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事業者名 都道府県

株式会社アール・トップス 北海道
アスカトーホク印刷株式会社 北海道
株式会社アセットプランニング 北海道
エーワンプラミング株式会社 北海道
医療法人社団かさい矯正歯科 北海道
株式会社加藤商店 北海道
亀井 公孝 北海道
株式会社高道商工 北海道
株式会社コダマ 北海道
タキグチ自動車工業株式会社 北海道
鶴雅リゾート株式会社 北海道
株式会社テイ・アンド・ケイ 北海道
医療法人社団とがし歯科医院 北海道
株式会社トライバルユニット 北海道
社会福祉法人美瑛慈光会 北海道
株式会社もち米の里ふうれん特産館 北海道
株式会社ラグノオささき 青森県
株式会社ノグチ 宮城県
株式会社瀧神巧業 秋田県
株式会社北勢工業 秋田県
株式会社いさごや 山形県
株式会社エクセルソフト 山形県
株式会社亀や 山形県
株式会社平尾工務店 山形県
株式会社山南自動車 山形県
株式会社サクラテック 福島県
佐藤 公麗 福島県
有限会社ホテル光雲閣 福島県
山本 和宏 福島県
株式会社一品 茨城県
株式会社川崎製作所 茨城県
株式会社三友製作所 茨城県
株式会社タンゲ製作所 茨城県
社会福祉法人鹿島会 栃木県
社会福祉法人大恵会 栃木県
有限会社あじさい 群馬県
群馬ヤクルト販売株式会社 群馬県
株式会社　高輪 群馬県
株式会社茶野電機工業 群馬県
株式会社天坊 群馬県
株式会社東部オート 群馬県
東邦工業株式会社 群馬県
医療法人博愛会 群馬県
株式会社ホシケン 群馬県
医療法人社団アーユス 埼玉県
株式会社ウィルクリエイト 埼玉県
奥村 和仁 埼玉県
楠 邦治 埼玉県
熊谷 守 埼玉県
社会福祉法人グローリング 埼玉県
医療法人健身会 埼玉県
株式会社才木工業 埼玉県
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阪本 昇寿 埼玉県
株式会社世亜企画 埼玉県
医療法人社団蒼優会 埼玉県
堤 和俊 埼玉県
株式会社角田 埼玉県
東京ワックス株式会社 埼玉県
日本乾燥機株式会社 埼玉県
医療法人社団ブライトデンタルケア 埼玉県
社会福祉法人みなの福祉会 埼玉県
ミノワ工機株式会社 埼玉県
武蔵コミュニティー株式会社 埼玉県
ヤマト興産株式会社 埼玉県
株式会社イシワタ 千葉県
エム・エム・プラスチック株式会社 千葉県
加瀬 博 千葉県
株式会社ＫＯＮＮＯＰＲＯ 千葉県
医療法人社団千歯会 千葉県
株式会社タカヨシ 千葉県
株式会社武井製作所 千葉県
株式会社アークマネージメント 東京都
株式会社アースプロテクト 東京都
株式会社ＩＴＯ　ＰＲＯ 東京都
株式会社アイ・ビルド 東京都
株式会社赤石 東京都
税理士法人ＡＳＨＡ 東京都
株式会社味三昧 東京都
医療法人社団阿南歯科クリニック 東京都
株式会社アニモプロデュース 東京都
石井 宏 東京都
上原ネームプレート工業株式会社 東京都
ＮＫＫビジネスサポート株式会社 東京都
株式会社柏屋 東京都
株式会社かりゆしインターナショナル 東京都
有限会社川本商店 東京都
木村 金藏 東京都
グリーン・サーマル株式会社 東京都
栗山自動車工業株式会社 東京都
株式会社京葉管理工業 東京都
株式会社ＫＥＩアドバンス 東京都
株式会社コイシカワ 東京都
有限会社幸 東京都
齋藤 潤一 東京都
株式会社サポートマイスター 東京都
サンエツ工業株式会社 東京都
株式会社サンブロードアセット 東京都
ジャパン・プロパティーズ株式会社 東京都
株式会社春恒社 東京都
株式会社菅沼製作所 東京都
株式会社ＳＰＯＯＮ 東京都
３Ｈメディソリューション株式会社 東京都
株式会社星華システム 東京都
有限会社星龍 東京都
株式会社Ｓｅｔ　Ｌｉｐ 東京都
株式会社大丸 東京都
株式会社高砂 東京都
玉木 雪臣 東京都
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株式会社つきよ 東京都
