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事業者名 都道府県 市区町村

アート工業株式会社 北海道 札幌市
株式会社ＩＣ技術コンサルタント 北海道 札幌市
株式会社アシスト 北海道 札幌市
株式会社アセット・デザイン 北海道 札幌市
株式会社エコ・プロデュース札幌 北海道 札幌市
株式会社海華食品 北海道 札幌市
株式会社　兼守 北海道 札幌市
グローバルライフ有限会社 北海道 札幌市
株式会社建築舎 北海道 札幌市
株式会社高橋建設 北海道 札幌市
株式会社　D&C 北海道 札幌市
株式会社ノ－スボート 北海道 札幌市
株式会社ハウジングゲート 北海道 札幌市
バリュー計算センター株式会社 北海道 札幌市
株式会社日の丸産業社 北海道 札幌市
フレッシュファクトリー株式会社 北海道 札幌市
株式会社プロセスレボ 北海道 札幌市
北海道オリンピア株式会社 北海道 札幌市
ムトウ建設工業株式会社 北海道 札幌市
株式会社遊プラン 北海道 札幌市
株式会社 WORKUP 北海道 札幌市
株式会社Y.Nプラン 北海道 札幌市
株式会社寺尾建設 北海道 函館市
株式会社宝正設備工業 北海道 函館市
株式会社丸義藤本組 北海道 函館市
医療法人社団本間内科医院 北海道 小樽市
富士ガラス株式会社 北海道 旭川市
株式会社フルハウス 北海道 旭川市
株式会社北海道通信特機 北海道 旭川市
株式会社鱗魚問屋 北海道 室蘭市
有限会社さんぱい 北海道 室蘭市
株式会社天野建設工業 北海道 帯広市
道東電機株式会社 北海道 帯広市
株式会社Ｔ・Ｎ・Ｏ 北海道 北見市
株式会社石川建設 北海道 網走市
大鎮キムラ建設株式会社 北海道 苫小牧市
株式会社ニッタンホームサービス 北海道 苫小牧市
真壁建設株式会社 北海道 根室市
おおやファーム株式会社 北海道 千歳市
社会福祉法人七和会 北海道 七飯町
有限会社リカーショップカクイ 北海道 羽幌町
ホッコー建設運輸株式会社 北海道 洞爺湖町
株式会社昭和熱器工業 北海道 中札内村
株式会社ウッディークラフト 北海道 中標津町
株式会社　協和 青森県 青森市
有限会社津軽産直組合 青森県 青森市
株式会社エヌテック 青森県 弘前市

令和２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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株式会社中三 青森県 弘前市
やまと印刷株式会社 青森県 弘前市
株式会社ササキハウジングカンパニー 青森県 八戸市
株式会社橋長 青森県 八戸市
医療法人ウェルビーイング 青森県 五所川原市
株式会社上北鉄工 青森県 十和田市
ＡＭＢ株式会社 青森県 三沢市
株式会社江良組 青森県 つがる市
株式会社サンライン 青森県 田舎館村
工藤 秀明 青森県
株式会社アイカムス・ラボ 岩手県 盛岡市
株式会社ベアレン醸造所 岩手県 盛岡市
株式会社川井産業振興公社 岩手県 宮古市
ロッツ株式会社 岩手県 大船渡市
株式会社アーク 岩手県 一関市
有限会社百蔵 岩手県 二戸市
株式会社麹屋もとみや 岩手県 八幡平市
東皋石材有限会社 岩手県 滝沢市
篠澤管工業有限会社 岩手県 山田町
菊地 直志 岩手県
株式会社IOS 宮城県 仙台市
株式会社エーケートータル 宮城県 仙台市
株式会社カープラザワールド 宮城県 仙台市
株式会社構造プランニング 宮城県 仙台市
株式会社タケモリ 宮城県 仙台市
株式会社データアシスト 宮城県 仙台市
有限会社ホームナース仙台 宮城県 仙台市
公益社団法人宮城県物産振興協会 宮城県 仙台市
株式会社未来企画 宮城県 仙台市
本山振興株式会社 宮城県 仙台市
株式会社村正建設 宮城県 白石市
株式会社season 宮城県 多賀城市
株式会社大林土建 宮城県 栗原市
株式会社Ａｃｃｅｓｓ 宮城県 大崎市
畑中 恵司 宮城県
藤田 渉 宮城県
三宅 匠 宮城県
横江 政洋 宮城県
株式会社エーツーコーポレーション 秋田県 秋田市
有限会社おーがすと 秋田県 秋田市
有限会社土井建築設計 秋田県 横手市
ミノル工業株式会社 秋田県 横手市
有限会社サン・ワールドエンジニアリング 秋田県 大館市
株式会社おが地域振興公社 秋田県 男鹿市
株式会社牧野自動車 秋田県 由利本荘市
株式会社荒屋鋪建設 秋田県 大仙市
株式会社粟津鉄工建設 秋田県 大仙市
ＥＮＥＸ株式会社 秋田県 美郷町
からす電機株式会社 山形県 山形市
株式会社ハイテックシステム 山形県 山形市
ハウスデザイン株式会社 山形県 山形市
有限会社ビー・エヌ・クリエーション 山形県 米沢市
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株式会社ヒューマンデザイアートレーディング 山形県 天童市
株式会社フカセ 山形県 東根市
喜久一製菓株式会社 山形県 南陽市
株式会社マコトーマス 福島県 福島市
Ｋ－Ｓｔｙｌｅ　Ｄｅｓｉｇｎ株式会社 福島県 会津若松市
株式会社国分組 福島県 郡山市
有限会社サカエカーテン 福島県 郡山市
株式会社金子総合設備 福島県 いわき市
株式会社シンエイ 福島県 いわき市
株式会社創建舎 福島県 いわき市
有限会社ナルシマ 福島県 白河市
有限会社石川建築 福島県 本宮市
株式会社フジ機工 福島県 中島村
株式会社関根鉄工所 茨城県 日立市
NKハウジング株式会社 茨城県 土浦市
ａｎｙｎｅｘｔ株式会社 茨城県 古河市
有限会社石岡技研 茨城県 石岡市
渡辺木材株式会社 茨城県 石岡市
ＧＬ建設株式会社 茨城県 龍ケ崎市
社会福祉法人　筑水会 茨城県 常総市
有限会社谷島 茨城県 常総市
瑞井精工株式会社 茨城県 常陸太田市
株式会社茨城県南木造住宅センター 茨城県 つくば市
株式会社河野正博建築設計事務所 茨城県 つくば市
勝工業株式会社 茨城県 つくば市
松本鉄筋工業株式会社 茨城県 ひたちなか市
株式会社グランドホームズ 茨城県 守谷市
株式会社東海建設コンサルタント 茨城県 那珂市
株式会社フジヨシ 茨城県 筑西市
池田石材株式会社 茨城県 桜川市
飯田建設有限会社 茨城県 神栖市
エイ・ワン株式会社 茨城県 行方市
有限会社新栄建設 茨城県 行方市
株式会社内田建設 茨城県 鉾田市
小田島建設株式会社 茨城県 つくばみらい市
井坂建設工業株式会社 茨城県 小美玉市
有限会社長谷川工業 茨城県 小美玉市
海東建設株式会社 茨城県 茨城町
株式会社吉川商事 茨城県 茨城町
株式会社ヒバラコーポレーション 茨城県 東海村
伊澤 英敏 茨城県
小林 基伸 茨城県
杉山 武司 茨城県
鈴木 陽一 茨城県
アートナイヴ株式会社 栃木県 宇都宮市
株式会社オオガキ 栃木県 宇都宮市
株式会社田中工業 栃木県 宇都宮市
株式会社筑陽測量設計 栃木県 宇都宮市
有限会社ホサカ石材工業 栃木県 宇都宮市
株式会社若山商店 栃木県 宇都宮市
有限会社須永工機 栃木県 足利市
株式会社　徳光 栃木県 足利市
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株式会社落合測量設計 栃木県 栃木市
有限会社田村創業 栃木県 栃木市
株式会社山中設備工業 栃木県 栃木市
有限会社鈴木工匠 栃木県 鹿沼市
株式会社大日光・エンジニアリング 栃木県 日光市
ＯＢＳアシュア株式会社 栃木県 小山市
中央測量設計株式会社 栃木県 小山市
五大測量設計有限会社 栃木県 真岡市
株式会社エーゼット 栃木県 大田原市
株式会社田中自動車 栃木県 矢板市
有限会社平成ハウジング 栃木県 那須塩原市
株式会社猪瀬 栃木県 さくら市
株式会社岡工務店 栃木県 那須烏山市
星居社株式会社 栃木県 益子町
株式会社オガワ 栃木県 市貝町
大竹 義紀 栃木県
松井 哲二 栃木県
株式会社アイ・ピー・イー 群馬県 前橋市
株式会社ダイキョー 群馬県 前橋市
株式会社萩原土木 群馬県 前橋市
有限会社割田建築 群馬県 前橋市
株式会社アートこうげつ 群馬県 高崎市
ＡＲＩＧＡＴＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 群馬県 高崎市
株式会社　群馬総合土地販売 群馬県 高崎市
芹沢印刷工業株式会社 群馬県 高崎市
株式会社拓新 群馬県 高崎市
株式会社ツナシマ 群馬県 高崎市
株式会社町田工業 群馬県 高崎市
株式会社美才治工業所 群馬県 高崎市
株式会社イワタ 群馬県 桐生市
株式会社ケア・コスモス 群馬県 桐生市
株式会社高草木工務店 群馬県 桐生市
株式会社ケイエムオー 群馬県 伊勢崎市
武藏工業有限会社 群馬県 伊勢崎市
大和産業株式会社 群馬県 伊勢崎市
市川建設株式会社 群馬県 太田市
オウミ技研株式会社 群馬県 太田市
株式会社金谷計画 群馬県 太田市
株式会社群桐産業 群馬県 太田市
株式会社三永 群馬県 太田市
株式会社ヤゲタ精器 群馬県 太田市
株式会社山陽自動車 群馬県 館林市
株式会社荒木工務店 群馬県 渋川市
株式会社総合技術 群馬県 藤岡市
有限会社濱水製作所 群馬県 富岡市
株式会社白坂工業 群馬県 安中市
妙義プレスウッド株式会社 群馬県 安中市
有限会社石原工房 群馬県 みどり市
植田 晋矢 群馬県
齋藤 雄 群馬県
星野 春樹 群馬県
アイオライト株式会社 埼玉県 さいたま市
