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事業者名 都道府県 市区町村

株式会社アクアホーム 北海道 札幌市
株式会社エクスリーフ 北海道 札幌市
SDエンジニアリング株式会社 北海道 札幌市
株式会社近江歯研 北海道 札幌市
オーナーズビジョン株式会社 北海道 札幌市
合同会社オルソブレイン 北海道 札幌市
ケイアイコーポレーション株式会社 北海道 札幌市
株式会社建彩家 北海道 札幌市
株式会社第一寶亭留 北海道 札幌市
株式会社デービス 北海道 札幌市
トラックスアンドストアーズ株式会社 北海道 札幌市
株式会社ハイブリッジ 北海道 札幌市
有限会社北海道レオナード 北海道 札幌市
株式会社マルハタ 北海道 札幌市
医療法人社団ライオン小児・矯正歯科クリニック 北海道 札幌市
株式会社小樽海洋水産 北海道 小樽市
日本信達株式会社 北海道 小樽市
株式会社キュービック不動産 北海道 旭川市
株式会社フレアシステム 北海道 旭川市
家工房株式会社 北海道 釧路市
株式会社デンキのエースたかはし 北海道 釧路市
北泉開発株式会社 北海道 釧路市
帯広地方卸売市場株式会社 北海道 帯広市
株式会社中田園 北海道 帯広市
株式会社ルーメン 北海道 岩見沢市
笹木産業株式会社 北海道 滝川市
有限会社木津建設 北海道 上富良野町
合同会社ウィズ・U 北海道 中富良野町
株式会社北海道コクボ 北海道 安平町
千葉工務店株式会社 北海道 芽室町
佐藤 洋平 北海道
株式会社西田酒造店 青森県 青森市
Ｈ．Ｉ．Ｔレッカーサービス株式会社 青森県 青森市
株式会社オートガード八戸 青森県 八戸市
寺沢自動車鈑金塗装株式会社 青森県 十和田市
小松 則雄 青森県
株式会社スパット北上 岩手県 北上市
有限会社及幸建設 岩手県 奥州市
医療法人百成会 岩手県 奥州市
株式会社アイソニック 岩手県 滝沢市
二又 秀朋 岩手県
株式会社ウッドスタイル 宮城県 仙台市
株式会社小野寺ダクト 宮城県 仙台市
医療法人ＣＦＴ 宮城県 仙台市
有限会社ティー・トレジャー 宮城県 仙台市
ユニコン株式会社 宮城県 仙台市
未来興業株式会社 宮城県 石巻市
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有限会社東開連 宮城県 岩沼市
株式会社加藤工機 宮城県 栗原市
有限会社京苑 宮城県 蔵王町
株式会社　佐善工務店 宮城県 亘理町
株式会社ビホロ 宮城県 女川町
佐藤 幸悦 宮城県
有限会社エスケイホーム 秋田県 秋田市
株式会社村上商店 秋田県 秋田市
株式会社サクザー 秋田県 横手市
アーネストデザイン株式会社 秋田県 大館市
株式会社柳澤鉄工所 秋田県 鹿角市
有限会社東幸自動車 秋田県 由利本荘市
株式会社キカワ 秋田県 大仙市
株式会社秋田サン縫製 秋田県 八峰町
松田自動車興業株式会社 秋田県 八郎潟町
阿部 公彦 秋田県
株式会社クリーンシステム 山形県 山形市
株式会社ナイガイ 山形県 山形市
株式会社車屋 山形県 天童市
山喜建設有限会社 山形県 天童市
医療法人佐藤内科胃腸科医院 山形県 東根市
株式会社サトウハウジング 山形県 西川町
鈴木 昭由 山形県
高橋 比等史 山形県
松田 欣彌 山形県
有限会社カーサービスこんの 福島県 福島市
有限会社目黒工務所 福島県 会津若松市
株式会社　増子建築工業 福島県 郡山市
株式会社渡昭建築企画 福島県 郡山市
東北技研工業株式会社 福島県 いわき市
株式会社メカテック 福島県 喜多方市
有限会社エフワンオートサービス 福島県 二本松市
菅野建築株式会社 福島県 二本松市
有限会社大芝 福島県 伊達市
株式会社カノウヤ 福島県 伊達市
医療法人社団慈愛恵真会 福島県 南会津町
有限会社ワタショウ 福島県 三春町
株式会社コスモ計測 茨城県 水戸市
丸果水府青果株式会社 茨城県 水戸市
医療法人AGAPE 茨城県 日立市
金成重機建設株式会社 茨城県 日立市
株式会社石嶋設計室 茨城県 古河市
高栖石材工業有限会社 茨城県 石岡市
株式会社福家工務店 茨城県 龍ケ崎市
小比賀石材株式会社 茨城県 笠間市
株式会社想石 茨城県 笠間市
株式会社城北エンジニアリング 茨城県 取手市
株式会社サンセイ 茨城県 つくば市
株式会社スマートヴィレッジ 茨城県 つくば市
株式会社ねぼけ 茨城県 ひたちなか市
株式会社矢橋工務店 茨城県 那珂市
株式会社ジャステック宮本デンタル 茨城県 つくばみらい市
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中和建設株式会社 茨城県 境町
阿部 英一 茨城県
大関 一郎 茨城県
菊池 辰也 茨城県
鈴木 慶洋 茨城県
宮山 哲使 茨城県
河内土地建物株式会社 栃木県 宇都宮市
ダイニサーベイ有限会社 栃木県 宇都宮市
株式会社ニッコー 栃木県 宇都宮市
リバイブホーム株式会社 栃木県 宇都宮市
アルファプラン株式会社 栃木県 足利市
林土木株式会社 栃木県 佐野市
有限会社丸ちょん木材 栃木県 日光市
野沢産業株式会社 栃木県 小山市
有限会社大森組 栃木県 真岡市
有限会社國母建設 栃木県 真岡市
株式会社真和技研 栃木県 真岡市
合同会社かふう 栃木県 大田原市
株式会社郡司工業 栃木県 大田原市
株式会社川中子住建 栃木県 下野市
建道株式会社 栃木県 下野市
株式会社高生ベネフィットホーム 栃木県 下野市
惣誉酒造株式会社 栃木県 市貝町
綱川工業株式会社 栃木県 高根沢町
木村 啓 栃木県
佐藤 恵理 栃木県
山田 雅一 栃木県
アカギホーム株式会社 群馬県 前橋市
社会福祉法人すてっぷ 群馬県 前橋市
株式会社ソウワ・ディライト 群馬県 前橋市
前橋橋本合金株式会社 群馬県 前橋市
株式会社三光ファーム 群馬県 高崎市
医療法人星友会 群馬県 高崎市
関根建設株式会社 群馬県 高崎市
有限会社ネギシシートメタル 群馬県 桐生市
医療法人わたなべ歯科クリニック 群馬県 桐生市
株式会社NRC 群馬県 伊勢崎市
コガックス株式会社 群馬県 伊勢崎市
株式会社手なおし屋 群馬県 伊勢崎市
株式会社ＴＰ測量設計 群馬県 太田市
医療法人社団優心会 群馬県 館林市
株式会社吉田組 群馬県 渋川市
株式会社ＳＡＣ 群馬県 富岡市
飯塚 利明 群馬県
長 真次郎 群馬県
野村 伸介 群馬県
株式会社浦和製作所 埼玉県 さいたま市
株式会社奥田冷熱 埼玉県 さいたま市
株式会社カタヤマ 埼玉県 さいたま市
有限会社サンコー建築店 埼玉県 さいたま市
ソレイユ株式会社 埼玉県 さいたま市
医療法人大知会 埼玉県 さいたま市
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株式会社高橋政雄設計事務所 埼玉県 さいたま市
株式会社ディーエー 埼玉県 さいたま市
株式会社フジ測地 埼玉県 さいたま市
ユニオントレーディング株式会社 埼玉県 さいたま市
三光物産株式会社 埼玉県 川越市
有限会社大勝 埼玉県 川越市
有限会社矢島工業 埼玉県 川越市
株式会社藍造園 埼玉県 熊谷市
有限会社クロサキ 埼玉県 熊谷市
有限会社水野鉄工所 埼玉県 熊谷市
株式会社ケアーズ 埼玉県 川口市
埼和興産株式会社 埼玉県 川口市
日本シーム株式会社 埼玉県 川口市
富士測地株式会社 埼玉県 川口市
梅田工業株式会社 埼玉県 行田市
行田精工株式会社 埼玉県 行田市
