式会社 愛知県
大日印刷株式会社 愛知県
太美工芸株式会社 愛知県
有限会社大丸本舗 愛知県
大有コンクリート工業株式会社 愛知県
株式会社ダイワ 愛知県
大和グラビヤ株式会社 愛知県
株式会社タカギスチール 愛知県
高木特殊工業株式会社 愛知県
有限会社タカハシ印刷 愛知県
株式会社高部鉄工 愛知県
有限会社竹内技研工業 愛知県
武田 紀奈 愛知県
武田 隆作 愛知県
株式会社タスコ 愛知県
株式会社タツミハウジング 愛知県
舘林 仁美 愛知県
株式会社立松鉄工 愛知県
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株式会社田中綜合設計 愛知県
田中 康之 愛知県
田端 温 愛知県
株式会社タフ 愛知県
株式会社チャイルドハート高井 愛知県
株式会社チャイルドハートみらい 愛知県
中京コピー株式会社 愛知県
医療法人塚本歯科医院 愛知県
塚脇 由佳 愛知県
株式会社つくしナーシング 愛知県
綱島 吉彦 愛知県
株式会社ＴＲＣ 愛知県
株式会社ティ・エフ・シー 愛知県
株式会社デイジー 愛知県
有限会社デイリーファーム 愛知県
株式会社ＴＥＫＮＩＡ 愛知県
合資会社テクノセブン 愛知県
鉄道本舗株式会社 愛知県
株式会社デューアソシエ 愛知県
寺西 惇 愛知県
株式会社土井自動車 愛知県
東栄タイヤ有限会社 愛知県
東海資源株式会社 愛知県
東海物産株式会社 愛知県
社会福祉法人頭護会 愛知県
東明土木株式会社 愛知県
東洋工業株式会社 愛知県
東洋ファイン株式会社 愛知県
株式会社遠山建設 愛知県
トーリンホーム株式会社 愛知県
株式会社トキワＴＣ 愛知県
徳永 めぐ美 愛知県
常滑運輸株式会社 愛知県
戸谷 肇 愛知県
トップアスリート株式会社 愛知県
トップメゾン株式会社 愛知県
有限会社トパーズ 愛知県
合資会社冨田商店 愛知県
豊田電気株式会社 愛知県
合同会社トラーム 愛知県
株式会社トライアンフ 愛知県
株式会社ドライバンク 愛知県
株式会社トラスト 愛知県
株式会社トラベルコンシェルジュ 愛知県
中一建設工業株式会社 愛知県
株式会社永田屋 愛知県
株式会社中日本土地 愛知県
長屋印刷株式会社 愛知県
ナガヤ塗料株式会社 愛知県
名古屋ショーケース株式会社 愛知県
合同会社名古屋夜間介護センター 愛知県
医療法人ナディアパークデンタルクリニック 愛知県
株式会社南国総合商事 愛知県
株式会社ニシ 愛知県
日急株式会社 愛知県
日東電気株式会社 愛知県
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一般社団法人日本エナジーテラピー協会 愛知県
株式会社日本道路案内標識 愛知県
有限会社ネオエージェンシー 愛知県
株式会社ネットプラザ 愛知県
株式会社野々山 愛知県
野村 素弘 愛知県
株式会社ハートフルコミュニケーションズ 愛知県
株式会社ハウスコレクション 愛知県
パウダーフーズフォレスト株式会社 愛知県
有限会社葉栗自動車 愛知県
株式会社パコント 愛知県
株式会社ＨＡＴＡＳＵ 愛知県
服部株式会社 愛知県
服部地所株式会社 愛知県
有限会社ハヤカワ 愛知県
林 隆志 愛知県
林 義将 愛知県
原田技研工業株式会社 愛知県
原田 正生 愛知県
有限会社春日建材 愛知県
株式会社判東印刷所 愛知県
阪野 照定 愛知県
株式会社ピーチ 愛知県
株式会社Ｂｅａｎｓ 愛知県
株式会社ビギン 愛知県
日高 修 愛知県
株式会社ＢＩＧ　ＳＨＯＰ　ＪＡＰＡＮ 愛知県
株式会社ビックショップジャパン 愛知県
株式会社フォスター 愛知県
株式会社フォルツ 愛知県
深田電機株式会社 愛知県
株式会社ＦＵＪＩ技研 愛知県
株式会社藤工業所 愛知県
株式会社二葉 愛知県
医療法人ぷらすわん 愛知県
ブルーオーシャン株式会社 愛知県
ＰＲＯＭ　ＢＩＴＯＷＡ株式会社 愛知県
有限会社平和自動車 愛知県
株式会社ベネフィッツ 愛知県
豊安工業株式会社 愛知県
株式会社ＢＯＺＬＥＳ 愛知県
株式会社星野装備 愛知県
株式会社ホタコン 愛知県
堀井 聡 愛知県
株式会社堀総合事務所 愛知県
株式会社マウントファーマ 愛知県
有限会社前畑工務店 愛知県
株式会社マクロアークス 愛知県
有限会社まこと調剤薬局 愛知県
株式会社町井製作所 愛知県
有限会社マツイ電気 愛知県
株式会社松本設備 愛知県
丸石醸造株式会社 愛知県
株式会社マルイモータース 愛知県
有限会社丸周こばやし工務店 愛知県
株式会社まるたか水野コーポレーション 愛知県
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マルテツ機工株式会社 愛知県
有限会社マルトミ 愛知県
マルヤマ株式会社 愛知県
御崎コンベヤー株式会社 愛知県
ミズタニ機販株式会社 愛知県
ミズホ鋼機株式会社 愛知県
株式会社みづほ合成工業所 愛知県
有限会社ミナミクリーニング店 愛知県
ミヒロ工業株式会社 愛知県
宮澤 幸男 愛知県
ムツミ工業株式会社 愛知県
株式会社ムラサキヤ 愛知県
名新パイピング株式会社 愛知県
株式会社ＭＥＩＮＡＮ 愛知県
株式会社名南精密製作所 愛知県
株式会社名豊技研 愛知県
株式会社メカメイト 愛知県
有限会社メンバーズまこと 愛知県
株式会社モリタ 愛知県
有限会社森田製作所 愛知県
モリックス株式会社 愛知県
森平 勝 愛知県
森本 高廣 愛知県
守山工業株式会社 愛知県
梁原 一樹 愛知県
株式会社ヤマイチ 愛知県
株式会社ヤマカワ 愛知県
山口 隆資 愛知県
山口 大輝 愛知県
山下機械株式会社 愛知県
株式会社山下工作所 愛知県
株式会社山商店 愛知県
株式会社山善 愛知県
山田工機株式会社 愛知県
株式会社山田製作所 愛知県
有限会社ヤマト技研 愛知県
株式会社柔 愛知県
特定非営利活動法人遊夢 愛知県
医療法人陽山会げんき歯科 愛知県
吉田 朋弘 愛知県
株式会社ラスティック 愛知県
株式会社ＬＡＳＨ　ＤＯＬＬ　ＪＡＰＡＮ 愛知県
リペアガレージ株式会社 愛知県
ｒｅｍｏｒｅ株式会社 愛知県
株式会社ルフトインテリア 愛知県
株式会社レジェンド 愛知県
株式会社レスポアール 愛知県
株式会社ＲＯＭＡ 愛知県
株式会社ロンド・ベル 愛知県
株式会社Ｒｏｎ　Ｌｉｎｅ 愛知県
株式会社ワールドアライブ 愛知県
株式会社ワイズデザイン 愛知県
株式会社鷲野自動車商会 愛知県
株式会社アスカ総合設計 三重県
阿竹印刷工業株式会社 三重県
株式会社伊谷建設 三重県
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市橋 秀平 三重県
株式会社いつき家 三重県
株式会社ウェルカム 三重県
株式会社Ａ－ＬＩＮＥ 三重県
株式会社エス・ケイ・ケイ 三重県
有限会社Ｓ・Ｋ・Ｋ 三重県
オー・シー・エム東海株式会社 三重県
株式会社大島水道 三重県
小川 浩志 三重県
株式会社沖縄 三重県
笠原 浩義 三重県
株式会社金山商会 三重県
株式会社カワチョー 三重県
有限会社北山建築 三重県
桑名エンヂニアリングプラスチック株式会社 三重県
桑名電気産業株式会社 三重県
医療法人桑名病院 三重県
元坂酒造株式会社 三重県
医療法人好歯会 三重県
有限会社小林組 三重県
山宝株式会社 三重県
株式会社ＪＳＫ 三重県
住宅保全三重株式会社 三重県
株式会社ＳＩＮＣＥＲＯ 三重県
株式会社スギショウ 三重県
株式会社杉本組 三重県
有限会社大恵工務店 三重県
税理士法人だいち 三重県
有限会社Ｄ’ｓネットワーク 三重県
株式会社Ｔ・Ａ・Ｇ 三重県
徳村測量・設計サポート株式会社 三重県
長井 佑一 三重県
有限会社中村不動産販売 三重県
ハウスセンターオカベ株式会社 三重県
