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事業者名 都道府県 市区町村

株式会社アシストホーム 北海道 札幌市
有限会社アックス 北海道 札幌市
株式会社エコテック 北海道 札幌市
株式会社オチアイ 北海道 札幌市
株式会社ＤＥＳＩＧＮ　ＦＩＥＬＤ 北海道 札幌市
株式会社ナルキ 北海道 札幌市
株式会社ハマノホテルズ 北海道 札幌市
株式会社東日本グランツ 北海道 札幌市
北海建工株式会社 北海道 札幌市
株式会社リバロ 北海道 札幌市
函館丸和港運株式会社 北海道 函館市
株式会社ホーム住工 北海道 函館市
旭川設計測量株式会社 北海道 旭川市
学校法人帯広葵学園 北海道 帯広市
株式会社大洋薬品北海道 北海道 帯広市
むらた株式会社 北海道 北見市
株式会社北央商事 北海道 恵庭市
有限会社さくらケアセンター 北海道 余市町
株式会社折笠農場 北海道 幕別町
小野 倫之 北海道
有限会社三内造園土木 青森県 青森市
医療法人寛心会 青森県 弘前市
小幡建設工業株式会社 青森県 八戸市
興陽電設株式会社 青森県 八戸市
株式会社ノザワ 青森県 八戸市
藤巻技建株式会社 青森県 八戸市
有限会社古川不動産 青森県 八戸市
みちのく興業株式会社 青森県 八戸市
有限会社岩渕建築工務所 青森県 五所川原市
有限会社サンセイ住設 青森県 五所川原市
山田板金工業株式会社 青森県 五所川原市
株式会社下久保建材店 青森県 三沢市
株式会社斗南 青森県 むつ市
株式会社一組 青森県 野辺地町
岩手熊さん株式会社 岩手県 盛岡市
株式会社ｓｑｕａｒｅ 岩手県 盛岡市
株式会社サトウ精機 岩手県 花巻市
川嶋印刷株式会社 岩手県 一関市
有限会社　ふじむら商会 岩手県 陸前高田市
有限会社阿部悦三商店 岩手県 九戸村
株式会社アースクリーン東北 宮城県 仙台市
坪田工業株式会社 宮城県 仙台市
株式会社フィロシス 宮城県 仙台市
有限会社市川工業 宮城県 東松島市
株式会社丸一建設 宮城県 東松島市
社会福祉法人ウィンズライフ 宮城県 大崎市
二瓶電工株式会社 宮城県 大崎市
株式会社相原製作所 宮城県 亘理町
大東精密株式会社 宮城県 亘理町
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株式会社　鈴久建設 宮城県 山元町
佐々木 孝夫 宮城県
株式会社岡田水道施設 秋田県 湯沢市
秋田土建株式会社 秋田県 北秋田市
医療法人富士琶会 秋田県 にかほ市
竹村測量設計合同会社 秋田県 仙北市
大橋建設株式会社 秋田県 東成瀬村
小西 浄二 秋田県
有限会社くろだ燃料 山形県 山形市
日本地下水開発株式会社 山形県 山形市
サカタ理化学株式会社 山形県 鶴岡市
北日本音響株式会社 山形県 酒田市
有限会社大石建設 山形県 天童市
有限会社エヌエス．商会 山形県 尾花沢市
平 幸雄 山形県
株式会社いわき 福島県 福島市
多田建設株式会社 福島県 福島市
株式会社東洋住宅設備 福島県 福島市
公益財団法人穴澤病院 福島県 会津若松市
学校法人熊田学園 福島県 須賀川市
有限会社塚原ホーム 福島県 喜多方市
株式会社福発メタル 福島県 二本松市
医療法人賢歯会 福島県 田村市
学校法人若草学園 福島県 田村市
有限会社サン・ホーム 福島県 南相馬市
文化住宅機器株式会社 福島県 南相馬市
有限会社せっけんや 福島県 川俣町
有限会社カシマ不動産 茨城県 日立市
社会福祉法人俊真会 茨城県 土浦市
有限会社並木建設 茨城県 土浦市
松本建築株式会社 茨城県 牛久市
スズキ造園土木株式会社 茨城県 つくば市
株式会社大曽根建設 茨城県 ひたちなか市