株式会社寿建設 埼玉県 行田市
株式会社アシストジャパン 埼玉県 飯能市
神田建設株式会社 埼玉県 飯能市
医療法人大塚歯科医院 埼玉県 東松山市
株式会社コダマホーム 埼玉県 春日部市
有限会社大島工業 埼玉県 鴻巣市
アサト有限会社 埼玉県 深谷市
合資会社浜岡屋商店 埼玉県 深谷市
ＡＳＵＮＯ設計株式会社 埼玉県 上尾市
株式会社スイッチ 埼玉県 草加市
有限会社藤田工業 埼玉県 草加市
株式会社中村建設 埼玉県 越谷市
株式会社リレース 埼玉県 越谷市
株式会社エステック 埼玉県 戸田市
有限会社古木工務店 埼玉県 戸田市
株式会社OFFICEWILDONE 埼玉県 入間市
ジグテックプレシジョン株式会社 埼玉県 入間市
エムザジャパン株式会社 埼玉県 朝霞市
紀和建設工業株式会社 埼玉県 和光市
ニロインターナショナル合同会社 埼玉県 新座市
有限会社吉栄工務店 埼玉県 新座市
Ｓ．ｂｌｕｅ　ｒｏｓｅ合同会社 埼玉県 久喜市
有限会社アルファ・プランニング 埼玉県 幸手市
Lohas建築工房株式会社 埼玉県 日高市
有限会社コンストラクションヤマザキ 埼玉県 吉川市
合同会社フルダテ測建 埼玉県 吉川市
寺島建築株式会社 埼玉県 寄居町
有限会社埼共ホーム 埼玉県 杉戸町
大谷 和孝 埼玉県
木村 巧 埼玉県
犀川 弘 埼玉県
関口 佐知子 埼玉県
間下 裕秋 埼玉県
松井 秀一 埼玉県
森谷 武雄 埼玉県
山口 忠昭 埼玉県
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横田 道仁 埼玉県
税理士法人井桁会計事務所 千葉県 千葉市
株式会社エムズスタイル 千葉県 千葉市
株式会社構造エンジニアリング 千葉県 千葉市
株式会社千葉建設工業 千葉県 千葉市
賃貸スマイル株式会社 千葉県 市川市
株式会社Ｇｒａｎｔ 千葉県 船橋市
株式会社和庭園 千葉県 船橋市
株式会社本間工務店 千葉県 船橋市
医療法人社団励生会 千葉県 船橋市
合同会社あわデザインスタジオ 千葉県 館山市
株式会社フロンティアブリッジ 千葉県 松戸市
早稲田ハウス株式会社 千葉県 松戸市
株式会社イノベーション・ロジスティクス 千葉県 野田市
株式会社ピーエイチプランニング 千葉県 野田市
和道路株式会社 千葉県 成田市
株式会社村上建設 千葉県 佐倉市
安藤興業株式会社 千葉県 東金市
有限会社大塚機械 千葉県 習志野市
キリン住宅株式会社 千葉県 習志野市
イマゼン株式会社 千葉県 柏市
有限会社柏ビーズ 千葉県 柏市
株式会社クリエすずき建設 千葉県 柏市
株式会社ケー・エヌ・イー 千葉県 柏市
株式会社シンク・ラボラトリー 千葉県 柏市
有限会社市原土地建物センター 千葉県 市原市
株式会社市原ハウジング 千葉県 市原市
新西工業株式会社 千葉県 流山市
有限会社創輪 千葉県 流山市
株式会社江波戸造園土木 千葉県 八千代市
岡部空調株式会社 千葉県 八千代市
株式会社フォースターズ 千葉県 四街道市
株式会社GrandPrix 千葉県 八街市
株式会社ハウスリノベーション 千葉県 八街市
有限会社秋山工務店 千葉県 印西市
株式会社　柿沼製作所 千葉県 富里市
株式会社トラストホーム 千葉県 香取市
株式会社プロセミ 千葉県 香取市
有限会社齊藤工務店 千葉県 山武市
株式会社平野製作所 千葉県 栄町
岡田 兆司 千葉県
黒田 善一 千葉県
深山 秀一 千葉県
株式会社アスカインデックス 東京都 千代田区
株式会社JointCrew 東京都 千代田区
株式会社スタッグ 東京都 千代田区
株式会社ソーシャルサービス 東京都 千代田区
株式会社ハピネスクリエイト 東京都 千代田区
株式会社銀座サワモト 東京都 中央区
一般社団法人国際生命意識協会 東京都 中央区
株式会社スリーイーホールディングス 東京都 中央区
株式会社セレコーポレーション 東京都 中央区
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株式会社ダイスコミュニケーション 東京都 中央区
株式会社大同 東京都 中央区
中央工産株式会社 東京都 中央区
ドリームパートナーズ株式会社 東京都 中央区
株式会社ピエナ・カーサ 東京都 中央区
株式会社ベーマガフューチャーファーム 東京都 中央区
ミナト製薬株式会社 東京都 中央区
株式会社ヨシザワ建築構造設計 東京都 中央区
株式会社リバースプロジェクトトレーディング 東京都 中央区
株式会社川熱 東京都 港区
コーワテック株式会社 東京都 港区
株式会社　駒八 東京都 港区
社会保険労務士法人３ｒｄＣＲＥＡＴＩＯＮ 東京都 港区
G&Rジャパン株式会社 東京都 港区
株式会社そうりん 東京都 港区
株式会社ディー・ホープ 東京都 港区
東亜工業株式会社 東京都 港区
バディーズ株式会社 東京都 港区
株式会社フィッツコーポレーション 東京都 港区
一般社団法人ヘルスエキスパート協会 東京都 港区
株式会社ウォーム 東京都 新宿区
株式会社エアリアル 東京都 新宿区
株式会社ＮＣ　ｃｏｌｏｒ 東京都 新宿区
ＥＭＥＭ株式会社 東京都 新宿区
株式会社オフィス村 東京都 新宿区
協友印刷株式会社 東京都 新宿区
株式会社シイ．エイ．エヌ． 東京都 新宿区
株式会社ＴＲアンドＫ 東京都 新宿区
株式会社ラックバッググループ 東京都 新宿区
株式会社ワールドコンパス 東京都 新宿区
株式会社テクノテック 東京都 文京区
株式会社三岳企画設計 東京都 文京区
株式会社サニーメイク 東京都 台東区
株式会社 寺嶋設備設計 東京都 台東区
株式会社日本不動産 東京都 台東区
株式会社ＳＨＵＵＥＩ 東京都 墨田区
株式会社ソルテック 東京都 墨田区
株式会社波取 東京都 墨田区
日永商事株式会社 東京都 墨田区
株式会社三協 東京都 江東区
株式会社サン建築設計 東京都 江東区
フェイス．ＦＵＪＩＳＩＲＯ株式会社 東京都 江東区
医療法人社団幸亮会 東京都 品川区
株式会社Flieder 東京都 品川区
株式会社粉研パウテックス 東京都 品川区
光井純アンドアソシエーツ建築設計事務所株式会社 東京都 品川区
有限会社エイチ、エム、エー 東京都 目黒区
GLASSY株式会社 東京都 目黒区
有限会社榊原デンタルラボ 東京都 目黒区
株式会社テキトウ 東京都 目黒区
株式会社仲建築設計スタジオ 東京都 目黒区
ネミー株式会社 東京都 目黒区
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エコモーション株式会社 東京都 大田区
株式会社大谷政吉商店 東京都 大田区
鋼機産業株式会社 東京都 大田区
株式会社コグコフ 東京都 大田区
株式会社ＧＴＭ　ＷＥＩＤＭＡＮＮ 東京都 大田区
株式会社シンシ 東京都 大田区
株式会社第一造園 東京都 大田区
東邦電気株式会社 東京都 大田区
池田紙業株式会社 東京都 世田谷区
株式会社東京動物眼科醫院 東京都 世田谷区
株式会社Ｈａｐｐｙ　Ｓｗｅｅｔｓ　Ｊａｐａｎ 東京都 世田谷区
株式会社本橋企画 東京都 世田谷区
株式会社アーツブレインズ 東京都 渋谷区
株式会社アデッソ 東京都 渋谷区
株式会社イエローデビジョン 東京都 渋谷区
株式会社エル・ディー・アンド・ケイ 東京都 渋谷区
株式会社エレマックス 東京都 渋谷区
株式会社キュリカ 東京都 渋谷区
株式会社久保都島建築設計事務所 東京都 渋谷区
株式会社C. 東京都 渋谷区