浜口土木株式会社 三重県
株式会社光機械製作所 三重県
株式会社日乃出エヤコン 三重県
フードサービス三重有限会社 三重県
福井工業有限会社 三重県
医療法人福翔会 三重県
社会福祉法人福徳会 三重県
福持 恵美 三重県
藤吉プラスチック株式会社 三重県
有限会社二見木工建設 三重県
株式会社マスヤ 三重県
株式会社マツオカ鉄工 三重県
宮田 晃男 三重県
森大建地産株式会社 三重県
山添建設株式会社 三重県
株式会社リハ＆リラ 三重県
新木産業株式会社 滋賀県
株式会社アルフ 滋賀県
医療法人いしべ耳鼻咽喉科 滋賀県
株式会社伊吹正 滋賀県
株式会社エム・アドバンズ 滋賀県
大﨑 洋人 滋賀県
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株式会社快楽住宅 滋賀県
株式会社カロカ急配 滋賀県
株式会社木の家専門店谷口工務店 滋賀県
甲賀高分子株式会社 滋賀県
合同自動車株式会社 滋賀県
社会福祉法人湖東会 滋賀県
株式会社湖都コーポレーション 滋賀県
有限会社サザンレイク 滋賀県
島田 遥 滋賀県
正和設計株式会社 滋賀県
株式会社夕照 滋賀県
大英測量設計株式会社 滋賀県
田中 肇 滋賀県
津田 靖英 滋賀県
株式会社トーコー開発関西 滋賀県
株式会社野村石材店 滋賀県
株式会社ＰＣＣ 滋賀県
藤井 肇 滋賀県
株式会社ＰＲＩＭＡ　ＰＬＡＮ 滋賀県
古田 紡 滋賀県
株式会社松尾自動車部品 滋賀県
株式会社マルタケ近江西川 滋賀県
株式会社マルモト 滋賀県
株式会社マルヨネ 滋賀県
宮川 博光 滋賀県
室谷 篤男 滋賀県
メインテック株式会社 滋賀県
メディアサポート株式会社 滋賀県
メニックス株式会社 滋賀県
有限会社　森建 滋賀県
株式会社矢島製作所 滋賀県
安田 茂雄 滋賀県
株式会社山正 滋賀県
株式会社山田園芸 滋賀県
有限会社ゆー空間建築事務所 滋賀県
有限会社ラ・リヴィエール 滋賀県
リ・プロダクツ株式会社 滋賀県
株式会社ＯｎｅＳｔｙｌｅ 滋賀県
青山商事株式会社 京都府
株式会社アクセル 京都府
株式会社アジット 京都府
東電気工事株式会社 京都府
株式会社荒木飼料店 京都府
有田 耕介 京都府
株式会社石寅 京都府
泉 寿満 京都府
株式会社インバウンドプラス 京都府
宇治電器工業株式会社 京都府
エイミック株式会社 京都府
株式会社エール 京都府
有限会社ＳＥＪ 京都府
エスエスアイ株式会社 京都府
有限会社奥村装飾 京都府
尾﨑 久士 京都府
小田裕美建築設計事務所株式会社 京都府
笠井建設株式会社 京都府
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片野 晏弘 京都府
株式会社金市商店 京都府
カミノ建設株式会社 京都府
株式会社川勝造園 京都府
河 太龍 京都府
株式会社河村 京都府
岸下建設株式会社 京都府
木津運送株式会社 京都府
京都ＥＩＣ株式会社 京都府
株式会社京都ハウス 京都府
京和産業株式会社 京都府
株式会社キンキ・プラミング 京都府
近畿安全施設株式会社 京都府
きんきグリーン株式会社 京都府
グリーンランドみずほ株式会社 京都府
株式会社ケイアソシエイツ 京都府
株式会社ＫＴＳ 京都府
株式会社ＫＰホールディングス 京都府
株式会社ケーワイプラン 京都府
株式会社興亜 京都府
公成建設株式会社 京都府
河野 貞二 京都府
こと京野菜株式会社 京都府
株式会社ごぶごぶ 京都府
小松 真理子 京都府
株式会社蔡建設 京都府
有限会社阪本造園工務所 京都府
澤﨑 誠 京都府
株式会社サンコウホーム 京都府
サンプラスチックス株式会社 京都府
仕合 裕 京都府
株式会社シークリエーション 京都府
株式会社シー・ジェイ・エフ 京都府
有限会社昭二 京都府
有限会社真勝 京都府
医療法人社団進耀会 京都府
新和自動車株式会社 京都府
株式会社すずらん薬局 京都府
株式会社成和 京都府
株式会社セミテックインターナショナル 京都府
センサテック株式会社 京都府
第一商会株式会社 京都府
株式会社泰光 京都府
大平建設株式会社 京都府
大和興産株式会社 京都府
株式会社竹内一二商店 京都府
竹内 幹雄 京都府
竹之内運送株式会社 京都府
有限会社田丸 京都府
株式会社チェリーガーデン 京都府
有限会社ティオス 京都府
株式会社テイル 京都府
テラマチ株式会社 京都府
株式会社電弘社 京都府
株式会社特殊高所技術 京都府
株式会社徳本組 京都府
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中居 伸行 京都府
株式会社ナカタ 京都府
並河 治之 京都府
日本紙業有限会社 京都府
のぞみ興産株式会社 京都府
株式会社Ｈａｇｉｗａｒａ 京都府
株式会社萩原工務店 京都府
株式会社ハヤカワ 京都府
林 英福 京都府
隼瀬 純次 京都府
有限会社福井度量器 京都府
株式会社冨士興業 京都府
株式会社フジモールド 京都府
株式会社平和建設 京都府
平和住宅建設株式会社 京都府
株式会社北洋工機 京都府
北陽測地株式会社 京都府
前澤 智彦 京都府
株式会社枡儀 京都府
松田 正義 京都府
株式会社松本組 京都府
株式会社ミレ・エキスパート 京都府
株式会社安本武司商店 京都府
山口 義弘 京都府
山崎電気株式会社 京都府
有限会社山正建設 京都府
山本 裕子 京都府
吉田 和正 京都府
株式会社吉村製図 京都府
有限会社リースキンマキシマ 京都府
株式会社リハビテック 京都府
有限会社蓮月 京都府
ローランド工業株式会社 京都府
株式会社アートウインズ 大阪府
アイ・ディー・エー株式会社 大阪府
アイ・エス・エックス株式会社 大阪府
合同会社アイライズ 大阪府
株式会社赤松電機製作所 大阪府
株式会社アクアライズ 大阪府
株式会社浅野製作所 大阪府
株式会社アソシエイト創 大阪府
株式会社Ａｄａｃｈｉ　Ｇｒｏｕｐ 大阪府
株式会社アップスペース 大阪府
株式会社Ｕｐ　ｔｏ　ｙｏｕ 大阪府
アドヴァンスアーキテクツ株式会社 大阪府
株式会社アドシステム 大阪府
社会福祉法人阿望仔 大阪府
有限会社アミューズ 大阪府
株式会社アリシア 大阪府
有馬 敬介 大阪府
株式会社アルファーテクノロジー 大阪府
アロー建設株式会社 大阪府
株式会社イーナリンク 大阪府
株式会社育星会 大阪府
株式会社イクタ 大阪府
医療法人育侑会花野歯科 大阪府
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ヰゲタ鋼管工業株式会社 大阪府
池成 裕介 大阪府
池本刷子工業株式会社 大阪府
石井 貴文 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
石田精工株式会社 大阪府
株式会社泉佐野センターホテル 大阪府
医療法人医尊会　森口循環器内科 大阪府
市川 勝治 大阪府
株式会社ＩＫＫＥＮ 大阪府
伊藤 佑磨 大阪府
戌亥 修二 大阪府
株式会社茨木ゴルフセンター 大阪府
株式会社伊予結納センター 大阪府
株式会社イワイ 大阪府
株式会社ヴィレッジ 大阪府
株式会社ＷＯＭＢ 大阪府
上島珈琲貿易株式会社 大阪府
医療法人ウェルネスＴＯＫ 大阪府
内田 晃雄 大阪府
梅田 剛 大阪府
浦田 政憲 大阪府
株式会社Ｈ・Ｉ・Ｋ 大阪府
合同会社Ｈ＆Ｈ 大阪府
医療法人栄知会 大阪府
Ａ－住宅合同会社 大阪府
株式会社エクセル・クリエイツ 大阪府
エクレシア株式会社 大阪府
合同会社ＳＳＰＪ 大阪府
エヌ・エス・ケーニシダ工業株式会社 大阪府
Ｆ株式会社 大阪府
エフシースタンダードロジックス株式会社 大阪府
株式会社ＭＮＫ 大阪府
