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事業者名 都道府県 市区町村

株式会社ＡＳＡＲＩ　ｂｅａｕｔｙ　ｐｒｏｄｕｃｅ 北海道 札幌市
株式会社エッセ 北海道 札幌市
株式会社ａｌｌ 北海道 札幌市
カツウラ建機株式会社 北海道 札幌市
株式会社玄米酵素 北海道 札幌市
医療法人社団賢裕会 北海道 札幌市
虹輝株式会社 北海道 札幌市
恒星設備株式会社 北海道 札幌市
税理士法人さっぽろ経営センター 北海道 札幌市
特定非営利活動法人さっぽろこどもさぽーと 北海道 札幌市
サポート住建株式会社 北海道 札幌市
三陽商事株式会社 北海道 札幌市
社会医療法人柏葉会 北海道 札幌市
株式会社新保商店 北海道 札幌市
藤和工業株式会社 北海道 札幌市
株式会社仏楽素富 北海道 札幌市
社会福祉法人豊生会 北海道 札幌市
北清産業株式会社 北海道 札幌市
有限会社前川機械工作所 北海道 札幌市
株式会社ＭＡＳＳＩＶＥ　ＳＡＰＰＯＲＯ 北海道 札幌市
株式会社MANAコーポレーション 北海道 札幌市
株式会社村重スタジオ 北海道 札幌市
モリタ株式会社 北海道 札幌市
有限会社国枝工務店 北海道 函館市
株式会社ｃｏｒｒｅｃｔ 北海道 函館市
株式会社大日石 北海道 函館市
株式会社HGO 北海道 小樽市
ＡＧトレーディング株式会社 北海道 旭川市
株式会社　オノ商店 北海道 旭川市
株式会社クリエイター 北海道 旭川市
有限会社コンサル舎・とやま 北海道 旭川市
有限会社ヤマガミスクリーン印刷 北海道 旭川市
有限会社春栄電気工事 北海道 室蘭市
新和産業株式会社 北海道 室蘭市
株式会社住まいるハウジング 北海道 釧路市
有限会社あさひや 北海道 帯広市
株式会社土谷特殊農機具製作所 北海道 帯広市
株式会社緑西加藤調剤薬局 北海道 帯広市
株式会社タッチケアサービス 北海道 北見市
株式会社オピス 北海道 網走市
巧建工業株式会社 北海道 留萌市
株式会社鈴木住建 北海道 苫小牧市
株式会社苫小牧市民斎場 北海道 苫小牧市
有限会社ボデーショップキヨカワ 北海道 苫小牧市
横内金物株式会社 北海道 苫小牧市
なかせき商事株式会社 北海道 稚内市
合同会社アルコバレーノ 北海道 江別市
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宮武電機株式会社 北海道 士別市
常綜建設有限会社 北海道 千歳市
株式会社マーベラスホーム 北海道 千歳市
株式会社すまいるふらの 北海道 富良野市
医療法人社団あらい内科医院 北海道 登別市
有限会社山道テント工業所 北海道 登別市
イエスあとり家株式会社 北海道 石狩市
株式会社新サカイヤフーズ 北海道 八雲町
株式会社櫻井千田 北海道 奈井江町
朝日産業株式会社 北海道 栗山町
株式会社名須川工業 北海道 新冠町
株式会社伊藤通信電設 北海道 新ひだか町
株式会社阿部組 北海道 音更町
株式会社カネカタカハシ 北海道 別海町
山下運輸株式会社 北海道 別海町
あら陣食品株式会社 北海道 中標津町
五十嵐 雅樹 北海道
高桑 章朗 北海道
中畑 友宏 北海道
羽賀 義晃 北海道
山崎 駿 北海道
横山 知明 北海道
株式会社ミナコレクション 青森県 青森市
株式会社アシストパートナー・ヒロ 青森県 弘前市
株式会社Ｇｓｈｏｐ 青森県 弘前市
有限会社田村電気工業 青森県 八戸市
有限会社ムラモト自動車工業 青森県 黒石市
株式会社竹ケ原鈑金塗装 青森県 十和田市
有限会社丸井精米工場 青森県 十和田市
有限会社宮古工務店 青森県 三沢市
大澤 弘明 青森県
有限会社兼平自動車 岩手県 盛岡市
医療法人健貢会 岩手県 盛岡市
有限会社　秀吉 岩手県 盛岡市
株式会社盛岡シティホテルズ 岩手県 盛岡市
藤正建設株式会社 岩手県 花巻市
有限会社パルテール 岩手県 北上市
株式会社中塚工務店 岩手県 久慈市
東北酸素株式会社 岩手県 一関市
有限会社森建設 岩手県 釜石市
株式会社サンギフト 岩手県 奥州市
株式会社サンライフ 岩手県 奥州市
株式会社島元組 岩手県 奥州市
株式会社南部医理科 岩手県 矢巾町
株式会社近藤設備 岩手県 西和賀町
有限会社千葉恵製菓 岩手県 平泉町
株式会社丸喜工務店 岩手県 軽米町
有限会社グレード・ワン 宮城県 仙台市
サイデック株式会社 宮城県 仙台市
株式会社シルフィード 宮城県 仙台市
医療法人水仙会 宮城県 仙台市
株式会社仙台エアサイクル住建 宮城県 仙台市