株式会社ディー・アイ・ジー 東京都
医療法人社団ティースプランニング 東京都
株式会社東京都心ハウジング 東京都
戸倉工業株式会社 東京都
中西 絵利子 東京都
株式会社ＮＵＧＧＥＴ　ＷＯＲＫＳ 東京都
南信ビルサービス株式会社 東京都
有限会社ハウスコレクション 東京都
医療法人社団パレス会 東京都
株式会社ＨＡＮＪＩＮ 東京都
東日本住宅株式会社 東京都
ビッグシェフ株式会社 東京都
医療法人社団ひとみ会 東京都
株式会社平田商店 東京都
株式会社ファクト 東京都
舩山 憲彦 東京都
株式会社ホームデザイン 東京都
株式会社マーキュリー 東京都
真壁 麗子 東京都
マツオインターナショナル株式会社 東京都
ＭＡＬＩＫＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ株式会社 東京都
有限会社丸屋田中勉商事 東京都
株式会社マンサルヴァ 東京都
株式会社美萩工芸 東京都
谷古宇 久美子 東京都
株式会社ライブアップクリエーション 東京都
株式会社ＬＩＶＥ　ＣＲＥＡＴＥ 東京都
株式会社ＹＳＫ 東京都
税理士法人ワイズコンサルティング 東京都
有限会社ワイ・ピィ・ジャパン 東京都
アール・シー・ピー株式会社 神奈川県
株式会社あさひハウジングセンター 神奈川県
株式会社アップル神奈川 神奈川県
天田 力 神奈川県
有限会社池上鉄工場 神奈川県
インターバルブテクノロジー株式会社 神奈川県
上村 まき 神奈川県
神奈川環境開発株式会社 神奈川県
医療法人社団慧仁会 神奈川県
医療法人社団孝和会 神奈川県
社会福祉法人讃助の会 神奈川県
有限会社山水 神奈川県
株式会社サンプラン 神奈川県
株式会社サンライズエステート 神奈川県
田上 哲克 神奈川県
田村 義也 神奈川県
医療法人定玲会 神奈川県
戸田 篤志 神奈川県
株式会社へルツ 神奈川県
株式会社ホームランド 神奈川県
株式会社マステック 神奈川県
有限会社八百辰 神奈川県
有限会社 𠮷村 神奈川県
渡邉 仁史 神奈川県
株式会社加藤研削工業 新潟県
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有限会社小林自動車 新潟県
サカモトテックス株式会社 新潟県
三行合成樹脂株式会社 新潟県
株式会社中越自動車学校 新潟県
株式会社ナレッジライフ 新潟県
株式会社星野工務店 新潟県
株式会社アイペック 富山県
協和薬品株式会社 富山県
株式会社コージン 富山県
ヤマ自動車株式会社 富山県
株式会社アレンジ 石川県
株式会社カネマサ 石川県
株式会社木村精工 石川県
嶋田 兼五 石川県
株式会社創研 石川県
有限会社古木重機 石川県
有限会社メディカルプランニング 石川県
株式会社ユニフォームレンタル金沢 石川県
有限会社シヨーエー 福井県
医療法人筍会 福井県
株式会社武生製麵 福井県
税理士法人日本綜研 福井県
株式会社菱川モータース 福井県
日野電子株式会社 福井県
株式会社三星 福井県
ヤマトタカハシ株式会社 福井県
株式会社入兆 山梨県
株式会社クリスタルシステム 山梨県
有限会社稲田製作所 長野県
株式会社信越車体 長野県
株式会社高松製作所 長野県
有限会社バレナ 長野県
株式会社ミクロ発條 長野県
光和工業株式会社 岐阜県
鈴木刃物工業株式会社 岐阜県
株式会社西濃ガレージ 岐阜県
株式会社ＤＡＱ 岐阜県
有限会社テックアダチ 岐阜県
株式会社日新 岐阜県
山内 健 岐阜県
株式会社アミタ 静岡県
株式会社ＡＲＫデザインワークス 静岡県
株式会社クリヤマ機工 静岡県
三栄メカテック株式会社 静岡県
株式会社秀花園 静岡県
東海ユニット株式会社 静岡県
花の舞酒造株式会社 静岡県
丸西機械株式会社 静岡県
アサイウッドマテリア株式会社 愛知県
株式会社アス・ライズ 愛知県
株式会社伊勢安金網製作所 愛知県
株式会社糸惣 愛知県
