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株式会社アスフル 北海道 札幌市
株式会社アンドヴォーグ 北海道 札幌市
意食充株式会社 北海道 札幌市
株式会社サトウ包装資材 北海道 札幌市
医療法人社団道修会 北海道 札幌市
株式会社めぐみ企画 北海道 札幌市
株式会社山田組 北海道 札幌市
region株式会社 北海道 札幌市
株式会社凌霄 北海道 札幌市
株式会社　エヌボシ・ノムラ 北海道 函館市
株式会社表鉄工所 北海道 旭川市
昭榮電機株式会社 北海道 帯広市
株式会社ナチュラクス 北海道 富良野市
有限会社アルペジオ 北海道 北広島市
呉 明仁 北海道
株式会社心 青森県 青森市
株式会社阿保建設 青森県 弘前市
有限会社白龍産業 青森県 つがる市
株式会社三村興業社 青森県 おいらせ町
東北エンジニアリング株式会社 岩手県 盛岡市
東海電業株式会社 岩手県 宮古市
地方卸売市場　大船渡青果株式会社 岩手県 大船渡市
花北興産有限会社 岩手県 北上市
社会福祉法人慈恵会 岩手県 久慈市
医療法人社団愛生会昭和病院 岩手県 一関市
共進機材株式会社 宮城県 仙台市
有限会社協友工業 宮城県 仙台市
株式会社クレア 宮城県 仙台市
株式会社ジーデップ・アドバンス 宮城県 仙台市
株式会社大盛設備工業 宮城県 仙台市
株式会社電気工事アイジーエスエス 宮城県 仙台市
有限会社　嶺岸石油 宮城県 仙台市
Ｙｏｓｈｉｄａマネジメントオフィス株式会社 宮城県 仙台市
有限会社矢本メデイカルサプライ 宮城県 東松島市
高橋 茂治 宮城県
中村 一彦 宮城県
有限会社　アサヒ技建 秋田県 潟上市
いとう設計株式会社 秋田県 仙北市
木村建設株式会社 秋田県 美郷町
長谷川 時生 秋田県
株式会社九兵衛旅館 山形県 鶴岡市
沼田建設株式会社 山形県 新庄市
社会福祉法人長井福祉会 山形県 長井市
株式会社野川ガス住宅設備 山形県 天童市
株式会社ファーストフロンティア 福島県 福島市
株式会社安部ブロック 福島県 いわき市
株式会社ガスエナジーいわき 福島県 いわき市
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合名会社 さわきや 福島県 いわき市
株式会社相馬開発環境整備センター 福島県 相馬市
有限会社本宮設備 福島県 本宮市
有限会社伊豆屋住宅不動産 福島県 矢吹町
早川 貴則 福島県
株式会社　友部豊吉商店 茨城県 水戸市
原口商事株式会社 茨城県 水戸市
関東ガスエナジー株式会社 茨城県 日立市
株式会社Ｋ＆Ｋ 茨城県 鹿嶋市
ひがの製菓株式会社 茨城県 筑西市
野口機設工業株式会社 茨城県 八千代町
株式会社ミヤマホーム 栃木県 宇都宮市
高田車体株式会社 栃木県 栃木市
株式会社パシフィック 栃木県 真岡市
株式会社みのり 栃木県 那須塩原市
堤建設株式会社 群馬県 前橋市
株式会社アンカー 群馬県 桐生市
株式会社岩瀬工務店 群馬県 伊勢崎市
株式会社徳商 群馬県 伊勢崎市
株式会社戸部商会 群馬県 沼田市
有限会社安中造園 群馬県 安中市
株式会社ヨコオデイリーフーズ 群馬県 甘楽町
石坂建設株式会社 群馬県 昭和村
株式会社丸久物産 群馬県 みなかみ町
有限会社サンエイ 群馬県 千代田町
ＤＡＩＣＨＡＮフードサービス株式会社 埼玉県 さいたま市
ハピネスケア株式会社 埼玉県 さいたま市
株式会社サカイヤ 埼玉県 川越市
株式会社ふくしま 埼玉県 川越市
株式会社オガワ総業 埼玉県 春日部市