株式会社エムズコーポレーション 大阪府
大紀商事株式会社 大阪府
株式会社オーク 大阪府
大阪建設株式会社 大阪府
太田 勝久 大阪府
大森 直弘 大阪府
岡井 康浩 大阪府
岡所 伸一 大阪府
岡 文右衛門 大阪府
株式会社岡本製作所 大阪府
奥山 裕治 大阪府
株式会社オズ・ワーク 大阪府
お茶の間設計株式会社 大阪府
株式会社オッジ・インターナショナル 大阪府
鈇田 豊 大阪府
社会福祉法人香久山会 大阪府
春日 政彦 大阪府
株式会社カスタムジャパン 大阪府
勝井鋼業株式会社 大阪府
金山 満博 大阪府
可児 良昭 大阪府
株式会社ｃａｒｎａ 大阪府
学校法人川田学園 大阪府
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株式会社関西クリエイト 大阪府
神戸 隆弘 大阪府
北次株式会社 大阪府
株式会社北野企画 大阪府
北村 幸治 大阪府
キッコー製菓株式会社 大阪府
木下 博司 大阪府
株式会社久宝 大阪府
株式会社共伸鋳工 大阪府
協和株式会社 大阪府
株式会社共和コーポレーション 大阪府
株式会社近畿日本コンサルタント 大阪府
株式会社クオリス 大阪府
グッドコーポレーション株式会社 大阪府
株式会社工藤電機 大阪府
倉橋 功 大阪府
株式会社クラフトスクエア 大阪府
クラブビオ株式会社 大阪府
株式会社クリオ 大阪府
税理士法人栗田合同会計事務所 大阪府
一般社団法人ＣＲＥＤＯ 大阪府
株式会社グローウィング 大阪府
株式会社クローバー 大阪府
株式会社クロスウォーク 大阪府
株式会社クロス総合企画 大阪府
桑原 和馬 大阪府
株式会社景華園 大阪府
株式会社計測工業 大阪府
医療法人健世会 大阪府
株式会社コウワ 大阪府
小越 政直 大阪府
後藤産業株式会社 大阪府
株式会社ＣＯＮＹ　ＪＡＰＡＮ 大阪府
小西マーク株式会社 大阪府
小林精工株式会社 大阪府
株式会社コレル 大阪府
株式会社西鶴 大阪府
株式会社斎藤教販 大阪府
堺ヤクルト販売株式会社 大阪府
榊原 正樹 大阪府
坂本 博 大阪府
櫻井 多美 大阪府
櫻井 康雄 大阪府
讃井 茂行 大阪府
サヌキ制服株式会社 大阪府
株式会社サンケイマニュファテック 大阪府
三恵メリヤス株式会社 大阪府
三秀車体工業株式会社 大阪府
株式会社三青社 大阪府
ＳＡＮＰＬＡ　Ｐ３株式会社 大阪府
三宝ステンレス工業株式会社 大阪府
ＧＦアセットマネジメント株式会社 大阪府
ＧＦキャピタルマネジメント株式会社 大阪府
株式会社ＣＬＣ 大阪府
株式会社シーキューブ夢ハウス 大阪府
株式会社ジェイケイホーム 大阪府
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株式会社ＣＢパートナー 大阪府
株式会社シミズインダストリー 大阪府
清水工業株式会社 大阪府
株式会社シャルビー 大阪府
白ハト食品工業株式会社 大阪府
シンメイ近畿株式会社 大阪府
進和建設工業株式会社 大阪府
医療法人すが歯科クリニック 大阪府
株式会社スズホーム 大阪府
株式会社スリーエフ技研 大阪府
生企工営株式会社 大阪府
株式会社精研 大阪府
成興運輸株式会社 大阪府
株式会社ＺＡ 大阪府
有限会社セメントプロデュースデザイン 大阪府
株式会社セルヴィス 大阪府
株式会社センエイ 大阪府
双伸商事株式会社 大阪府
袖山株式会社 大阪府
大樹住建株式会社 大阪府
株式会社ダイケンリフォームサービス 大阪府
株式会社ダイセイビルド 大阪府
株式会社大道 大阪府
高橋 昭雄 大阪府
髙橋 一夫 大阪府
高部 恭子 大阪府
株式会社タカミエンジ 大阪府
高山 佳久 大阪府
田中化工株式会社 大阪府
田中電工株式会社 大阪府
田中 正治 大阪府
谷口 彰 大阪府
谷勇建設株式会社 大阪府
田部 優 大阪府
辻 清 大阪府
辻本メディカル株式会社 大阪府
蔦田 正人 大阪府
株式会社ティーエス 大阪府
ティーガッツケイ株式会社 大阪府
有限会社Ｔ－ＣＯＡ 大阪府
株式会社ディーホープ 大阪府
株式会社テイクジーン 大阪府
有限会社テクニカルアロイ商事 大阪府
テクニコ株式会社 大阪府
株式会社テクノサービス 大阪府
株式会社テクノブレイン 大阪府
株式会社ＤＥＴＬＡ 大阪府
東海化成品株式会社 大阪府
株式会社東邦 大阪府
東陽産業株式会社 大阪府
株式会社トータルサポート 大阪府
中井建設株式会社 大阪府
長尾 典尚 大阪府
中島 誠 大阪府
中本 由理 大阪府
楠公建設株式会社 大阪府
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南陽トレーディング株式会社 大阪府
西島 圭 大阪府
西島 陽助 大阪府
西村建設株式会社 大阪府
西村工業株式会社 大阪府
医療法人西村歯科 大阪府
日進医療器株式会社 大阪府
ニッセイエンタープライズ有限会社 大阪府
ニッソクセンサー株式会社 大阪府
株式会社日本フラッシュ 大阪府
株式会社ネクステム 大阪府
野木 愼祐 大阪府
株式会社野澤工務店 大阪府
株式会社ノボル電機 大阪府
株式会社パーマンコーポレーション 大阪府
株式会社パーラメント 大阪府
ハイネスコーポレーション株式会社 大阪府
株式会社バクワークス 大阪府
社会福祉法人花の会 大阪府
有限会社はなまる 大阪府
林 圭次 大阪府
有限会社原園オート 大阪府
原田繊維株式会社 大阪府
原 正人 大阪府
有限会社ハルコーポレーション 大阪府
株式会社ハンナン 大阪府
ＰＣ－ＳＴＹＬＥ株式会社 大阪府
有限会社ピー・ジェイ 大阪府
株式会社ピーナッツファ－ム 大阪府
株式会社ヒーリングワークス 大阪府
有限会社ひかり工務店 大阪府
ヒゴグリラー株式会社 大阪府
株式会社ビティー 大阪府
株式会社ビデオエイペックス 大阪府
株式会社檜ハウジング 大阪府
株式会社ピポ 大阪府
株式会社ビューティフルライフ・ナビ 大阪府
有限会社ヒューマンリンク 大阪府
株式会社平岡建築設計室 大阪府
ファーストライフ株式会社 大阪府
ファミティホーム株式会社 大阪府
株式会社ふくはち 大阪府
株式会社フジ・エクステリア 大阪府
株式会社藤岡組 大阪府
医療法人藤代歯科 大阪府
株式会社冨士屋かまぼこ 大阪府
ブライトキャスト株式会社 大阪府
株式会社プラスイノベーション 大阪府
プリセプト株式会社 大阪府
株式会社ブルータス 大阪府
株式会社古谷鉄工所 大阪府
株式会社ブンラク 大阪府
別府 穣 大阪府
ＶＯＹＡＧＥＲ株式会社 大阪府
株式会社朋有 大阪府
株式会社ＨＯＬＵＳ 大阪府
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ＨＯＭＭＡ株式会社 大阪府
株式会社Ｈｏｒｉｂｅ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ 大阪府
本多 弘之 大阪府
株式会社ＭＡＲＴＩＮ 大阪府
マクテック株式会社 大阪府
枡田 宗利 大阪府
株式会社松尾電設 大阪府
株式会社松下組 大阪府
松下工業株式会社 大阪府
松元 秀樹 大阪府
株式会社松屋 大阪府
マツヤ産業株式会社 大阪府
株式会社マナユニット 大阪府
株式会社マルカン 大阪府
株式会社マルタカ 大阪府
丸毛自動車工業株式会社 大阪府
株式会社満天 大阪府
萬野 俊史 大阪府
株式会社ミートアート 大阪府
株式会社三国自動車 大阪府
有限会社三津屋電化工業所 大阪府
株式会社ミナミライプル 大阪府
株式会社源実業 大阪府
株式会社宮林電工 大阪府
三幸建設株式会社 大阪府
株式会社ミラージュ 大阪府
株式会社むつみ住建 大阪府
医療法人メディエフ 大阪府
毛利 晃彦 大阪府
