
2020年7月31日

事業者名 都道府県 市区町村

株式会社クルーザー 北海道 札幌市
有限会社札幌建設サポート 北海道 札幌市
タカヤ造園株式会社 北海道 札幌市
株式会社ヒノデ工業 北海道 札幌市
千代田電装工業株式会社 北海道 旭川市
株式会社松田技術コンサルタント 北海道 帯広市
村井小泉建設株式会社 北海道 北見市
株式会社武田工房 北海道 北斗市
株式会社匠工芸 北海道 東神楽町
有限会社栄雄 北海道 美深町
美興砂利工業　株式会社 北海道 美深町
有限会社ユウアイ 北海道 遠軽町
干野 洋 北海道
タクミホーム株式会社 青森県 八戸市
株式会社オフィスタンクバッグ 岩手県 花巻市
カイジョー株式会社 岩手県 遠野市
株式会社ダイワ技術サービス 宮城県 仙台市
株式会社チック 宮城県 仙台市
株式会社針生建設 宮城県 仙台市
株式会社ワクニ 宮城県 仙台市
株式会社　横田屋本店 宮城県 気仙沼市
ひなた建設株式会社 宮城県 白石市
有限会社日栄興業 宮城県 栗原市
有限会社山藤運輸 宮城県 南三陸町
協栄測量設計株式会社 山形県 山形市
小林建匠株式会社 山形県 鶴岡市
株式会社天童自動車商会 山形県 天童市
有限会社菅原土建 山形県 東根市
大久保 昇 山形県
株式会社木の力 福島県 いわき市
株式会社ベストライン 福島県 いわき市
株式会社　東和 茨城県 水戸市
株式会社ＩＥＴ 茨城県 土浦市
株式会社Ｓ・Ｋプランニング 茨城県 坂東市
岩瀬 栄 茨城県
小沼 文子 茨城県
古谷 栄子 茨城県
古谷 泰延 茨城県
大関 誠次 栃木県
大塚 好美 栃木県
﨑谷 秀一 栃木県
あおいんく建築設計株式会社 群馬県 前橋市
上毛倉庫株式会社 群馬県 前橋市
日本ハイコム株式会社 群馬県 前橋市
丸菱紙工株式会社 群馬県 前橋市
有限会社　宮田製作所 群馬県 前橋市
渡辺建設株式会社 群馬県 前橋市

令和元年度補正サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業
＜四次締切分　A類型　交付決定事業者一覧＞
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浦野工業株式会社 群馬県 高崎市
株式会社神保水道設備 群馬県 高崎市
社会福祉法人みどの福祉会 群馬県 高崎市
株式会社北村土木 群馬県 桐生市
須永工業株式会社 群馬県 伊勢崎市
有限会社トーモーロジスティック 群馬県 太田市
株式会社ヤマザキテクノ 群馬県 太田市
有限会社建徳 群馬県 沼田市
株式会社藤武梱包 群馬県 藤岡市
株式会社野口建設 群馬県 富岡市
株式会社介護ツリー 群馬県 吉岡町
大堀 重男 群馬県
羽鳥 亘 群馬県
株式会社安西建設 埼玉県 さいたま市
株式会社　植幸プランティションサービス 埼玉県 さいたま市
有限会社大橋シャーリング 埼玉県 さいたま市
株式会社グリム 埼玉県 さいたま市
医療法人けやき医院 埼玉県 さいたま市
株式会社　三測社 埼玉県 所沢市
Y'sホーム株式会社 埼玉県 春日部市
株式会社大崎 埼玉県 戸田市
株式会社ユーピット 埼玉県 八潮市
株式会社ヨリイクリーン 埼玉県 寄居町
逆井 滋 埼玉県
社会福祉法人常盤会 千葉県 千葉市
学校法人中山学園 千葉県 船橋市
ミナトゴム株式会社 千葉県 船橋市
有限会社奥谷設備工業 千葉県 柏市
ロジストファーム株式会社 千葉県 柏市
有限会社丸千金属工業所 千葉県 八千代市