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一般社団法人ＥＳＡ 埼玉県 さいたま市
株式会社笠巻工務店 埼玉県 さいたま市
株式会社Growring 埼玉県 さいたま市
埼京東和薬品株式会社 埼玉県 さいたま市
志水木材株式会社 埼玉県 さいたま市
株式会社ＪＯＹＮＴ　ＬＩＦＥ 埼玉県 さいたま市
合同会社タカイチ 埼玉県 さいたま市
株式会社中央測地 埼玉県 さいたま市
株式会社テレスタッフサービス 埼玉県 さいたま市
有限会社マギー・フレンズ 埼玉県 さいたま市
株式会社真規家工務店 埼玉県 さいたま市
株式会社明德 埼玉県 さいたま市
株式会社メデカルアシスト 埼玉県 さいたま市
株式会社　エーアンドエム不動産 埼玉県 熊谷市
株式会社ダイケン 埼玉県 熊谷市
株式会社ピーアイピー 埼玉県 熊谷市
ESS株式会社 埼玉県 川口市
医療法人ウエル 埼玉県 川口市
桜井工業株式会社 埼玉県 川口市
株式会社新島設計 埼玉県 川口市
株式会社ニューロード 埼玉県 川口市
株式会社ラムダファクトリー 埼玉県 川口市
リソテックジャパン株式会社 埼玉県 川口市
リタ株式会社 埼玉県 川口市
株式会社カイレン・テクノ・ブリッジ 埼玉県 所沢市
株式会社川元工務店 埼玉県 所沢市
コスモ技研株式会社 埼玉県 所沢市
株式会社セイワランドック 埼玉県 所沢市
有限会社カブトギ工業 埼玉県 加須市
株式会社Ｉ．Ｐ．Ｃ．コーポレーション 埼玉県 春日部市
株式会社石堂設備工業 埼玉県 春日部市
株式会社ダイワハウジング 埼玉県 春日部市
株式会社田口土木 埼玉県 春日部市
株式会社エヌエスマシンナリー 埼玉県 狭山市
株式会社彩京不動産 埼玉県 狭山市
住協建設株式会社 埼玉県 狭山市
吉松建設工業株式会社 埼玉県 狭山市
株式会社新徳 埼玉県 羽生市
株式会社オリケイ 埼玉県 深谷市
三和自動車株式会社 埼玉県 深谷市
有限会社京屋商店 埼玉県 上尾市
株式会社タナカモールド 埼玉県 上尾市
株式会社リヴ 埼玉県 草加市
株式会社エコトピア 埼玉県 越谷市
株式会社西部建設 埼玉県 越谷市
ヘライ建設株式会社 埼玉県 越谷市
医療法人慈公会 埼玉県 戸田市
株式会社和工 埼玉県 戸田市
株式会社industria 埼玉県 入間市
有限会社中塚工務店 埼玉県 朝霞市
株式会社リゾン 埼玉県 朝霞市
有限会社アートウォール 埼玉県 富士見市
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株式会社　大越建設 埼玉県 坂戸市
株式会社エコーコーテック 埼玉県 日高市
有限会社クイーンズ 埼玉県 吉川市
株式会社関東工業 埼玉県 伊奈町
正永工業株式会社 埼玉県 嵐山町
エコデザイン株式会社 埼玉県 小川町
株式会社たくみ 埼玉県 小川町
医療法人平善会大野クリニック 埼玉県 小川町
合同会社ｆｉｔ 埼玉県 寄居町
株式会社グリーン・ゲート 埼玉県 杉戸町
株式会社チタカ 埼玉県 杉戸町
荒川 茂俊 埼玉県
石黒 祐子 埼玉県
井上 佳子 埼玉県
亀田 忠 埼玉県
工藤 品子 埼玉県
高橋 明 埼玉県
鳥山 誠一 埼玉県
新堀 信人 埼玉県
根岸 史恵 埼玉県
茂木 勝利 埼玉県
オアシス協同組合 千葉県 千葉市
特定非営利活動法人国際ヒーリング看護協会 千葉県 千葉市
株式会社佐戸川建築設計 千葉県 千葉市
有限会社千葉中央会計事務所 千葉県 千葉市
ネクストワンインターナショナル株式会社 千葉県 千葉市
株式会社プロエイム 千葉県 千葉市
幕張PLAY株式会社 千葉県 千葉市
エース株式会社 千葉県 市川市
大成金属株式会社 千葉県 市川市
株式会社フォーキング 千葉県 市川市
有限会社松葉タイル工業所 千葉県 市川市
株式会社柳田工務店 千葉県 市川市
医療法人社団青山会 千葉県 船橋市
株式会社大嶋建設興業 千葉県 船橋市
株式会社中舘工業 千葉県 船橋市
合同会社ＢＩ－ｉｎｇ 千葉県 船橋市
有限会社梓工営 千葉県 木更津市
有限会社斉藤建築設計事務所 千葉県 木更津市
株式会社匠 千葉県 松戸市
株式会社山一ハウス 千葉県 松戸市
有限会社山田造園 千葉県 松戸市
株式会社ティーズ 千葉県 野田市
安藤総合設備株式会社 千葉県 東金市
株式会社Ｙ’ｓＴｅｃｈ 千葉県 市原市
株式会社ワイ・エス・ケー・エンジニアリング 千葉県 流山市
大和電機株式会社 千葉県 我孫子市
株式会社サンレックス 千葉県 鴨川市
有限会社アァネット 千葉県 四街道市
株式会社鵬プランニング 千葉県 四街道市
有限会社酢﨑工務店 千葉県 印西市
株式会社丸六 千葉県 匝瑳市
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有限会社秋山工務店 千葉県 香取市
株式会社ノグチ 千葉県 香取市
まるだい土木株式会社 千葉県 香取市
株式会社和郷 千葉県 香取市
一宮不動産株式会社 千葉県 一宮町
東日総業株式会社 千葉県 一宮町
工藤 貴弘 千葉県
齋藤 廣一 千葉県
佐久間 啓 千葉県
白鳥 智也 千葉県
杉村 享之 千葉県
名取 淳一 千葉県
深瀬 尚宏 千葉県
株式会社エーエーアンドサン 東京都 千代田区
株式会社大倉 東京都 千代田区
株式会社KIRYO 東京都 千代田区
株式会社クラウズ 東京都 千代田区
株式会社三州エンジニアリング 東京都 千代田区
一般社団法人全国介護事業者連盟 東京都 千代田区
チアーズ株式会社 東京都 千代田区
株式会社つばさ会計事務所 東京都 千代田区
トップ保険サービス株式会社 東京都 千代田区
株式会社中山建築デザイン研究所 東京都 千代田区
株式会社パソナHRソリューション 東京都 千代田区
ビーエイチエヌ株式会社 東京都 千代田区
ビライ株式会社 東京都 千代田区
株式会社マッチメーカー 東京都 千代田区
株式会社ＵＳＰジャパン 東京都 千代田区
令和税理士法人 東京都 千代田区
株式会社アイ・シー・ランド 東京都 中央区
株式会社Amoa Japan 東京都 中央区
株式会社オリコミサービス 東京都 中央区
株式会社折峰 東京都 中央区
株式会社勝美ジャパン 東京都 中央区
株式会社CHARITES JAPAN 東京都 中央区
株式会社キュウ 東京都 中央区
株式会社サンロード 東京都 中央区
千代田鋼材株式会社 東京都 中央区
株式会社ディールゲート 東京都 中央区
株式会社デライト・メディカル 東京都 中央区
株式会社ナチュラル・ハーモニー 東京都 中央区
有限会社人形町志乃多寿司 東京都 中央区
株式会社備広 東京都 中央区
株式会社ベルソン 東京都 中央区
有限会社 リーフ 東京都 中央区
有限会社飯田都之麿建築デザイン一級建築士事務所 東京都 港区
永興電機工業株式会社 東京都 港区
有限会社エリオット・コンサルティング 東京都 港区
Ｏ．Ｎ．Ｇ株式会社 東京都 港区
株式会社オフィスティースリー 東京都 港区
株式会社キミ建設 東京都 港区
有限会社化粧品の店長尾 東京都 港区
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株式会社抗加齢医学研究所 東京都 港区
Ｓｔｅｅｌｓｔｙｌｅ株式会社 東京都 港区
一般財団法人　日本冷媒・環境保全機構 東京都 港区
株式会社丸進 東京都 港区
株式会社モアプラス 東京都 港区
株式会社ヨックモックホールディングス 東京都 港区
株式会社ＡＲＥＸＹ賃貸サポート 東京都 新宿区
医療法人社団トーイシン会 東京都 新宿区
日神管財株式会社 東京都 新宿区
一般社団法人　日本家族計画協会 東京都 新宿区
株式会社FightforLife 東京都 新宿区
株式会社ファインエイジング 東京都 新宿区
ユアブライト株式会社 東京都 新宿区
株式会社ユニバーサルコンツェルン 東京都 新宿区
リスナーズ株式会社 東京都 新宿区
株式会社インテグレーション・コア 東京都 文京区
株式会社H＆M　DIFFERENCE ENGINE 東京都 文京区
玉露園食品工業株式会社 東京都 文京区
株式会社レラ東販売 東京都 文京区
株式会社五十君商店 東京都 台東区
株式会社グローイング 東京都 台東区
国土測建株式会社 東京都 台東区
株式会社ハーモニープロダクツ 東京都 台東区
株式会社吉田設備設計室 東京都 台東区
精巧株式会社 東京都 墨田区
公益財団法人日本美術刀剣保存協会 東京都 墨田区
株式会社林化工機製作所 東京都 墨田区
株式会社サクション瓦斯機関製作所 東京都 江東区
Body Pioneer株式会社 東京都 江東区
株式会社ウィローズ 東京都 品川区
かんべ土地建物株式会社 東京都 品川区
三明化成株式会社 東京都 品川区
株式会社成電社 東京都 品川区
中岡プレス工業株式会社 東京都 品川区
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 東京都 品川区
医療法人社団目黒パークサイド矯正歯科 東京都 品川区
株式会社ＣＯＵＮＴＥＲ　ＷＯＲＫＳ 東京都 目黒区
株式会社小大建築設計事務所 東京都 目黒区
株式会社G-style 東京都 目黒区
株式会社jejeu 東京都 目黒区
株式会社CECIL 東京都 目黒区
有限会社セルボ 東京都 目黒区
南海通商株式会社 東京都 目黒区
株式会社バックグランド 東京都 目黒区
有限会社花心 東京都 目黒区