2 / 36 ページ



2020年8月31日

事業者名 都道府県 市区町村

株式会社高館建商 宮城県 仙台市
株式会社たびのレシピ 宮城県 仙台市
東北電子産業株式会社 宮城県 仙台市
東北福祉ビジネス株式会社 宮城県 仙台市
株式会社萩野工務店 宮城県 仙台市
プライムテクノ株式会社 宮城県 仙台市
ベストパーツ株式会社 宮城県 仙台市
ラコリス株式会社 宮城県 仙台市
特定非営利活動法人乳幼児保育園ミルク 宮城県 石巻市
株式会社景観 宮城県 塩竈市
スズソー建設株式会社 宮城県 名取市
株式会社牛澤建築 宮城県 角田市
株式会社加藤工機 宮城県 栗原市
Lexy株式会社 宮城県 栗原市
シダ電工株式会社 宮城県 大崎市
医療法人朋心会旭山病院 宮城県 大崎市
有限会社北海屋 宮城県 大崎市
有限会社宮沢製作所 宮城県 大崎市
丸山株式会社 宮城県 蔵王町
有限会社やまと屋 宮城県 亘理町
株式会社マックス設計 宮城県 山元町
医療法人社団禄静会岡本病院 宮城県 涌谷町
北野原 正高 宮城県
鈴木 雅巳 宮城県
高橋 華子 宮城県
株式会社ガーデンライフ 秋田県 秋田市
コウメイハウス株式会社 秋田県 秋田市
有限会社三栄ボデー 秋田県 秋田市
株式会社測地コンサルタント 秋田県 秋田市
有限会社ファッションサリー 秋田県 秋田市
有限会社八伸建設 秋田県 横手市
株式会社SH.K.PRODUCT 秋田県 大館市
株式会社住まいるリード 秋田県 由利本荘市
株式会社チームささえ愛 秋田県 仙北市
有限会社 和田建設 秋田県 小坂町
社会福祉法人八竜山本ふくし会 秋田県 三種町
医療法人社団いがらし内科循環器科クリニック 山形県 山形市
株式会社空間芸術研究所 山形県 山形市
株式会社グリーン自動車 山形県 山形市
小白川建設株式会社 山形県 山形市
有限会社ワラヤ酒店 山形県 山形市
株式会社高橋自動車整備工場 山形県 米沢市
丸藤建築有限会社 山形県 酒田市
医療法人藤森クリニック 山形県 酒田市
プラントサービス株式会社 山形県 新庄市
株式会社寒河江測量設計事務所 山形県 寒河江市
有限会社鈴木自工 山形県 寒河江市
有限会社若葉建築 山形県 寒河江市
有限会社大蔵自動車 山形県 大蔵村
株式会社佐藤製作所 山形県 川西町
株式会社グリーンライフ 福島県 福島市
太陽工業有限会社 福島県 福島市