イワクラゴールデンホーム株式会社 愛知県
梅村工業株式会社 愛知県
エーチーム株式会社 愛知県
株式会社ＳＳ 愛知県
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株式会社エスエルオート 愛知県
大矢 謙吉 愛知県
株式会社黒潮 愛知県
玄々化学工業株式会社 愛知県
有限会社晃大 愛知県
株式会社沢田工業 愛知県
株式会社シーズ 愛知県
株式会社スイーティ 愛知県
株式会社スタッフス 愛知県
ＤＡＩＳＵＩ株式会社 愛知県
高千穂産業株式会社 愛知県
髙橋 誠 愛知県
髙橋 誠 愛知県
中京プラケア株式会社 愛知県
株式会社東海商販 愛知県
トーケン樹脂化学株式会社 愛知県
株式会社ナリタ 愛知県
株式会社ネイブレイン 愛知県
株式会社桧家住宅名古屋 愛知県
医療法人福内会 愛知県
福冨金属株式会社 愛知県
船橋株式会社 愛知県
有限会社まぐろ問屋こじま 愛知県
有限会社山忠 愛知県
特定非営利活動法人楽笑 愛知県
伊藤 法彦 三重県
医療法人さざなみ 三重県
株式会社三光エンジニアリング 三重県
浜瀬 太郎 三重県
フタバ電子工業株式会社 三重県
松井機工有限会社 三重県
𠮷田 章男 三重県
株式会社アルサスエンジニアリング 滋賀県
石川 央 滋賀県
株式会社　井花モータース 滋賀県
有明産業株式会社 京都府
株式会社エルハウジング 京都府
応用板金株式会社 京都府
特定非営利活動法人きらっと 京都府
株式会社黒岡 京都府
株式会社コウヨウ商工 京都府
東海電工株式会社 京都府
株式会社ハトヤ観光 京都府
有限会社丸中モータース商会 京都府
赤禿 壽一 大阪府
株式会社ＡｓｏｂｏＬａｂｏ 大阪府
安積 中 大阪府
株式会社イシダ印刷 大阪府
内野 愼二 大阪府
株式会社エープランニング 大阪府
ＳＴ通商株式会社 大阪府
大石金属工業株式会社 大阪府
大阪バネ工業株式会社 大阪府
大橋金型工業株式会社 大阪府
株式会社沖宮工業 大阪府
医療法人小田会 大阪府
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株式会社小畑設備工業 大阪府
株式会社加貫ローラ製作所 大阪府
亀井 孝悦 大阪府
株式会社京伸 大阪府
協立技研株式会社 大阪府
株式会社キンダーキッズ 大阪府
株式会社クオレ 大阪府
久保 政雄 大阪府
株式会社ＧＬＩＤＥ 大阪府
株式会社サーカス 大阪府
下村 邦行 大阪府
株式会社新栄技研 大阪府
株式会社ＳＹＮＴＨ 大阪府
タカラ産業株式会社 大阪府
東武産業株式会社 大阪府
特殊車輌整備工業株式会社 大阪府
株式会社丹生商店 大阪府
株式会社日伸 大阪府
日本ガス工業株式会社 大阪府
野添産業株式会社 大阪府
野村建設工業株式会社 大阪府
林常王冠株式会社 大阪府
税理士法人はるか 大阪府
ピーアールソフト株式会社 大阪府
株式会社フェイヴァ 大阪府
株式会社冨貴食研 大阪府
フシマン販売株式会社 大阪府
双葉産業株式会社 大阪府
株式会社ボスコ・モト 大阪府
ホリアキ株式会社 大阪府
まこと紙器株式会社 大阪府
松本金属工業株式会社 大阪府
マテックス株式会社 大阪府
株式会社まるこん 大阪府
南産業株式会社 大阪府
宮田 義見 大阪府
株式会社ミルク 大阪府
明和金属工業株式会社 大阪府
元原 秀高 大阪府
森賀 繁 大阪府
森 慶太郎 大阪府
モリテツ電機株式会社 大阪府
株式会社弥栄 大阪府
山㐂産業株式会社 大阪府
有限会社ＵＳ物流 大阪府
有限会社アールジーケー 兵庫県
株式会社ＩＣＣ 兵庫県
岩田 真一 兵庫県
税理士法人ＯＧＵ 兵庫県
株式会社笠谷スプリング工場 兵庫県
株式会社亀山鋳造所 兵庫県
Ｋ＆Ｐ税理士法人 兵庫県
社会福祉法人桜谷福祉会 兵庫県
株式会社シカタ 兵庫県
昭和瀝青工業株式会社 兵庫県
城尾鉄工株式会社 兵庫県
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株式会社Ｄ－Ｃｒｅａｔｅ 兵庫県
