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事業者名 都道府県 市区町村

株式会社アイビック 北海道 札幌市
棟晶株式会社 北海道 札幌市
株式会社ぶりりあんとしっぷ 北海道 札幌市
株式会社道北建装 北海道 旭川市
株式会社丸弘電化センター 北海道 苫小牧市
株式会社宮田建設 北海道 美幌町
竹山 禎章 北海道
藤林電気株式会社 青森県 青森市
株式会社　山神 青森県 青森市
株式会社エムエフノースジャパン 青森県 弘前市
株式会社東管サービス 青森県 弘前市
株式会社丸岡工務店 青森県 弘前市
青森県りんごジュース株式会社 青森県 黒石市
大羽建設株式会社 青森県 六ヶ所村
株式会社小原電気商会 岩手県 花巻市
社会福祉法人いつつ星会 岩手県 二戸市
有限会社東北測技 岩手県 奥州市
株式会社石井土木 宮城県 仙台市
イワコー株式会社 宮城県 仙台市
オリエンタル工業株式会社 宮城県 仙台市
三洋テクニックス株式会社 宮城県 仙台市
株式会社東和エンジニアリング 宮城県 仙台市
株式会社みらい創研 宮城県 仙台市
黒須産業株式会社 宮城県 石巻市
ニイヌマ株式会社 宮城県 石巻市
株式会社浅野工務店 宮城県 登米市
株式会社及川工務店 宮城県 登米市
菅原産業細倉運輸株式会社 宮城県 栗原市
デザインワークス株式会社 宮城県 亘理町
有限会社渋谷組 宮城県 山元町
鈴木 和徳 宮城県
有限会社小川工務店 秋田県 三種町
木村 臣 秋田県
株式会社大山設備 山形県 鶴岡市
株式会社庄内クリエート工業 山形県 鶴岡市
株式会社大栄測地 福島県 福島市
株式会社中山組 福島県 いわき市
株式会社箱建エンジニアリング 福島県 いわき市
株式会社奈良屋 茨城県 水戸市
株式会社東洋ブレーキ商会 茨城県 日立市
有限会社小林自動車 茨城県 古河市
エム・ランド建設株式会社 茨城県 牛久市
株式会社石井土木 茨城県 美浦村
株式会社杉原建設 茨城県 阿見町
中村興業有限会社 茨城県 阿見町
石井 明徳 茨城県
株式会社　オニックス　ジャパン 栃木県 宇都宮市

令和元年度補正サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業
＜三次締切分　A類型　交付決定事業者一覧＞