株式会社オーファ 千葉県 浦安市
株式会社秀建ビルド 千葉県 浦安市
株式会社サントレーディング 千葉県 香取市
斎藤 麻子 千葉県
泉水 秀俊 千葉県
橋本 綾子 千葉県
松丸 好一 千葉県
株式会社ラストワンマイルソリューション 東京都 中央区
株式会社Ｈｅｒｍａｎａ 東京都 港区
税理士法人千代田経営会計事務所 東京都 港区
株式会社春企画東京 東京都 港区
帝都典禮株式会社 東京都 新宿区
株式会社イムラアドバイザリー 東京都 文京区
合同会社S・Tホールディングス 東京都 文京区
株式会社鈴木法衣店 東京都 台東区
有限会社ランドパイン 東京都 墨田区
ワイズネット株式会社 東京都 品川区
株式会社防災サービスセンター 東京都 大田区
三益工業株式会社 東京都 大田区
アイ・メディカ株式会社 東京都 渋谷区
エムズ株式会社 東京都 渋谷区
ＬＥ．Ｏ．ＶＥ株式会社 東京都 渋谷区
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株式会社ロイジーアンドビブ 東京都 渋谷区
株式会社Ａｌｕｍｎｉ 東京都 渋谷区
有限会社まつもと薬局 東京都 杉並区
部屋ラボ株式会社 東京都 豊島区
神田パッケージ株式会社 東京都 北区
クロスナレッジアドバイザリ株式会社 東京都 北区
株式会社練馬ホゼン 東京都 練馬区
株式会社むつみ 東京都 八王子市
ライチ株式会社 東京都 八王子市
株式会社日都設計 東京都 青梅市
有限会社イエスプロパン 東京都 日野市
理研テクノプラント株式会社 東京都 東久留米市
ヘイセイ工業株式会社 東京都 稲城市
有限会社たちばな興業 東京都 奥多摩町
尾崎（尾嵜） 覚 東京都
坂本 恵子 東京都
清水 康司 東京都
武内 義晴 東京都
野村 聖一 東京都
林 久仁子 東京都
久田 大輔 東京都
日野浦 メイ子 東京都
南 清隆 東京都
森 大志 東京都
株式会社ウイッシュボン 神奈川県 横浜市
株式会社川上工務店 神奈川県 横浜市
医療法人診治会 神奈川県 横浜市
株式会社マーキュリーコスメティック 神奈川県 横浜市
株式会社川崎中央プランナー 神奈川県 川崎市
株式会社共榮メンテナンス 神奈川県 相模原市
有限会社中田測量事務所 神奈川県 相模原市
株式会社原良平商店 神奈川県 相模原市
サンキホーム株式会社 神奈川県 藤沢市
小田原報徳自動車株式会社 神奈川県 小田原市
社会福祉法人聖和むつみ会 神奈川県 厚木市
株式会社日本生産技術研究所 神奈川県 厚木市
長島建設株式会社 神奈川県 伊勢原市
ライズ工業有限会社 神奈川県 座間市
今井 真樹 神奈川県
竹内 康志郎 神奈川県
富田 健太郎 神奈川県
吉田 章太 神奈川県
株式会社信越 新潟県 新潟市
株式会社新潟協建社 新潟県 新潟市
ニイガタ鉄筋工業株式会社 新潟県 新潟市
株式会社グランツイスト 新潟県 長岡市
パートナーズプロジェクト税理士法人 新潟県 長岡市
西山建設株式会社 新潟県 柏崎市
株式会社藤田組 新潟県 燕市
有限会社本金設備 新潟県 燕市
松尾株式会社 新潟県 糸魚川市
さくらメディカル株式会社 新潟県 上越市
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石川 正明 新潟県
コンチネンタル株式会社 富山県 富山市
有限会社　山本実燃料店 富山県 小矢部市
北造園株式会社 石川県 金沢市