株式会社ビートレーディング 東京都 目黒区
有限会社秋山開発 東京都 大田区
有限会社カシワミルボーラ 東京都 大田区
株式会社キタセツ 東京都 大田区
城南マネジメント株式会社 東京都 大田区
有限会社東栄プラスチック 東京都 大田区
深田パーカライジング株式会社 東京都 大田区
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有限会社藤精螺 東京都 大田区
株式会社プロジェクトデザイン 東京都 大田区
株式会社ワッツ 東京都 大田区
株式会社OFFICE YAGI 東京都 世田谷区
三昌工業株式会社 東京都 世田谷区
株式会社トクスイ不動産 東京都 世田谷区
有限会社　ハン 東京都 世田谷区
株式会社ヒロセ・ブランズ 東京都 世田谷区
フォレストモモ株式会社 東京都 世田谷区
株式会社ぶるーむ 東京都 世田谷区
株式会社geluk 東京都 世田谷区
株式会社ライフステーション 東京都 世田谷区
株式会社ル・サントノーレ 東京都 世田谷区
株式会社IPパートナーズ 東京都 渋谷区
アシスト・ジャパン株式会社 東京都 渋谷区
株式会社Ａｌｐｈａｋｔ 東京都 渋谷区
株式会社ＳＴ 東京都 渋谷区
株式会社健康プラザ 東京都 渋谷区
株式会社スキャンディア 東京都 渋谷区
株式会社セカンドブリュー 東京都 渋谷区
株式会社トウキョウ・アパートメンツ 東京都 渋谷区
株式会社トラント 東京都 渋谷区
一般社団法人日本カラーコーディネーター恊会 東京都 渋谷区
株式会社フォーチュン 東京都 渋谷区
株式会社フォーメーション 東京都 渋谷区
株式会社プロパリンク 東京都 渋谷区
株式会社マンダリン 東京都 渋谷区
ＭＩＫＡＴＡ株式会社 東京都 渋谷区
大和管機工業株式会社 東京都 渋谷区
株式会社ルイールコーポレーション 東京都 渋谷区
株式会社街路 東京都 杉並区
株式会社冨岡測量設計事務所 東京都 杉並区
医療法人社団明啓会 東京都 杉並区
有限会社　くまりた設計工房 東京都 豊島区
行方建設株式会社 東京都 豊島区
株式会社エーディーエス 東京都 北区
有限会社ニケデザインオフィス 東京都 北区
都ステンレス工業株式会社 東京都 北区
株式会社三企 東京都 荒川区
東京シンコーレザー株式会社 東京都 荒川区
ＭＩＫＡＷＡＹＡ２１株式会社 東京都 荒川区
株式会社アリー 東京都 板橋区
大谷建装工業株式会社 東京都 板橋区
ソセイバイオ株式会社 東京都 板橋区
東創技研株式会社 東京都 板橋区
ニッセイ商工株式会社 東京都 板橋区
有限会社前野電機製作所 東京都 板橋区
株式会社ヤマテ・サイン 東京都 板橋区
有限会社エーエムディーオフィス 東京都 練馬区
株式会社キョウデン 東京都 練馬区
株式会社ＤＡＩＫＵＳＡＮ 東京都 練馬区
株式会社タカラベ 東京都 練馬区
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有限会社丸忠 東京都 練馬区
株式会社久保水道 東京都 足立区
株式会社タイヨータウンコーポレーション 東京都 足立区
株式会社ファミリー工房 東京都 足立区
医療法人社団憲昇会 東京都 葛飾区
有限会社スマイル 東京都 葛飾区
株式会社タカハラ 東京都 葛飾区
富士産業株式会社 東京都 葛飾区
株式会社ＪＳＭ 東京都 江戸川区
株式会社ヒューテック 東京都 江戸川区
有限会社深川ダイス製作所 東京都 江戸川区
株式会社ＰＡＵＬ 東京都 江戸川区
医療法人社団楽遊会 東京都 江戸川区
有限会社浅川土木 東京都 八王子市
株式会社メゾンドゥース 東京都 八王子市
株式会社アーキラボ 東京都 立川市
株式会社セレモア 東京都 立川市
株式会社Tre Monte 東京都 立川市
医療法人社団ひろた歯科 東京都 立川市
医療法人社団　竹の郷 東京都 武蔵野市
株式会社リベスト 東京都 武蔵野市
株式会社ＲＡＰＩＤ　ＰＲＯＧＲＥＳＳ 東京都 青梅市
医療法人社団正聖会 東京都 昭島市
医療法人社団建成会 東京都 調布市
株式会社深光園 東京都 調布市
有限会社廣瀬自動車 東京都 調布市
日本化工機材株式会社 東京都 町田市
株式会社白鳳建設 東京都 町田市
株式会社ランドスケープ測量設計 東京都 小金井市
医療法人社団桜歯会 東京都 小平市
有限会社共立商事 東京都 小平市
医療法人社団SAKさかき皮フ科外科クリニック 東京都 東村山市
株式会社ライフワールド 東京都 国立市
株式会社旭化工 東京都 狛江市
薩摩建設株式会社 東京都 狛江市
ハウスアート有限会社 東京都 東大和市
株式会社GOSHIKI 東京都 武蔵村山市
創栄建設株式会社 東京都 多摩市
株式会社翼建設 東京都 稲城市
アルプ株式会社 東京都 羽村市
有限会社エムフード 東京都 瑞穂町
池田 佳謙 東京都
上原 和 東京都
牛木 宏昌 東京都
岡本 奈奈子 東京都
小川 洋 東京都
小原 弘太郎 東京都
加藤 嘉満 東京都
河合 恒夫 東京都
木脇 三博 東京都
小坂 清弘 東京都
児玉 洋貴 東京都
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清水 達央 東京都
志村 智隆 東京都
申 英均 東京都
杉原 穣 東京都
杉山 貴 東京都
鈴木 淳 東京都
高井 周太郎 東京都
髙山 清志 東京都
竹内 睦 東京都
田澤 裕一 東京都
羽田 裕二 東京都
早瀨 篤志 東京都
古市 知子 東京都
星野 虎生 東京都
茂木 元介 東京都
安田 幸一郎 東京都
横田 武久 東京都
吉崎 志保 東京都
吉野 保江 東京都
吉村 知子 東京都
若原 秀光 東京都
和田 晃輔 東京都
渡邉 義隆 東京都
株式会社アサミホーム 神奈川県 横浜市
株式会社アット・アップ 神奈川県 横浜市
ESメディカル合同会社 神奈川県 横浜市
有限会社いわさき不動産 神奈川県 横浜市
栄光デザイン＆クリエーション株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社エスオーエル 神奈川県 横浜市
株式会社Ｍ＆Ｍ　ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ．Ｉｎｃ． 神奈川県 横浜市
合同会社ＬＤＫ 神奈川県 横浜市
オータックス株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社キョーワハーツ 神奈川県 横浜市
株式会社京浜マリンエンジニアリング 神奈川県 横浜市
株式会社山王 神奈川県 横浜市
清水商事株式会社 神奈川県 横浜市
医療法人社団ＳＭＩＬＥ　ＬＩＦＥ 神奈川県 横浜市
株式会社拓海実業 神奈川県 横浜市
株式会社DESIGNSHIP 神奈川県 横浜市
ナナヨントレード株式会社 神奈川県 横浜市
日本エンジニアリング株式会社 神奈川県 横浜市
フィスコインターナショナル株式会社 神奈川県 横浜市
フォーフェアリー株式会社 神奈川県 横浜市
扶桑電機株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社北辰住宅 神奈川県 横浜市
株式会社北全 神奈川県 横浜市
有限会社まるこ家具店 神奈川県 横浜市
株式会社メイクス 神奈川県 横浜市
株式会社リースキン神奈川 神奈川県 横浜市
株式会社リスペクト 神奈川県 横浜市
株式会社リンク測量 神奈川県 横浜市
六元素情報システム株式会社 神奈川県 横浜市
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有限会社アーツ庭園 神奈川県 川崎市
國友エンジニアリング有限会社 神奈川県 川崎市
株式会社京浜土木研究所 神奈川県 川崎市
医療法人社団歯福会 神奈川県 川崎市
株式会社テクノクラート 神奈川県 川崎市
株式会社東洋内燃機工業社 神奈川県 川崎市
株式会社トレット 神奈川県 川崎市
日本スタッドウェルディング株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社のるすく 神奈川県 川崎市
株式会社灰吹屋薬局 神奈川県 川崎市
ハップ・ビー・ビー株式会社 神奈川県 川崎市
有限会社早川製作所 神奈川県 川崎市
株式会社宮田富工務店 神奈川県 川崎市
最上テック株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社雪平工務店 神奈川県 川崎市
株式会社リサイクルオフ 神奈川県 川崎市
オリオン機械工業株式会社 神奈川県 相模原市
株式会社 小池設備 神奈川県 相模原市
株式会社櫻内工務店 神奈川県 相模原市
株式会社ソーアップ 神奈川県 相模原市
有限会社二戸製作所 神奈川県 相模原市
マイクロエッヂプロセス株式会社 神奈川県 相模原市
株式会社　メイプル 神奈川県 相模原市
有限会社 ら ・ふらんす 神奈川県 相模原市
医療法人社団ＳＥＤ 神奈川県 横須賀市
株式会社弘立 神奈川県 平塚市
高橋金型工業株式会社 神奈川県 平塚市
株式会社Ｍ．Ｐ．Ｓ． 神奈川県 藤沢市
三和工業株式会社 神奈川県 藤沢市
有限会社ベリーグッド 神奈川県 藤沢市
株式会社優ＴＥＣ 神奈川県 藤沢市
株式会社　ランドマーク 神奈川県 藤沢市
ミノン株式会社 神奈川県 小田原市
株式会社ゴーハチシステム 神奈川県 茅ヶ崎市
一般社団法人日本声診断協会 神奈川県 茅ヶ崎市