株式会社早川電工 埼玉県 鴻巣市
オレンジメディカルテラス株式会社 埼玉県 越谷市
ブラックホーク株式会社 埼玉県 戸田市
オーエムアイ株式会社 埼玉県 八潮市
フィットシステム株式会社 埼玉県 八潮市
有限会社えびす給食 埼玉県 三郷市
株式会社東武住販 埼玉県 ふじみ野市
株式会社大和 埼玉県 伊奈町
セキネシール工業株式会社 埼玉県 小川町
オービックジャパン株式会社 千葉県 千葉市
株式会社キッチンアンドリビング 千葉県 千葉市
京葉工管株式会社 千葉県 千葉市
株式会社シーエスクリエイト 千葉県 千葉市
一般財団法人千葉市交通安全協会 千葉県 千葉市
ヤマサ醬油株式会社 千葉県 銚子市
勝新工業株式会社 千葉県 市川市
株式会社Ｃ－ＮＥＴ 千葉県 船橋市
レグセントジョイラー株式会社 千葉県 松戸市
株式会社ダイカワ 千葉県 東金市
山田工業株式会社 千葉県 柏市
医療法人社団雄飛会 千葉県 柏市
株式会社　共栄 千葉県 流山市
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医療法人社団江陽会 千葉県 流山市
秀和開発株式会社 千葉県 鎌ケ谷市
株式会社HJK 千葉県 一宮町
株式会社クリアス 東京都 千代田区
医療法人東横会 東京都 中央区
株式会社ユトルナ 東京都 中央区
株式会社アロン社 東京都 港区
一般財団法人全国危険物安全協会 東京都 港区
株式会社SOULPLANET 東京都 港区
ブルーミングキッズ株式会社 東京都 港区
株式会社意匠計画 東京都 新宿区
株式会社伊東設備設計事務所 東京都 新宿区
株式会社ハンドシェイク 東京都 新宿区
株式会社ワカ製作所 東京都 新宿区
有限会社富永譲・フォルムシステム設計研究所 東京都 文京区
株式会社東宝ハウス品川 東京都 品川区
株式会社ＫＴＭ 東京都 目黒区
株式会社市萬 東京都 世田谷区
株式会社ミニストリー 東京都 世田谷区
株式会社Adapty 東京都 渋谷区
グロリアタイム株式会社 東京都 渋谷区
Ｋ．Ｇ．Ｓｔｙｌｅ株式会社 東京都 渋谷区
株式会社Ｊ建築検査センター 東京都 渋谷区
株式会社HaleLea 東京都 渋谷区
株式会社HITOKUCHI 東京都 渋谷区
株式会社ブライダル・イン・プロジェクト 東京都 渋谷区
マテックス株式会社 東京都 中野区
有限会社イカダ・デザイン・アトリエ 東京都 杉並区
キワ株式会社 東京都 豊島区
株式会社吉川電機工業所 東京都 豊島区
株式会社エスシール 東京都 北区
グリーンロジテック株式会社 東京都 板橋区
税理士法人ＤＡＹＳ 東京都 板橋区
株式会社デンテック 東京都 板橋区
増島土地開発株式会社 東京都 練馬区
白井グループ株式会社 東京都 足立区
医療法人社団祥史会 東京都 葛飾区
株式会社髙橋ダクト工業 東京都 江戸川区
有限会社ウーリー 東京都 八王子市
第一合成株式会社 東京都 八王子市
東新緑地株式会社 東京都 八王子市
3 arrows株式会社 東京都 三鷹市
社会福祉法人真光会 東京都 青梅市
株式会社ＶＩＥＷ 東京都 狛江市
ニシハラ理工株式会社 東京都 武蔵村山市
株式会社　興栄 東京都 羽村市
長谷川ガス有限会社 東京都 あきる野市
社会福祉法人東京老人ホーム 東京都 西東京市
原井 重幸 東京都
峯岸 一夫 東京都
医療法人　うふ 神奈川県 横浜市
株式会社エミプラス 神奈川県 横浜市
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株式会社ケンショー工業 神奈川県 横浜市
