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事業者名 都道府県 市区町村

アフターマーケット株式会社 北海道 札幌市
株式会社小林自動車 北海道 札幌市
株式会社コロナオイル 北海道 札幌市
株式会社ファームフーズ 北海道 札幌市
合同会社北海道療育研究所 北海道 札幌市
株式会社リューツー 北海道 札幌市
株式会社藤岡建設 北海道 北竜町
加藤 謙一 北海道
株式会社測地コンサルシステム 青森県 青森市
有限会社長谷川管工 青森県 青森市
株式会社八幡建設 青森県 八戸市
三戸 靖史 青森県
医療法人社団愛和会 岩手県 盛岡市
株式会社エス・ロードコーポレーション 岩手県 一関市
ニッコー・ファインメック株式会社 岩手県 一関市
株式会社和とわ 岩手県 一関市
社会福祉法人西和賀町社会福祉協議会 岩手県 西和賀町
株式会社北三陸ファクトリー 岩手県 洋野町
株式会社ケアミックス・ジャパン 宮城県 仙台市
株式会社ジェミニオート勝美 宮城県 仙台市
有限会社仙台複写センター 宮城県 仙台市
株式会社アーステック 宮城県 石巻市
山幸建設株式会社 宮城県 利府町
渡部 誠之 宮城県
株式会社協立 秋田県 能代市
有限会社小松石油 秋田県 大仙市
株式会社曙印刷 山形県 山形市
伊豆田建設株式会社 山形県 山形市
株式会社徳和建設 山形県 山形市
ヤマリョー株式会社 山形県 山形市
株式会社渡会電気土木 山形県 鶴岡市
有限会社長谷川工業 山形県 尾花沢市
フジ紙工株式会社 福島県 郡山市
株式会社ヨコハマ・モーターセールス 福島県 石川町
株式会社　協栄工業 福島県 大熊町
株式会社ヴィオーラ 茨城県 水戸市
有限会社島田自動車 茨城県 笠間市
医療法人社団筑三会筑波胃腸病院 茨城県 つくば市
株式会社アクセスホーム 栃木県 宇都宮市
株式会社在宅支援ネットワーク 栃木県 宇都宮市
有限会社手塚自動車商会 栃木県 宇都宮市
秋栄堂印刷株式会社 栃木県 佐野市
学校法人牧が丘学園 栃木県 真岡市
株式会社アルファ・クリエイト 栃木県 上三川町
浦野 克敏 栃木県
下川工業株式会社 群馬県 前橋市
株式会社創美社 群馬県 前橋市
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両毛電材株式会社 群馬県 前橋市
群商電設株式会社 群馬県 高崎市
株式会社芹沢システムリサーチ 群馬県 高崎市
土屋鋼材株式会社 群馬県 高崎市
有限会社仲沢酒店 群馬県 高崎市
日建フレメックス株式会社 群馬県 高崎市
星野管工株式会社 群馬県 桐生市
牧野建設株式会社 群馬県 沼田市
株式会社サンデー 群馬県 榛東村
青野土建株式会社 群馬県 玉村町
片野 勝司 群馬県
株式会社ワンステップハウス 埼玉県 さいたま市
サイシンシステム株式会社 埼玉県 熊谷市
株式会社東京共榮商会 埼玉県 所沢市
株式会社創運システム 埼玉県 加須市
有限会社水都環境 埼玉県 東松山市
医療法人白馬会 埼玉県 狭山市
ラシェス　株式会社 埼玉県 上尾市
高元建設株式会社 埼玉県 越谷市
株式会社フラムハウス 埼玉県 新座市
株式会社フジハウジング 埼玉県 久喜市
株式会社日東 埼玉県 坂戸市
特定非営利活動法人友結会 埼玉県 日高市
新木 武司 埼玉県
夏川 茂樹 埼玉県
株式会社三建 千葉県 千葉市
富士化学工業株式会社 千葉県 船橋市
株式会社ミヤモ設計 千葉県 茂原市
有限会社萃 千葉県 成田市
有限会社ビュー設計 千葉県 東金市
本田土木工業株式会社 千葉県 習志野市
株式会社大日工業 千葉県 柏市
株式会社タクミ 千葉県 柏市