有限会社湘南サービス 神奈川県 秦野市
株式会社ＴＳＥ 神奈川県 大和市
株式会社Ａｒｃｈｉ　Ｒｅｌｉｅｖｅｒ　Ｐｌｕｓ 神奈川県 伊勢原市
株式会社カナモク 神奈川県 座間市
アーキット株式会社 神奈川県 葉山町
株式会社小田原エンジニアリング 神奈川県 松田町
有限会社熊澤建設 神奈川県 松田町
株式会社一輪建築 神奈川県 開成町
大津 成之 神奈川県
早乙女 亮 神奈川県
佐々木 誠志 神奈川県
下山 秀雄 神奈川県
鈴木 雅彦 神奈川県
武井 順治 神奈川県
田中 俊輔 神奈川県
比留間 一貴 神奈川県
堀内 章 神奈川県
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正木 大介 神奈川県
三科 尚也 神奈川県
三村 邦彦 神奈川県
クライヴ株式会社 新潟県 新潟市
株式会社斎藤建築 新潟県 新潟市
株式会社三和 新潟県 新潟市
株式会社東海林健建築設計事務所 新潟県 新潟市
株式会社マツイフーズ 新潟県 新潟市
株式会社スギモトコーポレーション 新潟県 長岡市
有限会社羽取組 新潟県 長岡市
医療法人社団三間内科医院 新潟県 長岡市
株式会社渋谷工務店 新潟県 村上市
株式会社ゆたかファーム 新潟県 村上市
第一自動車販売㈱ 新潟県 上越市
有限会社エンドー 新潟県 魚沼市
有限会社匠工務店 新潟県 南魚沼市
株式会社昇工務店 新潟県 南魚沼市
清野 功一郎 新潟県
村山 和彦 新潟県
有限会社尾川造園 富山県 富山市
株式会社サイプラ 富山県 富山市
新富観光サービス株式会社 富山県 富山市
株式会社ダイショウ 富山県 富山市
富山クラリオン株式会社 富山県 富山市
株式会社ブレイン 富山県 富山市
株式会社楓 富山県 高岡市
株式会社高美工業 富山県 高岡市
戸出化成株式会社 富山県 高岡市
株式会社ひまわり 富山県 高岡市
株式会社ミヤワキ建設 富山県 高岡市
石川製麺株式会社 富山県 魚津市
有限会社タケ設計 富山県 氷見市
社会福祉法人ちいさな花の福祉会 富山県 小矢部市
株式会社リバン・イシカワ 富山県 南砺市
株式会社前田電設工業 富山県 射水市
称名土木株式会社 富山県 立山町
石黒 由多可 富山県
浜岸 和広 富山県
三田村 聡 富山県
山崎 聖也 富山県
株式会社有川製作所 石川県 金沢市
ウォールドック株式会社 石川県 金沢市
株式会社くるまや中山 石川県 金沢市
株式会社多田運送 石川県 金沢市
社会福祉法人鶴恩真会 石川県 金沢市
株式会社ハヤシ創建 石川県 金沢市
株式会社北陸工建 石川県 金沢市
ラクトシステム株式会社 石川県 金沢市
株式会社　オートメ技研 石川県 小松市
有限会社西脇建築事務所 石川県 小松市
有限会社山ぎし 石川県 加賀市
医療法人社団友心会 石川県 加賀市
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有限会社鈴おき 石川県 白山市
株式会社ビバージュ 石川県 白山市
株式会社栄建ハウス工業 石川県 能美市
株式会社クマモトニット 石川県 能美市
丸吾建設株式会社 石川県 野々市市
株式会社レガシーホールディングス 石川県 野々市市
片口 雅之 石川県
高澤 一良 石川県
夛田 親平 石川県
水口 博志 石川県
株式会社　出雲記念館 福井県 福井市
株式会社マスターピース 福井県 福井市
有限会社丸和製材所 福井県 敦賀市
有限会社小浜こふいん 福井県 小浜市
有限会社カワベ・コーポレーション 福井県 小浜市
株式会社平田不動産 福井県 小浜市
匠建設計株式会社 福井県 大野市
株式会社ジゴスペック 福井県 鯖江市
株式会社木だて家 福井県 越前市
廣瀬企業診断合同会社 福井県 越前市
医療法人慈風会 福井県 坂井市
冨田工業株式会社 福井県 坂井市
笠島 智己 福井県
服部 慎也 福井県
医療法人親江会 山梨県 甲府市
株式会社ドバシ 山梨県 甲府市
有限会社ハウスネット匠 山梨県 甲府市
株式会社フォーチュン 山梨県 甲府市
一般社団法人ライフサポートひかり 山梨県 甲府市
有限会社鈴木産業 山梨県 山梨市
株式会社広瀬土木 山梨県 山梨市
有限会社保坂建設工業 山梨県 南アルプス市
株式会社イチムラボディーショップ 山梨県 甲斐市
有限会社本陣 山梨県 笛吹市
植野興業株式会社 山梨県 甲州市
荻原 和彦 山梨県
長瀬 雅法 山梨県
埴科建設株式会社 長野県 長野市
宮田工業株式会社 長野県 長野市
有限会社泉カーセンター 長野県 松本市
株式会社小林創建 長野県 松本市
有限会社シートメタルジップ 長野県 松本市
株式会社　モモセボデー 長野県 松本市
株式会社ダイワテック 長野県 岡谷市
株式会社タム 長野県 岡谷市
株式会社矢沢設計 長野県 飯田市
有限会社エヌケイ精工 長野県 伊那市
窪田建設株式会社 長野県 駒ヶ根市
有限会社メック 長野県 中野市
株式会社蓼科企画 長野県 茅野市
株式会社庄太郎 長野県 塩尻市
株式会社雫田建設工業 長野県 佐久市
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株式会社北信林業 長野県 佐久市
株式会社フジケイ 長野県 千曲市
有限会社双葉製作所 長野県 辰野町
株式会社箕輪開発 長野県 箕輪町
株式会社マツザワ 長野県 高森町
有限会社マツカワアールアンドディー 長野県 松川村
株式会社フィールドジョイ 長野県 白馬村
有限会社松村建築設計事務所 長野県 野沢温泉村
有限会社みつ星 長野県 飯綱町
青木 昌和 長野県
村田 吉弘 長野県
株式会社坂井田製作所 岐阜県 岐阜市
株式会社日和総合設備 岐阜県 岐阜市
株式会社廣瀬住建 岐阜県 岐阜市
株式会社松波テクノ 岐阜県 岐阜市
丸石株式会社 岐阜県 岐阜市
矢橋林業株式会社 岐阜県 大垣市
井戸建設株式会社 岐阜県 多治見市
有限会社　瀧澤鉄工 岐阜県 多治見市
三千櫻酒造株式会社 岐阜県 中津川市
特定非営利活動法人ＷＯＯＤ　ＡＣ 岐阜県 美濃市
株式会社岸本土建 岐阜県 土岐市
東濃発電株式会社 岐阜県 土岐市
株式会社小森精機 岐阜県 各務原市
常盤工業株式会社 岐阜県 各務原市
大一建設株式会社 岐阜県 山県市
株式会社洞山工務店 岐阜県 山県市
株式会社名畑組 岐阜県 郡上市
熊崎 秀司 岐阜県
株式会社安心堂 静岡県 静岡市
株式会社建築システム 静岡県 静岡市
静清建設株式会社 静岡県 静岡市
有限会社ＤＡＭソウショウ建築 静岡県 静岡市
医療法人社団　俵IVFクリニック 静岡県 静岡市
日本エルダルト株式会社 静岡県 静岡市
山武設備株式会社 静岡県 静岡市
有限会社アイフラワー貿易 静岡県 浜松市
株式会社伊藤車輌 静岡県 浜松市
株式会社加藤建設 静岡県 浜松市
グローバル・リンクス・テクノロジー株式会社 静岡県 浜松市
サン・カネカ建設有限会社 静岡県 浜松市
株式会社澄美家 静岡県 浜松市
株式会社東邦ヤシカ 静岡県 浜松市
有限会社松井熔接所 静岡県 浜松市
株式会社石原組 静岡県 沼津市
株式会社　佐藤建設 静岡県 沼津市
株式会社メモリア倶楽部 静岡県 沼津市
有限会社海老鮮 静岡県 三島市
株式会社アイタック 静岡県 富士宮市
田口建材株式会社 静岡県 富士宮市
大井川鐵道株式会社 静岡県 島田市
株式会社グロージオ 静岡県 島田市

15 / 32 ページ



2020年7月31日

事業者名 都道府県 市区町村

ファムテック株式会社 静岡県 富士市
株式会社ウラノ 静岡県 磐田市
株式会社イートン 静岡県 焼津市
株式会社興栄建設 静岡県 焼津市
有限会社ミラベル 静岡県 藤枝市
日本DMC株式会社 静岡県 御殿場市
有限会社湖西土建 静岡県 湖西市
有限会社スギモトコーポレーション 静岡県 湖西市
有限会社浜野組 静岡県 伊豆市
有限会社斉藤商会 静岡県 御前崎市
明工建設株式会社 静岡県 御前崎市
有限会社国本組 静岡県 西伊豆町
松浦 功 静岡県
株式会社ＩＳレンタリース 愛知県 名古屋市
株式会社愛河調査設計 愛知県 名古屋市
赤津機械株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社アポロンリミテッド 愛知県 名古屋市
株式会社　池田自動車 愛知県 名古屋市
イッコウサポート株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社井藤工業 愛知県 名古屋市
株式会社岩田結納店 愛知県 名古屋市
ｉｎｃｅｎｔｉｖｅ株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ヴァルテック 愛知県 名古屋市
有限会社AJIO 愛知県 名古屋市
株式会社ＨＫホールディングス 愛知県 名古屋市
株式会社エスエスアイ 愛知県 名古屋市
株式会社オギス 愛知県 名古屋市
カイゼン・マーケティング株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ギグル・ディッシュ 愛知県 名古屋市
株式会社共立製作所 愛知県 名古屋市
株式会社共和フーズ 愛知県 名古屋市
グロースリンク税理士法人 愛知県 名古屋市
株式会社グローバルスタッフサービス 愛知県 名古屋市
株式会社好友印刷 愛知県 名古屋市
株式会社子ども未来研究所 愛知県 名古屋市
有限会社サン住宅企画室 愛知県 名古屋市