3 / 36 ページ



2020年8月31日

事業者名 都道府県 市区町村

有限会社あだたら 福島県 郡山市
ｅｈｏｍｅコンサルタント合同会社 福島県 郡山市
エムズ・キャピタル株式会社 福島県 郡山市
株式会社大原工務店 福島県 郡山市
ベストファーム株式会社 福島県 郡山市
株式会社 吉成建築 福島県 郡山市
株式会社ＫＩＥＩ 福島県 いわき市
社会福祉法人誠友会 福島県 いわき市
有限会社ヤスヒロ工業 福島県 いわき市
株式会社鈴木建築設計事務所 福島県 白河市
株式会社クリームスタッフ 福島県 南相馬市
有限会社小林建業 福島県 南相馬市
内田 周作 福島県
佐藤 賢一 福島県
株式会社川又感光社 茨城県 水戸市
株式会社ケイテック 茨城県 水戸市
株式会社ネクサス 茨城県 水戸市
株式会社ファーストステージサービス 茨城県 水戸市
株式会社かね㐂 茨城県 土浦市
サンワ設計株式会社 茨城県 古河市
有限会社丸庄 茨城県 古河市
有限会社エースボディ 茨城県 石岡市
一般財団法人笠間市農業公社 茨城県 笠間市
株式会社久工 茨城県 笠間市
米川建築株式会社 茨城県 笠間市
有限会社椎名米菓 茨城県 取手市
有限会社天辺ダッシュカンパニー 茨城県 つくば市
株式会社キョーリン 茨城県 ひたちなか市
有限会社猿田工務店 茨城県 鹿嶋市
株式会社ひたち農園 茨城県 常陸大宮市
株式会社川田建材工業 茨城県 筑西市
株式会社ミトモサービス 茨城県 稲敷市
柳町トレンチャー株式会社 茨城県 稲敷市
有限会社樹ハウジング 茨城県 かすみがうら市
有限会社斉藤字彫工業 茨城県 桜川市
島田石材有限会社 茨城県 桜川市
有限会社おおしま 茨城県 五霞町
相川 智倫 茨城県
佐藤 慶尚 茨城県
中島 繁樹 茨城県
野木 俊二 茨城県
株式会社アズ 栃木県 宇都宮市
株式会社アユサワ 栃木県 宇都宮市
株式会社クロサキ 栃木県 宇都宮市
東洋測量設計株式会社 栃木県 宇都宮市
有限会社日本グリスター 栃木県 宇都宮市
株式会社ハクエー商事 栃木県 宇都宮市
株式会社ニューアイテムプロポーズ 栃木県 足利市
荒井建設株式会社 栃木県 栃木市
株式会社井澤電器設備 栃木県 佐野市
有限会社山口建設 栃木県 佐野市
株式会社　日光ストロベリーパーク 栃木県 日光市
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株式会社エスビイデー 栃木県 小山市
株式会社第一住宅 栃木県 小山市
株式会社幕壱 栃木県 矢板市
有限会社三美建設 栃木県 那須塩原市
合同会社島企画 栃木県 那須塩原市
千乃組株式会社 栃木県 那須塩原市
株式会社ＤＩ・ＳＡＮＷＡ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 栃木県 那須塩原市
リバティウォーク株式会社 栃木県 那須塩原市
栃木アシストホーム株式会社 栃木県 下野市
鯉信株式会社 栃木県 壬生町
栃木中央測量株式会社 栃木県 壬生町
ＴＯＰ　ＳＥＣＲＥＴ株式会社 栃木県 那須町
鈴木建設株式会社 栃木県 那珂川町
黒尾 絵理 栃木県
東谷 直樹 栃木県
長瀬 真矢 栃木県
株式会社石井設計 群馬県 前橋市
久保田鋳工株式会社 群馬県 前橋市
株式会社群馬エレクトリック 群馬県 前橋市
株式会社ユーライフ 群馬県 前橋市
株式会社ライフライン 群馬県 前橋市
株式会社アルトスター 群馬県 高崎市
社会福祉法人宏志会 群馬県 高崎市
株式会社佐藤建設工業 群馬県 高崎市
