
2020年8月31日

事業者名 都道府県 市区町村

株式会社計北技研 北海道 札幌市
セントラルオート株式会社 北海道 札幌市
株式会社隆設備工業 北海道 札幌市
株式会社ティ・エム事務ｾﾝﾀｰ 北海道 北見市
伊部 敬介 北海道
佐藤 岳大 北海道
津軽警備保障株式会社 青森県 弘前市
医療法人康和会 青森県 八戸市
有限会社大王農園 青森県 平川市
株式会社本田電気工業 青森県 南部町
株式会社千葉商店 岩手県 一関市
伊東 利晃 岩手県
高橋 倫子 岩手県
株式会社せいる 宮城県 仙台市
一般財団法人東北精神保健会 宮城県 仙台市
株式会社橋本店 宮城県 仙台市
株式会社ビューティープロモーションサポート 宮城県 仙台市
新東運輸株式会社 宮城県 石巻市
新東総業株式会社 宮城県 石巻市
三光総業株式会社 宮城県 岩沼市
株式会社阿部工務店 宮城県 亘理町
山影 俊一 宮城県
有限会社水沢設備 山形県 鶴岡市
株式会社やまがたさくらんぼファーム 山形県 天童市
一般社団法人福島県薬剤師会 福島県 福島市
有限会社エレクトリックプラン 福島県 会津若松市
有限会社大平自動車 茨城県 水戸市
株式会社屋代製作所 茨城県 土浦市
有限会社三晃自動車商会 栃木県 宇都宮市
株式会社猪股建設 栃木県 大田原市
株式会社山洋建設 栃木県 大田原市
有限会社　きくや一望館 栃木県 那須塩原市
有限会社クボ 栃木県 那須塩原市
朝日印刷工業株式会社 群馬県 前橋市
株式会社早栄内装工事 群馬県 前橋市
宮内電気株式会社 群馬県 前橋市
株式会社菱晃産業 群馬県 前橋市
株式会社清水工業所 群馬県 高崎市
株式会社ダイテック 群馬県 高崎市
株式会社ポトマック 群馬県 高崎市
株式会社堀越製作所 群馬県 高崎市
有限会社緑屋酒店 群馬県 高崎市
株式会社野村建設工業 群馬県 桐生市
有限会社メックス 群馬県 伊勢崎市
茂原建設株式会社 群馬県 太田市
株式会社沼田樹園 群馬県 沼田市
有限会社建商コンクリート 群馬県 みどり市

令和元年度補正サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業
＜六次締切分　A類型　交付決定事業者一覧＞
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中島 修司 群馬県
大宮管工株式会社 埼玉県 さいたま市
株式会社アールインテック 埼玉県 熊谷市
山田運輸有限会社 埼玉県 春日部市
社会福祉法人埼玉のぞみの園 埼玉県 深谷市
株式会社CS 埼玉県 草加市
社会福祉法人曙会 埼玉県 入間市
有限会社大川板金 埼玉県 入間市
株式会社諏訪興業 埼玉県 桶川市
有限会社　ひかり薬局 埼玉県 北本市
株式会社堀越土木 千葉県 千葉市
医療法人社団恵隆会 千葉県 市川市
株式会社ダイエックス 千葉県 松戸市
さくら全材株式会社 千葉県 佐倉市
株式会社フジテック 千葉県 流山市
有限会社　徳和商会 千葉県 印西市
株式会社小川工業 千葉県 香取市
英商株式会社 東京都 千代田区
三山農場株式会社 東京都 千代田区
永代機械工業株式会社 東京都 中央区
株式会社ＳＥＥＤ 東京都 中央区
フジタ商事株式会社 東京都 中央区
株式会社ベストパーソン 東京都 港区
株式会社日本介護センター 東京都 文京区
松森建設株式会社 東京都 台東区
一般社団法人日本不動産相続協会 東京都 江東区
原田物産株式会社 東京都 江東区
山屋食品株式会社 東京都 江東区
有限会社ホープ・インダストリー 東京都 大田区
下宿薬局株式会社 東京都 世田谷区
シーラカンスケイアンドエイチ株式会社 東京都 杉並区
増山電機株式会社 東京都 北区
医療法人社団小形歯科医院 東京都 荒川区
