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事業者名 都道府県 市区町村

医療法人社団河合歯科医院 北海道 本別町
有限会社青山商会 北海道 中標津町
清水 重善 北海道
有限会社開成工業 青森県 青森市
有限会社スタンドアップ 青森県 青森市
株式会社武田建設 青森県 青森市
株式会社フォロー 青森県 青森市
有限会社ファインホームズ 青森県 弘前市
有限会社福士建設興業 青森県 五所川原市
株式会社蛯名 青森県 東北町
株式会社髙橋設計 岩手県 北上市
株式会社鈴陶 岩手県 遠野市
アイエスエス株式会社 岩手県 滝沢市
株式会社遠山産業 岩手県 紫波町
株式会社イトイン 宮城県 仙台市
株式会社エムケーレックス 宮城県 仙台市
有限会社エス・ジェイ・メンテナンス 宮城県 角田市
有限会社シンエイ 宮城県 登米市
有限会社不動産のイチロー 宮城県 大崎市
株式会社ニューテックシンセイ 山形県 米沢市
有限会社桂建築設計事務所 福島県 福島市
株式会社草間自動車 茨城県 常総市
株式会社古谷ホーム 茨城県 ひたちなか市
有限会社ネモト自動車 茨城県 稲敷市
AIS総合設計株式会社 栃木県 宇都宮市
株式会社福田屋呉服店 栃木県 宇都宮市
株式会社ルームズカンパニー 栃木県 宇都宮市
株式会社松栄工業 栃木県 栃木市
栃木電子工業株式会社 栃木県 栃木市
株式会社STM 栃木県 鹿沼市
株式会社太田建設 栃木県 那須塩原市
日下田 勇 栃木県
カイエー共和コンクリート株式会社 群馬県 前橋市
みその税理士法人 埼玉県 さいたま市
株式会社弘輝テック 埼玉県 川越市
株式会社八宝商事 埼玉県 川口市
SKS株式会社 埼玉県 三郷市
江東化工株式会社 埼玉県 三郷市
有限会社安野自動車整備工場 埼玉県 坂戸市
有限会社堀口工業 埼玉県 寄居町
登坂 悠也 埼玉県
都測量設計株式会社 千葉県 千葉市
有限会社ロード・プロモーション 千葉県 千葉市
株式会社コーケン 千葉県 茂原市
株式会社田嶋自動車工業 千葉県 茂原市
株式会社クオーレ・プランニング 千葉県 柏市
株式会社ホームプロジェクト 千葉県 流山市
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有限会社トキワ測量設計 千葉県 君津市
株式会社富津測量 千葉県 富津市
有限会社高山自動車 千葉県 南房総市
角脇 進 千葉県
株式会社地山堂 東京都 台東区
株式会社ニッチュー 東京都 台東区
株式会社北村製作所 東京都 品川区
株式会社サンミューロン 東京都 品川区
ＧＩＴＡＩ　Ｊａｐａｎ株式会社 東京都 目黒区
テックストレーキ株式会社 東京都 大田区
株式会社ランドマック 東京都 渋谷区
株式会社ＡｍｉｔＡ 東京都 中野区
株式会社山田伸彦建築設計事務所 東京都 杉並区
株式会社アークポイント 東京都 豊島区
アーク印刷株式会社 東京都 北区
株式会社ＳＡＮＴＥグループ 東京都 足立区
ｙａｓ有限会社 東京都 足立区
細見工業株式会社 東京都 葛飾区
株式会社ケア・スポット 東京都 江戸川区
株式会社Ｃ．Ｓ．ＦＡＣＴＯＲＹ 東京都 八王子市
株式会社濱中技建 東京都 青梅市
株式会社東果 東京都 多摩市
株式会社田村工務店 東京都 羽村市
尾崎 恵美 東京都
中村 明 東京都
株式会社アーキブレイン 神奈川県 横浜市
株式会社オズコーポレーション 神奈川県 横浜市
株式会社三技協 神奈川県 横浜市
三共技研工業株式会社 神奈川県 横浜市
すゞきモーター株式会社 神奈川県 横浜市
明立精機株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社モリヤ総合設備 神奈川県 横浜市
株式会社リム川崎 神奈川県 横浜市
株式会社石井建設 神奈川県 川崎市
川崎住宅株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社シティライフ 神奈川県 川崎市
株式会社池部設備 神奈川県 相模原市
大久保電気株式会社 神奈川県 相模原市
バックアップユアライフ株式会社 神奈川県 横須賀市
株式会社テクノアート 神奈川県 大和市
伊藤 敦司 神奈川県
株式会社ＮＳＫ建築構造研究所 新潟県 新潟市
有限会社加藤酒造店 新潟県 佐渡市
有限会社タガアートステンレス 富山県 富山市
株式会社荒井舗道 石川県 金沢市
株式会社なかや 石川県 金沢市
北研エンジニアリング株式会社 石川県 金沢市
株式会社総合食器みやの 石川県 加賀市
株式会社アーサ 福井県 福井市
株式会社えん 福井県 福井市
株式会社京呉服平田 福井県 福井市
有限会社広田屋プロパン 長野県 飯田市
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飯田 厚 長野県