1 / 9 ページ



2020年7月15日

事業者名 都道府県 市区町村

オグラ金属株式会社 栃木県 足利市
柴田建設株式会社 栃木県 栃木市
株式会社 新和技研 栃木県 栃木市
大島造園有限会社 栃木県 佐野市
有限会社あすなろ 栃木県 小山市
株式会社Mshome 栃木県 小山市
株式会社明清産業 群馬県 前橋市
株式会社山田工務所 群馬県 前橋市
株式会社ライブ環境建築設計 群馬県 前橋市
社会福祉法人長野会 群馬県 高崎市
イソベテック株式会社 群馬県 伊勢崎市
株式会社明翔メディカル 群馬県 太田市
株式会社柳田鉄工所 群馬県 太田市
河本工業株式会社 群馬県 館林市
三羽工業株式会社 群馬県 館林市
株式会社タナカ設備工事 群馬県 榛東村
石井 守 群馬県
松田 吉巨 群馬県
株式会社タチ防災設備 埼玉県 さいたま市
株式会社中里組 埼玉県 川越市
株式会社インフォルム 埼玉県 川口市
医療法人デンタルアドバンス 埼玉県 川口市
株式会社仲川工務店 埼玉県 川口市
株式会社武蔵野防災 埼玉県 川口市
守屋八潮建設株式会社 埼玉県 秩父市
有限会社増田造園土木 埼玉県 所沢市
有限会社サワケン 埼玉県 飯能市
矢島建設株式会社 埼玉県 飯能市
株式会社富岡食品 埼玉県 深谷市
有限会社尾ヶ井 埼玉県 越谷市
株式会社山下工務店 埼玉県 越谷市
有限会社アドエール 埼玉県 新座市
さくら観光バス株式会社 埼玉県 久喜市
株式会社エコグリーン開発 埼玉県 白岡市
日新精機株式会社 埼玉県 三芳町
増山 良裕 埼玉県
株式会社ジディール 千葉県 船橋市
株式会社東城政和建築事務所 千葉県 船橋市
株式会社三晃総業 千葉県 松戸市
有限会社スズキ新松戸自動車販売 千葉県 松戸市
株式会社ナカノ 千葉県 松戸市
日本サービス株式会社 千葉県 松戸市
株式会社若葉 千葉県 成田市
合同会社ＴＫＳ 千葉県 習志野市
株式会社宮原測量 千葉県 市原市
有限会社日新測量設計 千葉県 君津市
有限会社サカイ測量 千葉県 一宮町
飯田 祥平 千葉県
株式会社　東方通信社 東京都 千代田区
株式会社ＧＲＡＳＴ 東京都 港区
代官山税理士法人 東京都 港区
医療法人社団七海会 東京都 港区
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税理士法人ブルズ＆パートナーズ 東京都 港区
株式会社隼製作所 東京都 新宿区
江東電気株式会社 東京都 台東区
有限会社松永設備工業所 東京都 台東区
有限会社タマ・テック・ラボ 東京都 目黒区
有限会社青葉精工製作所 東京都 世田谷区
コロンビアホテル＆リゾーツ株式会社 東京都 渋谷区
株式会社Ｊ・ＷＯＲＫＳ 東京都 渋谷区
株式会社情熱 東京都 渋谷区
医療法人社団ＰＵＲＥ 東京都 渋谷区
株式会社不愛荘 東京都 渋谷区
樅建築事務所合同会社 東京都 渋谷区
株式会社ラーフス 東京都 中野区
株式会社ウインローダー 東京都 杉並区
マグナ通信工業株式会社 東京都 杉並区
医療法人社団　康真会 東京都 足立区
株式会社Ｃ－ｄａｙｓ 東京都 葛飾区
総和設備工業有限会社 東京都 葛飾区
株式会社　ティー・エム 東京都 八王子市
株式会社　デイテク 東京都 八王子市
株式会社ピーエイシー 東京都 三鷹市
鶴澤会計パートナーズ株式会社 東京都 福生市
社会福祉法人イリアンソス 東京都 東久留米市
株式会社タチバナ 東京都 東久留米市
株式会社ファインフーズ 東京都 武蔵村山市
有限会社新世紀工業 東京都 多摩市
株式会社福島測量 東京都 稲城市
株式会社鈴興 東京都 西東京市
越田 清 東京都
小林 聡志 東京都
佐藤 史芳 東京都
椎橋 正雄 東京都
清水 信行 東京都
白井 久代 東京都
永田 岳也 東京都
増野 司 東京都
有限会社　キムラ自動車 神奈川県 横浜市
株式会社津田製作所 神奈川県 横浜市
株式会社日建 神奈川県 横浜市
林電気株式会社 神奈川県 横浜市
有限会社横総 神奈川県 横浜市
エヌ・デイ・ケー加工センター株式会社 神奈川県 相模原市
株式会社創電技研 神奈川県 相模原市
ヒカリ電設株式会社 神奈川県 平塚市
三幸物産株式会社 神奈川県 厚木市
医療法人井上整形外科 神奈川県 二宮町
株式会社伊藤組 新潟県 新潟市
武田建設株式会社 新潟県 新潟市
新潟興農株式会社 新潟県 新潟市
株式会社プログレス 新潟県 新潟市
株式会社トリト 新潟県 三条市
マルモ建設株式会社 新潟県 三条市
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株式会社新生建設 新潟県 柏崎市
株式会社　イシモク 新潟県 加茂市