三和メディカル株式会社 石川県 金沢市
株式会社昭栄建設 石川県 七尾市
ランテック株式会社 石川県 七尾市
株式会社岸商店 石川県 小松市
石川県牛乳事業協同組合 石川県 能美市
東和株式会社 石川県 能美市
有限会社青栄工業 福井県 福井市
加野建設株式会社 福井県 敦賀市
株式会社永樹 福井県 鯖江市
大嶋建設株式会社 福井県 坂井市
株式会社渡辺畜産 山梨県 甲府市
富士環境管理株式会社 山梨県 富士吉田市
株式会社電溶工業 山梨県 昭和町
株式会社伊藤測量設計 長野県 長野市
株式会社たちばな 長野県 長野市
一般社団法人飯田下伊那薬剤師会 長野県 飯田市
株式会社ヤマト 長野県 諏訪市
株式会社アステック長野 長野県 小諸市
有限会社土屋設備 長野県 軽井沢町
株式会社　ちさと東 長野県 阿智村
Ｌｉｆｅ　Ｂａｎｋ株式会社 岐阜県 高山市
昭和建設株式会社 岐阜県 羽島市
板垣建設株式会社 岐阜県 恵那市
株式会社黒田製作所 岐阜県 岐南町
株式会社ワタミ 岐阜県 安八町
渡邊 安正 岐阜県
株式会社ウィズコーポレーション 静岡県 静岡市
丸大杉山建材株式会社 静岡県 静岡市
有限会社マルモン興業 静岡県 静岡市
株式会社ランドテクト 静岡県 静岡市
テイオー産業株式会社 静岡県 浜松市
とやま建材株式会社 静岡県 浜松市
株式会社フォトジーティ 静岡県 浜松市
株式会社河西 静岡県 三島市
株式会社田中通信電設 静岡県 三島市
株式会社　石原工務所 静岡県 富士宮市
株式会社　兵庫親林開発 静岡県 島田市
株式会社　富士庭苑 静岡県 富士市
後藤鋼商運輸有限会社 静岡県 磐田市
有限会社藤花自販 静岡県 焼津市
株式会社タカダ産業 静岡県 御殿場市
有限会社一井測量設計事務所 静岡県 菊川市
株式会社潮陵建設 静岡県 伊豆の国市
有限会社木下組 静岡県 牧之原市
鈴木 規夫 静岡県
有限会社アド・フューチャー 愛知県 名古屋市
株式会社アルコム 愛知県 名古屋市
市原金属産業株式会社 愛知県 名古屋市
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株式会社ＩＳＳＥＩ 愛知県 名古屋市
株式会社クリアスペース 愛知県 名古屋市
有限会社ケイユウ電気 愛知県 名古屋市
コトブキ自動車株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社総和不動産 愛知県 名古屋市
知多港運株式会社 愛知県 名古屋市
中部技巧株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社テイクデザイン 愛知県 名古屋市
名古屋フィルター販売株式会社 愛知県 名古屋市
ニッコアイエム株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ハンズコーポレーション 愛知県 名古屋市
フジ建設株式会社 愛知県 名古屋市
宮川工機株式会社 愛知県 豊橋市
愛知県酪農農業協同組合 愛知県 岡崎市
株式会社ウィン 愛知県 岡崎市
神谷商事有限会社 愛知県 岡崎市
株式会社山本モータース 愛知県 岡崎市
大崎機工株式会社 愛知県 一宮市
ハジメ産業株式会社 愛知県 一宮市
中島産業株式会社 愛知県 瀬戸市
有限会社Ｂダッシュ 愛知県 半田市
有限会社スペースガーデン 愛知県 刈谷市
株式会社豊栄 愛知県 豊田市
株式会社キラ・コーポレーション 愛知県 西尾市