スタック株式会社 東京都 渋谷区
株式会社Ｓｅｖｅｎ　Ｒｉｃｈ　Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ 東京都 渋谷区
有限会社田崎建築設備設計 東京都 渋谷区
株式会社ＴＥＣＨＦＵＮＤ 東京都 渋谷区
株式会社ＶＩＲＥＭＹ 東京都 渋谷区
有限会社マニフェストディストニー 東京都 渋谷区
株式会社ユニゾンベックス 東京都 渋谷区
株式会社ライフモア 東京都 渋谷区
株式会社旅館総合研究所 東京都 渋谷区
株式会社ケミカルジャパンアジア 東京都 中野区
株式会社 studioacca 東京都 杉並区
株式会社プエルトンズ 東京都 杉並区
有限会社八百市 東京都 杉並区
株式会社Bull Pulu 東京都 豊島区
株式会社プロスタファウンデーション 東京都 豊島区
株式会社レガリス 東京都 豊島区
株式会社サイカンパニー 東京都 北区
株式会社なり駒 東京都 北区
株式会社三協 東京都 荒川区
株式会社ヒロ企画 東京都 荒川区
株式会社ヤマモト 東京都 荒川区
株式会社リビングコンシェル 東京都 荒川区
医療法人社団かのう会 東京都 板橋区
株式会社共栄 東京都 板橋区
株式会社三恵社 東京都 板橋区
株式会社リンクコーポレーション 東京都 板橋区
株式会社ダンデライオンアニメーションスタジオ 東京都 練馬区
株式会社冨田秀雄建築アトリエ 東京都 練馬区
株式会社エー・シー・ネット・アドバンス 東京都 足立区
株式会社エッジ・エンタープライズ 東京都 足立区
株式会社影山工務店 東京都 足立区
株式会社新紀元総合コンサルタンツ 東京都 足立区

7 / 26 ページ



2020年7月15日

事業者名 都道府県 市区町村

有限会社ヒロ・コーポレーション 東京都 足立区
株式会社アローズ測量 東京都 葛飾区
株式会社　クローネ 東京都 葛飾区
鈴木大建興業株式会社 東京都 葛飾区
株式会社岩木建築 東京都 八王子市
株式会社Ｃｏｒｅ　Ｆｕｓｉｏｎ 東京都 立川市
株式会社ＪＢコーポレーション 東京都 立川市
有限会社メイクアップ 東京都 立川市
株式会社　茂木商会 東京都 武蔵野市
株式会社ＫＥＥＰ　ＩＮ　ＴＯＵＣＨ 東京都 三鷹市
社会福祉法人安立園 東京都 府中市
有限会社田中住建 東京都 府中市
株式会社マキノ 東京都 府中市
株式会社薬袋造園 東京都 昭島市
株式会社ＫＡＴＯエンジニアリングサービス 東京都 町田市
株式会社ＫＡＴＯホールディングス 東京都 町田市
システムコミュニケーションズ株式会社 東京都 町田市
グリーンライフイノベーション株式会社 東京都 小金井市
有限会社マイホームパートナー 東京都 日野市
有限会社ガンバ保険サービス 東京都 国立市
川崎鉄工株式会社 東京都 福生市
株式会社リミットエイト 東京都 狛江市
株式会社ユニレックス 東京都 清瀬市
有限会社ムウ工房 東京都 東久留米市
株式会社イー・オータマ 東京都 稲城市
青梅産業株式会社 東京都 瑞穂町
株式会社クラフト 東京都 瑞穂町
伊澤 滋憲 東京都
太田 徹 東京都
岡本 裕子 東京都
片山 正樹 東京都
三反田 豊 東京都
篠田 純 東京都
下村 純 東京都
菅原 實 東京都
杉原 陽 東京都
鈴木 茂 東京都
鈴木 大介 東京都
鈴木 裕二 東京都
田中 京子 東京都
月山 一行 東京都
月山 文子 東京都
寺村 航 東京都
野田 優子 東京都
東山 秀之 東京都
古内 誠 東京都
三田 敏昭 東京都
諸橋 貴彦 東京都
栁 恒平 東京都
株式会社アイビー・ガーデン 神奈川県 横浜市
ＯＵＴＧＲＯＷ　ＮＥＸＴ株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社ＡＱＵＡ 神奈川県 横浜市
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株式会社アクアラボ 神奈川県 横浜市
アレックスホーム株式会社 神奈川県 横浜市
アンフェノールジャパン株式会社 神奈川県 横浜市
151LAB株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社エイバンバ 神奈川県 横浜市
有限会社川和ゴルフ 神奈川県 横浜市
株式会社ＪＭＣ 神奈川県 横浜市
株式会社新鋭産業 神奈川県 横浜市
ソアラ株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社たむら事務所 神奈川県 横浜市
株式会社日本動熱機製作所 神奈川県 横浜市
株式会社ハルナ工業 神奈川県 横浜市
株式会社二俣川自動車学校 神奈川県 横浜市
株式会社マザーライク 神奈川県 横浜市
有限会社眞室工務店 神奈川県 横浜市
有限会社三豊 神奈川県 横浜市
株式会社ユニバーサル 神奈川県 横浜市
有限会社ライトウィン 神奈川県 横浜市
株式会社エーアールエー 神奈川県 川崎市
小澤商事株式会社 神奈川県 川崎市
コール株式会社 神奈川県 川崎市
有限会社輿水自動車販売 神奈川県 川崎市
株式会社白井建築 神奈川県 川崎市
株式会社大勝工務店 神奈川県 川崎市
多摩電子工業株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社ニチエー 神奈川県 川崎市
Bremen Consulting株式会社 神奈川県 川崎市
丸岡建興株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社水口 神奈川県 川崎市
榎本機工株式会社 神奈川県 相模原市
株式会社エムズアーキテクト 神奈川県 相模原市
有限会社さがみ野ファーマシー 神奈川県 相模原市
有限会社大相エムエイティ 神奈川県 相模原市
医療法人社団　アットグループ 神奈川県 横須賀市
株式会社サンエー 神奈川県 横須賀市
株式会社木村植物園 神奈川県 平塚市
株式会社 クリップ 神奈川県 平塚市
ハイブリッジ不動産株式会社 神奈川県 藤沢市
医療法人社団IDC 神奈川県 小田原市
有限会社近藤車体 神奈川県 小田原市
株式会社創伸 神奈川県 小田原市
医療法人社団タニモト歯科クリニック 神奈川県 茅ヶ崎市
株式会社米専門店やまぐち 神奈川県 秦野市
Ｎａｉｔｏ事務所社会保険労務士法人 神奈川県 秦野市
合同会社御菓子司幸月堂 神奈川県 厚木市
株式会社ジーエーシー 神奈川県 厚木市
株式会社ティーツー 神奈川県 厚木市
株式会社肉の田口 神奈川県 厚木市
株式会社龍建築設計 神奈川県 厚木市
株式会社伊沢工務店 神奈川県 大和市
医療法人清心会 神奈川県 海老名市
株式会社金子建材土木 神奈川県 寒川町
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伊東 純子 神奈川県
今村 直樹 神奈川県
後迫 豪 神奈川県
江西 城二 神奈川県
大塚 正史 神奈川県
大屋 晃 神奈川県
齋藤 誠弓 神奈川県
筒井 裕 神奈川県
綱島 洋平 神奈川県
藤井 雅敏 神奈川県
本吉 博 神奈川県
守田 誠吾 神奈川県
米津 雅夫 神奈川県
株式会社アレーズ 新潟県 新潟市
イー・ビー・エヌ株式会社 新潟県 新潟市
株式会社ＭＡプランニング 新潟県 新潟市
医療法人社団大清仁歯会 新潟県 新潟市
株式会社富井工業所 新潟県 新潟市
社会福祉法人新潟みずほ福祉会 新潟県 新潟市
株式会社石高精工 新潟県 長岡市
