
2020年10月30日

事業者名 都道府県 市区町村

株式会社市川造園 北海道 札幌市
医療法人社団秀英会 北海道 札幌市
株式会社大日テックランナー 北海道 札幌市
株式会社ツヅキ・フーズ 北海道 札幌市
デュプロ万博株式会社 北海道 札幌市
スガイランドリー株式会社 北海道 旭川市
リーダース産業株式会社 北海道 旭川市
株式会社山水工業 北海道 帯広市
有限会社平野石油 北海道 福島町
大谷 修司 北海道
横田 英喜 北海道
成長タクシー株式会社 青森県 青森市
株式会社兼平製麺所 岩手県 盛岡市
水道屋株式会社 岩手県 滝沢市
株式会社アーバンコンサルタント 宮城県 仙台市
株式会社NS東北 宮城県 仙台市
株式会社塩屋 宮城県 仙台市
鷹觜建設株式会社 宮城県 仙台市
株式会社やさしい住まい 宮城県 栗原市
株式会社水建技術 秋田県 秋田市
有限会社美容室Ａｏｙａｍａ 山形県 山形市
カラス電機株式会社 山形県 天童市
株式会社殖産工務所 山形県 川西町
荒川興業株式会社 山形県 小国町
株式会社髙橋工務店 山形県 小国町
有限会社おくやま 福島県 福島市
株式会社遠藤興業 福島県 郡山市
株式会社　環境緑建 福島県 郡山市
株式会社宗德 福島県 郡山市
株式会社大崎製作所 福島県 いわき市
ライフクリエート株式会社 福島県 いわき市
大塚設備株式会社 福島県 須賀川市
大七酒造株式会社 福島県 二本松市
株式会社メイワ 福島県 南相馬市
有限会社川俣ブロツクセンター 福島県 川俣町
株式会社三森建設 福島県 古殿町
医療法人Ｅｐｓｙｌｏｎ 茨城県 水戸市
大高工業株式会社 茨城県 古河市
株式会社幸加也 茨城県 古河市
株式会社　小林農機 茨城県 古河市
株式会社宮本総合設備 茨城県 稲敷市
金子 栄司 茨城県
小泉 博史 茨城県
株式会社井上総合印刷 栃木県 宇都宮市
株式会社野沢実業 栃木県 宇都宮市
春山商事有限会社 栃木県 足利市
有限会社　若林自動車商会 栃木県 足利市

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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株式会社アルティ 栃木県 那須烏山市
小林設備有限会社 栃木県 壬生町
株式会社イズミ 群馬県 前橋市
群馬県厚生農業協同組合連合会 群馬県 前橋市
有限会社フラワーギフト花夢 群馬県 前橋市
設楽印刷株式会社 群馬県 伊勢崎市
株式会社清光金型 群馬県 伊勢崎市
株式会社セイコーレジン 群馬県 伊勢崎市
株式会社グッドケア 群馬県 太田市
セキヤ工業株式会社 群馬県 太田市
株式会社リ・フォレスト 群馬県 沼田市
株式会社峰岸工業 群馬県 玉村町
東毛福祉事業協同組合 群馬県 大泉町
株式会社たてものサービス 埼玉県 さいたま市
株式会社日さく 埼玉県 さいたま市
医療法人白秀会 埼玉県 さいたま市
株式会社アーカス 埼玉県 熊谷市
株式会社電工 埼玉県 熊谷市
株式会社橋本設備 埼玉県 所沢市
医療法人社団鴻愛会 埼玉県 鴻巣市
株式会社スリーピース 埼玉県 深谷市
有限会社富張製作所 埼玉県 草加市
有限会社グランビルゴ 埼玉県 朝霞市
株式会社福冨設備 埼玉県 新座市
有限会社平沢商店 埼玉県 久喜市
有限会社小川家具店 埼玉県 北本市
三生技研株式会社 埼玉県 吉川市
旭彫刻工業株式会社 埼玉県 越生町
有限会社山崎総合設備 埼玉県 松伏町
熊谷 公希 埼玉県
宮下 尚憲 埼玉県
医療法人　石郷岡病院 千葉県 千葉市
株式会社伊藤工務店 千葉県 千葉市
株式会社大竹商事 千葉県 千葉市
ロード・システム有限会社 千葉県 千葉市
株式会社　光和 千葉県 市川市
株式会社斉藤 千葉県 木更津市
株式会社渡辺電気工業所 千葉県 成田市
ケイヨー水工株式会社 千葉県 習志野市
