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事業者名 都道府県 市区町村

株式会社エルムデータ 北海道 札幌市
拓北電業株式会社 北海道 札幌市
丸信信和設備工業株式会社 北海道 札幌市
有限会社民有林新聞社 北海道 札幌市
丸信衛生工業株式会社 北海道 旭川市
株式会社緑ケアライフサービス 北海道 旭川市
株式会社日専連釧路 北海道 釧路市
北日本サッシ工業株式会社 北海道 北見市
シソーラス株式会社 北海道 北見市
株式会社嘉多山カルシウム工社 北海道 網走市
有限会社ｅ－ｗｏｒｋｓ 北海道 恵庭市
木葉 篤 北海道
鈴木 啓太 北海道
高山 秀夫 北海道
青森熊さん株式会社 青森県 青森市
株式会社長谷川水産 青森県 青森市
有限会社山多多田商店 青森県 青森市
株式会社栄研 青森県 弘前市
有限会社佐藤鉄筋興業 青森県 八戸市
三並建設株式会社 青森県 八戸市
株式会社ＴＫＳ不動産 青森県 むつ市
有限会社車力盛農商会 青森県 つがる市
アポロ石油株式会社 岩手県 盛岡市
株式会社栞家建築舎 岩手県 花巻市
有限会社大栄電工 岩手県 北上市
北桜設備株式会社 岩手県 北上市
有限会社丸與木材店 岩手県 久慈市
協栄電工株式会社 岩手県 奥州市
泉金酒造株式会社 岩手県 岩泉町
有限会社アートホーム仙台 宮城県 仙台市
株式会社ガーデン二賀地 宮城県 仙台市
株式会社ハシカンプラ 宮城県 仙台市
株式会社丸智 宮城県 仙台市
石巻魚糧工業株式会社 宮城県 石巻市
有限会社斉藤俊輝商店 宮城県 石巻市
山下設備工業株式会社 宮城県 石巻市
伸栄工業株式会社 宮城県 岩沼市
株式会社ネクスト 宮城県 栗原市
ループ株式会社 宮城県 栗原市
医療法人　三愛会 秋田県 秋田市
シャイニングワンスターズ株式会社 秋田県 横手市
有限会社田沢湖技研 秋田県 仙北市
有限会社高階建設 秋田県 美郷町
エイムカイワ株式会社 山形県 山形市
東北電化工業株式会社 山形県 山形市
矢口建設株式会社 山形県 山形市
阿部コンクリート株式会社 山形県 鶴岡市

令和元年度補正サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業
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株式会社ヤマムラ 山形県 鶴岡市
渡辺建設工業株式会社 山形県 寒河江市
有限会社タイラ自動車 山形県 長井市
有限会社山口鉄工所 山形県 南陽市
株式会社セゾンファクトリー 山形県 高畠町
髙橋 雄一 山形県
社会開発株式会社 福島県 郡山市
株式会社羽田工業所 福島県 郡山市
本宮アルマイト工業株式会社 福島県 郡山市
株式会社朱禧 福島県 いわき市
東陽工業株式会社 福島県 本宮市
はりゅうコンストラクションマネジメント株式会社 福島県 南会津町
株式会社飯豊建設 福島県 西会津町
東信建設工業株式会社 福島県 猪苗代町
野澤 知嘉 福島県
アスクウオーク有限会社 茨城県 水戸市
一般社団法人クオリティ・オブ・ライフ 茨城県 水戸市
東洋工業株式会社 茨城県 水戸市
有限会社アクアテクノ 茨城県 石岡市
株式会社藏持 茨城県 結城市
協進電設株式会社 茨城県 龍ケ崎市
株式会社和城産業 茨城県 鹿嶋市
有限会社イワセアグリセンター 茨城県 桜川市
株式会社月の井酒造店 茨城県 大洗町
薄井 直樹 茨城県
白田 公正 茨城県
松本 信一 茨城県
湊 隆夫 茨城県
株式会社兼目工業 栃木県 栃木市
株式会社サカエオートサービス 栃木県 大田原市
吉永 清 栃木県
株式会社ミツミ 群馬県 前橋市
有限会社前橋奈良ファニチャー 群馬県 前橋市
有限会社小西製作所 群馬県 高崎市
さくらジャパン税理士法人 群馬県 高崎市
株式会社フェニックス 群馬県 高崎市