株式会社Ｍｏｎｏ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ 大阪府
森鋼材株式会社 大阪府
森 俊之 大阪府
株式会社モンベルホールディングス 大阪府
株式会社八木研 大阪府
矢倉 喬成 大阪府
八州電工株式会社 大阪府
株式会社ヤシロ 大阪府
株式会社ヤスオカ 大阪府
株式会社ヤトゴルフ 大阪府
ヤマウチ製菓株式会社 大阪府
山口 一也 大阪府
山口 孝浩 大阪府
山﨑 豊文 大阪府
山下造園土木株式会社 大阪府
有限会社山昇外構造園 大阪府
株式会社ヤマス 大阪府
山泉株式会社 大阪府
株式会社ヤマトウ 大阪府
株式会社ヤン・アルファ 大阪府
株式会社ユーズテクノ 大阪府
医療法人雄々会 大阪府
株式会社ユーロプランニング 大阪府
横山 永 大阪府
株式会社リアールライフ 大阪府
合同会社リアル 大阪府
株式会社リビアス 大阪府
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医療法人緑風会 大阪府
有限会社ルートサービス 大阪府
株式会社ロイヤルティ 大阪府
株式会社ワークス・ワン 大阪府
医療法人若狭歯科医院 大阪府
渡部 修二 大阪府
株式会社アーチ 兵庫県
ＩＭＩジャパン株式会社 兵庫県
株式会社アガヤ 兵庫県
社会福祉法人あかりの家 兵庫県
秋武林業株式会社 兵庫県
株式会社浅井工業 兵庫県
浅野 公彦 兵庫県
アスカカンパニー株式会社 兵庫県
安達 隆 兵庫県
株式会社ａｙｕｔｏ 兵庫県
有本 眞也 兵庫県
淡路測量設計株式会社 兵庫県
合資会社アワソフ 兵庫県
生田 勝章 兵庫県
石岡 一晃 兵庫県
石田 豪 兵庫県
今村産業株式会社 兵庫県
鵜飼 高史 兵庫県
梅岡株式会社 兵庫県
株式会社ウメザワ商会 兵庫県
株式会社ＡＰＳカーライフ兵庫 兵庫県
株式会社ＡＢＣ医療 兵庫県
エムズサロン株式会社 兵庫県
太田工務店株式会社 兵庫県
太田自動車株式会社 兵庫県
株式会社ＯＴＣカウンセラーの会 兵庫県
大本 達也 兵庫県
有限会社オハラ工芸 兵庫県
株式会社海昇 兵庫県
株式会社海昇活魚 兵庫県
関西造園土木株式会社 兵庫県
協和ガス　株式会社 兵庫県
クラウン貿易株式会社 兵庫県
有限会社グリーンアリーナ神崎 兵庫県
黒木テツク工業株式会社 兵庫県
株式会社Ｋ＆Ｐコンサルティング 兵庫県
株式会社ＫＳＫ 兵庫県
株式会社けやき 兵庫県
拡運建設株式会社 兵庫県
医療法人社団虹煌会 兵庫県
株式会社構造メンテ 兵庫県
株式会社甲南医療器研究所 兵庫県
神戸測器株式会社 兵庫県
有限会社コート建設 兵庫県
小塩 英雄 兵庫県
株式会社坂本建設 兵庫県
株式会社サバビアン・コーポレーション 兵庫県
株式会社ＪＩＸ 兵庫県
株式会社ジャパンウエストトラフィック 兵庫県
新日本住設株式会社 兵庫県
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社会福祉法人杉の子会 兵庫県
合同会社ＺＥＲＯ－ＯＮＥ倶楽部Ａ 兵庫県
株式会社ソピアゴルフガーデン 兵庫県
第一燐寸工業株式会社 兵庫県
ダイネン株式会社 兵庫県
株式会社ダイネンエコソリューション 兵庫県
株式会社ダイネン産業 兵庫県
株式会社ダイネンマテリアル 兵庫県
太洋アルミ鋳造株式会社 兵庫県
株式会社田口建設 兵庫県
竹内 一男 兵庫県
株式会社谷工務店 兵庫県
株式会社ダン・ド・リヨン 兵庫県
株式会社タンバ・パワー 兵庫県
株式会社塚口大倉山電機 兵庫県
有限会社ティーアンドエム 兵庫県
株式会社トキワ 兵庫県
徳岡 孝啓 兵庫県
有限会社富永石材 兵庫県
医療法人社団内藤会ないとう歯科クリニック 兵庫県
中嶋 和人 兵庫県
中谷機工株式会社 兵庫県
中村 清誉 兵庫県
南里 薫潔 兵庫県
株式会社ニシキ 兵庫県
株式会社日昌ライフサポート 兵庫県
株式会社ハクロマーク製作所 兵庫県
株式会社はせがわ工業 兵庫県
浜口鉄工株式会社 兵庫県
林 貴子 兵庫県
林 徹 兵庫県
春木 靖広 兵庫県
有限会社ビームスコンストラクション 兵庫県
株式会社ヒーモリ 兵庫県
有限会社東建設 兵庫県
有限会社飛田モータース 兵庫県
姫路運送株式会社 兵庫県
兵庫宍粟住宅販売有限会社 兵庫県
株式会社兵庫精密工業所 兵庫県
兵庫リハビリ株式会社 兵庫県
平林建築工房株式会社 兵庫県
福本 貴子 兵庫県
藤岡設備工業株式会社 兵庫県
株式会社ブロード・ヴァレイ 兵庫県
有限会社ヘルス・アンド・ケア 兵庫県
有限会社堀川鉄工所 兵庫県
有限会社松尾電気 兵庫県
松野 茜 兵庫県
松本 真武 兵庫県
三浦 順市 兵庫県
有限会社三木材木店 兵庫県
三美塗装工業株式会社 兵庫県
株式会社三幸鐵工所 兵庫県
明昌機工株式会社 兵庫県
明精工業株式会社 兵庫県
有限会社もとやま 兵庫県
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有限会社森本直道石材店 兵庫県
矢冨 晃一朗 兵庫県
株式会社山組 兵庫県
山田建設興業株式会社 兵庫県
山中育樹園株式会社 兵庫県
株式会社山中建設 兵庫県
山中 智広 兵庫県
株式会社山之内工務店 兵庫県
医療法人社団悠久会 兵庫県
医療法人癒快 兵庫県
有限会社吉川商店 兵庫県
株式会社吉蔓 兵庫県
有限会社ライムクリエイション 兵庫県
株式会社リバティ 兵庫県
株式会社リブレ 兵庫県
臨海建設工業株式会社 兵庫県
株式会社ルネ・デュー 兵庫県
阿久根 正之 奈良県
株式会社あっとほうむ 奈良県
合同会社ＵＮＤＥＲ　ＯＦ　ＧＡＲＤＥＮ 奈良県
株式会社ＯＦＦＩＣＥ　ＡＩＤ 奈良県
有限会社ガーデンステージ 奈良県
株式会社楓工務店 奈良県
株式会社春日 奈良県
有限会社木下建築設計事務所 奈良県
株式会社ｋｉｎｏｔｏ 奈良県
株式会社キャラット 奈良県
小路谷写真株式会社 奈良県
坂 博通 奈良県
株式会社崎山組 奈良県
株式会社サンロード 奈良県
株式会社ジェントル 奈良県
株式会社四季園 奈良県
信貴山観光ホテル株式会社 奈良県
新名 隆史 奈良県
株式会社杉山電工 奈良県
高井辰株式会社 奈良県
株式会社仲山工務店設計事務所 奈良県
株式会社奈良規松緑化 奈良県
奈良近畿戎協同組合 奈良県
ナント種苗株式会社 奈良県
日本道路保安株式会社 奈良県
平田 智彦 奈良県
福味 健治 奈良県
福山 晋平 奈良県
藤本 和男 奈良県
株式会社豊国 奈良県
株式会社堀内果実園 奈良県
大和不動産販売株式会社 奈良県
有限会社一陽建設 和歌山県
鵜島 信二 和歌山県
株式会社尾石 和歌山県
大塚 美晴 和歌山県
社会福祉法人紀友会 和歌山県
株式会社楠本重機 和歌山県
宏榮商事株式会社 和歌山県
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国土建設株式会社 和歌山県
株式会社ザ・パートナーズ 和歌山県
株式会社酒直 和歌山県
株式会社サンコーテック 和歌山県
株式会社ジーイー 和歌山県
シティコンピュータ株式会社 和歌山県
下原自動車株式会社 和歌山県
谷本 達雄 和歌山県
津村 徳雄 和歌山県
手嶋建設株式会社 和歌山県
株式会社中本サッシ 和歌山県
株式会社中屋組 和歌山県
南紀プロパンガス株式会社 和歌山県
野川 泰弘 和歌山県
株式会社野嶋石材店 和歌山県
株式会社林工業所 和歌山県
平林 佐俊 和歌山県
藤野 順三 和歌山県
株式会社ふみこ農園 和歌山県
マウス株式会社 和歌山県
株式会社丸昌 和歌山県
株式会社三好漆器 和歌山県
有限会社山崎工業所 和歌山県
株式会社アート建工 鳥取県
社会福祉法人赤碕福祉会 鳥取県
株式会社あかまる牛肉店 鳥取県
アサヒコンサルタント株式会社 鳥取県