株式会社トーマン 茨城県 守谷市
株式会社須藤 茨城県 筑西市
有限会社　鈴木工務店 茨城県 鉾田市
株式会社田中工務店 茨城県 鉾田市
株式会社内藤工務店 茨城県 小美玉市
上野 誠 茨城県
岡本 善治 茨城県
アズマ原総業株式会社 栃木県 宇都宮市
Ｍテクノ株式会社 栃木県 宇都宮市
北関東ニチユ株式会社 栃木県 宇都宮市
株式会社テクノスチールダイシン 栃木県 宇都宮市
株式会社みどり 栃木県 宇都宮市
株式会社ＡＲＣ－マイメックス 栃木県 栃木市
社会福祉法人青い鳥福祉会 栃木県 鹿沼市
株式会社トチナン 栃木県 小山市
特定非営利活動法人キャリアコーチ 栃木県 大田原市
有限会社カレーナコスメティック 栃木県 下野市
社会福祉法人共育会 栃木県 壬生町
細見 明夫 栃木県
有限会社ＭＫアイリス 群馬県 前橋市
ハウスのイシイ農材株式会社 群馬県 前橋市
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株式会社イシイ設備工業 群馬県 高崎市
有限会社つばさ薬局 群馬県 高崎市
有限会社バース 群馬県 高崎市
株式会社ほんやら堂 群馬県 高崎市
株式会社山藤組 群馬県 桐生市
新部設備株式会社 群馬県 伊勢崎市
株式会社ハチスコーポレーション 群馬県 伊勢崎市
有限会社昌立 群馬県 沼田市
三川建設株式会社 群馬県 沼田市
有限会社川島植物園 群馬県 館林市
株式会社Ｙ’ｓ　Ａｕｔｏ　Ｃｏｍｐａｎｙ 群馬県 藤岡市
井戸沢電機株式会社 群馬県 富岡市
医療法人ＳＡＫＵＲＡ会 群馬県 富岡市
株式会社アリス 群馬県 みどり市
有限会社伊藤モータース 群馬県 みどり市
社会福祉法人桃蹊会 群馬県 みどり市
桐包株式会社 群馬県 みどり市
株式会社イケフジ製作所 群馬県 千代田町
株式会社アイム 埼玉県 さいたま市
株式会社　アオキ 埼玉県 さいたま市
株式会社インストリープ 埼玉県 さいたま市
株式会社インフィニティプラネット 埼玉県 さいたま市
クラウンコンサルタント株式会社 埼玉県 さいたま市
サンコウ電設有限会社 埼玉県 さいたま市
医療法人天尽会 埼玉県 さいたま市
有限会社美宝工芸 埼玉県 さいたま市
有限会社 フタミコーティング 埼玉県 さいたま市
有限会社共和エレック 埼玉県 川越市
株式会社タイショー 埼玉県 川越市
株式会社東和 埼玉県 川越市
株式会社久保製作所 埼玉県 川口市
株式会社大洋画地 埼玉県 川口市
株式会社本庄土建 埼玉県 本庄市
株式会社オレンジホーム企画 埼玉県 上尾市
有限会社Ｔｏｔａｌ　ｗａｌｌ　ｍａｋｅ 埼玉県 上尾市
株式会社東立製作所 埼玉県 朝霞市
医療法人慶桜会 埼玉県 新座市
有限会社芙蓉堂薬局 埼玉県 蓮田市
株式会社UCHIDA 埼玉県 三芳町
アサヒオートサービス株式会社 埼玉県 滑川町
株式会社カーボディショップ長谷部 埼玉県 滑川町
山本 英司 埼玉県
株式会社秋山総合 千葉県 千葉市
拓成建設株式会社 千葉県 千葉市
千葉アロー株式会社 千葉県 千葉市
株式会社風土デザイン 千葉県 千葉市
ミツトヨ建公株式会社 千葉県 千葉市
ウォーターワークス株式会社 千葉県 船橋市
京葉都市開発株式会社 千葉県 船橋市
睦建設株式会社 千葉県 館山市
株式会社クックアンドコマチ 千葉県 木更津市
株式会社齋藤組 千葉県 松戸市
合同会社リアルエステートプラザ 千葉県 松戸市
光和測量株式会社 千葉県 茂原市
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株式会社美幸測量 千葉県 茂原市
株式会社ジョイネット 千葉県 佐倉市
香樹園緑化建設株式会社 千葉県 東金市
有限会社灰吹屋鈴木薬局 千葉県 東金市