株式会社中島自動車電装 群馬県 伊勢崎市
株式会社やましろや 群馬県 伊勢崎市
株式会社下山 群馬県 太田市
英重機工業株式会社 群馬県 太田市
阿部土建株式会社 群馬県 沼田市
館林商事株式会社 群馬県 館林市
株式会社クワバラ 群馬県 渋川市
株式会社塚本工務店 群馬県 藤岡市
岩井 弘 群馬県
あさひメディカル株式会社 埼玉県 さいたま市
株式会社太陽商工 埼玉県 さいたま市
医療法人森田歯科医院 埼玉県 川越市
株式会社本州 埼玉県 川口市
株式会社ディアプト 埼玉県 所沢市
三光アルミ株式会社 埼玉県 鴻巣市
株式会社不二電工 埼玉県 鴻巣市
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株式会社NaD 埼玉県 上尾市
ACE株式会社 埼玉県 戸田市
有限会社ハウジングプロ 埼玉県 戸田市
社会福祉法人ハレルヤ 埼玉県 朝霞市
大村商事株式会社 埼玉県 志木市
赤坂 卓 埼玉県
五十嵐 英之 埼玉県
大川 正明 埼玉県
太田 光成 埼玉県
大槻 学 埼玉県
杉山 明克 埼玉県
社会福祉法人紫雲会 千葉県 千葉市
株式会社千葉ハイリビング 千葉県 千葉市
株式会社ヤマナカシャツ 千葉県 市川市
有限会社大藤設備 千葉県 船橋市
ユアサモビリティサービス株式会社 千葉県 松戸市
有限会社和光電設 千葉県 茂原市
株式会社サンショウ冷熱 千葉県 成田市
有限会社フジケンＥＸ 千葉県 成田市
三興ベンディング株式会社 千葉県 習志野市
共栄コーポレーション株式会社 千葉県 柏市
株式会社３Ｔｅｃ 千葉県 柏市
株式会社水野設備 千葉県 柏市
株式会社生光園 千葉県 袖ケ浦市
浅野 まさみ 千葉県
加藤 久善 千葉県
齋藤 晃朗 千葉県
萩野 高司 千葉県
株式会社ＩＭＡＧＥｉ　Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔ 東京都 千代田区
株式会社KSS 東京都 千代田区
マルキ自動車整備株式会社 東京都 千代田区
株式会社ＦＨＤ 東京都 中央区
税理士法人石川小林 東京都 中央区
ダイナフレックス株式会社 東京都 中央区
医療法人社団大樹 東京都 港区
株式会社ホールマンホールディングス 東京都 港区
医療法人社団航路会 東京都 新宿区
コーリョー建販株式会社 東京都 文京区
学校法人華学園 東京都 台東区
林薬品合名会社 東京都 江東区
医療法人社団ＢＬＩＳＳ 東京都 品川区
Ｍ・Ｇ・Ａ株式会社 東京都 目黒区
税理士法人Ｓｏｆａ 東京都 目黒区
株式会社ＰＭＴ 東京都 目黒区
由布合成化学株式会社 東京都 大田区
合同会社　アフティ 東京都 世田谷区
株式会社住機 東京都 世田谷区
有限会社細貝測量事務所 東京都 世田谷区
株式会社アドキャスト 東京都 渋谷区
株式会社キリモリ建築計画 東京都 渋谷区
スペースラボ株式会社 東京都 渋谷区
株式会社ニッポンインダストリーズ 東京都 渋谷区
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株式会社光と風の研究所 東京都 渋谷区
フラップスプラン株式会社 東京都 渋谷区
メイムプロダクツ株式会社 東京都 渋谷区
学校法人トラベルジャーナル学園 東京都 中野区
ＲＡＧ税理士法人 東京都 中野区
株式会社ワイズ・コーポレーション 東京都 中野区
株式会社　エッジPLAN 東京都 杉並区
株式会社サニタリー・サービス 東京都 杉並区
ＴＡＫＡＩＤＯクールフロー株式会社 東京都 杉並区
株式会社１０ＤＯ 東京都 豊島区
株式会社笹沼製作所 東京都 荒川区
スリー・エス株式会社 東京都 荒川区
山一建設株式会社 東京都 荒川区
有限会社アイコー設備 東京都 練馬区
丸益建設株式会社 東京都 練馬区
株式会社多田建設 東京都 町田市
誠興産株式会社 東京都 東村山市