有限会社　太田自動車興業 岐阜県 岐阜市
福井 克仁 岐阜県
光陽エンジニアリング株式会社 静岡県 静岡市
有限会社遠日レンタリース 静岡県 浜松市
株式会社大誠 静岡県 浜松市
パイフォトニクス株式会社 静岡県 浜松市
株式会社マルワサービス 静岡県 藤枝市
芹澤 孝 静岡県
株式会社　飯田設計 愛知県 名古屋市
株式会社鈴屋 愛知県 名古屋市
世界印刷販売有限会社 愛知県 名古屋市
株式会社日建コーポレーション 愛知県 名古屋市
株式会社二和印刷紙業 愛知県 名古屋市
モリーオフセット印刷有限会社 愛知県 名古屋市
医療法人松井歯科医院 愛知県 豊橋市
落合デザイン商店合同会社 愛知県 岡崎市
株式会社シンクリッチ 愛知県 岡崎市
土屋商店有限会社 愛知県 岡崎市
池田機械株式会社 愛知県 瀬戸市
有限会社大平自動車 愛知県 瀬戸市
株式会社エアード 愛知県 豊田市
テイーケイ物流有限会社 愛知県 犬山市
医療法人雄睦会 愛知県 大府市
株式会社アソビバ 愛知県 みよし市
セントラルヘリコプターサービス株式会社 愛知県 豊山町
株式会社エンヤ 愛知県 幸田町
秋田 豊樹 愛知県
大島 陽太 愛知県
真野 隆利 愛知県
横井 友一 愛知県
有限会社池畑モータース 三重県 四日市市
有限会社小久保植樹園 三重県 伊勢市
有限会社小池建設 三重県 志摩市
株式会社ＡＲＣ 滋賀県 大津市
株式会社メンズプラザナカガワ 滋賀県 長浜市
株式会社Ｎ－ＴＥＣＨ 滋賀県 近江八幡市
株式会社tsunagu 滋賀県 守山市
京呉服好一株式会社 京都府 京都市
株式会社クライフ 京都府 京都市
株式会社シモガモ建築事務所 京都府 京都市
株式会社　大滝工務店 京都府 舞鶴市
株式会社マイギ 京都府 舞鶴市
株式会社セイキ製作所 京都府 八幡市
株式会社浅野・出江建築事務所 大阪府 大阪市
株式会社オズコーポレーション 大阪府 大阪市
株式会社Ｇｂｉａｔｅ 大阪府 大阪市
株式会社ジャペックス 大阪府 大阪市
土徳産業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ユナックス 大阪府 大阪市
コバックス株式会社 大阪府 堺市
株式会社粋 大阪府 堺市
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株式会社フジキ 大阪府 堺市
東洋木材株式会社 大阪府 守口市
株式会社ユニテック 大阪府 枚方市
株式会社グリーンスペースオオサカ 大阪府 八尾市
株式会社リボーンテクノ 大阪府 八尾市
医療法人聖因会 大阪府 泉佐野市
有限会社ネオジオ 大阪府 富田林市
株式会社東和化成工業所 大阪府 東大阪市
高田 雅文 大阪府
株式会社インパルス 兵庫県 神戸市
株式会社ウィニスト 兵庫県 神戸市
中村工業株式会社 兵庫県 神戸市
有限会社不老 兵庫県 神戸市
株式会社村上工務店 兵庫県 神戸市
有限会社シンプレックス一級建築士事務所 兵庫県 芦屋市
株式会社マツバラ 兵庫県 豊岡市
有限会社中谷住宅 兵庫県 加古川市
善和建設株式会社 兵庫県 小野市
本多 正剛 奈良県
有限会社吉田工業 和歌山県 和歌山市
池田 良 和歌山県
小松 誉和 和歌山県
コンフェット株式会社 岡山県 岡山市
株式会社エルデ 岡山県 倉敷市
株式会社井原環境保全 岡山県 井原市
株式会社ディアス 広島県 広島市
株式会社日紅コンストラクション 広島県 広島市
株式会社BLUE GRID 広島県 広島市
有限会社メテコ 広島県 広島市
株式会社臨海都市研究所 広島県 広島市
株式会社フォルト 山口県 下関市
北島産業株式会社 徳島県 徳島市
株式会社二宮石材 香川県 高松市
丸喜運輸機工株式会社 香川県 高松市
共信コミュニケーションズ四国株式会社 香川県 丸亀市
有限会社丸和 愛媛県 宇和島市
株式会社クニホーミング 福岡県 北九州市
株式会社ナカガワクリエイト 福岡県 北九州市
城島産業株式会社 福岡県 福岡市
有限会社辻野電気工事 福岡県 福岡市
有限会社石崎自動車整備工場 福岡県 久留米市
有限会社平和自動車 福岡県 大野城市
有限会社吉原電工社 福岡県 志免町
有限会社泰平建設 福岡県 新宮町
株式会社フクモト工業 福岡県 鞍手町
新井 孝一 福岡県
大場 一之 福岡県
古川 学 福岡県
有限会社　玉喜 佐賀県 佐賀市
伏水設備株式会社 長崎県 長崎市
株式会社コクピットＦ－１ 熊本県 熊本市
株式会社いなば 熊本県 錦町
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株式会社クラス不動産 宮崎県 都城市
日之出建設工業有限会社 鹿児島県 出水市
株式会社ヒラヤマ 鹿児島県 出水市
有限会社吉建 鹿児島県 日置市
新村 浩輝 鹿児島県

5 / 5 ページ