株式会社ナカノオート 新潟県 長岡市
株式会社村山興業 新潟県 十日町市
株式会社池田機工 新潟県 見附市
医療法人社団植木医院 新潟県 上越市
スマシア株式会社 新潟県 上越市
有限会社星野材木店 新潟県 上越市
株式会社遠清商事 新潟県 阿賀野市
東建設株式会社 富山県 富山市
株式会社エスビーケー・トヤマ 富山県 富山市
医療法人社団大木歯科医院 富山県 富山市
医療法人社団おざわ歯科医院 富山県 富山市
株式会社三次元 富山県 富山市
有限会社シーテック 富山県 富山市
太閤産業株式会社 富山県 富山市
有限会社高畠塗装工業 富山県 富山市
株式会社ナカニシ 富山県 富山市
株式会社元尾商店 富山県 富山市
特定非営利活動法人Ｊａｍ 富山県 高岡市
株式会社タカズミ 富山県 高岡市
日本海自動車工業株式会社 富山県 高岡市
株式会社フジタ 富山県 高岡市
株式会社竹田木材 富山県 砺波市
大栄建材株式会社 富山県 射水市
株式会社あて 石川県 金沢市
喜多ハウジング株式会社 石川県 金沢市
株式会社ケイエムエス 石川県 金沢市
株式会社兼六鈑金塗装工場 石川県 金沢市
合同会社ダイバーズ・システム 石川県 金沢市
松本機械工業株式会社 石川県 金沢市
株式会社イング 石川県 小松市
上田運輸株式会社 石川県 小松市
株式会社竹中建設 石川県 小松市
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株式会社トモエ建業 石川県 かほく市
小山工業株式会社 石川県 白山市
株式会社島野電機商会 石川県 白山市
株式会社北陸シジシ－ 石川県 白山市
有限会社宮建 石川県 白山市
小坂建設株式会社 石川県 能美市
株式会社西和人一級建築士事務所 石川県 能美市
医療法人社団nonodenWORKS 石川県 野々市市
津幡木材株式会社 石川県 津幡町
株式会社稲岡自動車＆石油 石川県 志賀町
奥谷 謙一郎 石川県
中田 純一 石川県
有限会社稲木ケア・サービス 福井県 福井市
奥武建設工業株式会社 福井県 福井市
医療法人矯正歯科誠クリニック 福井県 福井市
協和住機株式会社 福井県 福井市
ＦＴＥＣ株式会社 福井県 敦賀市
医療法人三愛会 福井県 小浜市
伊部印刷株式会社 福井県 越前市
株式会社三田村工務店 福井県 越前市
ＡＲＣＲＥＡ株式会社 福井県 坂井市
有限会社美浜釣舟センター 福井県 美浜町
株式会社ともえ屋 福井県 若狭町
三谷 勇二 福井県
株式会社フレスコ 山梨県 山梨市
みなもと石材株式会社 山梨県 韮崎市
株式会社　龍栄 山梨県 甲斐市
株式会社共和 山梨県 甲州市
株式会社信州冷機 長野県 長野市
株式会社セリタ 長野県 長野市
有限会社長野エーシーエス 長野県 長野市
株式会社アイル 長野県 松本市
有限会社エス・イー・ピー 長野県 松本市
有限会社ソキワショップ 長野県 松本市
大心建設有限会社 長野県 松本市
株式会社東洋レーベル 長野県 松本市
株式会社明神館 長野県 松本市
株式会社優屋 長野県 松本市
有限会社美国ホーム 長野県 上田市
有限会社オハラ 長野県 岡谷市
株式会社カリス 長野県 飯田市
株式会社山岸建築 長野県 須坂市
株式会社信輝建設 長野県 小諸市
エム・エンタープライズ株式会社 長野県 中野市
有限会社　矢口自動車修理工場 長野県 大町市
有限会社森澤建業 長野県 東御市
有限会社新津技建 長野県 佐久穂町
株式会社デザインキット 長野県 軽井沢町
北部タクシー有限会社 長野県 高森町
株式会社　高橋助作酒造店 長野県 信濃町
有限会社外谷建設 長野県 信濃町
山田 真一 長野県
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株式会社　AKメンテナンス 岐阜県 岐阜市
株式会社鷲見製材 岐阜県 岐阜市
株式会社ティー・エフ・オフィス 岐阜県 岐阜市
日の丸自動車株式会社 岐阜県 岐阜市
有限会社丸宮園芸 岐阜県 岐阜市
㈱渡辺Ａ・Ｃ・Ｉ 岐阜県 岐阜市
有限会社美栗陸送 岐阜県 大垣市
株式会社トータルワーク錦 岐阜県 高山市
大成興業株式会社 岐阜県 関市
株式会社トライ 岐阜県 中津川市
株式会社イナータスプレステージ 岐阜県 美濃市
後藤水道株式会社 岐阜県 美濃市
株式会社イトウ化研 岐阜県 瑞浪市
有限会社サンシャイン 岐阜県 羽島市
株式会社柘植建設 岐阜県 恵那市
リーズ株式会社 岐阜県 土岐市
株式会社ｆｅｅｌ　ｇｏｏｄ 岐阜県 各務原市
株式会社カー・ポート・マドカ 岐阜県 郡上市
酒向 寿 岐阜県
仙石 信夫 岐阜県
高木 泰宏 岐阜県
山本 幸治 岐阜県
有限会社建築工房ユキ・アート 静岡県 静岡市
株式会社江洋自販 静岡県 静岡市
株式会社ヒカリ工業 静岡県 静岡市
有限会社藤木鉄工 静岡県 静岡市
株式会社ブルーワン 静岡県 静岡市
有限会社松永和廣設計事務所 静岡県 静岡市
ライズ測量設計株式会社 静岡県 静岡市
株式会社ライズワン 静岡県 静岡市
株式会社大羽建築 静岡県 浜松市
oro株式会社 静岡県 浜松市
有限会社カネタ太田園 静岡県 浜松市
幸和ハウジング株式会社 静岡県 浜松市
有限会社静建 静岡県 浜松市
有限会社高田工務店 静岡県 浜松市
株式会社中岡建設 静岡県 浜松市
中野町産業株式会社 静岡県 浜松市
はなぶらんど株式会社 静岡県 浜松市
株式会社渡辺兄弟工業 静岡県 浜松市
株式会社池田製作 静岡県 沼津市
株式会社エスライフ 静岡県 沼津市
株式会社駿河工務所 静岡県 沼津市
三上技研株式会社 静岡県 富士宮市
株式会社ミキトモ 静岡県 富士宮市
静岡お茶の里かなや有限会社 静岡県 島田市
株式会社マイプロテック 静岡県 富士市
医療法人社団あおば会 静岡県 磐田市
小林ハグルマ機械株式会社 静岡県 焼津市
株式会社　原川土木 静岡県 焼津市
株式会社松永工基 静岡県 焼津市
株式会社倉石 静岡県 掛川市
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三栄機械株式会社 静岡県 掛川市
株式会社キャラバン 静岡県 藤枝市
有限会社田原石材 静岡県 藤枝市
株式会社丸川組 静岡県 藤枝市
株式会社ウインズ 静岡県 袋井市
中村土建株式会社 静岡県 湖西市
浜名環保株式会社 静岡県 湖西市
松井ワークス有限会社 静岡県 湖西市
伊豆木器株式会社 静岡県 伊豆市
株式会社大澤組 静岡県 御前崎市
有限会社共進製作所 静岡県 菊川市
有限会社かとり商事 静岡県 伊豆の国市
小塚建設株式会社 静岡県 牧之原市
稲葉測量設計株式会社 静岡県 河津町
有限会社原製作所 静岡県 清水町
小川 忠彦 静岡県
小栗 祐 静岡県
株式会社アークス 愛知県 名古屋市
株式会社アイエクスプレス 愛知県 名古屋市
税理士法人葵パートナーズ 愛知県 名古屋市
株式会社ＡＰＥＸ 愛知県 名古屋市
株式会社荒川製作所 愛知県 名古屋市
株式会社石垣商店 愛知県 名古屋市
株式会社エーアールオー 愛知県 名古屋市
株式会社ＯＵＥＮＳ 愛知県 名古屋市
株式会社カイナン 愛知県 名古屋市
カフカ株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社グラスワークス 愛知県 名古屋市
株式会社くるまらんど小沢商会 愛知県 名古屋市
株式会社ゴールデンレシオ 愛知県 名古屋市
株式会社 the Sofa 愛知県 名古屋市