株式会社みかわや 千葉県 大多喜町
酒巻 英雄 千葉県
櫻井 美津子 千葉県
石徳螺子株式会社 東京都 千代田区
株式会社ティ・オー・エス 東京都 千代田区
中嶋興産株式会社 東京都 千代田区
平野通信機材株式会社 東京都 中央区
株式会社マーキュリー 東京都 新宿区
株式会社丸山園本店 東京都 新宿区
株式会社リバースコミュニケーション 東京都 新宿区
株式会社共立エーティーエス 東京都 台東区
有限会社日昇電機 東京都 台東区
有限会社モリソン商会 東京都 台東区
株式会社トイカード 東京都 墨田区
株式会社エスフィールド 東京都 目黒区
学校法人目黒日本大学学園 東京都 目黒区
株式会社上保造園 東京都 世田谷区
合同会社グランマルシェ 東京都 渋谷区
株式会社トークナビ 東京都 渋谷区
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株式会社とまと館 東京都 渋谷区
株式会社立志社 東京都 渋谷区
日ノ出樹脂工業株式会社 東京都 杉並区
株式会社ラクラスホーム 東京都 豊島区
全協化成工業株式会社 東京都 北区
株式会社いちりき 東京都 板橋区
株式会社ウォーターワークス 東京都 板橋区
株式会社若林製本工場 東京都 板橋区
株式会社二戸サントップ 東京都 練馬区
株式会社　孝行舎 東京都 足立区
米持モールド株式会社 東京都 足立区
社会福祉法人いすず会 東京都 江戸川区
株式会社関口製作所 東京都 江戸川区
株式会社青木工業 東京都 武蔵野市
株式会社セントラル住販 東京都 小平市
銀河鉄道株式会社 東京都 東村山市
岩﨑建設株式会社 東京都 西東京市
石井 宏 東京都
石原 芳江 東京都
中山 亮平 東京都
野澤 義彦 東京都
株式会社アートユニフォーム 神奈川県 横浜市
株式会社県央技研 神奈川県 横浜市
株式会社ＴＤＳ 神奈川県 横浜市
ナビタスビジョン株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社ひとはな 神奈川県 横浜市
株式会社 Smile Exchange 神奈川県 川崎市
株式会社メーティス・リル 神奈川県 川崎市
株式会社アストラル 神奈川県 相模原市
株式会社相急土地 神奈川県 相模原市
株式会社平塚富士キッチン 神奈川県 平塚市
株式会社斉藤建設 神奈川県 鎌倉市
有限会社ジーハイド 神奈川県 藤沢市
株式会社杉久保デザイン社 神奈川県 海老名市
勝呂 文月 神奈川県
和田 昌平 神奈川県
コスモ食品株式会社 新潟県 長岡市
株式会社岡久 新潟県 三条市
株式会社田中衡機工業所 新潟県 三条市
株式会社カシックス 新潟県 柏崎市
医療法人社団M&Bコラボレーション 新潟県 新発田市
有限会社酒のカドヤ 新潟県 小千谷市
株式会社フラワーホーム 新潟県 十日町市
県央ランドマーク株式会社 新潟県 燕市
株式会社トーダイ 新潟県 燕市
株式会社カネカ 新潟県 糸魚川市
株式会社三牧建設工業 新潟県 上越市
水落 一文 新潟県
山﨑 寛 新潟県
株式会社タイト 富山県 富山市
タカノホーム株式会社 富山県 富山市
朝日コンサルタンツ株式会社 富山県 氷見市
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株式会社サンフーズ 富山県 滑川市
株式会社NSプロダクツ 富山県 射水市
寿酒販株式会社 富山県 射水市
株式会社天とてん 石川県 金沢市
福田 倫久 石川県
小山商事株式会社 福井県 福井市
東部燃料株式会社 福井県 福井市
株式会社ハウジング福井 福井県 福井市
株式会社ミルタニ工業 福井県 福井市
亜紀マネジメント株式会社 福井県 敦賀市