シナジー株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社諏訪設備工業 愛知県 名古屋市
セントラルインシュアランス株式会社 愛知県 名古屋市
太榮株式会社 愛知県 名古屋市
大功建設株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社千種コーポレーション 愛知県 名古屋市
株式会社中日書房 愛知県 名古屋市
株式会社中部シー・アイ・アイ 愛知県 名古屋市
一般社団法人ドリームサポーター協会 愛知県 名古屋市
中山不動産株式会社 愛知県 名古屋市
名古屋木材株式会社 愛知県 名古屋市
日美株式会社 愛知県 名古屋市
ハウスクリエイト株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社 広島 愛知県 名古屋市
一般社団法人福祉のまどぐち 愛知県 名古屋市
株式会社プレミアムパーツ 愛知県 名古屋市
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株式会社プロダスト 愛知県 名古屋市
有限会社ホームリー 愛知県 名古屋市
本田工業株式会社 愛知県 名古屋市
松浦薬業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社まるい 愛知県 名古屋市
三好塗装工業株式会社 愛知県 名古屋市
有限会社名工建装 愛知県 名古屋市
株式会社名翔テック 愛知県 名古屋市
名西エンジニアリング株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社　名電機製作所 愛知県 名古屋市
株式会社モノプラン 愛知県 名古屋市
有限会社裕建築計画 愛知県 名古屋市
株式会社ヨシワ製作所 愛知県 名古屋市
株式会社ライフプロパティ 愛知県 名古屋市
リンゴボーイデザイン株式会社 愛知県 名古屋市
有限会社アイワ技研 愛知県 岡崎市
株式会社アドミック 愛知県 岡崎市
合資会社永田印刷所 愛知県 岡崎市
ファーストライン株式会社 愛知県 岡崎市
有限会社豊正精機 愛知県 岡崎市
株式会社　丸豊住宅 愛知県 岡崎市
株式会社ヨシダデザイン 愛知県 岡崎市
有限会社梶田モータース 愛知県 一宮市
グランジュッテ株式会社 愛知県 一宮市
鈴一物産株式会社 愛知県 瀬戸市
株式会社エーエムデザイン 愛知県 半田市
オグリ建築デザイン有限会社 愛知県 春日井市
ケアバス・ジャパン株式会社 愛知県 春日井市
有限会社サンコー 愛知県 春日井市
有限会社相互建設 愛知県 春日井市
西山クレーン有限会社 愛知県 春日井市
社会福祉法人桃源堂福祉会 愛知県 豊川市
有限会社村田材木店 愛知県 豊川市
株式会社愛豊精機製作所 愛知県 津島市
株式会社サワテツ 愛知県 碧南市
有限会社本郷工業 愛知県 刈谷市
シーブライト株式会社 愛知県 豊田市
株式会社ディーピーエス 愛知県 豊田市
有限会社豊正金型 愛知県 豊田市
宮川建設株式会社 愛知県 豊田市
株式会社モンキーポッド 愛知県 豊田市
株式会社安水建設 愛知県 安城市
ＫＳＫ　ＰＬＵＭＢＩＮＧ合同会社 愛知県 安城市
株式会社タケヒロ 愛知県 安城市
中京エフ・ティー株式会社 愛知県 安城市
中部自動車販売株式会社 愛知県 安城市
有限会社あい 愛知県 西尾市
株式会社ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ 愛知県 西尾市
株式会社FUNNY COMPANY 愛知県 西尾市
山庄株式会社 愛知県 西尾市
有限会社蒲郡印刷所 愛知県 蒲郡市
株式会社オービック 愛知県 常滑市
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株式会社江南工業所 愛知県 江南市
株式会社林本組 愛知県 江南市
株式会社アスコン 愛知県 小牧市
株式会社メディカルブレイン 愛知県 小牧市
株式会社ワークス 愛知県 小牧市
株式会社ワンズホーム 愛知県 大府市
株式会社カネヒラ 愛知県 知多市
高浜電工株式会社 愛知県 高浜市
有限会社テクノ山内 愛知県 豊明市
株式会社伊藤土建 愛知県 田原市
株式会社マエザワ 愛知県 田原市
有限会社外川建築設計事務所 愛知県 清須市
株式会社宮崎設備工業 愛知県 清須市
falcoc株式会社 愛知県 北名古屋市
三宅建設株式会社 愛知県 みよし市
ＯＴＡ株式会社 愛知県 蟹江町
兼弥産業株式会社 愛知県 南知多町
阿部 雅代 愛知県
稲葉 誠 愛知県
今野 一朗 愛知県
菅生 光洋 愛知県
竹中 勝治 愛知県
坪内 俊英 愛知県
服部 信康 愛知県
山下 満 愛知県
東海アヅミテクノ株式会社 三重県 津市
株式会社ファミリーエクステリア 三重県 津市
株式会社小川建築 三重県 四日市市
株式会社郷土活性化 三重県 四日市市
株式会社Ｋ－ＰＬＡＮＮＩＮＧ 三重県 四日市市
有限会社サクラテック 三重県 四日市市
有限会社平野商会 三重県 四日市市
株式会社アイフク・テック 三重県 伊勢市
株式会社いとう 三重県 伊勢市
株式会社エム・アイ 三重県 伊勢市
有限会社おかデンタルラボ 三重県 伊勢市
株式会社誠建設 三重県 松阪市
有限会社ホリ 三重県 桑名市
株式会社 水谷精機工作所 三重県 桑名市
株式会社エース設備 三重県 鈴鹿市
電設マルーセイ有限会社 三重県 鈴鹿市
株式会社Ｙｕｕｋｉ　Ｊａｐａｎ 三重県 鈴鹿市
株式会社ＹＥＳ 三重県 鈴鹿市
三重県建設労働組合名張支部 三重県 名張市
有限会社村口畳工房 三重県 名張市
株式会社亀川組 三重県 鳥羽市
吉野熊野新聞社有限会社 三重県 熊野市
奥岡建設工業株式会社 三重県 いなべ市
有限会社伊勢志摩冷凍 三重県 志摩市
株式会社上村工務店 三重県 志摩市
有限会社宇田ミート 三重県 志摩市
有限会社南英コンサルタント 三重県 志摩市
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奥建設株式会社 三重県 伊賀市
有限会社マスダ重工 三重県 菰野町
株式会社新生わたらい茶 三重県 度会町
河西 誠二郎 三重県
栗田 明寛 三重県
株式会社江口測量設計事務所 滋賀県 大津市
有限会社ＬＳＢ 滋賀県 大津市
株式会社近江庭園 滋賀県 大津市
有限会社カムロ 滋賀県 大津市
株式会社行動科学研究所 滋賀県 大津市
株式会社シェアリングエイド 滋賀県 大津市
株式会社関組 滋賀県 大津市
大洋厨房株式会社 滋賀県 大津市
株式会社ドリーム 滋賀県 大津市
株式会社ナカテック 滋賀県 大津市
株式会社オネスト 滋賀県 彦根市
龍匠インバート有限会社 滋賀県 彦根市
株式会社ナレッジ 滋賀県 長浜市
株式会社バイオマスアグリゲーション 滋賀県 長浜市
株式会社早川鐵工 滋賀県 長浜市
株式会社松吉土地 滋賀県 近江八幡市
みやび建設株式会社 滋賀県 近江八幡市
株式会社ワークホームズ 滋賀県 近江八幡市
社会福祉法人誠光福祉会 滋賀県 草津市
合同会社ふくろう 滋賀県 草津市
医療法人守山内科クリニック 滋賀県 守山市
株式会社Rose Universe 滋賀県 守山市
滋賀県自動車協同組合 滋賀県 湖南市
株式会社青谷建築工房 滋賀県 高島市
株式会社ＰＥＧ 滋賀県 高島市
株式会社ジッセント・シップ 滋賀県 東近江市
株式会社みらいパーク竜王 滋賀県 竜王町
株式会社ミヤジマ 滋賀県 多賀町
石黒 健太 滋賀県
片桐 裕 滋賀県
小杉 裕紀 滋賀県
山添 真司 滋賀県
アプナップ株式会社 京都府 京都市
生田産機工業株式会社 京都府 京都市
株式会社岩本製作所 京都府 京都市
株式会社　大野鉄工所 京都府 京都市
株式会社オクダ 京都府 京都市
株式会社河内商事 京都府 京都市
共栄テック株式会社 京都府 京都市
社会福祉法人京都ワークハウス 京都府 京都市
株式会社ケイデック 京都府 京都市
株式会社コード 京都府 京都市
株式会社御所飴本舗 京都府 京都市
株式会社小菅工務店 京都府 京都市
株式会社小西商店 京都府 京都市
株式会社最上インクス 京都府 京都市
佐々木塗料株式会社 京都府 京都市
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株式会社大政工務店 京都府 京都市
株式会社高瀬装束店 京都府 京都市
株式会社TNA設計 京都府 京都市
株式会社寺田組 京都府 京都市
株式会社東京セロレーベル 京都府 京都市
バンネットワーク株式会社 京都府 京都市
株式会社フェイト 京都府 京都市
豆田商事株式会社 京都府 京都市
Ｍｅｄｉｃｏ－ｔｅｃ株式会社 京都府 京都市
株式会社ヤスダモデル 京都府 京都市
株式会社若林製作所 京都府 京都市
株式会社ABCフーズサービス 京都府 舞鶴市
新生商事有限会社 京都府 宇治市
株式会社ナンゴー 京都府 宇治市
有限会社ガーデン 京都府 亀岡市
星和電機工事株式会社 京都府 亀岡市
社会福祉法人利生会 京都府 亀岡市
株式会社前広 京都府 向日市
医療法人社団健成会 京都府 八幡市
株式会社京都ベストホーム 京都府 京田辺市
ニトー工業株式会社 京都府 京丹後市
有限会社コーワレーザー 京都府 久御山町
有限会社清水精工 京都府 久御山町
入江 哲生 京都府
占部 綾子 京都府
大橋 正勝 京都府
神谷 修志 京都府
小城 拓也 京都府
佐久間 譲 京都府