ウイズアプリ株式会社 東京都 清瀬市
株式会社ムラノ医療事務センター 東京都 西東京市
石川 眞理 東京都
今村 健 東京都
阪上 泰彦 東京都
関岡 俊介 東京都
袴田 雅之 東京都
株式会社エイアールティ 神奈川県 横浜市
京浜メディカル株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社杉浦商事 神奈川県 横浜市
有限会社住吉製作所 神奈川県 横浜市
株式会社田中製作所 神奈川県 横浜市
東京精密発條株式会社 神奈川県 横浜市
東京レーダー株式会社 神奈川県 横浜市
特定非営利活動法人さくらんぼ 神奈川県 横浜市
株式会社堀口工業所 神奈川県 横浜市
医療法人喜働会 神奈川県 川崎市
株式会社ＳＳＳ 神奈川県 川崎市
日本ミクニヤ株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社Hadeco 神奈川県 川崎市
有限会社リカーショップ京町セソール 神奈川県 川崎市
有限会社河本造園 神奈川県 相模原市
髙橋造園株式会社 神奈川県 相模原市
株式会社メープル 神奈川県 相模原市
八千代水道株式会社 神奈川県 相模原市
有限会社エイブルシステム 神奈川県 平塚市
株式会社エスケイハンドリングシステム 神奈川県 伊勢原市
医療法人社団悠星 神奈川県 二宮町
岩﨑 和人 神奈川県
杉之内 俊郎 神奈川県
八幡 誠 神奈川県
株式会社カネコ商会 新潟県 新潟市
株式会社KIBU設備 新潟県 新潟市
株式会社コンフォルト 新潟県 新潟市
関屋米穀株式会社 新潟県 新潟市
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豊栄コンクリート工業株式会社 新潟県 新潟市
株式会社NIC豊栄北 新潟県 新潟市
ニッケンナウ株式会社 新潟県 新潟市
星野電気株式会社 新潟県 新潟市
岩塚産業株式会社 新潟県 長岡市
栃尾産業株式会社 新潟県 長岡市
日本メディカルオーダー株式会社 新潟県 長岡市
株式会社フジサキ 新潟県 三条市
マルソー株式会社 新潟県 三条市
嵐北産業株式会社 新潟県 三条市
株式会社嵐北商事 新潟県 三条市
株式会社高橋電気 新潟県 小千谷市
株式会社見附舗道 新潟県 見附市
株式会社朝日測量 新潟県 村上市
有限会社　加藤モーター 新潟県 燕市
株式会社ダイワメカニック 新潟県 燕市
株式会社タケダ 新潟県 燕市
嘉井電機株式会社 新潟県 佐渡市
オノエンタープライズ株式会社 新潟県 胎内市
有限会社高橋興業 新潟県 胎内市
株式会社ヨシカワ 新潟県 弥彦村
株式会社セフティークリエイト・キタイチ 富山県 富山市
株式会社エスワークス 富山県 高岡市
北陸航測株式会社 富山県 高岡市
齊藤 周子 富山県
クサノガス産業株式会社 石川県 金沢市
有限会社高田建設 石川県 七尾市
小倉緑化工業株式会社 石川県 羽咋市
株式会社奥田建設 石川県 白山市
株式会社ヤスジマ 石川県 白山市
清水 亮一 石川県
徳田 謙一 石川県
山口 正彦 石川県
有限会社コーフク商運 福井県 福井市
株式会社フラワーカドヤ 福井県 福井市
株式会社遊笑 福井県 福井市
株式会社ウィルパックニシヤマ 福井県 小浜市
谷口建設株式会社 福井県 越前市
株式会社森土建 福井県 坂井市
株式会社ケアふくい 福井県 永平寺町
歌門建設株式会社 福井県 南越前町
荒川 隆好 福井県
イー・エム・コーポレイション株式会社 山梨県 甲府市
株式会社ＫＡＴＥＫＹＯ静岡・山梨 山梨県 甲府市
株式会社シーエーディー 山梨県 富士吉田市
株式会社日設管興 山梨県 韮崎市
医療法人逍葉会 山梨県 昭和町
飯島建設株式会社 長野県 長野市
有限会社キタジマ 長野県 長野市
末広商事株式会社 長野県 長野市
長野テクトロン株式会社 長野県 長野市