株式会社佐々木土建 福井県 鯖江市
有限会社三ツ星 福井県 坂井市
有限会社高浜調剤薬局 福井県 高浜町
玉木 剛 福井県
株式会社工房スギヤマ 山梨県 甲府市
株式会社サクシード 山梨県 甲府市
尾上設備工業　株式会社 山梨県 都留市
山陽精工株式会社 山梨県 大月市
有限会社天女山 山梨県 北杜市
株式会社希鈴堂 長野県 長野市
吉恵設備工業株式会社 長野県 長野市
有限会社保屋野製作所 長野県 上田市
杉村設備株式会社 長野県 岡谷市
南信州広域タクシー有限会社 長野県 飯田市
株式会社五龍舘 長野県 白馬村
壽製薬株式会社 長野県 坂城町
中塚 千夏 長野県
武舎 幸彦 長野県
株式会社ロマン 岐阜県 岐阜市
三城コンサルタント株式会社 岐阜県 大垣市
株式会社杉口プレス工業所 岐阜県 大垣市
多治見通運株式会社 岐阜県 多治見市
株式会社　文晶堂 岐阜県 可児市
合名会社田中屋商店 岐阜県 飛騨市
株式会社季咲亭 静岡県 静岡市
株式会社オンワードヤマモト 静岡県 浜松市
株式会社　丸八 静岡県 浜松市
社会福祉法人茗荷会 静岡県 浜松市
株式会社トップ・ワークス 静岡県 沼津市
木下設備株式会社 静岡県 伊東市
株式会社日建測量設計 静岡県 伊東市
浅場塗装株式会社 静岡県 富士市
株式会社駿河設備 静岡県 富士市
株式会社プロスタッフ 静岡県 富士市
有限会社アサノ設備 静岡県 伊豆の国市
フォーミング工業株式会社 静岡県 伊豆の国市
有限会社　丸岩商店 静岡県 松崎町
有限会社棗組 静岡県 小山町
有限会社アルツ 愛知県 名古屋市
株式会社ＫＥＮ 愛知県 名古屋市
株式会社コープリビングサービス東海 愛知県 名古屋市
株式会社ＳＴＯＲＹ 愛知県 名古屋市
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名古屋酸素株式会社 愛知県 名古屋市
日活電線製造株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ヤマナカ住宅 愛知県 名古屋市
株式会社ユーホーム 愛知県 名古屋市
株式会社東愛知新聞社 愛知県 豊橋市
株式会社サンプラスター 愛知県 春日井市
株式会社　吉田石油 愛知県 春日井市
株式会社プラセス 愛知県 豊川市
有限会社志村プレス工業所 愛知県 小牧市
協和工業株式会社 愛知県 大府市
豊有産業有限会社 愛知県 知多市
株式会社センマ化学 愛知県 清須市
株式会社庭徳藤原造園 愛知県 北名古屋市
株式会社三井酢店 愛知県 阿久比町
三和鉄筋株式会社 愛知県 幸田町
天野 伸泰 愛知県
小川 憲市 愛知県
勝又 隆太 愛知県
竹内 幹人 愛知県
ティーズプラス株式会社 三重県 四日市市
株式会社堀製麺 三重県 四日市市
株式会社Ａ－ＯＮＥ 三重県 伊勢市
株式会社ぎゅーとら 三重県 伊勢市
株式会社エッチ・エム・イー 三重県 桑名市
株式会社角建設 三重県 玉城町
有限会社紀南調剤薬局 三重県 御浜町
広瀬 圭吾 三重県
有限会社ジェイブレス 滋賀県 大津市
株式会社小川 滋賀県 彦根市
山甚建設株式会社 滋賀県 彦根市
株式会社開伸 滋賀県 長浜市
医療法人弘鳳会 滋賀県 長浜市
株式会社あいむ 滋賀県 守山市
株式会社ジー・アール・インターナショナル 京都府 京都市
株式会社東成 京都府 京都市
株式会社松本旅館 京都府 京都市
株式会社マルは 京都府 京都市
株式会社美濃吉食品 京都府 京都市
株式会社村上工業 京都府 京都市
株式会社アルスタ 京都府 舞鶴市
岡見化学工業株式会社 京都府 宇治市
有限会社丸谷組 京都府 京田辺市
有限会社二和産業 京都府 井手町