竹村 幸子 京都府
常岡 聖 京都府
内藤 素子 京都府
堀江 聡 京都府
株式会社アールアイ 大阪府 大阪市
株式会社芦沢設計 大阪府 大阪市
アズポケット株式会社 大阪府 大阪市
足立硝子株式会社 大阪府 大阪市
有限会社アプロハウジング 大阪府 大阪市
いたや木材有限会社 大阪府 大阪市
株式会社ウィンウィン 大阪府 大阪市
株式会社Ｈ．Ｋ．Ｋインベストメント 大阪府 大阪市
株式会社ＡＩ 大阪府 大阪市
ＦＣＭ株式会社 大阪府 大阪市
有限会社　エム・シー・エス 大阪府 大阪市
株式会社大阪萬幸堂 大阪府 大阪市
株式会社大阪磨ナット製作所 大阪府 大阪市
株式会社岡設備 大阪府 大阪市
株式会社岡田製作所 大阪府 大阪市
有限会社　ガウディホーム 大阪府 大阪市
株式会社川口建設 大阪府 大阪市
北側物産株式会社 大阪府 大阪市
株式会社キャムキャスト７ 大阪府 大阪市
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株式会社グラッドキューブ 大阪府 大阪市
グリップアカウンティングサービス株式会社 大阪府 大阪市
株式会社クロスオーバー 大阪府 大阪市
ケイ・アイ・ティー株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ケンショウ 大阪府 大阪市
医療法人孝陽会 大阪府 大阪市
株式会社コンサス 大阪府 大阪市
株式会社サキカワ 大阪府 大阪市
株式会社サクラコーポレーション 大阪府 大阪市
ｓｕｎ－Ｑ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社三登 大阪府 大阪市
株式会社サンプロシード 大阪府 大阪市
合資会社ジーアイコーディネート事務所 大阪府 大阪市
２ｎｄＴａｂｌｅ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社全土木 大阪府 大阪市
株式会社ＴＩＧＥＲ９３ 大阪府 大阪市
大和企業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社　高下設計 大阪府 大阪市
高山建設株式会社 大阪府 大阪市
有限会社竹本工務店 大阪府 大阪市
田中水設株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ツタハラ 大阪府 大阪市
株式会社ディテール 大阪府 大阪市
株式会社デコカンパニー 大阪府 大阪市
医療法人藤秀会ＮＤＫデンタル真法院 大阪府 大阪市
株式会社中尾工作所 大阪府 大阪市
西野建設工業株式会社 大阪府 大阪市
ニチダイ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社日成アドバンス 大阪府 大阪市
日本スクリーン株式会社 大阪府 大阪市
有限会社　ニューテック 大阪府 大阪市
株式会社Ｈｏｕｓｅ　Ｇｒｏｕｐ 大阪府 大阪市
ハシダ技研工業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社長谷川螺子製作所 大阪府 大阪市
株式会社ハヤシゴ 大阪府 大阪市
株式会社ビーキューブ 大阪府 大阪市
株式会社ヒューテック 大阪府 大阪市
株式会社FASCINATE 大阪府 大阪市
フードテクノエンジニアリング株式会社 大阪府 大阪市
株式会社フォーグッドコンサルティング 大阪府 大阪市
株式会社プランニングジェイ 大阪府 大阪市
株式会社プレジャージーン 大阪府 大阪市
株式会社ベストサーブ 大阪府 大阪市
明和通信工業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ 大阪府 大阪市
医療法人横田クリニック 大阪府 大阪市
横山機工株式会社 大阪府 大阪市
ヨモツ工業株式会社 大阪府 大阪市
ライフサイクル株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ライフデザイン 大阪府 大阪市
菱和建設株式会社 大阪府 大阪市
株式会社Rudire 大阪府 大阪市
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株式会社わんピース 大阪府 大阪市
株式会社井上自動車 大阪府 堺市
エスティースポーツ株式会社 大阪府 堺市
株式会社サンユー都市開発 大阪府 堺市
税理士法人　杉本・正月 大阪府 堺市
株式会社セイコー住研 大阪府 堺市
株式会社ＺＥＲＯＫＡＬＡ 大阪府 堺市
大拓木材株式会社 大阪府 堺市
株式会社辻本鉄工所 大阪府 堺市
株式会社ライム 大阪府 堺市
株式会社リベルティーノ 大阪府 堺市
株式会社Reco 大阪府 堺市
合同会社グルーン 大阪府 岸和田市
医療法人小池診療所 大阪府 豊中市
株式会社大新製作所 大阪府 豊中市
株式会社ＰＲＯＤＵＣＥ 大阪府 豊中市
有限会社ヤマショー 大阪府 豊中市
株式会社空間デザイン 大阪府 吹田市
ケイエス建設株式会社 大阪府 吹田市
有限会社三愛ビジネス 大阪府 吹田市
株式会社ネキスト 大阪府 吹田市
株式会社MAMENOKI　COMPANY 大阪府 泉大津市
株式会社武建築工房 大阪府 高槻市
株式会社カジノ 大阪府 守口市
株式会社ＢＵＤＤＹ 大阪府 守口市
ありさ住宅株式会社 大阪府 枚方市
小野工業株式会社 大阪府 枚方市
株式会社ＮＡＲＵＭＩ 大阪府 枚方市
株式会社藤原造園土木 大阪府 枚方市
株式会社スピンドル技研 大阪府 茨木市
株式会社清電舎 大阪府 茨木市
株式会社ＹＳＫ 大阪府 八尾市
株式会社大真工務店 大阪府 泉佐野市
医療法人育歩会坂井歯科医院 大阪府 寝屋川市
株式会社貞光興産 大阪府 寝屋川市
株式会社ヨシデン 大阪府 寝屋川市
株式会社河内葬祭 大阪府 河内長野市
有限会社エーケーメディカル 大阪府 松原市
株式会社マツデン 大阪府 大東市
株式会社あかさかホーム 大阪府 和泉市
株式会社アベント 大阪府 箕面市
有限会社　ワークアップ 大阪府 摂津市
Ｉ・Ｔ・Ｏ株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社ＳＫＢ 大阪府 東大阪市
海部産業株式会社 大阪府 東大阪市
有限会社カワイ彫刻工芸 大阪府 東大阪市
株式会社ケイ・ツーロジネット 大阪府 東大阪市
医療法人光洋会 大阪府 東大阪市
株式会社ネストホーム 大阪府 東大阪市
株式会社フレネルライン 大阪府 東大阪市
医療法人山田歯科矯正歯科 大阪府 東大阪市
株式会社ナカタコーポレーション 大阪府 四條畷市
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桜井建創株式会社 大阪府 熊取町
秋葉 俊輔 大阪府
荒木 啓伸 大阪府
安藤 浩充 大阪府
岩住 征紀 大阪府
岡本 仁志 大阪府
笠 茂樹 大阪府
金岡 昌燁 大阪府
北谷 真 大阪府
澤﨑 安弘 大阪府
白井 栄二 大阪府
菅 竜也 大阪府
菅野 茂人 大阪府
杉原 良朋 大阪府
田端 一雅 大阪府
玉田 清 大阪府
東條 雅彦 大阪府
時實 修一郎 大阪府
中西 時彦 大阪府
兵埜 文則 大阪府
藤村 公一 大阪府
桝家 由和 大阪府
松田 信介 大阪府
松谷 隆之 大阪府
三谷 洋 大阪府
安岡 優造 大阪府
山上 勝久 大阪府
山下 大輔 大阪府
山本 一博 大阪府
山本 洋幸 大阪府
横尾 美晴 大阪府
吉沢 淳之介 大阪府
株式会社アシスト管理 兵庫県 神戸市
株式会社アパートメント 兵庫県 神戸市
株式会社インザリバー 兵庫県 神戸市
株式会社ＡＪＴ 兵庫県 神戸市
Ｌ＆Ｇ株式会社 兵庫県 神戸市
有限会社カンダ 兵庫県 神戸市
ｃｏｃｏｃｒｅａｔｅ株式会社 兵庫県 神戸市
親和パッケージ株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社ダイヤ工務店 兵庫県 神戸市
株式会社竹組 兵庫県 神戸市
田中輸送株式会社 兵庫県 神戸市
有限会社辻野商店 兵庫県 神戸市
株式会社日輝 兵庫県 神戸市
株式会社マーレマーレ・ジャパン 兵庫県 神戸市
株式会社モダンライフハウジング 兵庫県 神戸市
ユタカ産業株式会社 兵庫県 神戸市
アマノ自動車株式会社 兵庫県 姫路市
株式会社エイトテクノ 兵庫県 姫路市
株式会社鈴木金属 兵庫県 姫路市
株式会社泰宏土地 兵庫県 姫路市
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龍田紡績株式会社 兵庫県 姫路市
株式会社ＨＡＤＡ　ＢＡＳＥ 兵庫県 姫路市
社会福祉法人ひびき福祉会 兵庫県 姫路市
みなとジオマネジメント株式会社 兵庫県 姫路市
株式会社明神綜合建設 兵庫県 姫路市
建築工房サワムラ株式会社 兵庫県 西宮市
浜中建設株式会社 兵庫県 西宮市
株式会社ブランカ 兵庫県 芦屋市
光建工株式会社 兵庫県 伊丹市
有限会社小林水道工業所 兵庫県 相生市
ワタキ自動車株式会社 兵庫県 豊岡市
有限会社Ivy 兵庫県 加古川市
税理士法人アクトライズ 兵庫県 加古川市
株式会社Ｍａｒｓ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 兵庫県 宝塚市
医療法人社団輝星会 兵庫県 小野市
有限会社吉岡刃物製作所 兵庫県 小野市