株式会社ミカワエンジニアリング 愛知県 蒲郡市
山田産業株式会社 愛知県 犬山市
医療法人　不動会 愛知県 江南市
株式会社アイ・エス・オー 愛知県 小牧市
株式会社青山運送 愛知県 小牧市
Ｌｉｆｅ　Ｂａｎｋ　Ｐｌｕｓ株式会社 愛知県 小牧市
株式会社ＴＧＶサービス 愛知県 稲沢市
株式会社ナゴヤテクニカルエース 愛知県 東海市
株式会社ビッグ 愛知県 豊明市
株式会社　森の仲間たち 愛知県 愛西市
株式会社ハートメディカル 愛知県 あま市
株式会社 藤田工務店 愛知県 あま市
大石 浩史 愛知県
高橋 秋信 愛知県
野々山 郁 愛知県
株式会社装芸三重 三重県 津市
株式会社Ｒｉｂｂｉｔ 三重県 津市
石井燃商株式会社 三重県 四日市市
株式会社一色商会 三重県 四日市市
株式会社マルヨシ陶器 三重県 四日市市
医療法人童心会 三重県 鳥羽市
山一建設株式会社 三重県 伊賀市
医療法人輝生会 滋賀県 大津市
医療法人せせらぎ会浮田クリニック 滋賀県 大津市
株式会社ｗｏｒｋｐｌａｎｆａｃｔｏｒｙ 滋賀県 彦根市
姉川建設株式会社 滋賀県 長浜市
協同組合カーテクセンター湖北 滋賀県 長浜市
環境創研株式会社 滋賀県 栗東市
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株式会社アプテック 滋賀県 東近江市
株式会社大兼工務店 滋賀県 東近江市
有限会社野矢商店 滋賀県 東近江市
北川 圭英 滋賀県
いとうくん株式会社 京都府 京都市
大和環境保全株式会社 京都府 京都市
株式会社ミームファクトリー 京都府 京都市
有限会社瀬田工務店 京都府 福知山市
大一電気工事株式会社 京都府 舞鶴市
谷口建設株式会社 京都府 舞鶴市
エーシック株式会社 京都府 宇治市
田渕電機産業株式会社 京都府 宇治市
日商リネンサプライ株式会社 京都府 宇治市
株式会社安井杢工務店 京都府 向日市
有限会社ランシステム 京都府 南丹市
西杉 太郎 京都府
株式会社いかるが牛乳 大阪府 大阪市
共同設計株式会社 大阪府 大阪市
甲子化学工業株式会社 大阪府 大阪市
三共リース株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ジャポニックス 大阪府 大阪市
株式会社セラフィ 大阪府 大阪市
Ｔａｋａｏプランニング株式会社 大阪府 大阪市
東田製凾株式会社 大阪府 大阪市
医療法人江藤内科医院 大阪府 堺市
株式会社三幸金属工業所 大阪府 堺市
有限会社ひかり化成 大阪府 堺市
日野建設工業株式会社 大阪府 堺市
株式会社Ｋ－ｐｌａｎｎｉｎｇ 大阪府 岸和田市
大英建設株式会社 大阪府 岸和田市
株式会社たかの台薬局 大阪府 吹田市
ダイセンス株式会社 大阪府 守口市
株式会社ハウスゲート 大阪府 枚方市
デリケア株式会社 大阪府 茨木市
日向設備工業株式会社 大阪府 茨木市
有限会社稲本燃料店 大阪府 河内長野市
拓翔工業株式会社 大阪府 河内長野市
株式会社こくぶや 大阪府 柏原市
株式会社辻組 大阪府 羽曳野市
株式会社堤造園土木 大阪府 摂津市
河上 泰宏 大阪府
小西 貴大 大阪府
谷岡 年秋 大阪府
株式会社浅井製作所 兵庫県 神戸市
株式会社いるか設計集団 兵庫県 神戸市
株式会社温調サービス 兵庫県 神戸市
医療法人　社団　やはた歯科 兵庫県 姫路市
株式会社フタバギヤーテック 兵庫県 尼崎市
日冷工業株式会社 兵庫県 西宮市