社会福祉法人　大阪市港区社会福祉協議会 大阪府 大阪市
きくや酒販株式会社 大阪府 大阪市
株式会社グレイトフルイノベーション 大阪府 大阪市
株式会社ゴールドファステート 大阪府 大阪市
スワロー電機株式会社 大阪府 大阪市
株式会社誠和設計事務所 大阪府 大阪市
株式会社ダイビ 大阪府 大阪市
ダイヤモンド商事株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ツカサテック 大阪府 大阪市

5 / 8 ページ



2020年11月27日

事業者名 都道府県 市区町村

株式会社ＴＲＹＺ 大阪府 大阪市
直本工業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社西尾家具工芸社 大阪府 大阪市
株式会社パレード 大阪府 大阪市
フジワラ産業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ユーシン 大阪府 大阪市
株式会社エイチエス 大阪府 堺市
株式会社Ｄｒｅａｍ　Ｆａｃｔｏｒｙ 大阪府 堺市
有限会社堀川工業所 大阪府 堺市
アメリカンデスク株式会社 大阪府 豊中市
株式会社たけや商店 大阪府 豊中市
ぐっどケア有限会社 大阪府 枚方市
社会福祉法人恵裕会 大阪府 枚方市
株式会社ヨロズ物流 大阪府 富田林市
株式会社ワイズテクノ 大阪府 富田林市
株式会社アシスト 大阪府 寝屋川市
フラシュ日乃出産業株式会社 大阪府 寝屋川市
津田電気計器株式会社 大阪府 箕面市
株式会社ナガハラ 大阪府 高石市
奥野鋼材株式会社 大阪府 東大阪市
長原 博 大阪府
渡 友洋 大阪府
有限会社鈴木在宅ケアサービス 兵庫県 神戸市
一般社団法人リ・シュウニャ 兵庫県 神戸市
ワイズネット事業協同組合 兵庫県 神戸市
株式会社きぬや 兵庫県 姫路市
中西不動産株式会社 兵庫県 姫路市
原田工業株式会社 兵庫県 姫路市
株式会社大原商会 兵庫県 尼崎市
日東高圧化学工業株式会社 兵庫県 尼崎市
医療法人社団瞳潤会田村眼科 兵庫県 明石市
西海醤油株式会社 兵庫県 明石市
株式会社阪神月星 兵庫県 伊丹市
株式会社上杉工務店 兵庫県 豊岡市
エイジシステム株式会社 兵庫県 豊岡市
有限会社関工建設コンサルタント 兵庫県 加古川市
植吉ルーフウォール株式会社 兵庫県 西脇市
株式会社アラック 兵庫県 川西市
株式会社ナカシマ 兵庫県 養父市
但南建設株式会社 兵庫県 朝来市
株式会社ディストワークス 兵庫県 猪名川町
三宅 武 兵庫県
株式会社ヘルスサポートさくら 奈良県 大和高田市
株式会社ＫＬ 和歌山県 有田市
株式会社西口スポーツ 和歌山県 岩出市
阪本運送有限会社 岡山県 岡山市
株式会社ＪＴ・ＬＩＮＥ 岡山県 岡山市
株式会社創建 岡山県 岡山市
有限会社ウエハラ事務機 岡山県 倉敷市
株式会社西建設 岡山県 倉敷市
株式会社ＮＩＣＳ 岡山県 玉野市
株式会社アクア美保 岡山県 笠岡市
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かも川手延素麺株式会社 岡山県 浅口市
株式会社ＹＭ工業 岡山県 勝央町
株式会社近代社 広島県 広島市
Ｚｅｎ　Ｓｔｙｌｅ株式会社 広島県 広島市
株式会社山本工業 広島県 広島市
株式会社洋光 広島県 広島市
株式会社ダイショク 広島県 福山市
社会福祉法人天和会 広島県 福山市
美建工業株式会社 広島県 東広島市
株式会社海幸 広島県 廿日市市
株式会社ガーデンｆｉｎａｌｌｙ 山口県 宇部市
株式会社巴商会 山口県 宇部市
株式会社雄馬 山口県 宇部市