三朋企業株式会社 群馬県 高崎市
神宮燃料株式会社 群馬県 高崎市
日本ガーリック株式会社 群馬県 高崎市
株式会社フォア・ザ・プラネット 群馬県 高崎市
有限会社堀込興業 群馬県 高崎市
株式会社ラディファンス 群馬県 高崎市
株式会社新光鍍金 群馬県 桐生市
有限会社シンコー 群馬県 伊勢崎市
株式会社高美装 群馬県 伊勢崎市
荻原物産株式会社 群馬県 太田市
有限会社　ル・クレール 群馬県 太田市
群馬郵便逓送株式会社 群馬県 藤岡市
株式会社富岡富士製作所 群馬県 富岡市
株式会社ハイパークリエーションアルファ 群馬県 安中市
株式会社NFT 群馬県 みどり市
近藤酒造株式会社 群馬県 みどり市
株式会社フタバエンジニアリング 群馬県 みどり市
有限会社高橋精機製作所 群馬県 甘楽町
新井 結也 群馬県
三原 英一 群馬県
若月 隼人 群馬県
株式会社Ｌ－ＴＨＡＮＫＳ 埼玉県 さいたま市
株式会社　大宮鍍金工業 埼玉県 さいたま市
一般社団法人埼玉県薬剤師会 埼玉県 さいたま市
株式会社スネイルペース 埼玉県 さいたま市
有限会社蓜島自動車工業所 埼玉県 さいたま市
有限会社長谷川設備工業 埼玉県 さいたま市
株式会社ハママツ 埼玉県 さいたま市
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株式会社ベンリー 埼玉県 さいたま市
株式会社桝徳 埼玉県 さいたま市
株式会社山本卓郎建築設計事務所 埼玉県 さいたま市
オーレーザー株式会社 埼玉県 川越市
株式会社亀田建設 埼玉県 川越市
有限会社モナミモータース 埼玉県 川越市
有限会社サンドリヨン 埼玉県 熊谷市
株式会社ＪＳＴ 埼玉県 熊谷市
株式会社鹿島屋 埼玉県 川口市
東浜工業株式会社 埼玉県 川口市
北埼ダンボール工業株式会社 埼玉県 行田市
株式会社オフィス・フォー・ユー 埼玉県 所沢市
株式会社　大東設計 埼玉県 所沢市
平成都市技研株式会社 埼玉県 所沢市
有限会社美容院サロン・ド・ルイス 埼玉県 飯能市
株式会社さとメモリー 埼玉県 加須市
株式会社ペッカー精工 埼玉県 東松山市
株式会社ガーデンアシスト 埼玉県 春日部市
医療法人生きる会 埼玉県 上尾市
株式会社テシオ 埼玉県 草加市
医療法人社団小田倉会 埼玉県 越谷市
医療法人社団玉恵会 埼玉県 越谷市
ミナトエンジニアリング株式会社 埼玉県 越谷市
株式会社ニッケン住販 埼玉県 戸田市
株式会社いわさき 埼玉県 入間市
株式会社彩国テクニカル 埼玉県 入間市
株式会社FUNAYAMA DESIGN 埼玉県 入間市
株式会社古丹 埼玉県 和光市
株式会社ペリカン 埼玉県 桶川市
株式会社シルベック 埼玉県 八潮市
医療法人社団すずき歯科医院 埼玉県 八潮市
松本製罐株式会社 埼玉県 八潮市
株式会社ＳＫ金型製作所 埼玉県 三郷市
株式会社OGISHI 埼玉県 三郷市
伸栄化学産業株式会社 埼玉県 三郷市
医療法人社団泰尚会 埼玉県 三郷市
株式会社ＥＸＣＥＬＩＳＭ 埼玉県 坂戸市
社会福祉法人久壽会 埼玉県 坂戸市
株式会社旭精機製作所 埼玉県 日高市
株式会社ハイスペース 埼玉県 吉川市
有限会社エスケー交通 埼玉県 伊奈町
有限会社鈴木産業 埼玉県 三芳町
株式会社福島建築事務所 埼玉県 毛呂山町
有限会社平設備 埼玉県 滑川町
株式会社関興業 埼玉県 川島町
有限会社戸口建設 埼玉県 ときがわ町
株式会社オルフ 埼玉県 杉戸町
浅見 茂 埼玉県
新井 邦行 埼玉県
岡村 元夫 埼玉県
川和 真哉 埼玉県
北川 拓也 埼玉県