株式会社松山組 新潟県 村上市
株式会社丸山技研 新潟県 燕市
株式会社国井組 新潟県 阿賀野市
ジョイントファーム株式会社 新潟県 田上町
社会福祉法人中越老人福祉協会 新潟県 出雲崎町
公益社団法人富山県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 富山県 富山市
有限会社石川労務研究所 石川県 金沢市
金沢ＱＯＬ支援センター株式会社 石川県 金沢市
社会福祉法人金沢西福祉会 石川県 金沢市
山王電気工業株式会社 石川県 七尾市
有限会社サンワ工業 石川県 七尾市
名誠株式会社 石川県 七尾市
株式会社長柄測量 石川県 かほく市
株式会社なかの林業 石川県 白山市
株式会社宮西計算センター 石川県 白山市
寺井建設株式会社 石川県 志賀町
有限会社　下出商店 福井県 あわら市
株式会社　木原 福井県 越前市
株式会社カケヒ 福井県 坂井市
大林 健治 福井県
峡北工業株式会社 山梨県 韮崎市
株式会社ナカエス溶工 山梨県 南アルプス市
株式会社富士建設 山梨県 山中湖村
渡邉 梓 山梨県
株式会社木族の家 長野県 松本市
須高車輌販売株式会社 長野県 須坂市
社会福祉法人御代田町社会福祉協議会 長野県 御代田町
株式会社東栄興業 長野県 富士見町
株式会社協和精工 長野県 高森町
株式会社エムケーシー 長野県 池田町
株式会社Ｓ＆Ｔ観光開発 長野県 山ノ内町
清水 純一 長野県
有限会社藤井製作所 岐阜県 中津川市
株式会社深山 岐阜県 瑞浪市
株式会社ミヤマプランニング 岐阜県 瑞浪市
大洋自動車工業有限会社 岐阜県 羽島市
株式会社友進道路 岐阜県 美濃加茂市
有限会社肥山陶苑 岐阜県 土岐市
株式会社アルミックイマイ 岐阜県 可児市
株式会社ジョイアス 岐阜県 可児市
株式会社郡上電気 岐阜県 郡上市
丹羽 重法 岐阜県
丸三自動車整備株式会社 静岡県 静岡市
株式会社ＭＪＣ 静岡県 浜松市
有限会社大橋建工 静岡県 浜松市
三青工業株式会社 静岡県 浜松市
有限会社高柳 静岡県 浜松市
有限会社藤原建築 静岡県 島田市
幸也建設株式会社 静岡県 富士市
株式会社松林組 静岡県 富士市
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有限会社下田調剤センター 静岡県 下田市
市川建設株式会社 静岡県 函南町
田島 利彦 静岡県
松元 優 静岡県
株式会社愛林会 愛知県 名古屋市
伊藤建設工業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社エスター 愛知県 名古屋市
株式会社小川 愛知県 名古屋市
柏工業株式会社 愛知県 名古屋市
木村紙商事株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社さわやか薬局 愛知県 名古屋市
株式会社清和 愛知県 名古屋市
株式会社大陽商会 愛知県 名古屋市
株式会社デイジー 愛知県 名古屋市
株式会社豊福組運輸 愛知県 名古屋市
株式会社ドライバンク 愛知県 名古屋市
前田バルブ工業株式会社 愛知県 名古屋市
横井定株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社リサーチ 愛知県 名古屋市
大日印刷株式会社 愛知県 岡崎市
昭栄金属株式会社 愛知県 一宮市
株式会社看板カトウ 愛知県 春日井市
株式会社日本道路案内標識 愛知県 豊川市
株式会社浅井商店 愛知県 碧南市
株式会社　豊電子工業 愛知県 刈谷市
株式会社かど屋 愛知県 西尾市
艶榮工業株式会社 愛知県 蒲郡市
株式会社フジイ金型 愛知県 江南市
医療法人財団愛泉会 愛知県 日進市
株式会社グッドホーム 愛知県 みよし市
株式会社康臨丸 愛知県 東浦町
有限会社イケダオート 愛知県 幸田町
鈴木 琢夫 愛知県
安井 彰彦 愛知県
医療法人Ｂｅｓｔｉｅ 三重県 津市
株式会社マミテック 三重県 伊勢市
有限会社杉野建設 三重県 鈴鹿市
株式会社タナカバナナ 三重県 伊賀市
伊藤 卓司 三重県
西尾 知也 三重県
株式会社かわきた 滋賀県 湖南市
有限会社伴自動車 滋賀県 米原市
小川 和也 滋賀県
株式会社ケンコー 京都府 京都市
株式会社宝池自動車教習所 京都府 京都市
株式会社中村 京都府 京都市
有限会社ニッケイ 京都府 京都市
株式会社山佐塗装工業 京都府 京都市
株式会社ＷｏｒｌｄＬｉｎｋ＆Ｃｏｍｐａｎｙ 京都府 京都市
株式会社宮川電設工業 京都府 亀岡市
株式会社プロト 京都府 久御山町
小田 春樹 京都府