株式会社エー・トゥー・ゼット 長野県 松本市
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株式会社オリエンタル 長野県 松本市
株式会社ジャパンビルド 長野県 松本市
株式会社第一工務店 長野県 松本市
エイ開発工業株式会社 長野県 上田市
株式会社永井建設 長野県 上田市
株式会社ミヤマ製作所 長野県 上田市
日本化材株式会社 長野県 岡谷市
松本電気工事有限会社 長野県 諏訪市
都築木材株式会社 長野県 伊那市
社会福祉法人めぐみ隣保会 長野県 飯山市
株式会社キヨメタ 長野県 塩尻市
株式会社長野車体 長野県 佐久市
有限会社ワイエムテック 長野県 佐久市
株式会社飯島組 長野県 千曲市
有限会社信州観光バス 長野県 千曲市
ちくま典文商事株式会社 長野県 千曲市
株式会社ワダ・エンタープライズ 長野県 下諏訪町
有限会社フジ精密工業 長野県 辰野町
有限会社コイケ精工 長野県 箕輪町
プラトーン株式会社 長野県 箕輪町
清水 義夫 長野県
鈴木 淳 長野県
有限会社岐阜大学前不動産 岐阜県 岐阜市
合資会社西孝 岐阜県 大垣市
有限会社三協食品 岐阜県 高山市
有限会社山本商会 岐阜県 高山市
株式会社栄商会 岐阜県 多治見市
協同組合岐阜県刃物会館 岐阜県 関市
株式会社吉川工務店 岐阜県 中津川市
有限会社角野製作所 岐阜県 恵那市
株式会社アルプスサイン 岐阜県 飛騨市
株式会社ダイワ 岐阜県 垂井町
株式会社紙太材木店 岐阜県 川辺町
成瀬 正治 岐阜県
林 弘 岐阜県
株式会社カンセイ 静岡県 静岡市
三明機工株式会社 静岡県 静岡市
清水森林組合 静岡県 静岡市
静清ガス株式会社 静岡県 静岡市
花菱建設株式会社 静岡県 静岡市
有限会社　横山製作所 静岡県 静岡市
株式会社ＯＵＴＤＯＯＲＦＲＥＥＭＡＫＥ 静岡県 浜松市
株式会社アニバーサリージャパン 静岡県 浜松市
小田工業株式会社 静岡県 浜松市
合同会社Sunray Architect Office 静岡県 浜松市
浜松委托運送株式会社 静岡県 浜松市
藤野建設株式会社 静岡県 浜松市
医療法人社団明生会 静岡県 沼津市
株式会社サノテック 静岡県 富士市
株式会社松栄 静岡県 富士市
ゼンウェル・オーダード株式会社 静岡県 磐田市
株式会社伊藤電設 静岡県 焼津市
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株式会社大長増田商店 静岡県 焼津市
有限会社　清港管理設備センター 静岡県 焼津市
株式会社山田組 静岡県 藤枝市
合同会社石橋剛設計事務所 静岡県 伊豆の国市
株式会社はなぶさ旅館 静岡県 伊豆の国市
天野 康徳 静岡県
池谷 道男 静岡県
児玉 なをみ 静岡県
佐野 貴盛 静岡県
平澤 浩 静岡県
愛豊商事株式会社 愛知県 名古屋市
オフィスコンサルティング株式会社 愛知県 名古屋市
カネ敷商事株式会社 愛知県 名古屋市
川口化成品株式会社 愛知県 名古屋市
セキュリティスタッフ株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社タカハラ 愛知県 名古屋市
株式会社タスコ 愛知県 名古屋市
株式会社丹津商会 愛知県 名古屋市
特定非営利活動法人権利擁護支援・ぷらっとほーむ 愛知県 名古屋市
株式会社ナゴヤホームズ 愛知県 名古屋市
株式会社ピース 愛知県 名古屋市
医療法人MY DENTALみずの歯科 愛知県 名古屋市
株式会社山田商会 愛知県 名古屋市
有限会社　コダマ精工 愛知県 豊橋市
医療法人誠流会 愛知県 豊橋市
東海漬物株式会社 愛知県 豊橋市
株式会社平松食品 愛知県 豊橋市
アルファス株式会社 愛知県 岡崎市
昭和土建株式会社 愛知県 一宮市
合資会社ツバメプロパン 愛知県 一宮市
株式会社藤匠 愛知県 一宮市