合同会社愛心倶楽部 東京都 葛飾区
株式会社エー・アイ・エス 東京都 江戸川区
株式会社クローバーズ 東京都 武蔵野市
有限会社鈴木貞男工務店 東京都 青梅市
株式会社国立堂 東京都 国立市
有限会社村山自動車工業 東京都 武蔵村山市
有限会社吉川工務店 東京都 武蔵村山市
建築工房ＬＯＯＰ株式会社 東京都 あきる野市
有限会社　菅原製作所 東京都 瑞穂町
竹内 春美 東京都
立花 均 東京都
田村 泉 東京都
土田 幸介 東京都
戸田 正明 東京都
三木 五郎 東京都
株式会社エスイーシー 神奈川県 横浜市
株式会社ＮＴＱジャパン 神奈川県 横浜市
株式会社大協製作所 神奈川県 横浜市
足立工業株式会社 神奈川県 川崎市
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株式会社ＳＷＩＦＴ 神奈川県 川崎市
株式会社がんこ茶家 神奈川県 平塚市
株式会社ノバ・ファーマシー 神奈川県 大和市
株式会社ゆい 神奈川県 綾瀬市
田中 和亜 神奈川県
藤井 浩一 神奈川県
株式会社吉久建設 新潟県 長岡市
富士印刷株式会社 新潟県 三条市
阪田建設株式会社 新潟県 上越市
有限会社エムディアイオート販売 新潟県 阿賀野市
有限会社根岸組 新潟県 佐渡市
株式会社桜井石材 新潟県 魚沼市
野村 正家 新潟県
株式会社富山流通サービス 富山県 富山市
株式会社　藤林鉄筋 富山県 氷見市
株式会社双葉ダイス 富山県 入善町
アールエス都市生活株式会社 石川県 金沢市
有限会社秀和建設 石川県 金沢市
南島オート株式会社 石川県 金沢市
株式会社サンリーホーム 石川県 かほく市
株式会社エージェント 石川県 白山市
株式会社ココ地建 石川県 白山市
株式会社横山工藝 福井県 福井市
有限会社ムトウ設備 福井県 敦賀市
上木建設株式会社 福井県 越前市
青木モータース株式会社 福井県 永平寺町
株式会社ユキケン 福井県 永平寺町
合同会社環境計画設計 山梨県 甲府市
医療法人愛和会 長野県 長野市
株式会社コーシン 長野県 長野市
株式会社ヒートテクニカル 長野県 長野市
有限会社中の湯温泉旅館 長野県 松本市
シントク株式会社 長野県 諏訪市
伊藤電工株式会社 長野県 駒ヶ根市
株式会社オグラテクニカ 長野県 佐久市
株式会社ケー・アイ・エス 長野県 佐久市
株式会社ドリームカープロデュース 長野県 佐久市
医療法人緑友会 長野県 佐久市
株式会社ＳＯＲＡＩＲＯ 長野県 安曇野市
有限会社多田プレシジョン 長野県 安曇野市
中房温泉株式会社 長野県 安曇野市
坂本 昭雄 長野県
中川 大輔 長野県
堀篭 公彦 長野県
聖和セラミックス株式会社 岐阜県 多治見市
株式会社ハヤシ電機 岐阜県 中津川市
社会福祉法人可茂会 岐阜県 可児市
株式会社安全警備 岐阜県 岐南町
株式会社ミツボシ 岐阜県 池田町
日本オーガニック株式会社 静岡県 静岡市
株式会社プラポート 静岡県 静岡市
有限会社ＡＢｅｃｏ 静岡県 浜松市
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松屋不動産販売株式会社 静岡県 浜松市
医療法人社団優仁会 静岡県 富士宮市
加藤 勝基 静岡県
藤井 哲也 静岡県
株式会社アイチ製菓機械 愛知県 名古屋市
株式会社岡建 愛知県 名古屋市
有限会社ケーエフディー 愛知県 名古屋市
コンシューマーサポート株式会社 愛知県 名古屋市
近藤金属工業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ジーエスコンサルティング 愛知県 名古屋市
株式会社伸和 愛知県 名古屋市
Ｎａｇｏｙａｎ　Ｌｉｆｅ　Ｄｅｓｉｇｎｓ株式会社 愛知県 名古屋市