有限会社カンダ技工 鳥取県
有限会社キーワード 鳥取県
境港運送株式会社 鳥取県
サンイン技術コンサルタント株式会社 鳥取県
特定非営利活動法人十人十色 鳥取県
有限会社セービング 鳥取県
株式会社大昇食品 鳥取県
社会福祉法人博愛会 鳥取県
株式会社ひまわり企画 鳥取県
有限会社不動産情報マイホーム 鳥取県
安田 岳歩 鳥取県
株式会社吉村興産 鳥取県
有限会社緑清園 鳥取県
株式会社ワーパス 鳥取県
株式会社アート 島根県
株式会社ＩＺＵＤＡ 島根県
株式会社井上組 島根県
株式会社植田建設 島根県
有限会社ＳＢ工業 島根県
株式会社建装 島根県
株式会社サンインエアシステム 島根県
株式会社さんべ開発公社 島根県
有限会社玉木製麵 島根県
株式会社都間土建 島根県
株式会社庭彩 島根県
野上 克巳 島根県
株式会社ハートピアコーポレーション 島根県
林谷工業株式会社 島根県
プラス１技建株式会社 島根県
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有限会社ホットケアセンター 島根県
有限会社松本商店 島根県
株式会社八雲ソフトウェア 島根県
株式会社ＡＲＴＩＳＴＩＣ＆Ｃｏ．西日本 岡山県
株式会社アイム・コラボレーション 岡山県
株式会社アクティブライフ 岡山県
株式会社Ｉｒｉｓ 岡山県
磯島 隆 岡山県
有限会社井上調剤薬局 岡山県
株式会社ウイル 岡山県
有限会社上田組 岡山県
株式会社ウォッシュ 岡山県
遠藤建設株式会社 岡山県
株式会社オーシャン 岡山県
大森商事株式会社 岡山県
公益財団法人岡山シンフォニーホール 岡山県
株式会社オフィスマニョリア 岡山県
株式会社カーサ・カレラ 岡山県
株式会社風早 岡山県
株式会社形山会計 岡山県
金田コーポレーション株式会社 岡山県
嘉美心酒造株式会社 岡山県
岩水開発株式会社 岡山県
絹田建設株式会社 岡山県
キミセ醬油株式会社 岡山県
倉敷電工株式会社 岡山県
株式会社グランディール 岡山県
株式会社グリーン館ミヤハラ 岡山県
株式会社建築工房彩家 岡山県
小林 敏康 岡山県
株式会社笹野モータース 岡山県
サンエス・コート株式会社 岡山県
株式会社三松建設 岡山県
株式会社山陽瓦 岡山県
山陽興産株式会社 岡山県
島村青果株式会社 岡山県
昭愛ライン株式会社 岡山県
有限会社新生 岡山県
秦泉寺 傑 岡山県
医療法人翠松会 岡山県
株式会社住まい工房ＳＰＡＣＥＬＡＢＯ 岡山県
株式会社スマイルハート 岡山県
セロリー株式会社 岡山県
株式会社千喜コンストラクション 岡山県
株式会社千田組 岡山県
大和クレス株式会社 岡山県
大和酸素株式会社 岡山県
株式会社田岡仏壇店 岡山県
中央建設株式会社 岡山県
有限会社塚本石材 岡山県
株式会社つばめ不動産 岡山県
津山国産材加工協同組合 岡山県
株式会社テイクス 岡山県
寺見建設株式会社 岡山県
土井建設株式会社 岡山県
株式会社トヨタ石材 岡山県
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内外インキ中国販売株式会社 岡山県
株式会社内外プロセス 岡山県
株式会社中尾開発 岡山県
有限会社長尾石材 岡山県
有限会社菜の花 岡山県
成広建設株式会社 岡山県
株式会社なんば建築工房 岡山県
株式会社新見メンテック 岡山県
株式会社ネクサスアーキテクト 岡山県
Ｈｅａｒｔ　Ｕｐ　Ｗｏｒｌｄ株式会社 岡山県
株式会社長谷井商店 岡山県
株式会社美安家 岡山県
備商株式会社 岡山県
備南工業株式会社 岡山県
株式会社平松商事 岡山県
株式会社藤井建設 岡山県
株式会社藤水 岡山県
藤本 浩一 岡山県
株式会社フジワラテクノアート 岡山県
丸玉水産株式会社 岡山県
株式会社マルワ電化 岡山県
株式会社明晃 岡山県
名興電機株式会社 岡山県
明大株式会社 岡山県
株式会社屋敷建設 岡山県
山崎 勝久 岡山県
株式会社裕翔 岡山県
横山電気株式会社 岡山県
吉澤 順一 岡山県
有限会社稚媛の里 岡山県
渡里 浩明 岡山県
株式会社Ｋ・Ｋ 岡山県
株式会社アイリード 広島県
有限会社青葉食品 広島県
有限会社あかねや 広島県
有限会社アクト総建 広島県
旭・スチール工業株式会社 広島県
株式会社飛鳥運輸 広島県
株式会社アスミル 広島県
アタックベース株式会社 広島県
株式会社尼子建設 広島県
有限会社石のオカダ 広島県
有限会社市地工業 広島県
株式会社一条工務店広島 広島県
株式会社今西製作所 広島県
株式会社ＷＩＮＧ 広島県
有限会社上中工務所 広島県
有限会社上野タタミ店 広島県
ウムヴェルト株式会社 広島県
株式会社エイチ・エム・シー 広島県
株式会社Ａ．Ｅ．Ｕ．Ｇ． 広島県
株式会社Ａ＆Ｃ 広島県
株式会社エヌテック 広島県
株式会社おうち 広島県
大井 敏雄 広島県
有限会社オオタ産業 広島県
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大平商事株式会社 広島県
株式会社オーヤマ 広島県
オールハウス株式会社 広島県
株式会社オガワエコノス 広島県
ＯＲＹＺＡ　ＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ株式会社 広島県
梶原 俊博 広島県
株式会社神原組 広島県
木原鎔材株式会社 広島県
株式会社ＱＬサービス 広島県
久保建設有限会社 広島県
熊野製罐株式会社 広島県
株式会社グランドデザインオフィス 広島県
株式会社クワトロ 広島県
医療法人興祉会 広島県
コスモエンジニアリング株式会社 広島県
税理士法人児玉会計 広島県
小林 壮 広島県
酒井 富美恵 広島県
有限会社佐々木組 広島県
三光電業株式会社 広島県
三光ホールディングス株式会社 広島県
サンスイ設備工業株式会社 広島県
山陽石油株式会社 広島県
山陽ブロツク工業株式会社 広島県
三和鉄構建設株式会社 広島県
重森 和子 広島県
システム計装株式会社 広島県
株式会社芝岡産業 広島県
株式会社シビル・ヒロ 広島県
下岸建設株式会社 広島県
株式会社ジョイナス 広島県
昇高建設株式会社 広島県
株式会社しらかば 広島県
新栄産業株式会社 広島県
有限会社菅野産業 広島県
ゼネラルスチール株式会社 広島県
第一設計株式会社 広島県
医療法人社団大聖会 広島県
大和株式会社 広島県
有限会社高屋土地建物 広島県
有限会社たけだ工業所 広島県
タケダフーズ株式会社 広島県
株式会社ダック 広島県
有限会社中国金型 広島県
中国工務株式会社 広島県
株式会社ＤＡＹＳ 広島県
寺岡石材工業株式会社 広島県
有限会社天応技研 広島県
有限会社中能組 広島県
西原 克実 広島県
株式会社ＨＡＴＡ 広島県
株式会社はんべえ 広島県
光工業株式会社 広島県
美建工業株式会社 広島県
株式会社ひまわり石材 広島県
株式会社ヒューマックス 広島県

55 / 68 ページ



2019年6月26日

事業者名 都道府県

株式会社広島調剤センター 広島県
有限会社ヒロ住宅 広島県
備後スズキ販売株式会社 広島県
株式会社福祉スタジオ 広島県
株式会社福美建設 広島県
フジワンタン本舗株式会社 広島県
有限会社フラワー興産 広島県
株式会社フリーセンス 広島県
有限会社フルカワ 広島県
株式会社ブロード・ウェイ 広島県
ベンダ工業株式会社 広島県
北備建設株式会社 広島県
医療法人社団マキツボ整形外科クリニック 広島県
増木 芳行 広島県
益水興産有限会社 広島県
丸繊株式会社 広島県
丸和石材株式会社 広島県
株式会社美希刺繡工芸 広島県
三原石材株式会社 広島県
有限会社みらい経営マネージメント 広島県
株式会社ミルテル 広島県
株式会社明成 広島県