医療法人社団明雅会 千葉県 習志野市
社会福祉法人昇陽会 千葉県 匝瑳市
北村 陽光 千葉県
堀合 洋祐 千葉県
株式会社エクシィ 東京都 千代田区
株式会社コーテック 東京都 千代田区
有限会社貴エンタープライズ 東京都 中央区
税理士法人金子綜合会計事務所 東京都 港区
株式会社ネオ・ストラクト 東京都 港区
株式会社　現代建築研究所 東京都 新宿区
トレノケート株式会社 東京都 新宿区
株式会社エア・ガシズ・テクノス 東京都 台東区
株式会社江戸小町 東京都 台東区
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株式会社エンドレス 東京都 台東区
ニチユー株式会社 東京都 台東区
日本春秋旅行株式会社 東京都 台東区
株式会社宝正 東京都 台東区
株式会社東合板商会 東京都 江東区
株式会社大公運輸 東京都 江東区
医療法人社団燦歯会 東京都 品川区
株式会社Ｐ４ 東京都 品川区
ReBodyCraft株式会社 東京都 品川区
精発ばね工業株式会社 東京都 大田区
宍戸コンクリート工業株式会社 東京都 世田谷区
株式会社フローレツエンティワン 東京都 世田谷区
ヤマケイプレコン株式会社 東京都 世田谷区
株式会社JAMSHOPPING 東京都 渋谷区
株式会社南北商事 東京都 渋谷区
北斗株式会社 東京都 豊島区
株式会社東宝ハウス練馬 東京都 練馬区
有限会社昭和堂 東京都 江戸川区
株式会社東京地図研究社 東京都 府中市
東洋電機株式会社 東京都 昭島市
グローバルネットワーク協同組合 東京都 調布市
タックエンジニアリング株式会社 東京都 福生市
株式会社多摩計装 東京都 福生市
株式会社カイセイ 東京都 東久留米市
特定非営利活動法人ひまわり福祉会 東京都 多摩市
株式会社南部燃料 東京都 あきる野市
株式会社グリーンファーマシー 東京都 西東京市
青木 美暁 東京都
浅野 有美 東京都
石田 寿行 東京都
佐藤 元彦 東京都
佐村 悟義 東京都
村上 治彦 東京都
海内工業株式会社 神奈川県 横浜市
医療法人瑛鳳会 神奈川県 横浜市
株式会社オリエンタル商亊 神奈川県 横浜市
オリエンタル物産株式会社 神奈川県 横浜市
社会福祉法人公正会 神奈川県 横浜市
有限会社光和メディカル 神奈川県 横浜市
新横浜交通株式会社 神奈川県 横浜市
社会福祉法人藤心会 神奈川県 横浜市
株式会社東宝ハウス横浜西口 神奈川県 横浜市
株式会社ホーセン 神奈川県 横浜市
医療法人社団メディカル・インテグレイション 神奈川県 横浜市
株式会社吉田工務店 神奈川県 横浜市
医療法人社団寿修会 神奈川県 川崎市
株式会社ユウキ工業 神奈川県 相模原市
有限会社ビューティショップ・アザミ 神奈川県 横須賀市
佐々木 卓朗 神奈川県
西村 公一 神奈川県
株式会社　安達工業 新潟県 新潟市
株式会社オーガニック建築設計事務所 新潟県 新潟市
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有限会社小原自動車 新潟県 新潟市
有限会社櫂舟歩道 新潟県 新潟市
株式会社鈴木設計企画 新潟県 新潟市
ＦＵＮ税理士法人 新潟県 新潟市
株式会社居藤電機 新潟県 長岡市
株式会社イグリ 新潟県 三条市
テック海発株式会社 新潟県 小千谷市
笹川産業株式会社 新潟県 燕市
小菅建設興業株式会社 新潟県 阿賀野市
株式会社アピアスポーツクラブ 富山県 富山市
社会福祉法人白皇山保護園 富山県 富山市
株式会社ミヤマサ建設 富山県 富山市
株式会社関口組 富山県 魚津市
株式会社畑中木材 富山県 氷見市
株式会社松屋呉服店 富山県 小矢部市
黒川建設工業株式会社 富山県 射水市
清水 隆宏 富山県
金城交通株式会社 石川県 金沢市
株式会社小山組 石川県 金沢市
株式会社船本建設 石川県 輪島市