株式会社ジーアイシー 愛知県 名古屋市
ＣＳＪ株式会社 愛知県 名古屋市
新日本印刷株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社高津製作所 愛知県 名古屋市
デライトコンサルティング株式会社 愛知県 名古屋市
有限会社東海海水魚センター 愛知県 名古屋市
徳和建設有限会社 愛知県 名古屋市
株式会社中村自動車 愛知県 名古屋市
名古屋市南部食鶏加工協同組合 愛知県 名古屋市
株式会社日本システム 愛知県 名古屋市
株式会社ＮＥＷ　ＨＯＲＩＺＯＮＳ 愛知県 名古屋市
ＨＡＲＶＥＹ株式会社 愛知県 名古屋市
有限会社パール金属 愛知県 名古屋市
有限会社バンズヘア 愛知県 名古屋市
フードスタジアム東海株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ブリック 愛知県 名古屋市
株式会社堀資材 愛知県 名古屋市
株式会社まつおか 愛知県 名古屋市
株式会社マッシュ 愛知県 名古屋市
株式会社メイゴー 愛知県 名古屋市
株式会社ラシュラン 愛知県 名古屋市
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イノチオアグリ株式会社 愛知県 豊橋市
税理士法人中央会計社 愛知県 豊橋市
中央建設株式会社 愛知県 豊橋市
有限会社中日自動車 愛知県 豊橋市
リノクラフト株式会社 愛知県 豊橋市
株式会社コバリ製作所 愛知県 岡崎市
昭和印刷株式会社 愛知県 岡崎市
株式会社 BLUE BLUE 愛知県 岡崎市
株式会社プロジェクトファイブ 愛知県 岡崎市
株式会社吉川住建 愛知県 岡崎市
株式会社アートフレンド 愛知県 一宮市
株式会社イズミ 愛知県 一宮市
税理士法人大樹 愛知県 一宮市
よしお工業株式会社 愛知県 一宮市
有限会社ＷＡＤＡ　ＷＥＬＤＩＮＧ 愛知県 一宮市
有限会社野中建築工業所 愛知県 瀬戸市
医療法人叶久会 愛知県 半田市
株式会社　藤工業所 愛知県 半田市
株式会社榎元工務店 愛知県 春日井市
アイル株式会社 愛知県 豊川市
有限会社フロムフォーティ 愛知県 豊川市
株式会社中川木型製作所 愛知県 碧南市
ヨシダ工業株式会社 愛知県 碧南市
株式会社淺野機械工業所 愛知県 刈谷市
株式会社　神和工業所 愛知県 刈谷市
株式会社陣内工業所 愛知県 豊田市
有限会社たばこ屋商店 愛知県 豊田市
東豊工業株式会社 愛知県 豊田市
豊田総合自動車協業組合 愛知県 豊田市
（株）とよた山里ホールディングス 愛知県 豊田市
株式会社サッタミーリング 愛知県 西尾市
有限会社一統ゼミナール 愛知県 蒲郡市
株式会社Yプランニング 愛知県 江南市
株式会社　ノムラ 愛知県 小牧市
モリックス株式会社 愛知県 小牧市
田畑建設株式会社 愛知県 稲沢市
株式会社　筒井工務店 愛知県 新城市
株式会社豊光設備 愛知県 知立市
有限会社アクセル 愛知県 尾張旭市
株式会社スペース巧房 愛知県 尾張旭市
トーエー不動産株式会社 愛知県 尾張旭市
株式会社ユタカ 愛知県 豊明市
有限会社ランド・ネットワーク 愛知県 日進市
Ｐａｒｋキング建設株式会社 愛知県 田原市
有限会社　原田建築 愛知県 みよし市
合同会社エース 愛知県 東郷町
熊沢建設株式会社 愛知県 大口町
株式会社高野工業 愛知県 大口町
株式会社　雄山 愛知県 大治町
株式会社アグメント 愛知県 阿久比町
浅野 御津雄 愛知県
新井 修 愛知県
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井川 浩 愛知県
井上 陽介 愛知県
岡本 雄三 愛知県
落合 伸二 愛知県
高瀬 和盛 愛知県
野崎 謙治 愛知県
深谷 綾子 愛知県
藤井 雄一朗 愛知県
松岡 啓介 愛知県
ラピアスデザイン株式会社 三重県 津市
株式会社奥野建設 三重県 伊勢市
株式会社おみくじ工房 三重県 伊勢市
なかむら建設株式会社 三重県 伊勢市
合同会社パークヒルズ 三重県 伊勢市
有限会社ハサマデンキ 三重県 伊勢市
株式会社得楽商店 三重県 松阪市
株式会社日本屋 三重県 松阪市
有限会社加納電気 三重県 桑名市
株式会社タカオ設備 三重県 桑名市
杉野工業株式会社 三重県 鈴鹿市
有限会社モンパクトル 三重県 名張市
株式会社前田テクニカ 三重県 菰野町
株式会社クロスポ 三重県 朝日町
有限会社倉本工務店 三重県 紀宝町
小野 直見 三重県
小泉 忠浩 三重県
関田 大志 三重県
仲野 靖 三重県
東原 達也 三重県
廣田 光則 三重県
合同会社アート・ケア・セレクト 滋賀県 大津市
株式会社Ａｌｅｘ　ｃｏｓｍｅｔｉｃ　ｊａｐａｎ 滋賀県 大津市
坂口テレビサービス株式会社 滋賀県 大津市
株式会社千丸屋 滋賀県 大津市
株式会社田中設備工業所 滋賀県 大津市
株式会社林商会 滋賀県 大津市
フジイインファニット株式会社 滋賀県 大津市
株式会社マインドエージェント 滋賀県 大津市
株式会社リンテック 滋賀県 大津市
冨田建設株式会社 滋賀県 彦根市
シーク建設株式会社 滋賀県 長浜市
医療法人しろやま歯科 滋賀県 長浜市
株式会社建部 滋賀県 長浜市
株式会社中川工務店 滋賀県 長浜市
長住建設株式会社 滋賀県 長浜市
株式会社イーズ 滋賀県 近江八幡市
株式会社ＯｎｅＳｔｙｌｅ 滋賀県 守山市
株式会社新洲 滋賀県 栗東市
株式会社片淵建築事務所 滋賀県 甲賀市
有限会社　プラグレス 滋賀県 甲賀市
有限会社ニッケイサービス 滋賀県 野洲市
株式会社重信工務店 滋賀県 湖南市
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有限会社ＫＯＹＵ 滋賀県 高島市
清水工業株式会社 滋賀県 高島市
株式会社ベルロードサービス 滋賀県 高島市
株式会社AUC 滋賀県 東近江市
有限会社文平堂 滋賀県 東近江市
阿慈知 泰志 滋賀県
奥田 節男 滋賀県
竹村 尚記 滋賀県
外村 光市 滋賀県
長瀬 あかね 滋賀県
森永 正樹 滋賀県
山本 修司 滋賀県
山本 昌史 滋賀県
株式会社植村防音工務店 京都府 京都市
株式会社麻植衣裳店 京都府 京都市
株式会社京あかし 京都府 京都市
株式会社京都スタッフ 京都府 京都市
ＫＭコンサルティング株式会社 京都府 京都市
株式会社笹屋伊織 京都府 京都市
有限会社ファルマフード研究所 京都府 京都市
有限会社藤澤永正堂 京都府 京都市
有限会社まどいあん 京都府 京都市
株式会社山本本家 京都府 京都市
株式会社ヨネダ 京都府 福知山市
株式会社堀電機商会 京都府 舞鶴市
株式会社クサナギ 京都府 宇治市
株式会社遠山製作所 京都府 宇治市
株式会社ｎｏｖｉｓ 京都府 宇治市
株式会社アトリエイハウズ 京都府 向日市
株式会社センシング京都 京都府 京田辺市
株式会社共栄製作所 京都府 京丹後市
株式会社アクア 京都府 久御山町
株式会社メカニック 京都府 久御山町
伊藤 邦明 京都府
中出 勝久 京都府
中村 嘉寿 京都府
ブラウン 光未 京都府
毛利 隆之 京都府
山下 浩二 京都府
アイビ株式会社 大阪府 大阪市
有限会社アオキエンタープライズ 大阪府 大阪市
医療法人安賀歯科クリニック 大阪府 大阪市
株式会社アケボノクラウン 大阪府 大阪市
株式会社アサクラ 大阪府 大阪市
株式会社アピカ 大阪府 大阪市
株式会社アラジン 大阪府 大阪市
株式会社イデアホールディングス 大阪府 大阪市