株式会社山中製作所 広島県
有限会社ユーエスエー 広島県
株式会社ユニックス 広島県
株式会社りかはうす 広島県
株式会社理舎 広島県
株式会社ＲＩＴＡ 広島県
株式会社ロードマックス 広島県
株式会社和信 広島県
株式会社Ｉ．Ｄ．Ｗｏｒｋｓ 山口県
天野 展和 山口県
有限会社阿武組 山口県
有限会社あんのメディカル 山口県
井上建設株式会社 山口県
有限会社岩井組 山口県
岩国酸素株式会社 山口県
有限会社上田商店 山口県
株式会社宇部綜合リフォーム 山口県
一般財団法人永寿園霊所 山口県
株式会社ＧＡＫＵ 山口県
株式会社河村燃料店 山口県
医療法人社団厚心会 山口県
株式会社佐伯商店 山口県
株式会社サン工業 山口県
山和建設株式会社 山口県
株式会社Ｊ．Ｊ　ＬＡＢＯ 山口県
株式会社ショウエイ 山口県
医療法人生山会 山口県
有限会社高橋材木店 山口県
株式会社中国ホンダ販売 山口県
株式会社遠山 山口県
株式会社時守 山口県
株式会社長田組 山口県
医療法人日栄会 山口県
株式会社光運送 山口県
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有限会社福栄 山口県
福永建設株式会社 山口県
株式会社富士設計 山口県
株式会社扶桑工業 山口県
文本工業株式会社 山口県
ミツヤ電機株式会社 山口県
有限会社皆栄測量設計 山口県
有限会社森岡石油 山口県
森田 将生 山口県
株式会社ヤマカタプラスチック 山口県
横浜機工テクノ株式会社 山口県
株式会社アズマ四国 徳島県
医療法人糸田川歯科医院 徳島県
有限会社川原工務店 徳島県
株式会社ケントホームズ 徳島県
株式会社光輝企画 徳島県
株式会社サンテック 徳島県
株式会社昌栄 徳島県
株式会社セイコーハウジング 徳島県
船場化成株式会社 徳島県
株式会社地建 徳島県
徳島電機産業株式会社 徳島県
株式会社徳長工務店 徳島県
株式会社那賀川開発土木 徳島県
株式会社ＢＩＪＩＮｇｒｏｕｐ 徳島県
藤井鉄工建設株式会社 徳島県
株式会社フジみらい 徳島県
睦技研株式会社 徳島県
吉田 浩 徳島県
有限会社米倉建設 徳島県
ラッフルズホーム株式会社 徳島県
株式会社レーザーシステム 徳島県
株式会社糸しょう 香川県
有限会社因藤工務店 香川県
株式会社上口石材 香川県
小笠 英睦 香川県
株式会社おがわ 香川県
小野株式会社 香川県
香川開発株式会社 香川県
株式会社香川フレッシュシステム 香川県
株式会社亀山鋼建 香川県
株式会社カワイ 香川県
株式会社カンケン 香川県
興亜産業株式会社 香川県
株式会社五味設備 香川県
社会福祉法人志度玉浦園 香川県
島田 裕明 香川県
株式会社住友電機工業 香川県
有限会社生道道路建設 香川県
有限会社ゼンハ 香川県
株式会社創和 香川県
高尾石材株式会社 香川県
有限会社中央塗料 香川県
医療法人つくだ歯科医院 香川県
堤 久雄 香川県
株式会社ドリーム 香川県
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日友食品株式会社 香川県
日生化学株式会社 香川県
株式会社ハウジング大空 香川県
株式会社ハウスサービス 香川県
株式会社人とくらしラボ 香川県
株式会社プレパー 香川県
マキノ不動産開発株式会社 香川県
有限会社ＭＡＳＡＴＯＭＩ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ 香川県
丸金食品株式会社 香川県
美馬 学 香川県
有限会社妙見屋 香川県
株式会社村岡鉄工所 香川県
株式会社村上重機 香川県
元木 涼太 香川県
安井建設株式会社 香川県
有限会社山口建設 香川県
株式会社佑同建設 香川県
吉田建設株式会社 香川県
有限会社リッツ 香川県
株式会社リバティ 香川県
秋山工業株式会社 愛媛県
株式会社一宮工務店 愛媛県
株式会社イフイ 愛媛県
株式会社愛媛急送 愛媛県
愛媛メンテナンス株式会社 愛媛県
オチ工業株式会社 愛媛県
有限会社オンリーランバー 愛媛県
梶原 晃 愛媛県
協和環境整備工業株式会社 愛媛県
栗田電機株式会社 愛媛県
有限会社ケイツーオート 愛媛県
株式会社興伸エンジニアリング 愛媛県
澤田 大定 愛媛県
有限会社三共モータース 愛媛県
山陽刷子株式会社 愛媛県
清水モータース株式会社 愛媛県
社会医療法人生きる会 愛媛県
株式会社住まいる不動産 愛媛県
株式会社ダイイチフーズ 愛媛県
株式会社タイガー 愛媛県
有限会社滝川建築 愛媛県
株式会社タニグチ 愛媛県
株式会社中温 愛媛県
有限会社鳥生工務店 愛媛県
株式会社長浜機設 愛媛県
日機愛媛株式会社 愛媛県
のうみん愛媛株式会社 愛媛県
株式会社ビケン 愛媛県
株式会社ヒロケンテクノス 愛媛県
株式会社藤田組 愛媛県
株式会社ベルメナーズ 愛媛県
社会福祉法人北条福祉協会 愛媛県
株式会社ホーム設備 愛媛県
有限会社ぽち丸急配 愛媛県
株式会社夢創 愛媛県
村田 八郎 愛媛県
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有限会社山本石材工業 愛媛県
株式会社悠遊社 愛媛県
ライフサポート株式会社 愛媛県
有限会社ワークス 愛媛県
株式会社エス・ケー・ケー 高知県
有限会社岡林土建 高知県
岡本 新五 高知県
株式会社ＯＦＦＩＣＥ　ＳＯＵＳＨＩＮ 高知県
有限会社上村観光 高知県
川村 浩章 高知県
株式会社北岡工務店 高知県
紀和工業株式会社 高知県
有限会社窪川工務店 高知県
株式会社高知ハウス 高知県
株式会社幸 高知県
シュウハウス工業株式会社 高知県
有限会社西光堂 高知県
株式会社トラスト建設 高知県
長﨑 哲也 高知県
ハギノ建設株式会社 高知県
有限会社平松建築事務所 高知県
株式会社ファースト・コラボレーション 高知県
株式会社福田電気工事店 高知県
株式会社明洋 高知県
有限会社森下 高知県
有限会社吉村電気 高知県
アークフィールド株式会社 福岡県
株式会社アースコーポレーション 福岡県
アールアンドエス技術合同会社 福岡県
株式会社ＩＬＹ 福岡県
医療法人ＩＤＯ 福岡県
株式会社アイフリークモバイル 福岡県
Ｏｕｔｇｒｏｗ　Ｊａｐａｎ株式会社 福岡県
有限会社アクト 福岡県
農業生産法人株式会社アグローバル 福岡県
アサヒ製鏡株式会社 福岡県
株式会社アステックペイントジャパン 福岡県
株式会社アスリンク 福岡県
株式会社アド・フラッツ 福岡県
阿部 光正 福岡県
ありあけ司法書士法人 福岡県
有澤建設株式会社 福岡県
有田 康比古 福岡県
アレックスコーポレーション株式会社 福岡県
医療法人イースタンクリニック 福岡県
株式会社池田製作所 福岡県
株式会社イマナガ 福岡県
今村 英之 福岡県
税理士法人井村アンドパートナーズ 福岡県
株式会社イワイ工業 福岡県
岩熊 実紀 福岡県
株式会社イングラ 福岡県
株式会社ＶＩＬＬＡＧＥＲＳ 福岡県
有限会社内田設備設計 福岡県
株式会社エイチ・アイ・デー 福岡県
エイリツ電子産業株式会社 福岡県
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江口 安正 福岡県
株式会社江崎千秋商店 福岡県
株式会社エスケイエンジニアリング 福岡県
株式会社エヌ．エフ．テイ 福岡県
榎原 圭太 福岡県
株式会社エフ・デイー 福岡県
エムスタイルジャパン株式会社 福岡県
株式会社オートシステム 福岡県
有限会社オートリサイクルナカシマ福岡 福岡県
株式会社ＯＫＡＭＯＴＯ 福岡県
医療法人沖永歯科医院 福岡県
有限会社小郡運送 福岡県
有限会社小野工装 福岡県
オフィスネットワーク株式会社 福岡県
有限会社カーボデー飯塚 福岡県