トスピック株式会社 石川県 白山市
株式会社表井建設 石川県 内灘町
北陸リトレッド株式会社 福井県 越前市
株式会社エイト工業 福井県 坂井市
株式会社Ｃｏｌｏｒ’ｓ 山梨県 甲府市
日経工業株式会社 山梨県 甲府市
有限会社ベジ・ドリーム 長野県 長野市
有限会社コレクト製作所 長野県 上田市
山田鐵工有限会社 長野県 飯田市
株式会社日向製作所 長野県 佐久市
株式会社加藤鯉店 長野県 千曲市
有限会社セントラル自動車 長野県 軽井沢町
有限会社中村鉄工所 長野県 長和町
株式会社明工精機 長野県 富士見町
株式会社あったか伊那 長野県 南箕輪村
株式会社ＹＡＭＡＩ 岐阜県 大垣市
株式会社キャディッシュ 岐阜県 高山市
有限会社　桜井ダイカスト工業 岐阜県 関市
石原電機工業株式会社 岐阜県 中津川市
北川工務株式会社 岐阜県 美濃加茂市
株式会社大廣園 岐阜県 土岐市
コアウォール株式会社 岐阜県 可児市
東海牛乳株式会社 岐阜県 神戸町
青木 雅敏 岐阜県
片野 雅文 岐阜県
三明電子産業株式会社 静岡県 静岡市
静岡中央タクシー株式会社 静岡県 静岡市
辰巳タクシー株式会社 静岡県 静岡市
有限会社　丸安秋山板金 静岡県 静岡市
正栄産業株式会社 静岡県 浜松市
株式会社スティルアン 静岡県 浜松市
高見建設株式会社 静岡県 浜松市
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株式会社長野製作所 静岡県 沼津市
丸は羽野水産株式会社 静岡県 沼津市
ニシダ株式会社 静岡県 藤枝市
増井建設株式会社 静岡県 牧之原市
有限会社川上瓦斯 静岡県 東伊豆町
ＴＯ・ＤＡ・ＭＡＸ株式会社 静岡県 清水町
株式会社大瀬戸商店 静岡県 小山町
曽根 和伸 静岡県
足立工業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社イディア 愛知県 名古屋市
Ｅｖｅｒ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ株式会社 愛知県 名古屋市
医療法人恵秀会 愛知県 名古屋市
株式会社コーケン 愛知県 名古屋市
株式会社シセイ 愛知県 名古屋市
積村ビル管理株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社大和工芸 愛知県 名古屋市
株式会社武田コーポレーション 愛知県 名古屋市
ツカサ機工株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社日本アドシステム 愛知県 名古屋市
有限会社村松コーポレーション 愛知県 名古屋市
Ｌｅｉ　Ｓｔｙｌｅ合同会社 愛知県 名古屋市
株式会社アトリウム 愛知県 豊橋市
ウッド・アート・スタジオ株式会社 愛知県 岡崎市
株式会社Ｋ・Ａガーデン 愛知県 岡崎市
エムアールエム株式会社 愛知県 一宮市
有限会社杉浦モータース 愛知県 半田市
特定非営利活動法人りんりん 愛知県 半田市
株式会社ワンデックス 愛知県 春日井市
コオメイ工業株式会社 愛知県 刈谷市
有限会社小川自動車整備工場 愛知県 犬山市
株式会社グランシェリエ 愛知県 犬山市
株式会社　綜合家具ヤマケン 愛知県 江南市
有限会社あいわ薬局 愛知県 稲沢市
株式会社杉原 愛知県 稲沢市
祖父江製油株式会社 愛知県 稲沢市
山正運輸有限会社 愛知県 新城市
株式会社TMTオックスラボ 愛知県 清須市
昭栄工業株式会社 愛知県 東郷町
株式会社津代エクステリア 愛知県 東郷町
青木 栄伸 愛知県
石原 朗 愛知県
加藤 哲也 愛知県
後藤 潤 愛知県
惣卜 友裕 愛知県
元木 達也 愛知県
百島 建光 愛知県
山口 純司 愛知県
魚歳食品株式会社 三重県 津市
菊山鋼材株式会社 三重県 津市
株式会社セントラルリフォーム 三重県 津市