ビーイーエージャパン株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社ベンハウス 神奈川県 横浜市
株式会社研空社 神奈川県 川崎市
株式会社　壮和 神奈川県 川崎市
株式会社清和サービス 神奈川県 相模原市
株式会社大地工業 神奈川県 相模原市
有限会社米山商店 神奈川県 横須賀市
ＢＬＥＮＴＥＣ株式会社 神奈川県 秦野市
株式会社ヒロ住設 神奈川県 厚木市
株式会社メディグレス 神奈川県 厚木市
有限会社ＧＥＮＫＩ堂 神奈川県 大和市
株式会社　長嶺工業所 神奈川県 大和市
医療法人社団慈広会 神奈川県 綾瀬市
三洋興産株式会社 神奈川県 寒川町
有限会社　石川商店 神奈川県 松田町
加藤 大慈 神奈川県
斉藤 善司 神奈川県
株式会社カワサキ 新潟県 新潟市
大宗建設工業株式会社 新潟県 新潟市
株式会社本田工業 新潟県 新潟市
株式会社スノエ 新潟県 長岡市
有限会社石田製作所 新潟県 三条市
外山工業株式会社 新潟県 三条市
丸正自動車株式会社 新潟県 三条市
株式会社マルト長谷川工作所 新潟県 三条市
アルマイト理研株式会社 新潟県 新発田市
庭山綜合食品株式会社 新潟県 新発田市
一般社団法人県央研究所 新潟県 燕市
株式会社オタケ 新潟県 上越市
株式会社荷屋建設 新潟県 上越市
株式会社山井建設 新潟県 湯沢町
大須賀 弘明 新潟県
株式会社浜田管設 富山県 富山市
株式会社マイケミスト 富山県 氷見市
有限会社岩村電機商会 富山県 小矢部市
吉田 徹 富山県
昌和管工株式会社 石川県 金沢市
中部緑地株式会社 石川県 金沢市
株式会社ラフィーネ 石川県 金沢市
有限会社一里野高原ホテル 石川県 白山市
株式会社久世ベローズ工業所 石川県 津幡町
有限会社北橋電気工事 石川県 宝達志水町
岡本 秀雄 石川県
株式会社アオキ技術コンサルタント 福井県 福井市
株式会社デルタコンサルタント 福井県 福井市
有限会社宮川組 福井県 福井市
山金工業株式会社 福井県 福井市
株式会社吉田機工 福井県 福井市
株式会社中西鋼機 福井県 敦賀市
株式会社穴馬組 福井県 大野市
有限会社ココロ 福井県 越前市
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宇賀治 智世 福井県
株式会社ＶｉｖｉｔＢａｓｅ 山梨県 甲府市
碓井自動車株式会社 山梨県 甲府市
フジチギラ株式会社 山梨県 富士吉田市
有限会社衣川ウレタン加工販賣工業所 山梨県 山梨市
濱野屋ティートラスト有限会社 山梨県 大月市
有限会社教材事務機センター 山梨県 韮崎市
南アルプスワインアンドビバレッジ株式会社 山梨県 笛吹市
エヌディエス株式会社 山梨県 昭和町
株式会社アクアフードジャパン 長野県 長野市
社会福祉法人花工房福祉会 長野県 長野市
株式会社木下商事 長野県 松本市
株式会社ダイワ 長野県 松本市
ＴＩＰｃｏｍｐｏｓｉｔｅ株式会社 長野県 松本市
株式会社アクセル 長野県 上田市
有限会社長野電設 長野県 上田市
有限会社メタルコート 長野県 上田市
有限会社ヤマショー 長野県 上田市
GEAオリオンファームテクノロジーズ株式会社 長野県 須坂市
髙重建設工業株式会社 長野県 佐久市
株式会社アールプロジェクト 北海道 千曲市
株式会社クリーンオプチカル 長野県 高山村
永井 敏 長野県
株式会社イズミ通信 岐阜県 岐阜市
東秀陶器株式会社 岐阜県 多治見市
株式会社　中島窯業 岐阜県 多治見市