ライフハーモニー株式会社 愛知県 名古屋市
アーキテックスプロパティ株式会社 愛知県 岡崎市
株式会社彼方総建 愛知県 岡崎市
医療法人豊昌会 愛知県 瀬戸市
株式会社　東亜フーズ 愛知県 刈谷市
株式会社友楽不動産 愛知県 刈谷市
合同会社紡ぐ 愛知県 豊田市
株式会社　三州一色 愛知県 西尾市
有限会社松村工務店 愛知県 稲沢市
日本高圧電気株式会社 愛知県 大府市
有限会社　岩栄自動車 愛知県 岩倉市
社会福祉法人立田南福祉会 愛知県 愛西市
有限会社デー・シー・テクノロジー 愛知県 あま市
山田建設株式会社 愛知県 蟹江町
金森 啓子 愛知県
辻 訓広 愛知県
松本 憲久 愛知県
有限会社三功 三重県 津市
株式会社林組 三重県 津市
株式会社ベルライフ 三重県 津市
社会福祉法人あおば会 三重県 松阪市
株式会社アサヒビハーラ 三重県 松阪市
齋藤木材有限会社 三重県 松阪市
三重技建工業株式会社 三重県 松阪市
株式会社ミツワ 三重県 桑名市
中部オートメ株式会社 三重県 明和町
株式会社リブラ 滋賀県 草津市
有限会社ＴＡＫＥ　ＳＴＥＰ 滋賀県 守山市
株式会社１ｍｏｋｕ 滋賀県 日野町
株式会社岡崎自動車 京都府 京都市
巧美堂印刷株式会社 京都府 京都市
有限会社三洋工業 京都府 京都市
伏見管工株式会社 京都府 京都市
株式会社村井建設 京都府 京都市
イーサポート株式会社 京都府 宇治市
株式会社三洋 京都府 宇治市
株式会社明光 京都府 宇治市
株式会社洛西エムズ 京都府 向日市
株式会社篠原組 京都府 京田辺市
医療法人安美会 京都府 京田辺市
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株式会社真鍋組 京都府 京丹後市
ナカショウ関西株式会社 京都府 木津川市
有限会社エクステリアツナダ 京都府 井手町
内海 昭広 京都府
株式会社RYマネジメント 大阪府 大阪市
株式会社アッフェル 大阪府 大阪市
株式会社アバンセユニ 大阪府 大阪市
株式会社エーエム・サポート 大阪府 大阪市
株式会社ＳＲＮ 大阪府 大阪市
オリエンタルＫＯ株式会社 大阪府 大阪市
佐藤自動車株式会社 大阪府 大阪市
三晶株式会社 大阪府 大阪市
株式会社Ｇハウス 大阪府 大阪市
建美商事株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ビューティーセレクト 大阪府 大阪市
学校法人廣瀬学園 大阪府 大阪市
株式会社Ｒｅａｌｉｚｅ 大阪府 大阪市
株式会社ＲＥＶＩＶＡＬ 大阪府 大阪市
株式会社グッドハーバー 大阪府 堺市
株式会社　サムラ 大阪府 堺市
リベルテクレスト株式会社 大阪府 堺市
山陽冷熱株式会社 大阪府 八尾市
株式会社栄進建装 大阪府 河内長野市
北摂瓦斯株式会社 大阪府 箕面市
有限会社オオサカ薬局 大阪府 藤井寺市
株式会社アスメディック 大阪府 東大阪市
有限会社ビート 大阪府 東大阪市
有限会社マコト化成 大阪府 東大阪市
株式会社吉﨑精工 大阪府 東大阪市
岡本 篤 大阪府
楠木 隆行 大阪府
高階 亮治 大阪府
長谷川 治雄 大阪府
丸尾 彰 大阪府
株式会社ＫＳＫ 兵庫県 神戸市
神戸化成株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社ノアドココ 兵庫県 神戸市
有限会社ハーティ 兵庫県 神戸市
株式会社ニシキ 兵庫県 姫路市
株式会社戸崎組 兵庫県 西宮市
株式会社加藤商店 兵庫県 豊岡市
北村電機株式会社 兵庫県 南あわじ市
岡田 堪治 兵庫県
佐竹 裕典 兵庫県
早島 禎幸 兵庫県
株式会社桐山工務店 奈良県 天理市
松下 宏 奈良県