6 / 36 ページ



2020年8月31日

事業者名 都道府県 市区町村

小林 幸夫 埼玉県
嶋田 出 埼玉県
島田 和浩 埼玉県
田所 裕樹 埼玉県
田中 明浩 埼玉県
中馬 光孝 埼玉県
角田 靖行 埼玉県
山本 秀厚 埼玉県
株式会社アップウェル 千葉県 千葉市
有限会社野島建工 千葉県 千葉市
株式会社野点 千葉県 千葉市
医療法人社団柏友会 千葉県 千葉市
株式会社ＨＥＸＡＧＯＮ　ＤＥＳＩＧＮ　ＯＦＦＩＣＥ 千葉県 千葉市
株式会社マデップ 千葉県 千葉市
株式会社マトイサービス 千葉県 千葉市
株式会社みすず 千葉県 千葉市
株式会社モリケン 千葉県 千葉市
株式会社アズマロジスティクス 千葉県 市川市
株式会社エステート・プラン 千葉県 市川市
株式会社ソリッドモーション 千葉県 船橋市
有限会社多能工業 千葉県 船橋市
有限会社忠匠工務店 千葉県 船橋市
株式会社ティーエスケー 千葉県 船橋市
土佐工業株式会社 千葉県 船橋市
株式会社日本省力技術研究所 千葉県 船橋市
株式会社日虹 千葉県 松戸市
有限会社今井設備工業 千葉県 茂原市
株式会社　創作菓子杏 千葉県 佐倉市
株式会社スタイル 千葉県 旭市
スタイルホーム株式会社 千葉県 柏市
創真ワークス株式会社 千葉県 柏市
株式会社磯本 千葉県 勝浦市
有限会社ＫＭアドバンス 千葉県 市原市
株式会社初石鈑金 千葉県 流山市
医療法人社団たかみね歯科医院 千葉県 八千代市
医療法人社団祐輝会 千葉県 浦安市
株式会社シーアクト 千葉県 袖ケ浦市
合同会社高野三上アーキテクツ一級建築士事務所 千葉県 印西市
有限会社大田原工業 千葉県 白井市
医療法人社団彰考会 千葉県 香取市
有限会社ジェリービーンズ 千葉県 多古町
株式会社ドゥカーレ 千葉県 九十九里町
株式会社真行寺建設 千葉県 芝山町
株式会社パイプライン 千葉県 一宮町
川名 信子 千葉県
小林 和貴 千葉県
齋藤 愛里 千葉県
齋藤 和紀 千葉県
榛葉 通 千葉県
千葉 勇 千葉県
楢山 敦 千葉県
原 兼輔 千葉県
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松浦 なおみ 千葉県
山崎 潤一 千葉県
株式会社アップシステム 東京都 千代田区
株式会社イーグランド 東京都 千代田区
株式会社エーティーティーソリューションズ 東京都 千代田区
株式会社GLAPentertainment 東京都 千代田区
株式会社クロップオザキ 東京都 千代田区
株式会社携帯市場 東京都 千代田区
株式会社栄電子 東京都 千代田区
株式会社セラップ 東京都 千代田区
内外地図株式会社 東京都 千代田区
有限会社中尾英己建築設計事務所 東京都 千代田区
株式会社ピー・エム・エー・トライアングル 東京都 千代田区
保険サービスシステムエージェンシー株式会社 東京都 千代田区
株式会社ユニケーション 東京都 千代田区
ユニバーサルトラスト株式会社 東京都 千代田区
リーフデザインパーク株式会社 東京都 千代田区
株式会社曙 東京都 中央区
株式会社エクシーズ 東京都 中央区
加納コーポレーション株式会社 東京都 中央区
ＣｒｅａｔｉｖｅＯｆｆｉｃｅホワイトラビット株式会社 東京都 中央区
一般財団法人全国療養費支払機構 東京都 中央区
大翔ロジスティクス株式会社 東京都 中央区
株式会社つきまさ 東京都 中央区
株式会社デザインカフェ 東京都 中央区
株式会社デンネツ 東京都 中央区
ドムスレジデンシャルエステート株式会社 東京都 中央区