株式会社ウエストリナ 大阪府 大阪市
有限会社植山経営研究所 大阪府 大阪市
一般社団法人ウエルフルジャパン 大阪府 大阪市
宇都宮製作株式会社 大阪府 大阪市
株式会社瓜破断熱 大阪府 大阪市
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株式会社エスプリ・ユージー 大阪府 大阪市
株式会社大園 大阪府 大阪市
株式会社オールピース 大阪府 大阪市
株式会社　型久堂 大阪府 大阪市
株式会社ＱＬＳホールディングス 大阪府 大阪市
株式会社靴商店インターナショナル 大阪府 大阪市
医療法人good-teeth 大阪府 大阪市
株式会社藏家 大阪府 大阪市
株式会社ＣＯＳ　ｄｅｓｉｇｎ 大阪府 大阪市
株式会社コズミックホールディングス 大阪府 大阪市
コンシューマーサービス株式会社 大阪府 大阪市
株式会社酒井 大阪府 大阪市
株式会社ＪＥＤＩ 大阪府 大阪市
株式会社伸栄プラスチツク 大阪府 大阪市
株式会社新都市設計 大阪府 大阪市
株式会社スクライ 大阪府 大阪市
株式会社Spark 大阪府 大阪市
株式会社スペランツァ 大阪府 大阪市
株式会社せいらくフーズ 大阪府 大阪市
大丸鋼材株式会社 大阪府 大阪市
大佑海運株式会社 大阪府 大阪市
株式会社滝本金属製作所 大阪府 大阪市
株式会社力石建築工房 大阪府 大阪市
株式会社ドゥリアン 大阪府 大阪市
株式会社とと屋 大阪府 大阪市
株式会社トラストビルド 大阪府 大阪市
株式会社ニッポンケアシステム 大阪府 大阪市
日本気球工業有限会社 大阪府 大阪市
ネクストイノベーション株式会社 大阪府 大阪市
株式会社能美工業 大阪府 大阪市
広田ユニオン株式会社 大阪府 大阪市
株式会社フィールド 大阪府 大阪市
扶洋産業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社FrankPR 大阪府 大阪市
株式会社宝樹 大阪府 大阪市
株式会社ＢＯＫＡＮ 大阪府 大阪市
株式会社　前田製作所 大阪府 大阪市
水岩運送株式会社 大阪府 大阪市
メディアマネジメント株式会社 大阪府 大阪市
リタハートインターナショナル株式会社 大阪府 大阪市
株式会社リテラル 大阪府 大阪市
株式会社ワールドスタイル 大阪府 大阪市
株式会社ワールドマーケット 大阪府 大阪市
株式会社エス・ティ企画コンサルタント 大阪府 堺市
有限会社ケーイーピー 大阪府 堺市
医療法人健匠会 大阪府 堺市
泉北ホーム株式会社 大阪府 堺市
株式会社大忠建設 大阪府 堺市
株式会社明誠産業 大阪府 堺市
リーガルブレイン社会保険労務士法人 大阪府 堺市
有限会社一功製作所 大阪府 岸和田市
輝自動車工業株式会社 大阪府 岸和田市
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株式会社整備技研 大阪府 豊中市
浪速リモデリング株式会社 大阪府 豊中市
有限会社前田設備工業 大阪府 豊中市
株式会社ひまわり 大阪府 池田市
株式会社カラークリエイト 大阪府 吹田市
株式会社ベターホーム 大阪府 吹田市
株式会社マッシュアップ 大阪府 泉大津市
大伸開発株式会社 大阪府 高槻市
生和設備工業株式会社 大阪府 貝塚市
医療法人尚正会 大阪府 茨木市
高石工業株式会社 大阪府 茨木市
アクリル運動部株式会社 大阪府 八尾市
有限会社廣栄シヤーリング産業 大阪府 八尾市
株式会社昭和特殊印刷社 大阪府 八尾市
株式会社トーア 大阪府 八尾市
福原建築工房株式会社 大阪府 八尾市
株式会社松ちゃん給食 大阪府 八尾市
小川建設株式会社 大阪府 寝屋川市
ジオテクニカル株式会社 大阪府 松原市
株式会社トーキンシステム 大阪府 松原市
有限会社吉田住建 大阪府 松原市
有限会社ヤマユー 大阪府 大東市
株式会社創人 大阪府 和泉市
株式会社ＯＳ 大阪府 羽曳野市
株式会社森下技建 大阪府 羽曳野市
有限会社　三和建築事務所 大阪府 門真市
森脇鉄工株式会社 大阪府 門真市
株式会社イゲタ金網 大阪府 東大阪市
エヌケーエヌ株式会社 大阪府 東大阪市
有限会社グッドライフ 大阪府 東大阪市
有限会社　シロタ 大阪府 東大阪市
株式会社セイキコーポレーション 大阪府 東大阪市
ハードロック工業株式会社 大阪府 東大阪市
増田設備工業株式会社 大阪府 東大阪市
三上化工材株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社モトックスプラニング 大阪府 東大阪市
株式会社レイマック 大阪府 東大阪市
和田金属工業株式会社 大阪府 東大阪市
医療法人賢秀会 大阪府 四條畷市
ボラール・パハロ1985有限会社 大阪府 四條畷市
有限会社内山造園 大阪府 大阪狭山市
株式会社大谷建築事業所 大阪府 忠岡町
赤松 弘之 大阪府
泉野 剛志 大阪府
伊藤 誠 大阪府
奥村 豪 大阪府
九万田 忠孝 大阪府
黒田 修平 大阪府
鯉淵 拓真 大阪府
古家後 達郎 大阪府
坂口 健一 大阪府
白山 英明 大阪府
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宅間 雅彦 大阪府
田野 友美 大阪府
鶴田 知恵 大阪府
中西 晴彦 大阪府
三嶋 弥生 大阪府
山本 勝章 大阪府
山本 陽一 大阪府
横山 僚祐 大阪府
医療法人社団アートセンター歯科 兵庫県 神戸市
株式会社愛棋京蘭 兵庫県 神戸市
合同会社芦屋ビビッド 兵庫県 神戸市
株式会社ウッドワン関西 兵庫県 神戸市
株式会社エースプラン 兵庫県 神戸市
株式会社エムエスケイ 兵庫県 神戸市
株式会社ＭＳＴ 兵庫県 神戸市
株式会社神戸グリーンフェンス 兵庫県 神戸市
一般社団法人高齢者障がい者終身生活仕事支援機構芦屋ビビッド兵庫県 神戸市
有限会社シンシアリー 兵庫県 神戸市
株式会社福原精機製作所 兵庫県 神戸市
株式会社アサヒ 兵庫県 姫路市
株式会社ＡＣＥ　ＦＯＲＭ 兵庫県 姫路市
株式会社江渕工業所 兵庫県 姫路市
北野機械株式会社 兵庫県 姫路市
恭真建設株式会社 兵庫県 姫路市
株式会社引越家マック 兵庫県 姫路市
姫路木材倉庫株式会社 兵庫県 姫路市
医療法人社団碧成会最上クリニック 兵庫県 姫路市
株式会社ＭＡＥＫＡＷＡ　ＩＮＴＥＧＲＡＴＥ 兵庫県 姫路市
株式会社都建築 兵庫県 姫路市
陽光装飾有限会社 兵庫県 姫路市
株式会社和光製作所 兵庫県 姫路市
小野測量株式会社 兵庫県 尼崎市
株式会社宮田製作所 兵庫県 尼崎市
アルテ株式会社 兵庫県 明石市
株式会社アイインザスカイ 兵庫県 西宮市
協伸運輸株式会社 兵庫県 西宮市
株式会社洲本整備機製作所 兵庫県 洲本市
第一工業株式会社 兵庫県 豊岡市
有限会社エース化研ホワイト急便 兵庫県 加古川市
釜谷紙業株式会社 兵庫県 加古川市
有限会社河本自動車サービス 兵庫県 三木市
関西洋鋸　株式会社 兵庫県 三木市
日本機設工業株式会社 兵庫県 高砂市
株式会社三枝設備工業所 兵庫県 高砂市
有限会社森本直道石材店 兵庫県 小野市
株式会社坂林盛樹園 兵庫県 三田市
株式会社中野石材 兵庫県 加西市
有限会社サンオート柏原 兵庫県 丹波市
高田工業協業組合 兵庫県 市川町
伊東 俊幸 兵庫県
上田 雅之 兵庫県
岡 憲一 兵庫県
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久野 元生 兵庫県