株式会社新東建設 岐阜県 関市
胞山工業株式会社 岐阜県 中津川市
株式会社ＡＴＰ 岐阜県 瑞浪市
フジ大理石株式会社 岐阜県 養老町
株式会社MDS 静岡県 静岡市
有限会社塩崎組 静岡県 静岡市
有限会社駿河水産 静岡県 静岡市
医療法人社団長島耳鼻咽喉科医院 静岡県 静岡市
株式会社英和エネルギー 静岡県 浜松市
株式会社Ａｃｅ’ｓ 静岡県 浜松市
浜松ハム株式会社 静岡県 浜松市
みき不動産株式会社 静岡県 浜松市
株式会社守屋組 静岡県 浜松市
株式会社ワンエステート 静岡県 浜松市
株式会社Surya 静岡県 沼津市
株式会社特産社 静岡県 沼津市
株式会社神戸重機土木 静岡県 富士宮市
有限会社高野水道工務店 静岡県 富士宮市
有限会社ティークラフト 静岡県 島田市
株式会社グランテック 静岡県 富士市
株式会社正興 静岡県 富士市
富士交通株式会社 静岡県 富士市
株式会社マルエ製作所 静岡県 富士市
株式会社ミズ・バラエティー 静岡県 富士市
有限会社するが通商 静岡県 焼津市
株式会社ネオスチール 静岡県 藤枝市
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株式会社サンフジ 静岡県 御殿場市
有限会社鈴木設備工業所 静岡県 伊豆市
セガワ不動産株式会社 静岡県 菊川市
ことのはな合同会社 静岡県 函南町
伊豆観光タクシー株式会社 静岡県 清水町
伊藤 功 静岡県
清水 悟史 静岡県
滝口 智子 静岡県
上根精機工業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社河村工業 愛知県 名古屋市
株式会社スタッフクリエイション 愛知県 名古屋市
有限会社貴建 愛知県 名古屋市
株式会社竹田鉄工場 愛知県 名古屋市
株式会社DH JAPAN SHIKIMI 愛知県 名古屋市
株式会社ディーシー・クリエイト 愛知県 名古屋市
ティープラス株式会社 愛知県 名古屋市
医療法人ＰＢＣ 愛知県 名古屋市
ｐｌｕｓ合同会社 愛知県 名古屋市
株式会社三河鉄工 愛知県 名古屋市
株式会社メニックス 愛知県 名古屋市
株式会社伊勢安ワイヤクリエイテック 愛知県 豊橋市
株式会社アルクス 愛知県 岡崎市
倉橋建設株式会社 愛知県 岡崎市
株式会社ダイセーエクスプレスシステム 愛知県 一宮市
株式会社葉栗オートシヨップ 愛知県 一宮市
株式会社モリトー 愛知県 一宮市
株式会社ライフドゥ・パートナーズ 愛知県 一宮市
株式会社サシケイ 愛知県 瀬戸市
ヤマハツクリタ株式会社 愛知県 瀬戸市
株式会社エステック 愛知県 春日井市
株式会社ビクター化学工業所 愛知県 春日井市
二葉住宅株式会社 愛知県 春日井市
株式会社ヤマグチマイカ 愛知県 豊川市
合名会社野田薬局 愛知県 津島市
株式会社石実メッキ工業所 愛知県 碧南市
石敏鐵工株式会社 愛知県 碧南市
豊田プレス工業株式会社 愛知県 豊田市
ホーメックスホールディング株式会社 愛知県 豊田市
有限会社クズハラゴム 愛知県 安城市
株式会社ケミック 愛知県 安城市
株式会社光製作所 愛知県 安城市
小牧自動車販売整備　協同組合 愛知県 小牧市
シーピーボックス株式会社 愛知県 小牧市
株式会社クライエル 愛知県 東海市
有限会社マルサン 愛知県 北名古屋市
栄屋食品株式会社 愛知県 あま市
伸和建設株式会社 愛知県 豊根村
蟹江 直樹 愛知県
木村 雅一 愛知県
小島 洋一 愛知県
山口 芳弘 愛知県
株式会社イセワン 三重県 津市