有限会社門脇商店 三重県 四日市市
有限会社水谷鉄筋 三重県 桑名市
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株式会社中谷 三重県 伊賀市
高倉 博史 三重県
予防介護サービス株式会社 滋賀県 大津市
コテラ設備株式会社 滋賀県 草津市
株式会社大井鉄工所 滋賀県 甲賀市
青木樹工株式会社 滋賀県 湖南市
株式会社葉月設計オフィス 滋賀県 湖南市
株式会社木村重兵衛商店 滋賀県 多賀町
大城 真樹 滋賀県
金谷 優樹 滋賀県
林 貞治 滋賀県
株式会社エイチホールディングス 京都府 京都市
株式会社エーシーティ 京都府 京都市
株式会社奥村写真型 京都府 京都市
協繊株式会社 京都府 京都市
京都トータルヘルスケア株式会社 京都府 京都市
株式会社デグナー 京都府 京都市
平和製菓株式会社 京都府 京都市
株式会社ヘルスライフ 京都府 京都市
株式会社東舞鶴グランドホテル 京都府 舞鶴市
東亜化成品株式会社 京都府 宇治市
株式会社富士不動産 京都府 向日市
株式会社まるなか 京都府 八幡市
中西 勝重 京都府
愛和税理士法人 大阪府 大阪市
医療法人育有会 大阪府 大阪市
株式会社近確機構 大阪府 大阪市
株式会社　伸光建設 大阪府 大阪市
有限会社システムオフィスサブ 大阪府 大阪市
株式会社Ｓｈｕｒｏ 大阪府 大阪市
株式会社スライムデザイン 大阪府 大阪市
株式会社セイレイ 大阪府 大阪市
トレースユニット株式会社 大阪府 大阪市
株式会社平井製作所 大阪府 大阪市
株式会社ライズエレクトロニクス 大阪府 大阪市
株式会社ユキのホールディングス 大阪府 堺市
医療法人幸雅会 大阪府 池田市
日本タイガー電器株式会社 大阪府 高槻市
株式会社あきんど 大阪府 守口市
太陽プレス株式会社 大阪府 八尾市
高田紙器株式会社 大阪府 八尾市
株式会社池田金属 大阪府 泉佐野市
株式会社ウイオール 大阪府 藤井寺市
大洋薬品ユタカ販売株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社ミツイシ 大阪府 阪南市
井田 忠吉 大阪府
大石 香奈子 大阪府
小比賀 智子 大阪府
小村 隆志 大阪府
延藤 圭子 大阪府
水ノ上 成彰 大阪府
味谷 祐介 大阪府
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三宅 仙彦 大阪府
有限会社菊田組 兵庫県 神戸市
司法書士法人神戸合同事務所 兵庫県 神戸市
株式会社神戸三宮バウンダリィコンサルタント 兵庫県 神戸市
株式会社松野組 兵庫県 神戸市
株式会社ハマダ 兵庫県 姫路市
株式会社ジャット 兵庫県 尼崎市
内藤建設興業株式会社 兵庫県 尼崎市
共同商事株式会社 兵庫県 明石市
医療法人社団藤原整形外科 兵庫県 明石市
株式会社　福田工務店 兵庫県 西宮市
有限会社新光製作所 兵庫県 伊丹市
株式会社エフシー 兵庫県 西脇市
有限会社フードショップマルコ 兵庫県 養父市
株式会社ムラコ 兵庫県 丹波市
安見 正悟 兵庫県
尼子 涼生 兵庫県
新井 智 兵庫県
木野 淳 兵庫県
小泉 貴裕 兵庫県
屬 基和 兵庫県
仲 秀樹 兵庫県
山本 京士 兵庫県
株式会社米田商会 奈良県 天理市
株式会社岡本設備 奈良県 上牧町
坂田 剛一 奈良県
株式会社Ｆｕｎ 和歌山県 和歌山市
株式会社スマイルシード 和歌山県 紀の川市
高田 行洋 和歌山県
株式会社大晃工業 鳥取県 鳥取市
有限会社井上製作所 鳥取県 八頭町
合同会社J-Innovation 鳥取県 湯梨浜町
株式会社平安堂 島根県 出雲市
今井産業株式会社 島根県 江津市
株式会社アイスライン 岡山県 岡山市
株式会社　福井廚房 岡山県 岡山市
ルーフクリエイト株式会社 岡山県 岡山市
医療法人天馬会 岡山県 倉敷市