カエデスタイル株式会社 福岡県
鎌田バイオ・エンジニアリング株式会社 福岡県
株式会社カラーリングファーム 福岡県
川庄 康夫 福岡県
株式会社絆住研 福岡県
株式会社キッズクラブ 福岡県
黄本 恒裕 福岡県
株式会社九州緑化産業 福岡県
株式会社九和九創 福岡県
共同石材株式会社 福岡県
協和建設株式会社 福岡県
社会福祉法人晶 福岡県
国松石材株式会社 福岡県
株式会社クプロ 福岡県
税理士法人ｇｌａｄ 福岡県
ケアユー株式会社 福岡県
計測検査株式会社 福岡県
甲栄建設株式会社 福岡県
医療法人鋼寿会 福岡県
株式会社コウダプロ 福岡県
幸山 尚平 福岡県
心々ハウス株式会社 福岡県
株式会社コスモ 福岡県
コスモ海洋株式会社 福岡県
医療法人児玉歯科クリニック 福岡県
株式会社ごとう醤油 福岡県
株式会社近藤建設 福岡県
最所産業株式会社 福岡県
株式会社斉藤造園 福岡県
有限会社サキヤマ洋服店 福岡県
三泉化成株式会社 福岡県
ジーエムメデイカル株式会社 福岡県
株式会社重永建設 福岡県
株式会社七福商事 福岡県
株式会社ＳＨＯＥＩ　ＧＲＯＵＰ 福岡県
照栄建設株式会社 福岡県
社会福祉法人真祐会 福岡県
杉山 正勝 福岡県
株式会社鈴木建設 福岡県
株式会社須原建材 福岡県
株式会社誠心 福岡県
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医療法人正和会 福岡県
有限会社設計工房ホーユウ 福岡県
株式会社総合企画光 福岡県
ＳＯＲＡ　ＣＨＩＰ合同会社 福岡県
株式会社第一工業所 福岡県
株式会社第一調査設計 福岡県
大成管理開発株式会社 福岡県
大豊陸運有限会社 福岡県
株式会社高崎組 福岡県
高千穂産業株式会社 福岡県
株式会社タカノホーム 福岡県
医療法人たかやま歯科医院 福岡県
宝種苗株式会社 福岡県
田代 祐美 福岡県
社会福祉法人たちばな福祉会 福岡県
有限会社田中通信建設 福岡県
株式会社堤工務店 福岡県
株式会社綱屋 福岡県
株式会社ディー・ジョイン 福岡県
株式会社ディーシー 福岡県
株式会社テイクオーバル 福岡県
株式会社テムザック 福岡県
株式会社ドーガン 福岡県
徳永 秀 福岡県
戸田 浩平 福岡県
中里産業株式会社 福岡県
中嶋商事株式会社 福岡県
中野 宏輝 福岡県
株式会社なかむら 福岡県
西日本パブリック株式会社 福岡県
西村 正明 福岡県
株式会社日本プログ 福岡県
野田 弥生 福岡県
パイオニア工業株式会社 福岡県
博多湾環境整備株式会社 福岡県
株式会社ハカル 福岡県
社会福祉法人英会 福岡県
原 淳 福岡県
服巻 真介 福岡県
半田電設工業株式会社 福岡県
光工業株式会社 福岡県
株式会社久野建設 福岡県
ビッグファッションアサイ株式会社 福岡県
平井 典和 福岡県
株式会社ファラビ 福岡県
株式会社フェルマータ 福岡県
福光 泰介 福岡県
フジ総合補償鑑定株式会社 福岡県
ＦＵＪＩＴＡ　ＩＤＣ株式会社 福岡県
藤田 智治 福岡県
医療法人双葉会 福岡県
株式会社不動産総合センター 福岡県
株式会社ＰＬＡＮＡ 福岡県
医療法人別府外科医院 福岡県
有限会社別府工務店 福岡県
有限会社ＨＥＲＥＮＣＩＡ 福岡県
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有限会社堀内工務店 福岡県
医療法人帆鷲歯科医院 福岡県
株式会社益正グループ 福岡県
株式会社松本組 福岡県
株式会社丸勢運輸 福岡県
株式会社みいの寿 福岡県
株式会社ミキスペース 福岡県
株式会社ミヤキ 福岡県
三宅 唯弘 福岡県
村上 善亮 福岡県
株式会社メディケアワークス 福岡県
株式会社モデスト 福岡県
山本設備工業株式会社 福岡県
医療法人雄之会 福岡県
社会福祉法人ゆりの会 福岡県
吉泉 洋 福岡県
吉村測量株式会社 福岡県
株式会社ライズウェイ 福岡県
株式会社ＬＡＮＤＩＣ 福岡県
株式会社リアルティストア 福岡県
株式会社Ｒｉｃｈｅｓｓｅ． 福岡県
合同会社Ｌｉｔｔｌｅ　Ｆａｒｍ 福岡県
株式会社リブゼ 福岡県
株式会社ルネ 福岡県
ＮＰＯ法人列島会 福岡県
株式会社アジリット 佐賀県
株式会社イトウ 佐賀県
有限会社梅野エルピー 佐賀県
大久保 澄人 佐賀県
金崎建設株式会社 佐賀県
株式会社唐津カーセンター 佐賀県
合同会社ＣＨＡＲＩＳ＆Ｃｏ． 佐賀県
社会福祉法人川副福祉会 佐賀県
社会福祉法人くすのき 佐賀県
佐賀冷凍食品株式会社 佐賀県
一般社団法人ＣＩＥＬＯ 佐賀県
太平商工株式会社 佐賀県
株式会社竹八 佐賀県
株式会社ナカハラ工業 佐賀県
日工株式会社 佐賀県
有限会社藤木設備 佐賀県
ホンダカーズ佐賀株式会社 佐賀県
合資会社光武酒造場 佐賀県
宮﨑 德八朗 佐賀県
旭測量設計株式会社 長崎県
アヤカエキスプレス株式会社 長崎県
株式会社荒木組 長崎県
池田 秀則 長崎県
株式会社石橋工務店 長崎県
株式会社小野原建設 長崎県
加藤産業株式会社 長崎県
門畑 正志 長崎県
有限会社カネチ本舗 長崎県
株式会社絆プレジャーグループ 長崎県
草野電気株式会社 長崎県
蔵田 副雄 長崎県

62 / 68 ページ



2019年6月26日

事業者名 都道府県

黒木 俊郎 長崎県
幸運トラック株式会社 長崎県
社会福祉法人ことの海会 長崎県
株式会社小宮建設 長崎県
崎永建設株式会社 長崎県
株式会社ジー・アンド・イー 長崎県
株式会社しぼりや 長崎県
有限会社秀工社 長崎県
医療法人仁祐会 長崎県
株式会社親和テクノ 長崎県
水土工業株式会社 長崎県
有限会社創進工業 長崎県
大成興業有限会社 長崎県
髙瀬建設株式会社 長崎県
株式会社トゥーホーム 長崎県
法村 幸治 長崎県
株式会社浜松建設 長崎県
株式会社平田石材工業 長崎県
藤田 敏夫 長崎県
有限会社ヘイセイ産業 長崎県
松尾 康正 長崎県
社会福祉法人松原福祉会 長崎県
株式会社松村工業 長崎県
南 雅紀 長崎県
明星建設株式会社 長崎県
株式会社ヨシダ 長崎県
株式会社隆栄 長崎県
株式会社アーキテクトファミリー 熊本県
アウテリアタイガー株式会社 熊本県
医療法人青竹会 熊本県
株式会社旭技研コンサルタント 熊本県
株式会社アネシスホールディングス 熊本県
株式会社アビィロード 熊本県
株式会社あまくさ魚園 熊本県
株式会社ＡＲＲＯＷＳ 熊本県
有限会社井上総合設備 熊本県
有限会社今井商会 熊本県
有限会社井本土木建設 熊本県
有限会社上光建設 熊本県
有限会社ヴオージユ 熊本県
有限会社内田建設 熊本県
株式会社内田安喜商店 熊本県
有限会社梅田工務店 熊本県
株式会社栄泉測量設計 熊本県
江藤建設有限会社 熊本県
株式会社大津造園 熊本県
株式会社小国資源開発 熊本県
有限会社カーパルコ熊本 熊本県
株式会社鹿勝壯建 熊本県
株式会社カズシステム 熊本県
株式会社北建機 熊本県
九機工業株式会社 熊本県
社会福祉法人郷寿会 熊本県
株式会社共同 熊本県
有限会社工藤工務店 熊本県
株式会社ケミカル同仁 熊本県
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株式会社興農園 熊本県
境 忠彦 熊本県
坂口建設株式会社 熊本県
三栄開発株式会社 熊本県
有限会社山河旅館 熊本県
有限会社三共緑地建設 熊本県
社会福祉法人七城園 熊本県
株式会社七城建設 熊本県
株式会社島村建設 熊本県
城北瓦株式会社 熊本県
白石 久 熊本県
株式会社ＳＨＩＮ－ＥＩ 熊本県
株式会社新興測量設計 熊本県
信和建設株式会社 熊本県
全九殖産株式会社 熊本県
合資会社蘇山郷 熊本県
有限会社ソラリス 熊本県
株式会社大揮環境計画事務所 熊本県