株式会社ＨＩＧＵＣＨＩ　ＴＥＣ 兵庫県 西宮市
株式会社百々建設 兵庫県 三木市
株式会社コーディアルホーム 兵庫県 三田市
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医療法人財団愛野会 兵庫県 三田市
建設技術株式会社 兵庫県 養父市
株式会社コスモ 兵庫県 朝来市
有限会社ニシムラ 兵庫県 加東市
社会福祉法人光輪福祉会 兵庫県 神河町
佐用自動車株式会社 兵庫県 佐用町
株式会社古川組 兵庫県 佐用町
尾上 祐悦 兵庫県
小枝 佐世 兵庫県
中正 秀和 兵庫県
西岡 直人 兵庫県
野村 勝 兵庫県
森下 秀典 兵庫県
株式会社コーダ技研 奈良県 御所市
舩木 二男 奈良県
株式会社ケイエス 和歌山県 和歌山市
蛸背 壽也 和歌山県
株式会社池田薬局 鳥取県 鳥取市
株式会社　日化技研 鳥取県 鳥取市
株式会社フレンズカンパニー 鳥取県 北栄町
松栄設備株式会社 島根県 松江市
有限会社木村鉄工所 島根県 出雲市
有限会社佐香 島根県 出雲市
有限会社西工務店 島根県 出雲市
暁電業株式会社 岡山県 岡山市
有限会社オートステーションＲ 岡山県 岡山市
株式会社岡田商運 岡山県 岡山市
有限会社延原組 岡山県 岡山市
社会福祉法人松園福祉会 岡山県 倉敷市
株式会社ベルコン 岡山県 倉敷市
芦田産業株式会社 岡山県 津山市
株式会社あさだ 岡山県 高梁市
有限会社マル石設備 岡山県 新見市
西田窯業原料有限会社 岡山県 備前市
古林建設株式会社 岡山県 真庭市
株式会社アースクレア 岡山県 美作市
井上建設工業株式会社 広島県 広島市
有限会社　大蔵プロセス 広島県 広島市
社会福祉法人サンシャイン 広島県 広島市
株式会社誠和商会 広島県 広島市
株式会社ダイヤス食品 広島県 広島市
広島相互運輸株式会社 広島県 広島市
株式会社ヒロツク 広島県 広島市
有限会社石黒鉄工所 広島県 呉市
稲田産業有限会社 広島県 呉市
株式会社エイトホーム 広島県 呉市
株式会社大竹山工業所 広島県 呉市
大宮工業株式会社 広島県 福山市
広島化成株式会社 広島県 福山市
備北設備工業株式会社 広島県 三次市
中国ケミー株式会社 広島県 東広島市
株式会社NIIZAWA 広島県 廿日市市
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社会福祉法人誠心福祉会 広島県 江田島市
芳賀 大介 広島県
株式会社オガワ 山口県 下関市
岸砿油株式会社 山口県 下関市
合田燃料機器株式会社 山口県 下関市
有限会社西嶋板金工業 山口県 下関市
株式会社アクシス 山口県 宇部市
榮商事株式会社 山口県 宇部市
株式会社心輝 山口県 宇部市
株式会社信工業 山口県 宇部市
株式会社あんしん福祉会 山口県 山口市
トップキャリー株式会社 山口県 防府市
中村被服株式会社 山口県 防府市
株式会社仙崎市川組 山口県 長門市
赤帽エクスプレス株式会社 香川県 高松市
株式会社黒川産業 香川県 高松市
株式会社　ロータリーハウス・ルーツ 香川県 高松市
株式会社プロバトン 香川県 丸亀市
帝國製薬株式会社 香川県 東かがわ市
株式会社クシベウィンテック 香川県 三豊市
有限会社小林工業所 香川県 三木町
一般社団法人エヒメ健診協会 愛媛県 松山市
株式会社日晃機械商会 愛媛県 松山市
社会福祉法人　悠和会　ゆめの森こども園 愛媛県 松山市
学校法人晴心学園 愛媛県 今治市