株式会社西村自動車 和歌山県 和歌山市
株式会社　三匠 和歌山県 海南市
サイトウコンサルタント株式会社 鳥取県 鳥取市
有限会社新生ケア・サービス 鳥取県 米子市
株式会社　西村工業 鳥取県 境港市
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株式会社大英組 鳥取県 智頭町
有限会社はら屋 島根県 出雲市
正司モータース有限会社 島根県 大田市
多田 聡 島根県
株式会社アクタス 岡山県 岡山市
株式会社小谷産業 岡山県 岡山市
有限会社サトーコピーセンター 岡山県 岡山市
医療法人創樹会 岡山県 岡山市
株式会社ミヨシ 岡山県 勝央町
株式会社オーエムコーポレーション 広島県 広島市
株式会社ＫＵＢＯＸＴ　ＭＥ 広島県 広島市
グリーンオアシス株式会社 広島県 広島市
株式会社松田組 広島県 広島市
山本設備工業株式会社 広島県 広島市
社会福祉法人かるが会 広島県 呉市
株式会社弘真 広島県 呉市
有限会社三昌建設 広島県 呉市
サンポリ工業株式会社 広島県 呉市
有限会社高山ペットショップ 広島県 三原市
株式会社アリスジャパン 広島県 福山市
有限会社山根工作所 広島県 府中市
大海電機株式会社 山口県 防府市
兼子産業株式会社 山口県 光市
髙山産業株式会社 山口県 美祢市
株式会社吉本興業 山口県 周南市
株式会社米谷技建 山口県 平生町
有限会社久保設備 徳島県 吉野川市
佐々木 宏樹 徳島県
太洋開発株式会社 香川県 高松市
株式会社　香川中部市場運送 香川県 丸亀市
仁尾興産株式会社 香川県 三豊市
株式会社須藤鉄工所 高知県 田野町
株式会社　アルファオール 福岡県 北九州市
光陽ガス株式会社 福岡県 北九州市
株式会社ＧＮ工務店 福岡県 北九州市
有限会社エステート・アサヒ 福岡県 福岡市
有限会社エスパジオ 福岡県 福岡市
三興バルブ継手株式会社 福岡県 福岡市
医療法人樹光会 福岡県 福岡市
有限会社広島金剛 福岡県 福岡市
友野建設株式会社 福岡県 久留米市
株式会社イオス 福岡県 飯塚市
有限会社西日本測量設計 福岡県 宮若市
ベルテクネ株式会社 福岡県 須恵町
株式会社アルナ矢野特車 福岡県 新宮町
株式会社田川ライン 福岡県 川崎町
株式会社福元工業 福岡県 福智町
荒木電通株式会社 佐賀県 佐賀市
大栄工業株式会社 佐賀県 みやき町
九州ワーク株式会社 長崎県 佐世保市
立山建設株式会社 長崎県 壱岐市
株式会社再春館安心安全研究所 熊本県 熊本市
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事業者名 都道府県 市区町村

株式会社ボーイ 熊本県 熊本市
八代開発新興株式会社 熊本県 八代市
株式会社フジ精機 熊本県 荒尾市
株式会社八起建設 熊本県 御船町
米川 和諒 熊本県
医療法人加来歯科 大分県 中津市
株式会社スクラム 宮崎県 宮崎市
株式会社マスミヤ 宮崎県 宮崎市
大淀開発株式会社 宮崎県 都城市
有限会社大興不動産延岡 宮崎県 延岡市
株式会社スプラウト 宮崎県 高原町
株式会社アルファエステート 鹿児島県 鹿児島市
有限会社山洋商事 鹿児島県 鹿児島市
志広建設株式会社 鹿児島県 鹿児島市
医療法人常清会 鹿児島県 鹿児島市
株式会社アルゴデ 鹿児島県 鹿屋市
社会福祉法人豊生会 鹿児島県 霧島市
株式会社Ａｃｃｅｐｔ 鹿児島県 南九州市
有限会社﨑口建設 鹿児島県 長島町
金城 博之 鹿児島県
万座毛ゆいまーる会企業組合 沖縄県 恩納村
株式会社糸村こめ屋 沖縄県 北谷町
勝連 盛淳 沖縄県
金城 安辰 沖縄県
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