株式会社デコルテ 兵庫県
医療法人社団ナチュラルスマイル会 兵庫県
登鉄工株式会社 兵庫県
一般社団法人兵庫県医師会 兵庫県
株式会社藤橋商店 兵庫県
有限会社村上ポートリー 兵庫県
ヤノ運動用品株式会社 兵庫県
株式会社オーカワ 奈良県
株式会社柿の葉すし本舗たなか 奈良県
株式会社北岡本店 奈良県
株式会社メモリーホーム 奈良県
竹島鉄工建設株式会社 和歌山県
東洋機械加工株式会社 和歌山県
有限会社隆文社印刷所 和歌山県
株式会社ユニコン 島根県
井原自動車株式会社 岡山県
有限会社オオキタ・コーポレーション 岡山県
川上建設株式会社 岡山県
山鋼プランテック株式会社 岡山県
ジーエス縫製株式会社 岡山県
株式会社親幸産業 岡山県
株式会社鈴木屋 岡山県
大松機工株式会社 岡山県
橋本興産株式会社 岡山県
ホーミィエステート株式会社 岡山県
有限会社山本水産輸送 岡山県
医療法人優聖会 岡山県
株式会社ＩＳＥ広島育ち 広島県
赤防株式会社 広島県
株式会社かこ川商店 広島県
株式会社賀茂カントリークラブ 広島県
山陽土建工業株式会社 広島県
成和税理士法人 広島県
東和エンジ株式会社 広島県
医療法人社団仁井谷医院 広島県
西田 清治 広島県
株式会社日興ホーム 広島県
株式会社ハピセ 広島県
藤本 邦彦 広島県
有限会社柳原会計 広島県
株式会社木原組 山口県
熊野舗道工業株式会社 山口県
田中産業有限会社 山口県
株式会社長州興業 山口県
株式会社モナポライズ 山口県
株式会社フィット 徳島県
医療法人社団健愛会 香川県
社会福祉法人光志福祉会 香川県
ずゞや株式会社 香川県
ツジセイ製菓株式会社 香川県
港運送株式会社 香川県
株式会社アイ・アイ・エー 愛媛県
株式会社ガリレオコーポレーション 愛媛県
技研工機株式会社 愛媛県
株式会社栗之浦ドック 愛媛県
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事業者名 都道府県

株式会社古湧園 愛媛県
竹中金網株式会社 愛媛県
中村 陽一 愛媛県
株式会社植田製作所 福岡県
ＳＨＹ株式会社 福岡県
株式会社オークマ 福岡県
税理士法人北九州総合会計 福岡県
有限会社久留米第一自動車学校 福岡県
株式会社サンマーク 福岡県
株式会社シマブン 福岡県
電機樹脂株式会社 福岡県
株式会社はぴりの 福岡県
社会福祉法人悲田院 福岡県
福岡生コンクリート株式会社 福岡県
株式会社マーキュリー 福岡県
社会福祉法人養福会 福岡県
有限会社吉野自動車 福岡県
医療法人敬天会 佐賀県
大吉陶苑株式会社 佐賀県
株式会社中山鉄工所 佐賀県
有限会社魚荘 長崎県
株式会社エイコー商事 長崎県
大野運送株式会社 長崎県
株式会社きたむら 長崎県
株式会社九州ガスホールディングス 長崎県
有限会社シュシュ 長崎県
長崎インターナショナルホテル株式会社 長崎県
藤田 茂 長崎県
丸髙商事株式会社 長崎県
株式会社ＲＯＥ 熊本県
株式会社鮎里ホテル 熊本県
株式会社木村 熊本県
社会福祉法人恵伸会 熊本県
株式会社建鋼社 熊本県
有限会社ＳＡＮＴＯＭＯ 熊本県
株式会社末松電子製作所 熊本県
株式会社鳥飼酒造 熊本県
株式会社橋口組 熊本県
株式会社ハッピー電気商会 熊本県
株式会社ひまわり 熊本県
株式会社プレシード 熊本県
有限会社陽気 熊本県
株式会社吉平物産 熊本県
株式会社アク卜・ケア 大分県
株式会社えびの高原ドライビングスクール 宮崎県
株式会社九州建設サポート 宮崎県
株式会社都城ドライビングスクール 宮崎県
カクイ株式会社 鹿児島県
社会福祉法人正栄会 鹿児島県
有限会社西村造園 鹿児島県
マトヤ技研工業株式会社 鹿児島県
ユーミーコーポレーション株式会社 鹿児島県
株式会社エムケイプランズ 沖縄県
比嘉 栄作 沖縄県
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