株式会社赤松商店 愛媛県 宇和島市
学校法人伊吹幼稚園 愛媛県 宇和島市
東矢工業株式会社 愛媛県 松前町
酒六酒造株式会社 愛媛県 内子町
株式会社開成開発 高知県 高知市
有限会社つちばし薬局 高知県 高知市
不二電気工芸株式会社 高知県 高知市
雲上建設合同会社 高知県 梼原町
有限会社　ツトム建設 高知県 大月町
澤田 慶太 高知県
有限会社ヒサナガ薬品 福岡県 北九州市
有限会社吉田護建設 福岡県 北九州市
有限会社あすか薬局 福岡県 福岡市
アスモア税理士法人 福岡県 福岡市
医療法人川﨑胃腸科・内科クリニック 福岡県 福岡市
株式会社西日本光創 福岡県 福岡市
株式会社ニシフク 福岡県 福岡市
リンク不動産株式会社 福岡県 福岡市
医療法人社団わかば会 福岡県 福岡市
最所産業株式会社 福岡県 久留米市
高陽産業株式会社 福岡県 田川市
株式会社もろふじ 福岡県 柳川市
株式会社巧栄工務店 福岡県 八女市
株式会社エスケイエンジニアリング 福岡県 筑紫野市
株式会社かがし屋 福岡県 うきは市
金内 秀峰 福岡県
中原 晃 福岡県
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山口 伸子 福岡県
株式会社会計広報センター 佐賀県 佐賀市
美光九州株式会社 佐賀県 佐賀市
井手 静雄 佐賀県
株式会社エスアールプラス 長崎県 長崎市
株式会社ラビット 長崎県 長崎市
公益社団法人佐世保法人会 長崎県 佐世保市
社会福祉法人日野進徳会 長崎県 佐世保市
医療法人秀愛会 長崎県 雲仙市
原田 洋介 長崎県
合同会社ＭＫ2 熊本県 熊本市
有限会社三葉商事 熊本県 熊本市
株式会社ＢＡＳＥ 熊本県 熊本市
株式会社ＲＯＣＣＡ 熊本県 熊本市
社会福祉法人郷寿会 熊本県 八代市
株式会社万葉福祉会 熊本県 八代市
有限会社モリモトブロック 熊本県 山鹿市
有限会社アートマップ 熊本県 菊池市
株式会社誠伊智建設 熊本県 大津町
株式会社南﨑建設 熊本県 氷川町
那須セメント工業株式会社 熊本県 多良木町
木多 良尚 熊本県
佐藤 昭彦 熊本県
松田 講明 熊本県
宮田 正孝 熊本県
有限会社エクステ大分 大分県 大分市
大分県学校生活協同組合 大分県 大分市
株式会社大分フットボールクラブ 大分県 大分市
フォルディ株式会社 大分県 大分市
医療法人伊東歯科医院 大分県 別府市
社会福祉法人海辺福祉会 大分県 臼杵市
有限会社内田技建 宮崎県 宮崎市
株式会社Ｆ・Ｃ 宮崎県 宮崎市
有限会社タカフジ 宮崎県 宮崎市
堀内設備工業株式会社 宮崎県 宮崎市
社会福祉法人みのり福祉会 宮崎県 都城市
有限会社二葉薬局 宮崎県 小林市
医療法人光透葉 鹿児島県 鹿児島市
株式会社島津建設 鹿児島県 鹿児島市
社会福祉法人ショコラ 鹿児島県 鹿児島市
坪水醸造株式会社 鹿児島県 鹿屋市
株式会社南生測量設計 鹿児島県 鹿屋市
丸紅解体株式会社 鹿児島県 鹿屋市
有限会社セイケン 鹿児島県 出水市
株式会社ナカムラ内装 鹿児島県 日置市
株式会社愛翔技建 鹿児島県 霧島市
株式会社ｍ３那覇建築事務所 沖縄県 那覇市
株式会社中建設計コンサルタント 沖縄県 那覇市
株式会社　野原建設 沖縄県 那覇市
株式会社ビザライ 沖縄県 宮古島市
有限会社繁久産業 沖縄県 読谷村
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