社会福祉法人マーナー・オーク・ガーデンズ 千葉県 柏市
株式会社森本防水 千葉県 君津市
株式会社エイチエムツープロジェクト 千葉県 浦安市
株式会社セレス・キャピタル 千葉県 浦安市
社会福祉法人開拓 千葉県 八街市
有限会社国友自動車整備工場 千葉県 印西市
有限会社向島製作所 千葉県 匝瑳市
貴志 知宏 千葉県
増田 明美 千葉県
株式会社スターマン 東京都 千代田区
株式会社ヤマデン 東京都 千代田区
株式会社ＥＬＥＭＥＮＴ 東京都 中央区
株式会社ラボ・銀座 東京都 中央区
株式会社イーソーコドットコム 東京都 港区
セントラル産業株式会社 東京都 港区
株式会社ティーオー食研 東京都 港区
株式会社クロスインターナショナル 東京都 新宿区
医療法人社団仁洋会 東京都 新宿区
株式会社仙 東京都 新宿区
株式会社プロパティ 東京都 新宿区
PLANTE 株式会社 東京都 台東区
有限会社ワイ・ディー・シー 東京都 墨田区
株式会社フォーラル 東京都 江東区
株式会社ＣＡＲ　ＣＡＲＥ　ＪＡＰＡＮ 東京都 世田谷区
ブリック株式会社 東京都 世田谷区
日本樹脂工業株式会社 東京都 渋谷区
長谷部開発株式会社 東京都 渋谷区
ＲＥＲＡＩＳＥ株式会社 東京都 渋谷区
ライフ・サービス・コンサルタンツ株式会社 東京都 中野区
山耀建設株式会社 東京都 豊島区
株式会社ムービンアップ 東京都 豊島区
株式会社C-plus 東京都 北区
医療法人社団田島厚生会 東京都 北区
株式会社ネクストワン 東京都 練馬区
芙蓉堂株式会社 東京都 足立区
有限会社　エムシーディー 東京都 葛飾区
久保木建設株式会社 東京都 江戸川区
西川株式会社 東京都 八王子市
株式会社日本トータルライフ 東京都 八王子市
森田建材工業株式会社 東京都 立川市
山三電機株式会社 東京都 立川市
有限会社サン・ブリッヂ 東京都 三鷹市
株式会社成和 東京都 町田市
学校法人正和学園 東京都 町田市
有限会社　ランドサーベイ 東京都 町田市
有限会社本間不動産 東京都 小金井市
株式会社倉林綜合設計不動産センター 東京都 武蔵村山市
有限会社神浩園 東京都 武蔵村山市
中央電子システム株式会社 東京都 稲城市
神津 宏幸 東京都
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近藤 祐 東京都
富田 隆史 東京都
羽村 恵里美 東京都
福井 規雄 東京都
森 靖 東京都
アンダンテミライ株式会社 神奈川県 横浜市
イワタ工業株式会社 神奈川県 横浜市
医療法人AI 神奈川県 横浜市
株式会社工和化成 神奈川県 横浜市
サンタクシー株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社三差製作所 神奈川県 横浜市
千葉建設株式会社 神奈川県 川崎市
西川庭園株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社植光造園 神奈川県 相模原市
株式会社三五 神奈川県 相模原市
富士工業株式会社 神奈川県 相模原市
社会福祉法人ムクドリ福祉会 神奈川県 相模原市
株式会社明輝社 神奈川県 相模原市
株式会社京浜植物園 神奈川県 鎌倉市
株式会社フィットアップ 神奈川県 藤沢市
すまいる株式会社 神奈川県 茅ヶ崎市
有限会社チアプランニング 神奈川県 厚木市
龍王土木有限会社 神奈川県 厚木市
社会福祉法人松友会 神奈川県 伊勢原市
ヒューマンズ株式会社 神奈川県 海老名市
日本システム株式会社 神奈川県 綾瀬市
株式会社Ｋ－ＣＲＡＦＴ 神奈川県 大井町
片山 仁 神奈川県
門倉 英世 神奈川県
三上 卓也 神奈川県