有限会社大地測量設計 熊本県
株式会社太陽 熊本県
社会福祉法人託麻小山保育園 熊本県
学校法人玉名白梅学園 熊本県
千々岩 俊之 熊本県
有限会社ディー・シー・アドバンス 熊本県
株式会社中尾産業 熊本県
株式会社中村ブルドーザー 熊本県
西日本産業有限会社 熊本県
西野企業株式会社 熊本県
株式会社橋本建設 熊本県
株式会社ＨＡＳＵＮＯ音 熊本県
株式会社ピカイチｉｎｃ． 熊本県
医療法人社団紘会 熊本県
株式会社福永測量設計 熊本県
株式会社藤永組 熊本県
株式会社プロフェッショナルコール 熊本県
株式会社フンドーダイ五葉 熊本県
株式会社平安社寺建築 熊本県
ＮＰＯ法人マイトリー 熊本県
株式会社マツミ工業 熊本県
有限会社松本建設 熊本県
丸栄工業有限会社 熊本県
株式会社水野建設コンサルタント 熊本県
有限会社ミッテル 熊本県
宮崎 憲爾 熊本県
株式会社宮﨑工業 熊本県
株式会社宗弘 熊本県
株式会社明晴測量 熊本県
有限会社守田建設 熊本県
山中 智歳 熊本県
山本建設株式会社 熊本県
社会福祉法人熊豊会 熊本県
株式会社Ｙｕｎｏｍａｅ 熊本県
株式会社吉村建設 熊本県
社会福祉法人よつば福祉会 熊本県
株式会社利他フーズ 熊本県
有限会社リハビリ介護研究所 熊本県
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株式会社Ｌｉｂ　Ｗｏｒｋ 熊本県
有限会社リリーフ玄 熊本県
株式会社ＲＯＯＴ 熊本県
株式会社ロジック 熊本県
有限会社若杉建築設計工房 熊本県
株式会社わかふき 熊本県
株式会社愛夢 大分県
有限会社赤嶺綜合建設 大分県
有限会社秋則建設 大分県
株式会社アレグリー 大分県
イデア総研税理士法人 大分県
井上化学工業株式会社 大分県
岩本 幸子 大分県
Ｍｏ－Ｒｅｎｔ株式会社 大分県
大下 正幸 大分県
大嶋 一洋 大分県
有限会社小野信自動車 大分県
梶原 勝久 大分県
株式会社カワノ 大分県
河野 紘 大分県
株式会社クニナリ 大分県
合資会社グランドホテル三隈 大分県
クリエーション株式会社 大分県
廣洋製作有限会社 大分県
医療法人社団恒和会 大分県
有限会社佐藤建築設計事務所 大分県
株式会社芝尾組 大分県
有限会社菅工業 大分県
社会福祉法人杉ノ子福祉会 大分県
株式会社ＳＴＡＲ　ＨＯＭＥ 大分県
株式会社センコー企画 大分県
株式会社大伸建業 大分県
大心産業株式会社 大分県
医療法人大和会 大分県
医療法人多聞会 大分県
有限会社竹司 大分県
ＴＰＯ株式会社 大分県
株式会社テイクファイブ 大分県
有限会社中野モータース 大分県
有限会社中村機工 大分県
株式会社ニキ 大分県
挾間 治男 大分県
八光産業株式会社 大分県
医療法人柊会 大分県
有限会社東玉男商店 大分県
有限会社日田電気ガスセンター 大分県
藤田 誠司 大分県
株式会社本城工務店 大分県
株式会社マツオカ 大分県
株式会社ユアーズ 大分県
株式会社雄城 大分県
ゆうび株式会社 大分県
有限会社朝日日南清掃公社 宮崎県
株式会社アルファ 宮崎県
株式会社アルファー 宮崎県
有限会社いちまるプロパン 宮崎県
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上原林業株式会社 宮崎県
株式会社岡崎牧場 宮崎県
株式会社上村開発 宮崎県
霧島燃料株式会社 宮崎県
株式会社小林青果市場 宮崎県
株式会社三共 宮崎県
株式会社三幸 宮崎県
有限会社サンショー 宮崎県
有限会社翔 宮崎県
有限会社新城設計企画室 宮崎県
株式会社センダハウス 宮崎県
有限会社タカフジ 宮崎県
都北産業株式会社 宮崎県
南國興産株式会社 宮崎県
株式会社　馬場鉄筋工業 宮崎県
株式会社ピースホーム 宮崎県
株式会社日の丸タクシー 宮崎県
株式会社文宣 宮崎県
松山塗料商事株式会社 宮崎県
大和工機株式会社 宮崎県
株式会社ゆう 宮崎県
吉原建設株式会社 宮崎県
株式会社アイリ 鹿児島県
石神 慶一郎 鹿児島県
有限会社イマージテック 鹿児島県
株式会社ヴァンヴェール 鹿児島県
株式会社植村組 鹿児島県
内野建設有限会社 鹿児島県
有限会社内山製作所 鹿児島県
株式会社エヌチキン 鹿児島県
有限会社鵬工務店 鹿児島県
株式会社オーリックホールディングス 鹿児島県
株式会社小倉ホーム 鹿児島県
有限会社勝進工業 鹿児島県
株式会社加藤工業 鹿児島県
ＫＡＹＵ合同会社 鹿児島県
環境開発株式会社 鹿児島県
株式会社クリーンサービス 鹿児島県
有限会社幸林工務店 鹿児島県
有限会社佐藤防水 鹿児島県
株式会社三幸建設 鹿児島県
株式会社サンタスホーム 鹿児島県
株式会社島津興業 鹿児島県
株式会社島津建設 鹿児島県
株式会社松栄電業 鹿児島県
株式会社新川床潜水工業 鹿児島県
医療法人仁慈会 鹿児島県
株式会社スズキアリーナ大隅 鹿児島県
株式会社ステップサイン 鹿児島県
株式会社西部システム 鹿児島県
有限会社川内木材センター 鹿児島県
株式会社センチュリーハウス 鹿児島県
有限会社大日測量設計 鹿児島県
株式会社ダイヤモンド止水接着工業 鹿児島県
社会福祉法人太陽会 鹿児島県
高柳水道株式会社 鹿児島県

66 / 68 ページ



2019年6月26日

事業者名 都道府県

有限会社竹内建設 鹿児島県
株式会社田代組 鹿児島県
株式会社中央創建 鹿児島県
ドリーミィ大和株式会社 鹿児島県
長田 廣明 鹿児島県
有限会社ナカノ建設 鹿児島県
株式会社南光 鹿児島県
株式会社濱田工務店 鹿児島県
株式会社原口商事 鹿児島県
東酒造株式会社 鹿児島県
株式会社福重電工 鹿児島県
福山黒酢株式会社 鹿児島県
藤田建設興業株式会社 鹿児島県
株式会社ホマン商会 鹿児島県
株式会社マエダ 鹿児島県
マリックス物流サービス株式会社 鹿児島県
株式会社満留建設 鹿児島県
有限会社三友建設 鹿児島県
森建設株式会社 鹿児島県
株式会社森建設 鹿児島県
吉永建設株式会社 鹿児島県
吉村建設有限会社 鹿児島県
株式会社リブテック 鹿児島県
株式会社ロイヤルセンチュリー 鹿児島県
有限会社若松鉄筋 鹿児島県
株式会社和田機動建設 鹿児島県
ＲＬＤ株式会社 沖縄県
アットモア株式会社 沖縄県
イマジノート株式会社 沖縄県
有限会社エン設計 沖縄県
株式会社ｅｎｍｅａｌ 沖縄県
株式会社ｅｎｌｉｆｅ 沖縄県
株式会社Ｏ・Ｇ 沖縄県
沖縄鋳鉄工業株式会社 沖縄県
株式会社喜舎場組 沖縄県
株式会社ＣＵＢＥ　ＢＯＸ 沖縄県
共和ペイント株式会社 沖縄県
極東建設株式会社 沖縄県
学校法人ＫＢＣ学園 沖縄県
株式会社興洋エンジニアリング 沖縄県
株式会社コーカス 沖縄県
ゴールドａｘ株式会社 沖縄県
株式会社真建 沖縄県
株式会社瑞天 沖縄県
大協電気工事株式会社 沖縄県
Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｓｔａｒｓ株式会社 沖縄県
株式会社タダシ建設 沖縄県
津島 航平 沖縄県
株式会社ツナミ組 沖縄県
株式会社津波古組 沖縄県
渡慶次 佳朗 沖縄県
株式会社西崎防水工業 沖縄県
株式会社日進ホールディングス 沖縄県
株式会社ニライハート 沖縄県
平田 竜司 沖縄県
藤原 亮 沖縄県
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株式会社ホール・グリーン 沖縄県
保険アドバイザーズ株式会社 沖縄県
前里 弘樹 沖縄県
株式会社ユウヒ開発 沖縄県
有限会社ヨシ企画設計 沖縄県
米元建設工業株式会社 沖縄県
ラキム株式会社 沖縄県
株式会社ＬＯＴＥ 沖縄県
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