宮下設備工業株式会社 兵庫県 三田市
株式会社山組 兵庫県 三田市
荒木エフマシン株式会社 兵庫県 加西市
株式会社ミラエ 兵庫県 加西市
株式会社くまだ建工社 兵庫県 養父市
株式会社　尾田建設 兵庫県 淡路市
ヤシロコンポジット株式会社 兵庫県 加東市
株式会社協栄メディカルサービス 兵庫県 猪名川町
株式会社佐橋動物病院 兵庫県 猪名川町
株式会社安井工務店 兵庫県 猪名川町
越智 敏幸 兵庫県
北野 慎二 兵庫県
作元 友真 兵庫県
佐原 三枝子 兵庫県
宗宮 朋之 兵庫県
高井 良二 兵庫県
高端 泰伸 兵庫県
田中 淳子 兵庫県
鶴田 芳男 兵庫県
西本 英敏 兵庫県
水尻 大希 兵庫県
ノードデザインオフィス株式会社 奈良県 奈良市
株式会社ゆうき建築工房 奈良県 奈良市
吉田機電株式会社 奈良県 奈良市
株式会社エコノレッグ 奈良県 大和高田市
KOSネットワーク株式会社 奈良県 天理市
株式会社和田工務店 奈良県 天理市
株式会社癒しの手 奈良県 生駒市
注染工房株式会社 奈良県 斑鳩町
株式会社予土建設 奈良県 上牧町
加藤 英昭 奈良県
高田 利之 奈良県
中島 和美 奈良県
栄興木材株式会社 和歌山県 和歌山市
有限会社京和機工 和歌山県 和歌山市
株式会社コメチウ 和歌山県 和歌山市
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東洋検査工業株式会社 和歌山県 和歌山市
有限会社藤本青果 和歌山県 和歌山市
有限会社和成商会 和歌山県 和歌山市
ＷＩＮＤＲＯＡＤ株式会社 和歌山県 海南市
株式会社　田中鉄工建設 和歌山県 橋本市
株式会社早和果樹園 和歌山県 有田市
医療法人淳心会 和歌山県 田辺市
医療法人ゆかり歯科 和歌山県 田辺市
Ｌｅ　Ｃｏｅｕｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 和歌山県 田辺市
株式会社二葉建設 和歌山県 紀の川市
雑賀 晴海 和歌山県
細尾 茂 和歌山県
株式会社きたむら自動車整備工場 鳥取県 鳥取市
鳥取科学器械株式会社 鳥取県 鳥取市
石田リフォームネット株式会社 鳥取県 米子市
特定非営利活動法人ｅｖｅｒ　ｇｒｅｅｎ 鳥取県 米子市
株式会社DAYS 鳥取県 米子市
beRIS1NG合同会社 鳥取県 米子市
株式会社米子マツダ 鳥取県 米子市
有限会社本条書店 鳥取県 日南町
株式会社細田商店 鳥取県 日野町
協同組合島根県鐵工会 島根県 松江市
東洋ソーラー株式会社 島根県 松江市
株式会社カイハツ 島根県 出雲市
株式会社パリサ 島根県 出雲市
長嶺建設株式会社 島根県 津和野町
株式会社アース・ゲイン 岡山県 岡山市
アンゼン施設工業株式会社 岡山県 岡山市
株式会社イノテック 岡山県 岡山市
株式会社エム・ローズ 岡山県 岡山市
岡山精電工業株式会社 岡山県 岡山市
医療法人おやいづ歯科 岡山県 岡山市
株式会社木村建築設計事務所 岡山県 岡山市
株式会社グランツ設計 岡山県 岡山市
医療法人さながわ歯科クリニック 岡山県 岡山市
株式会社　G&S 岡山県 岡山市
医療法人心和会 岡山県 岡山市
株式会社タカワークス 岡山県 岡山市
株式会社福浜木工所 岡山県 岡山市
丸建道路株式会社 岡山県 岡山市
株式会社ミトラ産業 岡山県 岡山市
株式会社　リプロ 岡山県 岡山市
株式会社ＡＮＤ　ＦＩＮＥ 岡山県 倉敷市
高田織物株式会社 岡山県 倉敷市
株式会社アドバン 岡山県 津山市
有限会社クラフトハウス 岡山県 津山市
有限会社山根工務店 岡山県 津山市
井田建設有限会社 岡山県 総社市
株式会社ダイドーテクノ 岡山県 総社市
エヌ＆パートナーズ株式会社 岡山県 瀬戸内市
株式会社Mｔ．ベアー 岡山県 赤磐市
ハヤセ株式会社 岡山県 美作市

25 / 32 ページ



2020年7月31日

事業者名 都道府県 市区町村

有限会社浦山工務店 岡山県 鏡野町
ユニカス工業株式会社 岡山県 奈義町
浅野 直子 岡山県
石坂 昌弘 岡山県
佐藤 啓史 岡山県
佐藤 悠馬 岡山県
中村 聖也 岡山県
森 由夏 岡山県
株式会社アスミル 広島県 広島市
ウォーターポイント株式会社 広島県 広島市
有限会社奥本鉄工所 広島県 広島市
医療法人おひさま歯科・小児歯科 広島県 広島市
カオル建設（株） 広島県 広島市
有限会社垣井建設 広島県 広島市
株式会社　栗原製作所 広島県 広島市
株式会社サンクティ 広島県 広島市
株式会社ショウエイ 広島県 広島市
株式会社障がい者ライフサポート 広島県 広島市
株式会社新開経営センター 広島県 広島市
新庄みそ株式会社 広島県 広島市
株式会社ＳＷＩＴＣＨ 広島県 広島市
高橋塗装工業株式会社 広島県 広島市
西研株式会社 広島県 広島市
株式会社ニュートン 広島県 広島市
深川医療器株式会社 広島県 広島市
株式会社フジタコーポレーション 広島県 広島市
株式会社フルケア 広島県 広島市
真志田建材株式会社 広島県 広島市
明伸建設コンサルタント株式会社 広島県 広島市
株式会社夢みらい 広島県 広島市
株式会社リレイ 広島県 広島市
株式会社ロードマックス 広島県 広島市
株式会社カープランニング広島 広島県 尾道市
株式会社ＣｌｏｗｎＷｏｒｋｓ 広島県 尾道市
株式会社樹本建設 広島県 福山市
信栄産業有限会社 広島県 福山市
平井建設株式会社 広島県 福山市
川口商事株式会社 広島県 東広島市
株式会社ルマンオート 広島県 東広島市
社会福祉法人くさのみ福祉会 広島県 廿日市市
淺井 公子 広島県
新居 哲也 広島県
荒瀬 秀俊 広島県
沖胡 聡司 広島県
勝島 康次郎 広島県
小林 修之 広島県
佐々木 紀子 広島県
沢田 慎次郎 広島県
菅田 茂樹 広島県
竹内 みちる 広島県
谷本 哲男 広島県
得能 宏一 広島県
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益池 勝 広島県
宮本 晃次 広島県
保道 里絵 広島県
山中 竜幸 広島県
税理士法人エンクリード 山口県 下関市
株式会社高田 山口県 下関市
医療法人社団卓心会 山口県 下関市
株式会社ライズイノベーション 山口県 下関市
有限会社スギモト産業 山口県 宇部市
医療法人Ｇｒｏｗのうみ歯科・キッズデンタルクリニック 山口県 山口市
株式会社建築工房月見川 山口県 萩市
山根建築株式会社 山口県 防府市
国益建設株式会社 山口県 下松市
株式会社太昭組 山口県 岩国市
株式会社ＣＨＡＴＡＮＩ 山口県 岩国市
株式会社おきた 山口県 長門市
株式会社マルニ 山口県 周南市
有限会社田中海産 山口県 周防大島町
サポート株式会社 徳島県 徳島市
株式会社城工務店 徳島県 徳島市
株式会社Ｓｌｕｒ 徳島県 徳島市
ラッフルズホーム株式会社 徳島県 徳島市
有限会社近藤工務店 徳島県 三好市
助田 武博 徳島県
森高 傑 徳島県
株式会社Expand 香川県 高松市
有限会社大熊組 香川県 高松市
株式会社グリーンフィールドグラーフィク 香川県 高松市
社会福祉法人光寿会 香川県 高松市
さかえドライ株式会社 香川県 高松市
株式会社タクテック 香川県 高松市
株式会社さぬき屋源助 香川県 観音寺市
株式会社すぎむら 香川県 観音寺市
藤岡設備株式会社 香川県 観音寺市
株式会社牡蠣屋りょうせん 香川県 多度津町
合同会社三宅建築 香川県 まんのう町
安部 直樹 香川県
株式会社アミックインターナショナル 愛媛県 松山市
株式会社　ヴァンサンカン 愛媛県 松山市
株式会社エルパティオ 愛媛県 松山市
有限会社ケイワイプランニング 愛媛県 松山市
有限会社茂川建築設計事務所 愛媛県 松山市
株式会社大建設計工務 愛媛県 松山市
株式会社日本キャリア工業 愛媛県 松山市
有限会社福田瓦工業 愛媛県 松山市
株式会社ユニオン技研 愛媛県 松山市
株式会社ＭＢＳ 愛媛県 今治市
株式会社アソシエス 愛媛県 新居浜市
株式会社ＳＡＮＫＡＲＩ 愛媛県 新居浜市
株式会社山田特殊技研DICE 愛媛県 西条市
株式会社ダイムワン 愛媛県 四国中央市
株式会社中央ステンレス 愛媛県 四国中央市
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有限会社アシスト 愛媛県 松前町
有限会社大星 愛媛県 砥部町
アールシステム株式会社 高知県 高知市
有限会社東洋瓦 高知県 高知市
株式会社海訪屋 高知県 高知市
山下電機株式会社 高知県 高知市
有限会社布電業社 高知県 宿毛市
有限会社横倉石材 高知県 越知町
医療法人愛彩会 福岡県 北九州市
株式会社ＡＮＤ’ＳＵＰＰＯＲＴ 福岡県 北九州市
株式会社九州日昌 福岡県 北九州市
株式会社新美 福岡県 北九州市
医療法人真美会 福岡県 北九州市
株式会社瀬登 福岡県 北九州市
戸畑土建工業株式会社 福岡県 北九州市
株式会社パナミューズ 福岡県 北九州市
株式会社Ｕ５ 福岡県 北九州市
株式会社リン・リン 福岡県 北九州市
株式会社レアリード 福岡県 北九州市
医療法人若愛会 福岡県 北九州市
株式会社アイジーエヌ 福岡県 福岡市
株式会社旭鑑定補償 福岡県 福岡市
株式会社栄住産業 福岡県 福岡市
有限会社エイワン 福岡県 福岡市
医療法人ＳＳＣ 福岡県 福岡市
株式会社ｅｔｅｒｎｏ 福岡県 福岡市
合同会社ＬＥＣ 福岡県 福岡市