株式会社　翔洋技研 山口県 下松市
マルチョー運輸有限会社 山口県 下松市
銀座社会保険労務士法人 山口県 周南市
株式会社ミヤハラ 山口県 周南市
岸鉄筋株式会社 徳島県 徳島市
坂東機工株式会社 徳島県 徳島市
有限会社丸喜商店 徳島県 徳島市
小松印刷株式会社 香川県 高松市
株式会社大川クリーンネット 香川県 さぬき市
有限会社北野商店 香川県 小豆島町
学校法人高縄幼稚園 愛媛県 松山市
有限会社メディケイト 愛媛県 松山市
株式会社グリップコーポレイション 愛媛県 今治市
株式会社近藤工業所 愛媛県 今治市
株式会社清吉建設 愛媛県 宇和島市
株式会社大栄電工 愛媛県 新居浜市
はぎの食品株式会社 愛媛県 松前町
有限会社四國車体用品商会 高知県 高知市
株式会社川浪建設工業 福岡県 北九州市
株式会社カンノ製作所 福岡県 北九州市
株式会社後藤運送 福岡県 北九州市
株式会社サン・オリーブ 福岡県 北九州市
有限会社スガムラ薬品 福岡県 北九州市
中央橘設計株式会社 福岡県 北九州市
東栄建設株式会社 福岡県 北九州市
株式会社不動工業 福岡県 北九州市
株式会社ＮＣＣ 福岡県 福岡市
小林運輸倉庫株式会社 福岡県 福岡市
株式会社Ｃ＆Ｇ　Ｖａｌｕｅ　Ｄｅｓｉｇｎ 福岡県 福岡市
有限会社九州樹脂工業 福岡県 久留米市
直鞍商工企業組合 福岡県 直方市
医療法人松尾医院 福岡県 柳川市
丸川木材株式会社 福岡県 大川市
株式会社ペイジ 福岡県 中間市
社会福祉法人朝倉社会事業協会 福岡県 朝倉市
株式会社真生堂 福岡県 筑前町
有限会社仲鉄筋 福岡県 苅田町
トランス・エアー・サガ有限会社 佐賀県 佐賀市
ハタナカ電通株式会社 佐賀県 佐賀市
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株式会社唐津自動車工業所 佐賀県 唐津市
有限会社さつき 佐賀県 鳥栖市
住生活トータルホーム株式会社 佐賀県 鳥栖市
医療法人徳隣会 佐賀県 鳥栖市
株式会社がばい運送 佐賀県 多久市
有限会社ミヤキ緑化土木 佐賀県 みやき町
医療法人順天堂 佐賀県 大町町
有限会社白石自動車整備工場 佐賀県 白石町
株式会社日野商店 長崎県 長崎市
有限会社富屋 長崎県 大村市
有限会社森商店 長崎県 南島原市
有限会社エム・エム・ドラッグ 熊本県 熊本市
株式会社食彩たかみ 熊本県 熊本市
株式会社吉元工務店 熊本県 熊本市
株式会社ＴＯＹＡＭＡ 熊本県 宇城市
医療法人社団明心会 熊本県 宇城市
社会福祉法人北斗会 熊本県 天草市
医療法人永田会 熊本県 益城町
有限会社丸一産業 熊本県 五木村
三栄建設工業株式会社 大分県 大分市
株式会社新コーポレーション 大分県 大分市
株式会社福祉の杜いまじん 大分県 大分市
株式会社菅組 大分県 豊後高田市
株式会社高岡コンサルタント 宮崎県 宮崎市
株式会社ヨシダや 宮崎県 宮崎市
医療法人　明和会 宮崎県 都城市
医療法人幸誠会 鹿児島県 鹿児島市
株式会社竹添不動産 鹿児島県 鹿児島市
合同会社ＢＤＫ 鹿児島県 鹿児島市
株式会社山下電機システム 鹿児島県 鹿児島市
株式会社マツバラ 鹿児島県 出水市
東和建設株式会社 鹿児島県 日置市
有限会社永井測量設計事務所 鹿児島県 日置市
株式会社マツオ電設 鹿児島県 日置市
村上建設株式会社 鹿児島県 奄美市
株式会社姶良電設 鹿児島県 姶良市
社会福祉法人愛の園福祉会 沖縄県 糸満市
医療法人白寿会 沖縄県 糸満市
有限会社タイムプロジェクト 沖縄県 北中城村
伊良皆 とも子 沖縄県
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