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小林 義秋 京都府
小松 和也 京都府
花山 和士 京都府
株式会社IPRコンサルタント 大阪府 大阪市
因幡鍍金工業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ウネビ商会 大阪府 大阪市
医療法人健世会 大阪府 大阪市
有限会社サカノ 大阪府 大阪市
医療法人眞和会 大阪府 大阪市
株式会社ＦＡＺ 大阪府 大阪市
マネーコンシェルジュ税理士法人 大阪府 大阪市
ライディック株式会社 大阪府 大阪市
有限会社メール 大阪府 豊中市
田中紙管株式会社 大阪府 八尾市
明和電気防災株式会社 大阪府 八尾市
藤原電気株式会社 大阪府 柏原市
有限会社創彩テック 大阪府 摂津市
医療法人うえしば歯科 大阪府 東大阪市
有限会社建築工房三正 大阪府 東大阪市
医療法人河野歯科 大阪府 四條畷市
ケービー産業株式会社 大阪府 忠岡町
井坂 義昭 大阪府
石井 廣平 大阪府
植田 卓 大阪府
内田 良平 大阪府
大谷 清次 大阪府
小林 智子 大阪府
澤 利広 大阪府
西上 雅人 大阪府
アークフラワースタジオ株式会社 兵庫県 神戸市
北神吉田建設株式会社 兵庫県 神戸市
有限会社理晃 兵庫県 神戸市
渡辺通商株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社アツハラ 兵庫県 尼崎市
株式会社関西真空 兵庫県 尼崎市
西宮小型自動車販売株式会社 兵庫県 西宮市
有限会社ザ．ベストライフ 兵庫県 相生市
社会福祉法人三木市社会福祉協議会 兵庫県 三木市
株式会社氷上興業 兵庫県 丹波市
荻田 雅仁 兵庫県
福本 涼駕 兵庫県
藤善 義明 兵庫県
株式会社森下ガスセンター 奈良県 斑鳩町
久米 秀紀 奈良県
塚田 良幸 奈良県
松尾 景 奈良県
南 幸治 奈良県
有限会社神谷商店 和歌山県 橋本市
株式会社ＵＲＡ 和歌山県 有田川町
株式会社池田土木 和歌山県 みなべ町
永見株式会社 鳥取県 米子市
有限会社ルウ研究所 鳥取県 米子市
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有限会社日建 島根県 浜田市
株式会社クリスタルオート 岡山県 岡山市
坂手建設株式会社 岡山県 岡山市
上道運輸株式会社 岡山県 岡山市
株式会社丸徳企業 岡山県 倉敷市
有限会社ミヨシ電工 岡山県 瀬戸内市
有限会社上野建設 広島県 広島市
株式会社大前工務店 広島県 広島市
株式会社ディーコム 広島県 広島市
広島県ブロック協同組合 広島県 広島市
株式会社堀田建創 広島県 広島市
有限会社マスヒロ 広島県 広島市
株式会社ミライアル不動産 広島県 広島市
有限会社ユピテル 広島県 広島市
有限会社谷中設備工業 広島県 三次市
株式会社宇根鉄工所 広島県 東広島市
株式会社大輝 広島県 東広島市
株式会社伯和商事 広島県 東広島市
稲田 稔 広島県
瀬戸 務 広島県
女鳥 智春 広島県
旭運輸株式会社 山口県 下関市
有限会社いずみ設備 山口県 山口市
株式会社カドス・コーポレーション 山口県 山口市
有限会社みつほ 山口県 山口市
有限会社オフィスタナカ 山口県 周南市
松永 信治 山口県
森田技研工業株式会社 徳島県 阿南市
株式会社総合技建コンサルタント 香川県 琴平町
有限会社オリエンタルシルバーホーム 愛媛県 松山市
星晃設備工業有限会社 愛媛県 松山市
有限会社ホクヨ 愛媛県 松山市
株式会社みずほ工業 愛媛県 松山市
株式会社真輝電設 愛媛県 新居浜市
株式会社ＷＥＳＴ 愛媛県 四国中央市
株式会社スギモト 愛媛県 鬼北町
四国電設興業株式会社 高知県 高知市
有限会社ジョイントショップ・キタオカ 高知県 高知市
株式会社東亜 高知県 高知市
有限会社野村工業 高知県 南国市
株式会社一輝 福岡県 北九州市
株式会社北九州機材 福岡県 北九州市
社会福祉法人　広寿会 福岡県 北九州市
児玉建設株式会社 福岡県 北九州市
株式会社ゴトウ 福岡県 北九州市
株式会社園田建設 福岡県 北九州市
山十株式会社 福岡県 北九州市
有限会社ウエストビレッジ 福岡県 福岡市
株式会社エニシ 福岡県 福岡市
株式会社エンジＫａｗａｓａｋｉ 福岡県 福岡市
テジマ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社永井建設 福岡県 福岡市
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2020年7月15日