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テクノトーシン株式会社 三重県 津市
株式会社テクノ利昌 三重県 津市
有限会社シーエヌケイ 三重県 四日市市
株式会社ゴーリキ 三重県 伊勢市
千巻印刷産業株式会社 三重県 伊勢市
株式会社オクムラ 三重県 松阪市
株式会社オートセンターモリ 三重県 伊賀市
株式会社吉川製作所 三重県 伊賀市
山野 伸行 三重県
株式会社城陽興業 滋賀県 大津市
トータルケアライフ株式会社 滋賀県 大津市
株式会社ジャパン・アドカ 滋賀県 彦根市
株式会社ガネイシャ 滋賀県 草津市
村田電光株式会社 滋賀県 守山市
株式会社トシプラ 滋賀県 東近江市
株式会社ナンガ 滋賀県 米原市
前次精機株式会社 滋賀県 日野町
株式会社有田製作所 京都府 京都市
株式会社永楽屋 京都府 京都市
株式会社かね達 京都府 京都市
株式会社グッドライフ 京都府 京都市
永井織物株式会社 京都府 京都市
株式会社ナカデケイラン 京都府 京都市
灰孝小野田レミコン株式会社 京都府 京都市
株式会社ポプリ 京都府 京都市
株式会社ヤマシナ 京都府 京都市
前橋工業株式会社 京都府 福知山市
エスワイズ株式会社 京都府 宇治市
社会福祉法人和光会 京都府 城陽市
株式会社花久 京都府 向日市
株式会社三豊 京都府 京丹後市
マンヨーツール株式会社 京都府 木津川市
城野 喜詞 京都府
株式会社アプロワーク 大阪府 大阪市
株式会社ウヱダ 大阪府 大阪市
株式会社AYM 大阪府 大阪市
株式会社大神呉服 大阪府 大阪市
大阪中小商工業経営協同組合 大阪府 大阪市
株式会社菓匠庵たかお 大阪府 大阪市
株式会社かたやま 大阪府 大阪市
協栄機材株式会社 大阪府 大阪市
九櫻設備工業株式会社 大阪府 大阪市
三栄鋼材株式会社 大阪府 大阪市
株式会社サントネ 大阪府 大阪市
医療法人秀明会 大阪府 大阪市
スーパー化成有限会社 大阪府 大阪市
日本気象株式会社 大阪府 大阪市
日本計器株式会社 大阪府 大阪市
有限会社ＢＩＺ　ＧＡＴＥ 大阪府 大阪市
有限会社フクダ 大阪府 大阪市
株式会社福地建設 大阪府 大阪市
藤井容器工業株式会社 大阪府 大阪市
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株式会社プラス 大阪府 大阪市
株式会社プラム 大阪府 大阪市
株式会社丸安商会 大阪府 大阪市
株式会社ムラヤマ 大阪府 大阪市
レイシーリンク株式会社 大阪府 大阪市
株式会社上東技建 大阪府 堺市
株式会社ＦＭＨ 大阪府 堺市
株式会社ケイエムテック 大阪府 堺市
忠建工営株式会社 大阪府 堺市
トヨタ米穀株式会社 大阪府 堺市
ヒラオカ石油株式会社 大阪府 岸和田市
株式会社エクセル 大阪府 豊中市
医療法人三楽会 大阪府 吹田市
株式会社せんにち 大阪府 吹田市
株式会社富喜屋 大阪府 高槻市
有限会社エビデンス 大阪府 貝塚市
有限会社ファミリエ薬局 大阪府 守口市
株式会社さくら 大阪府 寝屋川市
東宏建設株式会社 大阪府 寝屋川市
株式会社ＳＴパートナー 大阪府 松原市
株式会社Ｔ・Ｋサービス 大阪府 松原市
北攝工業株式会社 大阪府 箕面市
有限会社アイ・エム・エフ 大阪府 東大阪市
社会福祉法人公共社会福祉事業協会 大阪府 東大阪市
星朋商工株式会社 大阪府 東大阪市
ナニワ精工株式会社 大阪府 東大阪市
日光機械株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社フジオカ 大阪府 東大阪市