エンドライン株式会社 福岡県 福岡市
オージーテック株式会社 福岡県 福岡市
オールイン株式会社 福岡県 福岡市
株式会社オルターブース 福岡県 福岡市
株式会社グラントプラス 福岡県 福岡市
株式会社建築企画コム・フォレスト 福岡県 福岡市
株式会社後藤産業 福岡県 福岡市
株式会社ＴＨＥ　ＦＲＥＥＤＯＭ 福岡県 福岡市
株式会社ジャムコン 福岡県 福岡市
株式会社スタジオ・デジタルプラス 福岡県 福岡市
合同会社TAKETWO 福岡県 福岡市
株式会社ToeSoxJapan 福岡県 福岡市
株式会社トーホー設備設計 福岡県 福岡市
株式会社とり祥 福岡県 福岡市
株式会社Ｎａｎｏテックス 福岡県 福岡市
株式会社西日本洗管サービス 福岡県 福岡市
日伸産業株式会社 福岡県 福岡市
ヌースアカデメイア合同会社 福岡県 福岡市
株式会社ヌースコーポレーション 福岡県 福岡市
株式会社ピースフルベーシス 福岡県 福岡市
株式会社ファイブステージ 福岡県 福岡市
株式会社Ｖ．ｒｏａｄ 福岡県 福岡市
福岡社会保険労務士法人 福岡県 福岡市
福岡印刷株式会社 福岡県 福岡市
不動商事株式会社 福岡県 福岡市
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医療法人松尾小児科医院 福岡県 福岡市
株式会社マリゾンＰＷＣ 福岡県 福岡市
株式会社丸徳 福岡県 福岡市
株式会社森裕建築設計事務所 福岡県 福岡市
ゆうゆうの里株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ルーミックス 福岡県 福岡市
レックコレクティブ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ロジャーサービス 福岡県 福岡市
株式会社ｗｏｒｋ３ 福岡県 福岡市
有限会社ワイズダイニング 福岡県 福岡市
ワウルド・スタディ合同会社 福岡県 福岡市
株式会社ワオ 福岡県 福岡市
有限会社北島建築研究所 福岡県 久留米市
株式会社Ground A field 福岡県 久留米市
有限会社久留米第一自動車学校 福岡県 久留米市
株式会社寿ダイニング 福岡県 久留米市
有限会社スズキワークス久留米 福岡県 久留米市
株式会社ＬＹＮＮ 福岡県 久留米市
医療法人はやま歯科医院 福岡県 飯塚市
有限会社英興建設 福岡県 柳川市
有限会社アプランケアサービス 福岡県 八女市
東晃設備工業株式会社 福岡県 大川市
医療法人古澤こども歯科クリニック 福岡県 春日市
株式会社フェニックスソリューションズ 福岡県 大野城市
有限会社白木造園土木 福岡県 宗像市
イエノコト株式会社 福岡県 太宰府市
東洋ステンレス研磨工業株式会社 福岡県 太宰府市
株式会社壱縁 福岡県 古賀市
株式会社久衛組 福岡県 嘉麻市
有限会社櫻田石材店 福岡県 朝倉市
株式会社ｓｈｅｍｉｎ 福岡県 朝倉市
三角建設株式会社 福岡県 糸島市
有限会社渡辺石材店 福岡県 那珂川市
株式会社ＨＡＹＡＴＥ 福岡県 志免町
学校法人水巻学園 福岡県 水巻町
株式会社トムラス 福岡県 岡垣町
有限会社原野製茶本舗 福岡県 広川町
井上 俊英 福岡県
岩本 幹夫 福岡県
新海 孝治 福岡県
田中 敏治 福岡県
野村 正一郎 福岡県
村田 省三 福岡県
渡邊 大我 福岡県
株式会社永楽園 佐賀県 佐賀市
株式会社住工房プラスアルファ 佐賀県 佐賀市
株式会社ホームサポート 佐賀県 佐賀市
社会福祉法人みんなのお世話 佐賀県 佐賀市
日唐建鉄株式会社 佐賀県 唐津市
有限会社松永木工所 佐賀県 唐津市
有限会社ＷｅｅＤ 佐賀県 鳥栖市
株式会社坂口組 佐賀県 鳥栖市
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株式会社日本建設公社 佐賀県 武雄市
中尾建設株式会社 佐賀県 鹿島市
学校法人牛津ルーテル学園 佐賀県 小城市
株式会社古賀製作所 佐賀県 小城市
株式会社ＭＡＣアーキテクツ 佐賀県 神埼市
池田 真樹 佐賀県
草場 誠治 佐賀県
小森 正明 佐賀県
塚田 知美 佐賀県
アンドメディカルコンサルティング株式会社 長崎県 長崎市
有限会社　正文社印刷所 長崎県 長崎市
協和商工株式会社 長崎県 佐世保市
社会福祉法人佐世保市手をつなぐ育成会 長崎県 佐世保市
流体テクノ株式会社 長崎県 佐世保市
有限会社巧電設 長崎県 島原市
有限会社辻村組 長崎県 島原市
有限会社仲よし 長崎県 島原市
有限会社いーホーム久米不動産商事 長崎県 諫早市
株式会社MTM企画 長崎県 諫早市
株式会社小島工作所 長崎県 諫早市
株式会社伸工舎 長崎県 諫早市
有限会社ノボル電工社 長崎県 諫早市
有限会社アラキ 長崎県 大村市
有限会社浦上工務店 長崎県 平戸市
有限会社林建設 長崎県 平戸市
有限会社西彼ダイヤモンド工業 長崎県 西海市
永田鉄工株式会社 長崎県 雲仙市
農事組合法人ながさき南部生産組合 長崎県 南島原市
岩永 義勝 長崎県
株式会社エヌピーアイ 熊本県 熊本市
三和電工設備株式会社 熊本県 熊本市
シーズグロースアーキテクト株式会社 熊本県 熊本市
株式会社Ｇｓｐｅｃ 熊本県 熊本市
株式会社シン・空間研究所 熊本県 熊本市
株式会社ゼスト 熊本県 熊本市
株式会社ニーズ 熊本県 熊本市
株式会社晴喜製作所 熊本県 熊本市
株式会社宮本フードサービス 熊本県 熊本市
株式会社Lives 熊本県 熊本市
菊池オイルサービス有限会社 熊本県 菊池市
社会福祉法人恵山会 熊本県 上天草市
株式会社グリーンライフ・コガ 熊本県 阿蘇市
合資会社山部石油店 熊本県 阿蘇市
有限会社田邉工業所 熊本県 玉東町
合同会社ＡＯＺＯＲＡ 熊本県 大津町
株式会社明星 熊本県 菊陽町
医療法人社団泰泉会牟田内科医院 熊本県 御船町
有限会社一期崎緑化造園 熊本県 芦北町
株式会社フクマツ建設 熊本県 芦北町
角田 新一 熊本県
小栁 政隆 熊本県
竹光 孝司 熊本県
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松原 昭吾 熊本県
分山 和男 熊本県
社会福祉法人アップルミント 大分県 大分市
合資会社ｅ－ハウス 大分県 大分市
株式会社AIC 大分県 大分市
株式会社桑野設計 大分県 大分市
社会保険労務士法人三交会 大分県 大分市
社会福祉法人新樹会 大分県 大分市
有限会社関建材 大分県 大分市
株式会社タカラ不動産 大分県 大分市
医療法人たまい小児科 大分県 大分市
有限会社ピーエムラボ 大分県 大分市
株式会社フェローワールド 大分県 大分市
株式会社Ａｓ　Ｏｎｅ 大分県 別府市
株式会社三洋産業 大分県 別府市
有限会社せんざん 大分県 別府市
株式会社創建 大分県 別府市
医療法人怜知会ミヨシ医院 大分県 別府市
株式会社イノヴィスコンサルタント 大分県 佐伯市
九建設計株式会社 大分県 佐伯市
アジョールＪマニュファクチャリング株式会社 大分県 宇佐市
株式会社幸栄 大分県 豊後大野市
株式会社元リゾート 大分県 由布市
株式会社ＩＡＢＣ 宮崎県 宮崎市
株式会社アイデン 宮崎県 宮崎市
株式会社岡﨑組 宮崎県 宮崎市
株式会社金丸食鳥 宮崎県 宮崎市
株式会社新福 宮崎県 宮崎市
株式会社日髙本店 宮崎県 宮崎市
宮崎商工会議所 宮崎県 宮崎市
ユナイト株式会社 宮崎県 宮崎市
株式会社内枦保住建 宮崎県 都城市
エスケーハウス株式会社 宮崎県 都城市
株式会社南国アルミセンター 宮崎県 都城市
有限会社要水道設備 宮崎県 日南市
玉田商事株式会社 宮崎県 日南市
株式会社永井建設 宮崎県 小林市
有限会社別府建設 宮崎県 小林市
きみどり工房合同会社 宮崎県 串間市
有限会社菅自動車 宮崎県 国富町
緒方 清二 宮崎県
後藤 泰孝 宮崎県
三谷 哲也 宮崎県
有限会社有田産業 鹿児島県 鹿児島市
株式会社クリエーション橋 鹿児島県 鹿児島市
株式会社フタバ 鹿児島県 鹿児島市
株式会社黒松製材建設 鹿児島県 鹿屋市
新屋敷鐵工株式会社 鹿児島県 枕崎市
有限会社桑野水道設備 鹿児島県 出水市
医療法人創世会　中川整形外科 鹿児島県 霧島市
株式会社日本土木設計 鹿児島県 霧島市
株式会社西別府弘組 鹿児島県 いちき串木野市
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有限会社エコサポート奄美 鹿児島県 奄美市
合同会社アリビオファム 鹿児島県 姶良市
合同会社やくしま果鈴 鹿児島県 屋久島町
井手 敏雄 鹿児島県
鹿島 裕司 鹿児島県
川平 悦子 鹿児島県
溝口 忠義 鹿児島県
柳田 孝一 鹿児島県
山﨑 隆夫 鹿児島県
ｃａｓｔｌｅｈｉｌｌ株式会社 沖縄県 那覇市
有限会社アクト建築計画室 沖縄県 宜野湾市
十黄進ホーム株式会社 沖縄県 宜野湾市
株式会社リフレ 沖縄県 宜野湾市
株式会社エス・キャピタル 沖縄県 浦添市
株式会社　上間てんぷら 沖縄県 沖縄市
株式会社ＷＡＬＬＡＣＥ 沖縄県 沖縄市
大保商事株式会社 沖縄県 豊見城市
株式会社大興建設 沖縄県 嘉手納町
有限会社三友工務店 沖縄県 北中城村
有限会社渡久地建設 沖縄県 中城村
株式会社トーエイ建設産業 沖縄県 八重瀬町
岸本 忍 沖縄県
島田 善友 沖縄県
饒平名 知善 沖縄県
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