有限会社日新碍子製作所 愛知県 瀬戸市
株式会社Ｓｈｉｎ 愛知県 春日井市
有限会社　山六商店 愛知県 豊川市
名阪興業株式会社 愛知県 刈谷市
株式会社しらき 愛知県 豊田市
株式会社ダイム技術サービス 愛知県 豊田市
河合テック株式会社 愛知県 西尾市
株式会社ＰＲＩＤＥ西尾 愛知県 西尾市
メイティックス株式会社 愛知県 西尾市
愛扇加工株式会社 愛知県 蒲郡市
株式会社テクア 愛知県 常滑市
株式会社中村工務店 愛知県 岩倉市
株式会社吉川建設 愛知県 愛西市
有限会社長久手緑化園 愛知県 長久手市
株式会社クレイン工芸社 愛知県 大治町
猪飼工業株式会社 愛知県 飛島村
加藤 尚一 愛知県
後藤 達也 愛知県
酒井 淳 愛知県
久田 邦博 愛知県
久田 健一郎 愛知県
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村松 弘之 愛知県
株式会社マルヤス 三重県 津市
株式会社栄和コンサルタント 三重県 松阪市
株式会社賃貸や 三重県 鈴鹿市
藤澤建機株式会社 三重県 伊賀市
医療法人　森川病院 三重県 伊賀市
株式会社ＲＥＶＩＶＥ 三重県 川越町
北川 郁子 三重県
多田 望 三重県
山本 一道 三重県
株式会社清水屋呉服店 滋賀県 大津市
株式会社滋賀原木 滋賀県 彦根市
株式会社アーキトラスト 滋賀県 草津市
丸司工業株式会社 滋賀県 高島市
伊吹電業株式会社 滋賀県 米原市
株式会社Ｓ・ＢＬＡＮＣＡ 京都府 京都市
株式会社デリブ 京都府 京都市
株式会社フィルム京都 京都府 京都市
藤廣造園株式会社 京都府 京都市
株式会社 船橋商店 京都府 京都市
株式会社メック 京都府 京都市
株式会社和田測量設計事務所 京都府 京都市
株式会社日勝 京都府 宇治市
株式会社朝日製作所 京都府 久御山町
有限会社本杉工機 京都府 久御山町
白須 一一 京都府
株式会社ヴィクトリーハウジング 大阪府 大阪市
SKハウジング株式会社 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
株式会社大栄製作所 大阪府 大阪市
カルテック株式会社 大阪府 大阪市
株式会社キューボック 大阪府 大阪市
グッドコンディション株式会社 大阪府 大阪市
有限会社光陽自動車 大阪府 大阪市
医療法人皓隆会 大阪府 大阪市
株式会社寿 大阪府 大阪市
株式会社島村商店 大阪府 大阪市
株式会社昭栄 大阪府 大阪市
大港食品株式会社 大阪府 大阪市
株式会社地研テクノ 大阪府 大阪市
株式会社ＴＲＵＳＴ 大阪府 大阪市
中村タイル株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ビティー 大阪府 大阪市
日ノ出紙料株式会社 大阪府 大阪市
平和金属工業株式会社 大阪府 大阪市
有限会社マスタニ 大阪府 大阪市
有限会社川口石材 大阪府 堺市
泉陽冷熱株式会社 大阪府 堺市
ファイン・スペース株式会社 大阪府 堺市
株式会社ミキガーデンサービス 大阪府 堺市
株式会社プラス 大阪府 岸和田市
株式会社ワタナベ 大阪府 豊中市
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株式会社ＡＱＵＷＡ 大阪府 池田市
クオレ株式会社 大阪府 吹田市
株式会社中野測量事務所 大阪府 吹田市
株式会社Ｌｉｆｅ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 大阪府 吹田市
医療法人なりた歯科 大阪府 高槻市
株式会社ヴェルケ 大阪府 枚方市
アットクリエイト株式会社 大阪府 八尾市
岸上バルブ株式会社 大阪府 八尾市
株式会社サザン・ディ・エス・クリエイト 大阪府 八尾市
有限会社樹脂工房セント 大阪府 八尾市
株式会社ＬＥＧＯ　ＨＡＩＲ 大阪府 富田林市