遠藤鋼機株式会社 新潟県 新潟市
株式会社シンテック 新潟県 新潟市
株式会社鳥屋野不動産 新潟県 新潟市
税理士法人新潟会計アシスト 新潟県 新潟市
有限会社鶴城工業所 新潟県 長岡市
坂井建設株式会社 新潟県 長岡市
オオクボフォージングサポート株式会社 新潟県 三条市
株式会社霜鳥設備 新潟県 燕市
株式会社竹内パッケージ 新潟県 燕市
株式会社保倉設備工業 新潟県 燕市
株式会社伊藤建設 新潟県 糸魚川市
有限会社波多野工業 新潟県 五泉市
税理士法人大林あさひ会計事務所 新潟県 佐渡市
株式会社本井建設 新潟県 佐渡市
山岳土建株式会社 新潟県 魚沼市
中越大栄工業株式会社 新潟県 田上町
上村 克則 新潟県
小林 康成 新潟県
有限会社エーアン・ティ 富山県 富山市
株式会社トミプラ 富山県 富山市
光不動産株式会社 富山県 富山市
株式会社早木工業 富山県 高岡市
有限会社日通プロパン魚津販売所 富山県 魚津市
城西運輸機工株式会社 石川県 金沢市
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大三建設株式会社 石川県 金沢市
株式会社長坂組 石川県 金沢市
中島メッキ工業株式会社 石川県 金沢市
北陸環境衛生株式会社 石川県 金沢市
北陸綜合ビル管理株式会社 石川県 金沢市
宮城工業株式会社 石川県 金沢市
株式会社メルシー 石川県 金沢市
医療法人社団よつば会 石川県 金沢市
有限会社西野急便 石川県 七尾市
高藤建設工業株式会社 石川県 小松市
株式会社久盛建設工業 石川県 白山市
株式会社Ｃｒｏｓｓ　Ｂｒｉｄｇｅ 石川県 能美市
西村建設株式会社 石川県 志賀町
平野建設株式会社 石川県 志賀町
株式会社伝食 福井県 敦賀市
杣山建設株式会社 福井県 南越前町
有限会社アルファ測量 山梨県 甲府市
株式会社クスリのサンロード 山梨県 甲府市
株式会社ジュエリーアイデス 山梨県 甲府市
株式会社山梨福祉総研 山梨県 甲斐市
株式会社丸美建設工業 山梨県 市川三郷町
有限会社井上油店 山梨県 富士川町
株式会社ＳＡＭＢＩオーナーズ 山梨県 山中湖村
石部 元朗 山梨県
有限会社アピアランス 長野県 長野市
みすずホールディングス株式会社 長野県 長野市
株式会社キャリーテクノサービス 長野県 松本市
特定非営利活動法人住まいとリハビリ 長野県 上田市
有限会社友栄建築 長野県 駒ヶ根市
有限会社平澤建設 長野県 中野市
株式会社オーセンアライアンス 長野県 茅野市
茅野瓦斯株式会社 長野県 茅野市
有限会社増田自動車鈑金 長野県 安曇野市
長岡鉄工株式会社 長野県 軽井沢町
有限会社林屋材木店 長野県 阿智村
株式会社ズイカインターナショナル 長野県 山ノ内町
堀内 久夫 長野県
森鉄筋株式会社 岐阜県 大垣市
有限会社金子土建 岐阜県 高山市
ブライトスタッフ株式会社 岐阜県 高山市
ＨＳＳエンジニヤリング株式会社 岐阜県 関市
有限会社オフィス立木 岐阜県 関市
株式会社熊﨑精工 岐阜県 中津川市
有限会社藤井工業 岐阜県 各務原市
株式会社イワイテクニカ 岐阜県 可児市
丸芳化学株式会社 岐阜県 岐南町
有限会社典霊 岐阜県 白川町
本間 文将 岐阜県
株式会社えねい建設 静岡県 静岡市
中部川崎株式会社 静岡県 静岡市
株式会社マジマ 静岡県 静岡市
勝斎藤建設株式会社 静岡県 浜松市
株式会社サンプラ 静岡県 浜松市
株式会社北星 静岡県 浜松市
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株式会社エヌケーシー 静岡県 沼津市
京丸うなぎ株式会社 静岡県 沼津市
株式会社ティ・エス・東部 静岡県 沼津市