黒木 大亮 兵庫県
山東 次忠 兵庫県
清水 昭景 兵庫県
白山 承嗣 兵庫県
髙谷 浩司 兵庫県
塚本 晃司 兵庫県
橋口 達也 兵庫県
樋口 浩秋 兵庫県
藤林 英司 兵庫県
増田 好保 兵庫県
宮井 明彦 兵庫県
芳本 武志 兵庫県
有限会社assistant 奈良県 奈良市
新都市再生株式会社 奈良県 奈良市
有限会社吉川鉄工所 奈良県 奈良市
株式会社バウンティ 奈良県 大和高田市
五條運輸株式会社 奈良県 大和郡山市
株式会社介護和愛 奈良県 香芝市
社会福祉法人　誠敬会 奈良県 香芝市
有限会社広陵鉄工 奈良県 葛城市
株式会社　千代田測量設計 奈良県 三郷町
木下 智 奈良県
馬場 淳 奈良県
山本 幸男 奈良県
特定非営利活動法人紀ノ国就労支援センター 和歌山県 和歌山市
株式会社東部建設 和歌山県 和歌山市
パワーアシストインターナショナル株式会社 和歌山県 和歌山市
有限会社丸之内マシーナリ 和歌山県 和歌山市
有限会社山口工業 和歌山県 和歌山市
株式会社上筋設備 和歌山県 紀の川市
株式会社卯八組 和歌山県 紀の川市
有限会社坂本商会 和歌山県 紀の川市
株式会社畑中産業 和歌山県 紀の川市
紀北地所株式会社 和歌山県 岩出市
有限会社なかや造園土木 和歌山県 紀美野町
佐藤 竜輔 和歌山県
田中 博之 和歌山県
林 聖二 和歌山県
吉村 勝宏 和歌山県
株式会社設計事務所N 鳥取県 米子市
千代むすび酒造株式会社 鳥取県 境港市
永禮自動車販売有限会社 鳥取県 琴浦町
日南振興株式会社 鳥取県 日南町
中嶋 一貴 鳥取県
和光工業株式会社 島根県 松江市
富士車輌株式会社 島根県 益田市
有限会社三成マツダ 島根県 奥出雲町
有限会社荒木建装 岡山県 岡山市
株式会社ウェーブハウス 岡山県 岡山市
カンサイレンタル株式会社 岡山県 岡山市
有限会社惣市石材建設 岡山県 岡山市
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株式会社ニチドウ 岡山県 岡山市
有限会社ヒロ建築事務所 岡山県 岡山市
株式会社ベイシス 岡山県 岡山市
ミックステック株式会社 岡山県 岡山市
株式会社ワイズコーポレーション 岡山県 岡山市
株式会社ワン・エニー 岡山県 岡山市
株式会社ウエルストンクラシキ 岡山県 倉敷市
株式会社Ｈｉ－Ｈ 岡山県 倉敷市
松正工機株式会社 岡山県 倉敷市
都ユニリース株式会社 岡山県 倉敷市
株式会社アサヒコーポレーション 岡山県 津山市
有限会社宇津見石材店 岡山県 津山市
株式会社勝山組 岡山県 津山市
井原石材有限会社 岡山県 井原市
ヤマメン株式会社 岡山県 井原市
株式会社 SIGNAL BLUE 岡山県 高梁市
株式会社城北石商 岡山県 赤磐市
志田工業株式会社 岡山県 真庭市
有限会社三好野旅館 岡山県 真庭市
有限会社　信友 岡山県 美作市
ムサシ工業株式会社 岡山県 美作市
大塚 達也 岡山県
谷合 信次 岡山県
藤森 英樹 岡山県
牧 俊治 岡山県
山陽鋼材株式会社 広島県 広島市
株式会社システムアートウェア 広島県 広島市
有限会社セクトコンサルタント 広島県 広島市
株式会社ティーエス・ハマモト 広島県 広島市
株式会社中広商事 広島県 広島市
株式会社　西原製作所 広島県 広島市
二和鋼機株式会社 広島県 広島市
公益社団法人広島県労働基準協会 広島県 広島市
税理士法人ファースト 広島県 広島市
山根木材ホーム株式会社 広島県 広島市
株式会社加度商 広島県 尾道市
有限会社青葉設計事務所 広島県 福山市
有限会社石のオカダ 広島県 福山市
Ｆ－ｃｒｅｗ株式会社 広島県 福山市
株式会社佐藤石工苑 広島県 福山市
田坂京華園有限会社 広島県 福山市
有限会社堀本精工 広島県 福山市
株式会社竜建設 広島県 福山市
株式会社府中家具の館中島 広島県 府中市
有限会社松木工業 広島県 三次市
三矢オート株式会社 広島県 安芸高田市
株式会社シシダ 広島県 熊野町
有限会社石の店沖 広島県 世羅町
田中 聖昭 広島県
谷川 秀行 広島県
平岩 正純 広島県
株式会社山陽ハイテック 山口県 宇部市
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有限会社HANDOH 山口県 山口市
有限会社アドミラブル 山口県 防府市
株式会社パスココーポレーション 山口県 防府市
株式会社ワイヤード 山口県 防府市
ニッコーエンジニア株式会社 山口県 下松市
株式会社アクア 山口県 岩国市
医療法人淳心会 山口県 岩国市
株式会社長野総合建築事務所 山口県 岩国市
美祢車輌センター株式会社 山口県 美祢市
医療法人成心会ふじわら医院 山口県 周南市
株式会社ジャルテック 徳島県 徳島市
有限会社野林設備企画 徳島県 徳島市
株式会社フォレスト 徳島県 徳島市
マルックス株式会社 徳島県 徳島市
オートリホーム株式会社 徳島県 阿南市
株式会社西川建築 徳島県 吉野川市
木村 真也 徳島県
渡邊 哲也 徳島県
株式会社ゴールドストリーム 香川県 高松市
株式会社タカハタ 香川県 高松市
有限会社原田建築 香川県 高松市
ビーエムシーサービス株式会社 香川県 高松市
有限会社北京 香川県 高松市
株式会社常磐 香川県 丸亀市
株式会社ＬＵＸＡＳ 香川県 善通寺市
有限会社川北縫製 香川県 さぬき市
ユニコム株式会社 香川県 多度津町
金岡 和博 香川県
橋本 真樹 香川県
株式会社グッドラック 愛媛県 松山市
医療法人ＴＭＣ 愛媛県 松山市
横山建工有限会社 愛媛県 宇和島市
西南開発株式会社 愛媛県 八幡浜市
株式会社久保屋電業社 愛媛県 新居浜市
共同瓦斯株式会社 愛媛県 四国中央市
株式会社四国ライフケア 高知県 高知市
有限会社近森謄写堂 高知県 高知市
有限会社恒石工務店 高知県 高知市
株式会社アイム製作所 福岡県 北九州市
株式会社ＦＡサポート 福岡県 北九州市
医療法人こころ 福岡県 北九州市
株式会社　サロンド・ラクサージュ 福岡県 北九州市
株式会社ダイゾウ建装 福岡県 北九州市
タダノ総建株式会社 福岡県 北九州市
株式会社辻建築設計 福岡県 北九州市
ディ・ケイ・グループ協同組合 福岡県 北九州市
株式会社芳賀 福岡県 北九州市
株式会社アミューズプラネット 福岡県 福岡市
株式会社アンドウフーズ 福岡県 福岡市
株式会社Ｗｉｓｄｏｍ 福岡県 福岡市
株式会社エムズアーキプランニング 福岡県 福岡市
株式会社ＯＦＦＩＣＥ　ＲＹＵ’Ｓ 福岡県 福岡市
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キークレア税理士法人 福岡県 福岡市
株式会社九州電化 福岡県 福岡市
株式会社キョーワ 福岡県 福岡市
旭陽電気株式会社 福岡県 福岡市
株式会社クリエイテイブ・マネージメント・コンサルタンツ 福岡県 福岡市
株式会社グローバル・プロデュース 福岡県 福岡市
特定非営利活動法人グローバルライフサポートセンター 福岡県 福岡市
こころからだあんしんラボ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社CRS 福岡県 福岡市
株式会社ジェーシーエム 福岡県 福岡市
株式会社システムズスタッフ 福岡県 福岡市
株式会社真和工務店 福岡県 福岡市