株式会社大北本店 大阪府 河内長野市
大同化工機工業株式会社 大阪府 河内長野市
税理士法人杉井総合会計 大阪府 松原市
株式会社ＧＬＯＢＡＬ 大阪府 大東市
有限会社ダイシンビルド 大阪府 大東市
明星シンセティック株式会社 大阪府 大東市
株式会社アイ・エー・エッチ 大阪府 羽曳野市
株式会社チェリーゴルフマネジメント 大阪府 摂津市
有限会社ミウラテック 大阪府 摂津市
株式会社ミヤタキ 大阪府 摂津市
株式会社海鋳 大阪府 藤井寺市
有限会社オートウエスト 大阪府 東大阪市
昭和グラビア印刷株式会社 大阪府 東大阪市
有限会社大東コーポレーション 大阪府 東大阪市
中辻金型工業．株式会社 大阪府 東大阪市
日興精機株式会社 大阪府 東大阪市
浦井 健次 大阪府
尾﨑 雅人 大阪府
後藤 昭彦 大阪府
中林 孝寛 大阪府
平野 貢 大阪府
古谷 秀樹 大阪府
光満 正樹 大阪府
株式会社仁王インターナショナル 兵庫県 神戸市
林木材株式会社 兵庫県 神戸市
医療法人社団益子産婦人科医院 兵庫県 神戸市
医療法人社団ごとう歯科医院 兵庫県 姫路市
株式会社太佳 兵庫県 尼崎市
医療法人社団医新会 兵庫県 明石市
株式会社グリーングランド 兵庫県 西宮市
有限会社関西ホーム 兵庫県 伊丹市
医療法人社団安福歯科医院 兵庫県 宝塚市
株式会社コスミック 兵庫県 三木市
株式会社サブ・グリーン 兵庫県 三田市
株式会社ひらせ 兵庫県 三田市
有限会社ウッディコーセー 兵庫県 丹波市
伸和青果食品株式会社 兵庫県 朝来市
株式会社フジタカーサービス 兵庫県 上郡町
岡田 久直 兵庫県
沖田 真一 兵庫県
加来 善輝 兵庫県
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加藤 義人 兵庫県
神吉 進悟 兵庫県
中野 拓哉 兵庫県
長谷川 智子 兵庫県
株式会社清峰工業 奈良県 奈良市
有限会社大和屋クリーニング 奈良県 奈良市
有限会社吉村商事 奈良県 大和郡山市
株式会社荒田建設 奈良県 橿原市
エーシー設計企画株式会社 奈良県 香芝市
ビックリー株式会社 奈良県 王寺町
株式会社スミエイ 和歌山県 和歌山市
株式会社小川組 和歌山県 橋本市
オーヤシマ株式会社 和歌山県 岩出市
鳥取県東部森林組合 鳥取県 鳥取市
フォーエバー協同組合 鳥取県 岩美町
宇田川 裕二 鳥取県
株式会社玉造グランドホテル長生閣 島根県 松江市
社会福祉法人ナザレン愛児会 島根県 松江市
下橋 宣博 島根県
株式会社小坂田建設 岡山県 岡山市
株式会社本来産合建 岡山県 岡山市
株式会社井田組 岡山県 倉敷市
株式会社ウィルビー 岡山県 倉敷市
株式会社木村ワールド 岡山県 倉敷市
有限会社立龍美掃 岡山県 倉敷市
勇崎建設有限会社 岡山県 倉敷市
有限会社オオツキ化研 岡山県 津山市
井倉運輸株式会社 岡山県 新見市
株式会社にこ 岡山県 早島町
青木 朋一 岡山県
竹内 和子 岡山県
株式会社アクトロジスティクス 広島県 広島市
株式会社　アプト 広島県 広島市
高野山運輸株式会社 広島県 広島市
平岡工業株式会社 広島県 広島市
広島和光株式会社 広島県 広島市
福德技研株式会社 広島県 広島市
株式会社　マツヤ 広島県 広島市
株式会社やま磯 広島県 広島市
株式会社　エムケイ興産 広島県 呉市
株式会社高宮建設 広島県 呉市
有限会社堀田鉄工所 広島県 呉市
有限会社宮秀建設 広島県 呉市
創建ホーム株式会社 広島県 竹原市
クールライン広県有限会社 広島県 福山市
福山富士自動車株式会社 広島県 福山市
株式会社マリーナ 広島県 福山市
有限会社薮本商会 広島県 福山市
株式会社中居木工 広島県 府中市
だて高速運輸有限会社 広島県 三次市
今井運送株式会社 広島県 廿日市市
有限会社サエキ工業 広島県 安芸高田市