株式会社小秀土建 静岡県 熱海市
山幸建設株式会社 静岡県 三島市
株式会社三与建設 静岡県 富士宮市
株式会社佐野組 静岡県 富士市
株式会社新東 静岡県 富士市
株式会社富士テクノクリエイティブ 静岡県 富士市
芙蓉文具株式会社 静岡県 富士市
株式会社UNS 静岡県 富士市
株式会社紅建 静岡県 焼津市
田旗造園建設株式会社 静岡県 掛川市
株式会社勝間田工業 静岡県 御殿場市
株式会社Ｕｍｅｈａｒａ 静岡県 伊豆市
臼幸産業株式会社 静岡県 小山町
松本印刷株式会社 静岡県 吉田町
佐藤 有弥 静岡県
株式会社アリックス 愛知県 名古屋市
栄興建設株式会社 愛知県 名古屋市
大番工業株式会社 愛知県 名古屋市
協伸工業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社建勝 愛知県 名古屋市
株式会社コウジ 愛知県 名古屋市
株式会社坂本組 愛知県 名古屋市
株式会社伸和食品 愛知県 名古屋市
株式会社鈴木商店 愛知県 名古屋市
株式会社タカオ 愛知県 名古屋市
フロンヴィルホームズ名古屋株式会社 愛知県 名古屋市
ＭＡＳＡＫＥＮ株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ロイヤル 愛知県 名古屋市
社会福祉法人和進奉仕会 愛知県 名古屋市
株式会社ワンズ 愛知県 名古屋市
医療法人正眼堂 愛知県 豊橋市
東海交通株式会社 愛知県 豊橋市
有限会社ワイエルシー 愛知県 豊橋市
エスジーユーホーム株式会社 愛知県 一宮市
株式会社　希龍 愛知県 一宮市
有限会社スギウラ自動車 愛知県 一宮市
株式会社訪問看護ステーション・くりた 愛知県 一宮市
株式会社名岐製作所 愛知県 一宮市
セトクラフト株式会社 愛知県 瀬戸市
株式会社サンノウインターナショナル 愛知県 半田市
株式会社トライテクス 愛知県 半田市
有限会社親和エンジニアリング 愛知県 春日井市
株式会社人形の天神屋 愛知県 豊川市
株式会社遠松製作所 愛知県 津島市
有限会社深津縫製 愛知県 豊田市
三研工業株式会社 愛知県 安城市
Ｇ’ｓ　ＬＯＧＩＣＯＭ株式会社 愛知県 稲沢市
丸利建設　株式会社 愛知県 新城市
パイミート株式会社 愛知県 大府市
株式会社エムテック 愛知県 高浜市
花井建設株式会社 愛知県 弥富市
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株式会社リブ 愛知県 あま市
株式会社エレックイザキ 愛知県 東郷町
東三管工株式会社 愛知県 東郷町
大新運輸有限会社 愛知県 飛島村
株式会社プラアシスト 愛知県 東浦町
亀山建設株式会社 愛知県 東栄町
小塚 一夫 愛知県
白木 幹雄 愛知県
德倉 健 愛知県
中谷 秀之 愛知県
西尾 敬二 愛知県
平野 真英 愛知県
山村 卓生 愛知県
株式会社カーサービス中部 三重県 津市
特定非営利活動法人どんぐりの会 三重県 津市
株式会社M&H・A 三重県 四日市市
医療法人徳真会 三重県 伊勢市
株式会社フレンズ 三重県 松阪市
有限会社茶茶 三重県 菰野町
天白 輝 三重県
株式会社まごころ 滋賀県 大津市
彦根鑿泉株式会社 滋賀県 彦根市
古川工業株式会社 滋賀県 彦根市
京都きもの工房株式会社 滋賀県 草津市
西部総合株式会社 滋賀県 高島市
株式会社永井自工 滋賀県 高島市
株式会社奥田建設 京都府 京都市
公益財団法人京都市ユースサービス協会 京都府 京都市
株式会社健祥 京都府 京都市
株式会社サリス 京都府 京都市
株式会社タクサド 京都府 京都市
株式会社テクノ創建 京都府 福知山市
株式会社アトラス 京都府 舞鶴市
株式会社ミシマ設備 京都府 綾部市