税理士法人ＴＲＡＣＫ 東京都 中央区
日東タオル株式会社 東京都 中央区
公益財団法人日本自然保護協会 東京都 中央区
株式会社ハナブサネットワークス 東京都 中央区
株式会社パルディア 東京都 中央区
株式会社プラスル 東京都 中央区
株式会社　升喜 東京都 中央区
株式会社まなか 東京都 中央区
株式会社ライヴェックス 東京都 中央区
インターソフト株式会社 東京都 港区
株式会社植木商事 東京都 港区
株式会社SP 東京都 港区
株式会社キューブ 東京都 港区
株式会社　久遠 東京都 港区
公益社団法人日本プロゴルフ協会 東京都 港区
ジェイリッチブランド株式会社 東京都 港区
医療法人社団スマイルステーション 東京都 港区
大匠建設株式会社 東京都 港区
株式会社ＴＡＣ 東京都 港区
株式会社帝塚山スタイル 東京都 港区
株式会社東京ガーデン 東京都 港区
株式会社ハイルエンターテインメント 東京都 港区
株式会社ビオプラス 東京都 港区
株式会社MarketiX 東京都 港区
南青山リアルエステート株式会社 東京都 港区
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株式会社宮本工業所 東京都 港区
ユタカ工機株式会社 東京都 港区
株式会社ラウンドアバウト 東京都 港区
株式会社理学ボディ 東京都 港区
リッツMC株式会社 東京都 港区
株式会社リブゲート 東京都 港区
株式会社Ｒ’ｓ 東京都 新宿区
株式会社ＧＡＩＫＥＮ 東京都 新宿区
株式会社ｇｉｖｅｒｓ 東京都 新宿区
株式会社Ｇｉｆｔ 東京都 新宿区
株式会社キャトルプラン 東京都 新宿区
株式会社Suneight 東京都 新宿区
ＣＭＯ株式会社 東京都 新宿区
品川ヨドバシ商事株式会社 東京都 新宿区
第一印刷株式会社 東京都 新宿区
株式会社タカギプランニングオフィス 東京都 新宿区
有限会社ティ・エム・ケイ・スタジオ 東京都 新宿区
株式会社東京創元社 東京都 新宿区
東光測量建設株式会社 東京都 新宿区
ハコブ株式会社 東京都 新宿区
株式会社ハコブホールディングス 東京都 新宿区
株式会社ハネスト 東京都 新宿区
株式会社みやま建築設計事務所 東京都 新宿区
ユニオン・メディエイト株式会社 東京都 新宿区
株式会社ヨドバシ建物 東京都 新宿区
株式会社ラセル 東京都 新宿区
株式会社レッドネイルズ 東京都 新宿区
MJ TOKYO株式会社 東京都 文京区
株式会社三共設備工業 東京都 文京区
医療法人社団誓栄会 東京都 文京区
株式会社尚建 東京都 文京区
株式会社プロトテック 東京都 文京区
株式会社インク・ウインク 東京都 台東区
株式会社エン・ＰＣサービス 東京都 台東区
縄文ヴィジョン・パートナー株式会社 東京都 台東区
株式会社ニチエイ・ベスト・プロデュース 東京都 台東区
株式会社ニチリツ 東京都 台東区
フィンガルリンク株式会社 東京都 台東区
有限会社アクア 東京都 墨田区
株式会社宇野刷毛ブラシ製作所 東京都 墨田区
有限会社友路 東京都 墨田区
有限会社山二商會 東京都 墨田区
株式会社飯田工業 東京都 江東区
株式会社亀和商店 東京都 江東区
株式会社ケイ・エヌ・システムプランニング 東京都 江東区
株式会社三栄堂 東京都 江東区
有限会社　ダイス 東京都 江東区
株式会社テレデザイン 東京都 江東区
株式会社藤屋 東京都 江東区
株式会社文優社 東京都 江東区
愛知産業株式会社 東京都 品川区
株式会社インターセクト 東京都 品川区