有限会社中国水道 岡山県 笠岡市
有限会社　池田鐵工所 岡山県 井原市
医療法人平病院 岡山県 和気町
佐藤 剛一 岡山県
医療法人あすか 広島県 広島市
有限会社ＭＫ 広島県 広島市
株式会社　島屋 広島県 広島市
トーホー株式会社 広島県 広島市
有限会社トキワ機工 広島県 広島市
株式会社ハーストーリィプラス 広島県 広島市
医療法人社団さゆり会 広島県 呉市
株式会社大翔 広島県 呉市
有限会社竹本住宅設備 広島県 呉市
株式会社誠和 広島県 尾道市
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株式会社三谷製作所 広島県 尾道市
合同会社　備水 広島県 福山市
安田金属株式会社 広島県 廿日市市
高木 由香里 広島県
松本 貴義 広島県
株式会社尾﨑 山口県 下関市
株式会社竹田電工 山口県 下関市
山口視聴覚機器株式会社 山口県 山口市
有限会社増野組 山口県 萩市
バンドウリメーク株式会社 徳島県 徳島市
株式会社中岸商店 徳島県 鳴門市
有限会社天野精機 徳島県 上板町
株式会社丸さ運送 香川県 高松市
学校法人若草学園 愛媛県 松山市
明星運輸株式会社 愛媛県 新居浜市
有限会社大和屋 愛媛県 東温市
愛媛化成有限会社 愛媛県 内子町
株式会社あとむ 高知県 高知市
株式会社アルファ 高知県 高知市
株式会社高橋商事 高知県 高知市
株式会社ドラッグファーム 高知県 高知市
株式会社メディコ 高知県 高知市
株式会社アルファ 福岡県 北九州市
株式会社サン・ルート 福岡県 北九州市
株式会社的野物産 福岡県 北九州市
株式会社オーディナーレ 福岡県 福岡市
九低システム株式会社 福岡県 福岡市
株式会社サイト 福岡県 福岡市
株式会社リアルティリンク 福岡県 福岡市
株式会社江藤建設 福岡県 久留米市
株式会社下川工業 福岡県 久留米市
株式会社ツル薬局 福岡県 飯塚市
有限会社隆将カンパニー 福岡県 田川市
株式会社タカトモ 福岡県 柳川市
医療法人　城戸医院 福岡県 八女市
株式会社宝生倉庫 福岡県 筑後市
有限会社豊前ファーマシー 福岡県 豊前市
医療法人全晴会 福岡県 筑紫野市
株式会社アクアグローバルフーズ 福岡県 糸島市
株式会社Ｔ・Ｆ・Ｔ 福岡県 宇美町
株式会社TM工業 福岡県 宇美町
有限会社軍場製作所 福岡県 遠賀町
株式会社ニッショウテクノス 福岡県 鞍手町
安部 徹 福岡県
有限会社和光 佐賀県 多久市
有限会社やすみせ薬局 佐賀県 伊万里市
田中鉄工株式会社 佐賀県 基山町
有限会社デンタルワークスシステム・Ｕ 長崎県 長崎市
下川 輝 長崎県
中島 寛将 長崎県
根岸 尚徳 長崎県
医療法人社団エステティックライン 熊本県 熊本市
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Celwood株式会社 熊本県 熊本市
合名会社坂田商店 熊本県 山都町
株式会社見行 熊本県 山都町
株式会社玉井木材センター 大分県 大分市
株式会社仲摩義光商店 大分県 大分市
株式会社松井商会 大分県 別府市
協和産業株式会社 大分県 津久見市
有限会社カーライフあそう 大分県 九重町
株式会社川畑板金 宮崎県 都城市
株式会社さくら調剤薬局 宮崎県 西都市
株式会社木佐貫建設 宮崎県 三股町
株式会社楠田興業 宮崎県 高原町
永田重機土木株式会社 鹿児島県 鹿児島市
株式会社ＹＫファーマシー 鹿児島県 鹿児島市
株式会社霧島ガーデンイマジネーション 鹿児島県 霧島市
株式会社上野建設 鹿児島県 姶良市
税理士法人エヌズ 沖縄県 那覇市
株式会社東邦建設コンサルタント 沖縄県 那覇市
株式会社ひが家具 沖縄県 北谷町
與那城 敏彦 沖縄県
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