株式会社アストム 京都府 長岡京市
株式会社ハウスバンクインターナショナル 京都府 長岡京市
株式会社　アイビーカンパニー 大阪府 大阪市
株式会社SDKキッチン 大阪府 大阪市
株式会社MSコーポレーション 大阪府 大阪市
ＭＰＥ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ株式会社 大阪府 大阪市
社会福祉法人　大阪市浪速区社会福祉協議会 大阪府 大阪市
ザーレン・コーポレーション株式会社 大阪府 大阪市
松陽産業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社セントラル 大阪府 大阪市
ＴＳ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ディクセル 大阪府 大阪市
日本ラップ株式会社 大阪府 大阪市
ハクスイテック株式会社 大阪府 大阪市
医療法人豊永会 大阪府 大阪市
株式会社茉莉花 大阪府 大阪市
株式会社ＭｏｂｌｅｒＪａｐａｎ 大阪府 大阪市
株式会社ＲＡＤＩ－Ｘ 大阪府 大阪市
有限会社初芝住販 大阪府 堺市
株式会社水巧エンジニアリング 大阪府 岸和田市
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池田タクシー株式会社 大阪府 池田市
株式会社ササキ 大阪府 池田市
メット株式会社 大阪府 池田市
株式会社アリエス 大阪府 吹田市
株式会社オガノ 大阪府 吹田市
株式会社Ｔ’ＳＴＩＬＥ 大阪府 吹田市
株式会社京阪不動産センター 大阪府 守口市
有限会社ウイングメディカル 大阪府 枚方市
有限会社エヌ・エス 大阪府 枚方市
株式会社オフィスケン 大阪府 枚方市
株式会社澤田建装 大阪府 枚方市
税理士法人　えびす会計 大阪府 茨木市
株式会社サンエクス 大阪府 茨木市
誓和工具株式会社 大阪府 八尾市
株式会社富田林測量設計事務所 大阪府 富田林市
東尾メック株式会社 大阪府 河内長野市
有限会社新生スチール 大阪府 大東市
株式会社熱研 大阪府 大東市
株式会社聖興業 大阪府 和泉市
トーモクセンター株式会社 大阪府 四條畷市
株式会社中山測量設計事務所 大阪府 阪南市
笹井 賢介 大阪府
中塚 健介 大阪府
半野 雅章 大阪府
森永 正樹 大阪府
森本 晃生 大阪府
有限会社アークコート藤 兵庫県 神戸市
株式会社河合塗研 兵庫県 神戸市
株式会社ナガサワ文具センター 兵庫県 神戸市
株式会社ハンシン 兵庫県 神戸市
社会福祉法人　陽気会 兵庫県 神戸市
株式会社　今栄花樹園 兵庫県 姫路市
有限会社エム・アイ・ケアー 兵庫県 姫路市
株式会社ヤナギ 兵庫県 姫路市
有限会社ドラッグ林崎 兵庫県 明石市
株式会社吉岡建設 兵庫県 豊岡市
株式会社ステイG 兵庫県 加古川市
株式会社坂部土木 兵庫県 西脇市
合同会社こころ 兵庫県 三木市
株式会社サンテック 兵庫県 三木市
株式会社カンキョウ 兵庫県 加西市
神戸バイオロボティクス株式会社 兵庫県 加東市
小林 正夫 兵庫県
世良田 一成 兵庫県
安田 誠 兵庫県
株式会社ムラクモコーポレーション 奈良県 奈良市
株式会社いわれ 奈良県 天理市
株式会社エスファクトリー 奈良県 生駒市
有限会社庭工房 奈良県 広陵町
株式会社菊谷組 奈良県 天川村
医療法人隆美会 和歌山県 和歌山市
奈和建設株式会社 和歌山県 橋本市
大橋 一範 和歌山県
原 隆博 和歌山県
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株式会社はなふさ 鳥取県 鳥取市
有限会社圓山組 鳥取県 鳥取市
有限会社村島工業 鳥取県 鳥取市