事業者名 都道府県 市区町村

株式会社ブレンダ 福岡県 福岡市
ポンドマム株式会社 福岡県 福岡市
株式会社松澤建築設計事務所 福岡県 福岡市
株式会社メディカ・ジャパン 福岡県 福岡市
有限会社メビウスソリューションズ 福岡県 福岡市
有限会社渡辺モータース 福岡県 福岡市
株式会社栄電舎 福岡県 久留米市
佐藤測量設計株式会社 福岡県 飯塚市
二瀬窯業株式会社 福岡県 飯塚市
社会福祉法人田口福祉会 福岡県 大川市
株式会社Ｌｉｇｈｔ　ＥＮＧ． 福岡県 大野城市
ナガタエンジニアリング株式会社 福岡県 宮若市
株式会社ＰＴＲ 福岡県 宮若市
社会福祉法人隆栄会 福岡県 糸島市
有限会社クスクス 福岡県 新宮町
綜合部品株式会社 福岡県 岡垣町
社会福祉法人大木福祉会 福岡県 大木町
株式会社日新インターナショナル 福岡県 苅田町
池崎 辰己 福岡県
株式会社スーパーモリナガ 佐賀県 佐賀市
社会福祉法人ステップさが 佐賀県 佐賀市
有限会社内川建設 佐賀県 神埼市
有限会社フジクラ 佐賀県 みやき町
ヤマト陶磁器株式会社 佐賀県 有田町
株式会社長崎かなえ 長崎県 長崎市
田中測量設計有限会社 長崎県 佐世保市
高久 和也 長崎県
銀杏薬品株式会社 熊本県 熊本市
白鷺電気工業株式会社 熊本県 熊本市
株式会社白岳酒造研究所 熊本県 人吉市
kodavic株式会社 熊本県 玉名市
有限会社坂本石灰工業所 熊本県 玉名市
社会福祉法人泗水福祉会 熊本県 菊池市
株式会社長友設備 熊本県 御船町
中川 惠吾 熊本県
株式会社ブライテック 大分県 大分市
株式会社河野測量設計 大分県 豊後大野市
株式会社栄新設備 宮崎県 宮崎市
株式会社城西エンジニアリング 宮崎県 都城市
株式会社ＥＣＯライフ住設 鹿児島県 鹿児島市
有限会社　大迫自動車商会 鹿児島県 鹿児島市
医療法人仁愛会 鹿児島県 鹿児島市
株式会社立石食品 鹿児島県 鹿児島市
株式会社丸屋ブライダル 鹿児島県 鹿児島市
株式会社南九州ファミリーマート 鹿児島県 鹿児島市
社会福祉法人紫原福祉会 鹿児島県 鹿児島市
社会福祉法人真奉会 鹿児島県 霧島市
医療法人　真和会 鹿児島県 霧島市
株式会社ユニバーサルハウス 鹿児島県 霧島市
株式会社大松建設 鹿児島県 宇検村
赤石 勇気 鹿児島県
小湊 清隆 鹿児島県
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事業者名 都道府県 市区町村

本村 信一 鹿児島県
株式会社おきなわ屋 沖縄県 那覇市
有限会社名工企画設計 沖縄県 那覇市
株式会社ワールド設計 沖縄県 那覇市
LSDdesign株式会社 沖縄県 宜野湾市
有限会社新光電気 沖縄県 うるま市
有限会社ミナミ商事 沖縄県 南風原町
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