久保 知一 大阪府
坂口 明久 大阪府
寺坂 芳朗 大阪府
有限会社いずみ調剤 兵庫県 神戸市
株式会社ＷＥＬＬＢＥＩＮＧ 兵庫県 神戸市
株式会社エステートホーム 兵庫県 神戸市
兼松水産株式会社 兵庫県 神戸市
神戸商運株式会社 兵庫県 神戸市
有限会社大志企画 兵庫県 神戸市
大栄運輸株式会社 兵庫県 姫路市
名城酒造株式会社 兵庫県 姫路市
株式会社ミヤコオート 兵庫県 明石市
株式会社オリエンタルベーカリー阪神販売 兵庫県 西宮市
株式会社中西呉服店 兵庫県 洲本市
田中住建株式会社 兵庫県 伊丹市
特定非営利活動法人コミュニティアートセンタープラッツ 兵庫県 豊岡市
株式会社ダイシン 兵庫県 川西市
株式会社キタモトテック 兵庫県 養父市
有限会社広田薬局 兵庫県 南あわじ市
三原薬品株式会社 兵庫県 南あわじ市
有限会社ケイ・ワークス 兵庫県 淡路市
美岡工業株式会社 兵庫県 香美町
遠藤 聡 兵庫県
大西 泰彦 兵庫県
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崎田 尚裕 兵庫県
中原 孝 兵庫県
平井 俊一郎 兵庫県
横山 玲子 兵庫県
株式会社いそかわ 奈良県 奈良市
株式会社奈良ケアセンターはる 奈良県 大和高田市
中室 好史 奈良県
有限会社岸田ガス工業 和歌山県 和歌山市
株式会社イワハシ 和歌山県 海南市
有限会社かねこ食品工業 和歌山県 田辺市
松本 成朗 和歌山県
鳥取県土地改良事業団体連合会 鳥取県 鳥取市
有限会社山建運輸 鳥取県 湯梨浜町
荒木燃料株式会社 島根県 松江市
株式会社野津旅館 島根県 松江市
株式会社　白神商事 島根県 出雲市
アクアシステム株式会社 島根県 安来市
株式会社クリック 岡山県 岡山市
有限会社想庵 岡山県 岡山市
４Ｃ’ｓコーポレーション株式会社 岡山県 岡山市
株式会社電建工業 岡山県 倉敷市
みのる産業株式会社 岡山県 赤磐市
株式会社アドバンス 広島県 広島市
医療法人健康の風 広島県 広島市
三山販売株式会社 広島県 広島市
株式会社アクセス 広島県 呉市
呉市衛生興業株式会社 広島県 呉市
株式会社田中鉄工所 広島県 呉市
株式会社Ｔ＆Ｅ 広島県 呉市
ドヒハウス株式会社 広島県 呉市
ニッキフッコー株式会社 広島県 呉市
松山宮地弘商事株式会社 広島県 尾道市
株式会社営善 広島県 福山市
山陽ネット工業株式会社 広島県 福山市
タカノブ食品株式会社 広島県 府中市
医療法人永孝会 山口県 下関市
キャリアホープ株式会社 山口県 下関市
株式会社匠真 山口県 下関市
株式会社葵建設 山口県 宇部市
株式会社長州興業 山口県 山口市
有限会社長州テクノス 山口県 山口市
有限会社河口水産 山口県 岩国市
平木工業株式会社 山口県 岩国市
株式会社マツユウ 山口県 岩国市
フジテクノ株式会社 山口県 光市
株式会社リュウト 山口県 周南市
エスアイ電気株式会社 徳島県 徳島市
有限会社　立建鉄工 徳島県 徳島市
有限会社山川自動車 徳島県 吉野川市
株式会社ケイツー 香川県 高松市
株式会社高松リビング新聞社 香川県 高松市
株式会社ＴＳＣ 香川県 高松市
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株式会社姫生水産 香川県 観音寺市
社会福祉法人祐正福祉会 香川県 さぬき市
キンダイ製麺株式会社 香川県 小豆島町
新産道路株式会社 愛媛県 松山市
株式会社デンカシンキ 愛媛県 松山市