株式会社シモモト 鳥取県 米子市
有限会社山知建設 鳥取県 智頭町
有限会社宮本食肉店 島根県 松江市
有限会社くまハウス 島根県 浜田市
中国道路株式会社 島根県 益田市
有限会社テクニカルグループ 島根県 益田市
有限会社島根環境保全センター 島根県 江津市
有限会社山本建設 島根県 邑南町
寺戸 央 島根県
株式会社グランドマート 岡山県 岡山市
株式会社シーズ 岡山県 岡山市
津高建設株式会社 岡山県 岡山市
有限会社鉄工農機商会 岡山県 岡山市
ナカヤマ工業株式会社 岡山県 岡山市
吉田水産輸送有限会社 岡山県 岡山市
株式会社フジワラケミカルエンジニアリング 岡山県 倉敷市
株式会社丸文 岡山県 倉敷市
株式会社モリヤテクノ 岡山県 倉敷市
株式会社パドック 岡山県 津山市
株式会社本山合金製作所 岡山県 津山市
山陽設計工業株式会社 岡山県 玉野市
三原運送有限会社 岡山県 笠岡市
岡山指月株式会社 岡山県 総社市
株式会社　川原自動車整備工場 岡山県 総社市
旭栄テックス株式会社 岡山県 備前市
藤原運送株式会社 岡山県 備前市
医療法人平井医院 岡山県 瀬戸内市
飯田 信之 岡山県
株式会社ｉ－Ｒｅｈａ 広島県 広島市
株式会社ウィズソル 広島県 広島市
有限会社エム・ケイ・ビルド 広島県 広島市
株式会社Ｃｏｚｙ 広島県 広島市
寿マナック株式会社 広島県 広島市
株式会社坂木商会総合自動車センター 広島県 広島市
砂谷株式会社 広島県 広島市
日本ロードテック株式会社 広島県 広島市
株式会社ヒューマンネット 広島県 広島市
松尾ゴム株式会社 広島県 広島市
ラボテック株式会社 広島県 広島市
アーク株式会社 広島県 呉市
株式会社キムラ 広島県 呉市
有限会社ゲットオートサービス 広島県 呉市
東方金属株式会社 広島県 呉市
株式会社西日本電工社 広島県 呉市
松崎工業株式会社 広島県 呉市
中国通運株式会社 広島県 竹原市
松井商事有限会社 広島県 三原市
カーテクノ福山株式会社 広島県 福山市
株式会社キャステム 広島県 福山市
千葉建設株式会社 広島県 府中市
株式会社東洋不動産 広島県 東広島市
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メカテック株式会社 広島県 東広島市
ファクシス株式会社 広島県 安芸高田市
高橋 洋子 広島県
株式会社テレトピア 山口県 下関市
株式会社三木鉄工 山口県 下関市
株式会社いとう住宅設備 山口県 山口市
有限会社田虎 山口県 萩市
岩国中央自動車工業株式会社 山口県 岩国市
有限会社飯田石油 山口県 美祢市
株式会社ブンシジャパン 山口県 周南市
株式会社アイエヌケー建築企画 徳島県 徳島市
さとの雪食品株式会社 徳島県 鳴門市
アットホームズ株式会社 徳島県 阿南市
司菊酒造株式会社 徳島県 美馬市
医療法人スマイルデザイン 香川県 高松市
株式会社平本店 香川県 高松市
有限会社多田機工 香川県 高松市
株式会社　和興 香川県 丸亀市
株式会社華屋衣裳店 愛媛県 松山市
越智勝建設株式会社 愛媛県 今治市
有限会社イツワ工業 愛媛県 伊予市
有限会社永井商会 愛媛県 伊予市
有限会社藤田建設 愛媛県 砥部町
有限会社フラワー薬局 愛媛県 砥部町
有限会社ケアコミュニケーション 高知県 高知市
医療法人さくらの里 高知県 高知市
株式会社ダイセン 高知県 高知市
中央開発株式会社 高知県 高知市
株式会社西日本科学技術研究所 高知県 高知市
丸栄運輸株式会社 高知県 高知市
株式会社南国スタイル 高知県 南国市
株式会社イコール 福岡県 北九州市
有限会社田舎庵 福岡県 北九州市
エレツ株式会社 福岡県 北九州市