総合商社ＺＥＮ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社タナカプラス 福岡県 福岡市
株式会社ｃｈａｎｇｅ 福岡県 福岡市
日亜設計株式会社 福岡県 福岡市
株式会社日本介護予防研究所 福岡県 福岡市
株式会社日本プロテック 福岡県 福岡市
株式会社ＦＵＪＩＣ 福岡県 福岡市
富士マシナリー株式会社 福岡県 福岡市
豊和建設株式会社 福岡県 福岡市
社会保険労務士法人マッチアップ 福岡県 福岡市
株式会社翠会計コンサルティング 福岡県 福岡市
株式会社ミルコンフィエ 福岡県 福岡市
社会福祉法人百道会 福岡県 福岡市
学校法人やなぎ学園 福岡県 福岡市
株式会社アメージングエンタープライズ 福岡県 久留米市
黒田建設株式会社 福岡県 久留米市
株式会社シーエーティ 福岡県 久留米市
大和建設株式会社 福岡県 久留米市
株式会社ヨシオカ 福岡県 久留米市
株式会社ユニコン 福岡県 飯塚市
株式会社津留建設 福岡県 柳川市
株式会社やまがみ不動産 福岡県 柳川市
株式会社ワンズコーポレーション 福岡県 柳川市
有限会社イシケン機工 福岡県 八女市
株式会社吉村産業 福岡県 筑紫野市
株式会社ビジネスプロセスソリューションズ 福岡県 春日市
有限会社メディアコミュニケーション 福岡県 春日市
株式会社三和創研 福岡県 大野城市
株式会社友翔 福岡県 大野城市
リライアンス株式会社 福岡県 宗像市
株式会社今津屋 福岡県 古賀市
合同会社ＰＡＣＩＦＩＣ　ＷＡＶＥ 福岡県 古賀市
有限会社野見山自動車工場 福岡県 宮若市
有限会社ツキナリ 福岡県 水巻町
有限会社井上商店 福岡県 岡垣町
株式会社福祉人 福岡県 遠賀町
石原 竜司 福岡県
今井 遊 福岡県
内空閑 真 福岡県
杉野 泰雄 福岡県

23 / 26 ページ



2020年7月15日

事業者名 都道府県 市区町村

高嶋 宏行 福岡県
田中 幸二 福岡県
谷川 寿一 福岡県
千阪 武 福岡県
西園 義孝 福岡県
野地 美代子 福岡県
野田 馨 福岡県
ノリマツ ヨシタカ 福岡県
松永 正憲 福岡県
吉田 健介 福岡県
株式会社エスジー技術コンサルタント 佐賀県 佐賀市
株式会社佐賀新聞文化センター 佐賀県 佐賀市
株式会社中村建築 佐賀県 唐津市
有限会社中央設備商会 佐賀県 鳥栖市
鳥栖設備工業有限会社 佐賀県 鳥栖市
医療法人　月歯　西川歯科医院 佐賀県 鹿島市
有限会社森園建設 佐賀県 吉野ヶ里町
株式会社コジマ建設 佐賀県 みやき町
有限会社小森開発 佐賀県 白石町
山浦 好雄 佐賀県
山本 辰郎 佐賀県
大長崎商事株式会社 長崎県 長崎市
有限会社仲井手建設 長崎県 長崎市
株式会社佐世保自動車学校 長崎県 佐世保市
株式会社ヒューマングループ 長崎県 佐世保市
株式会社荒木工務店 長崎県 島原市
株式会社新栄建設 長崎県 島原市
株式会社安全総業 長崎県 諫早市
有限会社金井建設 長崎県 大村市
有限会社大石石材工業 長崎県 松浦市
株式会社太安閣 長崎県 壱岐市
高伸工業有限会社 長崎県 雲仙市
有限会社田中建設 長崎県 東彼杵町
有限会社尾上ディ・ケイ・ケイ 長崎県 新上五島町
川中 徹 長崎県
八木 光代 長崎県
吉田 ヒサコ 長崎県
株式会社イノス 熊本県 熊本市
株式会社エトレクルールデザインオフィス 熊本県 熊本市
有限会社上林建設 熊本県 熊本市
株式会社ＱｏＱ 熊本県 熊本市
晃陽建設株式会社 熊本県 熊本市
株式会社総合内装業ＴＡＮＡＫＡ 熊本県 熊本市
株式会社宝建設 熊本県 熊本市
株式会社東亜建設コンサルタント 熊本県 熊本市
株式会社バンズ 熊本県 熊本市
株式会社フジ経理センター 熊本県 熊本市
株式会社星山商店 熊本県 熊本市
医療法人社団ホワイト歯科 熊本県 熊本市
南九州月星株式会社 熊本県 熊本市
有限会社山野住工 熊本県 熊本市
有限会社ラッドビルズ 熊本県 熊本市
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株式会社ｒｅｃｔｕｓ 熊本県 熊本市
有限会社碇山建設 熊本県 八代市
株式会社ＮＡＩＮＡＩ 熊本県 八代市
医療法人社団信和会 熊本県 人吉市
丸昭建設株式会社 熊本県 人吉市
医療法人グリーンクローバー 熊本県 山鹿市
株式会社小池建築設計 熊本県 菊池市
税理士法人第一経営共同経理 熊本県 菊池市
株式会社第一経営 熊本県 宇土市
株式会社　ランドスケープ・ナカヤマ 熊本県 宇土市
熊本鉄構株式会社 熊本県 宇城市
株式会社ＰＴＣ 熊本県 宇城市
株式会社大登技建 熊本県 合志市
株式会社T-factory 熊本県 菊陽町
有限会社星和ホーム 熊本県 益城町
WSP株式会社 熊本県 益城町
岩崎 晃司 熊本県
内田 まり 熊本県
堺 武治 熊本県
澤木 孝明 熊本県
園田 剛士 熊本県
津隈 大介 熊本県
中村 邦久 熊本県
社会福祉法人あすなろ会 大分県 大分市
土地家屋調査士法人きざし 大分県 大分市
株式会社キャンデラ・プロジェクト 大分県 大分市
株式会社ジャングル不動産 大分県 大分市
トゥデイ合同会社 大分県 大分市
社会福祉法人とんとん 大分県 大分市
株式会社ベツダイ 大分県 大分市
株式会社増田建築 大分県 日田市
社会福祉法人庄内厚生館 大分県 由布市
社会福祉法人すみれ会 大分県 由布市
有限会社吉弘建設 大分県 日出町
安部 公明 大分県
アーバンアメニティ設計有限会社 宮崎県 宮崎市
株式会社ＦＯＦ 宮崎県 宮崎市
有限会社シイ・シイ・エス 宮崎県 宮崎市
株式会社トライスター 宮崎県 宮崎市
株式会社三友 宮崎県 宮崎市
株式会社森建築 宮崎県 宮崎市
株式会社矢野興業 宮崎県 宮崎市
有限会社加治木建設 宮崎県 都城市
株式会社新日本リペイント 宮崎県 都城市
株式会社エコ・ライフプランニング 宮崎県 日向市
株式会社長友組 宮崎県 綾町
有村 真一郎 宮崎県
医療法人　寛容会 鹿児島県 鹿児島市
有限会社共同食肉 鹿児島県 鹿児島市
医療法人健勝会 鹿児島県 鹿児島市
株式会社ＢＬＥＳＳ　ＪＡＰＡＮ 鹿児島県 鹿児島市
株式会社三栄ハウジング 鹿児島県 鹿屋市
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株式会社松木博建築 鹿児島県 阿久根市
中村鉄工株式会社 鹿児島県 出水市
株式会社技建 鹿児島県 薩摩川内市
有限会社丸玉 鹿児島県 姶良市
有限会社リビング亀沢 鹿児島県 湧水町
有限会社　馬場製菓 鹿児島県 屋久島町
竹ノ内 哲 鹿児島県
ムトウ建設株式会社 沖縄県 那覇市
株式会社ISSHO建築設計事務所 沖縄県 宜野湾市
株式会社とも 沖縄県 宜野湾市
合同会社サノハタ 沖縄県 沖縄市
合同会社ダイイチ建設 沖縄県 沖縄市
株式会社基土木 沖縄県 沖縄市
株式会社ビジコン 沖縄県 豊見城市
宏和建設株式会社 沖縄県 うるま市
コンサルティングサポート株式会社 沖縄県 うるま市
株式会社スカイ・リビング 沖縄県 うるま市
株式会社とも建設 沖縄県 うるま市
株式会社ぬちまーす 沖縄県 うるま市
就労支援サービス株式会社 沖縄県 南城市
株式会社ソシアブリゲード 沖縄県 南城市
有限会社隆成建設 沖縄県 北谷町
有限会社気流 沖縄県 西原町
株式会社　南新物産 沖縄県 南風原町
有限会社西建設 沖縄県 南風原町
久貝 勇樹 沖縄県
島袋 勝昌 沖縄県
照井 孝弘 沖縄県
外間 晃 沖縄県
松原 英昭 沖縄県
宮城 創 沖縄県

26 / 26 ページ