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株式会社フルサワ 広島県 江田島市
株式会社エミアス 山口県 下関市
金山板金工業株式会社 山口県 下関市
有限会社中川鉄工所 山口県 宇部市
株式会社イタガキ建設コンサルタント 山口県 山口市
株式会社三和 山口県 山口市
株式会社セフティメンテナンス 山口県 山口市
株式会社三矢 山口県 下松市
有限会社タケシマ 山口県 岩国市
藤田工業株式会社 山口県 岩国市
株式会社大和建設 山口県 美祢市
株式会社田邊土木 山口県 美祢市
有限会社福徳不動産 山口県 周南市
第一薬局株式会社 山口県 山陽小野田市
井川設計工房株式会社 徳島県 徳島市
まるき運送有限会社 徳島県 美馬市
有限会社おちあい 香川県 高松市
くりや株式会社 香川県 さぬき市
税理士法人烏谷税務研究センター 愛媛県 松山市
株式会社プランニングアート 愛媛県 松山市
特定非営利活動法人ブルースター 高知県 高知市
月星商事株式会社 福岡県 北九州市
東洋産業株式会社 福岡県 北九州市
株式会社花山組 福岡県 北九州市
株式会社今山不動産 福岡県 福岡市
オザキプリーツ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社構造ＦＡＣＴＯＲＹ 福岡県 福岡市
株式会社サンコンサル 福岡県 福岡市
株式会社フォロー 福岡県 福岡市
明青株式会社 福岡県 福岡市
拓建工株式会社 福岡県 大牟田市
株式会社福岡緑樹園 福岡県 久留米市
株式会社　紀之国屋 福岡県 直方市
正栄工業株式会社 福岡県 直方市
株式会社白石組 福岡県 直方市
株式会社川島製作所 福岡県 柳川市
株式会社彩 福岡県 みやま市
有限会社吉清教材店 福岡県 糸島市
有限会社司製作所 福岡県 宇美町
医療法人ｉＭＥＤＩＣＡＬ 福岡県 粕屋町
過能 勉 福岡県
田中 康義 福岡県
田辺 亮介 福岡県
宮内 堅至 福岡県
力丸 英俊 福岡県
有限会社松林鉄工所 佐賀県 佐賀市
株式会社栗原木材店 佐賀県 唐津市
株式会社ジェイ・テック 佐賀県 唐津市
株式会社篠原工務店 佐賀県 鳥栖市
社会福祉法人花心会 佐賀県 伊万里市
井手食品有限会社 佐賀県 吉野ヶ里町
株式会社中嶋屋本店 長崎県 長崎市
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アイファー税理士法人 熊本県 熊本市
社会福祉法人熊本県ひとり親家庭福祉協議会 熊本県 熊本市
熊本木材株式会社 熊本県 熊本市
火乃茶房株式会社 熊本県 熊本市
株式会社園川組 熊本県 八代市
双葉ロジスティクス株式会社 熊本県 玉名市
吉野 勝哉 熊本県
ＦＫＴＡ株式会社 大分県 大分市
朝日建設有限会社 大分県 中津市
有限会社野村建設 大分県 佐伯市
有限会社在永商店 大分県 豊後高田市
有限会社肉のかなおか 大分県 豊後高田市
福川 英輝 大分県
巴設備工業株式会社 宮崎県 宮崎市
虎コーポレーション株式会社 宮崎県 都城市
有限会社北川調剤薬局 宮崎県 延岡市
有限会社アイセック 宮崎県 日向市
有限会社共立薬品 宮崎県 日向市
学校法人朝日学園 宮崎県 西都市
株式会社琴弾 宮崎県 高鍋町
医療法人ショコラ 鹿児島県 鹿児島市
有限会社立山塗装 鹿児島県 鹿児島市
南菱冷熱工業株式会社 鹿児島県 鹿児島市
社会福祉法人潤心会 鹿児島県 鹿屋市
竹山産業開発株式会社 鹿児島県 奄美市
永岡 修世 鹿児島県
有限会社　大地測量設計 沖縄県 那覇市
プラスワン合同会社 沖縄県 名護市
有限会社ハードセンター 沖縄県 沖縄市
株式会社結計画 沖縄県 沖縄市
株式会社プロファーマシー 沖縄県 西原町
有限会社結 沖縄県 西原町
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