有限会社小林陶器店 福岡県 北九州市
株式会社アサヒ緑健 福岡県 福岡市
古賀緑地建設株式会社 福岡県 福岡市
ＣＥ企画株式会社 福岡県 福岡市
株式会社セブンマーケット 福岡県 福岡市
株式会社龍設備工業 福岡県 福岡市
株式会社平和楼 福岡県 福岡市
医療法人山口歯科医院 福岡県 福岡市
株式会社Link Function Project 福岡県 福岡市
株式会社アーバンワークス 福岡県 大牟田市
株式会社中山建設 福岡県 久留米市
ピユアエナジーマーケティング株式会社 福岡県 飯塚市
株式会社石橋組 福岡県 八女市
平インテリア産業株式会社 福岡県 大川市
武石商事株式会社 福岡県 筑紫野市
有限会社リーブス 福岡県 古賀市
株式会社堀組土建 福岡県 宮若市
株式会社廣久葛本舗 福岡県 朝倉市
社会福祉法人親和園 福岡県 みやま市
株式会社エフティミズマ 福岡県 大木町
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合同会社いなかず商店 福岡県 広川町
有限会社田口建設 福岡県 川崎町
株式会社泉産業 福岡県 苅田町
社会福祉法人敬愛会 福岡県 上毛町
瀬戸 富雄 福岡県
永井 大吾 福岡県
西原 正記 福岡県
一般社団法人ｅｓｐａｃｉｏ 佐賀県 佐賀市
株式会社修徳建設 佐賀県 佐賀市
有限会社鳥栖環境開発綜合センター 佐賀県 鳥栖市
エムテック有限会社 佐賀県 神埼市
藤永地建株式会社 長崎県 佐世保市
松尾 裕純 長崎県
株式会社九州開発エンジニヤリング 熊本県 熊本市
有限会社KRエンジニアリング 熊本県 熊本市
学校法人浄国学園 熊本県 熊本市
株式会社ツカサ創研 熊本県 熊本市
株式会社風雅 熊本県 熊本市
株式会社井上組 熊本県 八代市
株式会社三大建設 熊本県 八代市
有限会社　福島刃物製作所 熊本県 八代市
株式会社松岡商店 熊本県 八代市
株式会社古屋産業 熊本県 阿蘇市
津留建設株式会社 熊本県 南関町
サンロード株式会社 熊本県 錦町
有限会社エヌ・エス・オー 大分県 大分市
三枝工業株式会社 大分県 大分市
株式会社ハヤカワ 大分県 中津市
(有)はなよし生花店 大分県 日田市
角 栄二 大分県
株式会社ケイメイ 宮崎県 宮崎市
コアアクティブ株式会社 宮崎県 宮崎市
株式会社コロラボ 宮崎県 宮崎市
有限会社 末原産業 宮崎県 宮崎市
株式会社プロフェッショナルファーマシーズ 宮崎県 宮崎市
有限会社瀬戸山ブロック工業所 宮崎県 都城市
虎彦株式会社 宮崎県 延岡市
有限会社貝商店 宮崎県 西都市
株式会社久家電気工事 宮崎県 川南町
梅原 尚悟 宮崎県
社会福祉法人くすの木会 鹿児島県 鹿児島市
有限会社大八食品 鹿児島県 鹿児島市
株式会社ヤクヤクリサイクル 鹿児島県 鹿児島市
株式会社リーチ開発 鹿児島県 鹿児島市
有限会社つばさ建設 鹿児島県 薩摩川内市
隼人設備工業株式会社 鹿児島県 霧島市
福地産業株式会社 鹿児島県 霧島市
有限会社大興電設 鹿児島県 いちき串木野市
有限会社大洋水道 鹿児島県 姶良市
北進運輸株式会社 鹿児島県 湧水町
株式会社京和土建 沖縄県 那覇市
大成設備工業株式会社 沖縄県 那覇市
有限会社　三崎工業 沖縄県 那覇市
株式会社隆盛コンサルタント 沖縄県 浦添市
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事業者名 都道府県 市区町村

有限会社川田組 沖縄県 名護市
有限会社　エコテック 沖縄県 沖縄市
株式会社イケハラエンジニア 沖縄県 北谷町
伊敷 利一 沖縄県
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