西岡総合建設株式会社 愛媛県 松山市
株式会社浅田組 愛媛県 宇和島市
株式会社マルワ果樹園 愛媛県 八幡浜市
株式会社そごうマート 愛媛県 西条市
有限会社ナイスワーク 愛媛県 西条市
山内石油株式会社 愛媛県 西条市
株式会社　新風会 愛媛県 大洲市
株式会社四国中央興産 愛媛県 四国中央市
仁淀建設有限会社 高知県 土佐清水市
有限会社西岡建設 高知県 土佐町
株式会社海老善屋 福岡県 北九州市
株式会社小倉セフテイ 福岡県 北九州市
株式会社小山 福岡県 北九州市
シティ警備有限会社 福岡県 北九州市
株式会社　筑協 福岡県 北九州市
一般社団法人特別支援協 福岡県 北九州市
医療法人眠りとこころのＹＯＵクリニック 福岡県 北九州市
ハゼモト建設株式会社 福岡県 北九州市
アクアテクノシステム株式会社 福岡県 福岡市
株式会社浮羽技研 福岡県 福岡市
有限会社 カラーｏｆカラーズ 福岡県 福岡市
株式会社絆工業 福岡県 福岡市
株式会社ジヨイント・エム 福岡県 福岡市
永佐化工株式会社 福岡県 福岡市
医療法人宝満メディカル 福岡県 福岡市
株式会社ランドハウス 福岡県 福岡市
半田工業株式会社 福岡県 久留米市
筑豊エルピーガス保安管理センター協同組合 福岡県 飯塚市
株式会社穣心堂 福岡県 田川市
株式会社ヤマダエステート 福岡県 柳川市
社会福祉法人寿福祉会 福岡県 八女市
株式会社ムクノ 福岡県 豊前市
株式会社福田塗装 福岡県 春日市
株式会社ニットー 福岡県 宇美町
医療法人養真堂産婦人科筑紫クリニック 福岡県 志免町
一般財団法人添田福祉会 福岡県 添田町
社会福祉法人豊徳会 福岡県 福智町
吉貝 智 福岡県
有限会社有明乳業 佐賀県 佐賀市
株式会社ヨシムラ 佐賀県 唐津市
特定非営利活動法人心善会 佐賀県 神埼市
有限会社川藤電気 佐賀県 有田町
渕上 一徳 佐賀県
株式会社小川屋 長崎県 島原市
有限会社平湯商事 長崎県 諫早市
有限会社託麻葬祭センター 熊本県 熊本市
有限会社松枝自動車 熊本県 熊本市
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鹿央自動車整備株式会社 熊本県 山鹿市
有限会社下益城調剤支援センター 熊本県 宇城市
有限会社岩本組 熊本県 美里町
株式会社津川建設 熊本県 美里町
株式会社ＮＲｅ 大分県 大分市
有限会社南佐調剤薬局 大分県 佐伯市
社会福祉法人玉扇会 宮崎県 宮崎市
株式会社祐真福祉開発 宮崎県 宮崎市
有限会社高橋設備工業 宮崎県 都城市
有限会社ファミリーガス 宮崎県 都城市
株式会社福島土建 宮崎県 都城市
株式会社フジドラッグ 宮崎県 日向市
株式会社長嶺建設 宮崎県 国富町
株式会社石谷 鹿児島県 鹿児島市
株式会社中村建築事務所 鹿児島県 鹿児島市
有限会社南邦エンタープライズ 鹿児島県 鹿児島市
有限会社マルトクエステート 鹿児島県 鹿児島市
株式会社大丸プランニング 鹿児島県 鹿屋市
有限会社小園工務店 鹿児島県 垂水市
有限会社三和設備工業 鹿児島県 垂水市
社会福祉法人渓州会 鹿児島県 薩摩川内市
医療法人聖愛会 鹿児島県 いちき串木野市
久木田 三郎 鹿児島県
久茂地都市開発株式会社 沖縄県 那覇市
株式会社真建 沖縄県 名護市
有限会社石川保安商会 沖縄県 うるま市
Azリゾートサービス株式会社 沖縄県 宮古島市
株式会社まるちく 沖縄県 宮古島市
ＩＶＥＥ株式会社 沖縄県 北谷町
有限会社ペットクラブオーシャン 沖縄県 北中城村

11 / 11 ページ