9 / 36 ページ



2020年8月31日

事業者名 都道府県 市区町村

株式会社クラダシ 東京都 品川区
株式会社Ｓｕｒｐａｓｓ 東京都 品川区
株式会社シムトップス 東京都 品川区
中央計装株式会社 東京都 品川区
TLC株式会社 東京都 品川区
ムソー工業株式会社 東京都 品川区
税理士法人よしとみパートナーズ会計事務所 東京都 品川区
株式会社アン・ドゥミ 東京都 目黒区
株式会社荏原 東京都 目黒区
株式会社　エルグベンチャーズ 東京都 目黒区
株式会社ギフト 東京都 目黒区
株式会社住宅流通ジャパン 東京都 目黒区
株式会社THINKR 東京都 目黒区
株式会社Teeplus 東京都 目黒区
ベースフード株式会社 東京都 目黒区
株式会社Leaf-u 東京都 目黒区
株式会社RenderBox 東京都 目黒区
市村金属株式会社 東京都 大田区
株式会社エヌエフエー 東京都 大田区
株式会社共栄工設 東京都 大田区
有限会社キョクホウ 東京都 大田区
株式会社小柳商店 東京都 大田区
株式会社サイトウ工機 東京都 大田区
城南室内商工株式会社 東京都 大田区
株式会社ＴＴＳホールディングス 東京都 大田区
株式会社転送エクスプレス 東京都 大田区
株式会社阪神フラワーサポート 東京都 大田区
株式会社　フジタ 東京都 大田区
株式会社リプス・ワークス 東京都 大田区
ＧＦＪａｐａｎ株式会社 東京都 世田谷区
医療法人社団慈京会五十子クリニック 東京都 世田谷区
信和不動産株式会社 東京都 世田谷区
長永スポーツ工業株式会社 東京都 世田谷区
株式会社日本管理システム 東京都 世田谷区
株式会社マルセ 東京都 世田谷区
株式会社ＩＴｉ 東京都 渋谷区
株式会社アルゴリズムデザインラボ 東京都 渋谷区
株式会社アンビエント 東京都 渋谷区
インターサービス株式会社 東京都 渋谷区
株式会社ＶＡＮＱＵＩＳＨ 東京都 渋谷区
エステール・インベストメント株式会社 東京都 渋谷区
合同会社キロアルファ販売 東京都 渋谷区
一般社団法人コスメティックアクターアカデミー全国化粧品販売員
検定協会

東京都 渋谷区

株式会社しんか 東京都 渋谷区
特定非営利活動法人STAND 東京都 渋谷区
株式会社せーの 東京都 渋谷区
DAZZLE FASHION株式会社 東京都 渋谷区
ＴＫクリエイト株式会社 東京都 渋谷区
株式会社ピリカ 東京都 渋谷区
株式会社Ｆｕｎ　Ｇｒｏｕｐ 東京都 渋谷区
株式会社ＦｒｅＣｒｅ 東京都 渋谷区
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MERCER OFFICE株式会社 東京都 渋谷区
有限会社マッハゴーゴー 東京都 渋谷区
株式会社menu magazine 東京都 渋谷区
モデリストファクトリー株式会社 東京都 渋谷区
ＲｅｎｏＢｅａｕｔｙ株式会社 東京都 渋谷区
有限会社ウィング 東京都 中野区
株式会社久菱成文堂 東京都 中野区
有限会社松田マネージメントコンサルティング 東京都 中野区
医療法人社団真陽会 東京都 杉並区
有江食品株式会社 東京都 豊島区
株式会社ＴＥＲＭＩＮＡＬ 東京都 豊島区
株式会社大榮コーポレーション 東京都 豊島区
株式会社地域計画連合 東京都 豊島区
株式会社二興 東京都 豊島区
RAKU株式会社 東京都 豊島区
株式会社ロボケン 東京都 豊島区
医療法人社団聖陵会 東京都 北区
株式会社ライフ設計事務所 東京都 北区
株式会社グリーニング 東京都 荒川区
有限会社小林電設 東京都 板橋区
株式会社平田電気商会 東京都 板橋区
株式会社昌建 東京都 板橋区
株式会社ロビット 東京都 板橋区
株式会社オーキスト 東京都 練馬区
川富士設計サービス株式会社 東京都 練馬区
株式会社神田造園 東京都 練馬区
医療法人社団創仁会 東京都 練馬区
株式会社草流 東京都 練馬区
株式会社大東美術 東京都 練馬区
ティーアイシー株式会社 東京都 練馬区
株式会社ブックフロント 東京都 練馬区
内田化工株式会社 東京都 足立区
株式会社協和パートナーズ 東京都 足立区
グリーンワールド株式会社 東京都 足立区
トリプルアール株式会社 東京都 足立区
株式会社ネットハウジング 東京都 足立区
ミハタ電設株式会社 東京都 足立区
広和電工株式会社 東京都 葛飾区
医療法人社団ティ・シー会 東京都 葛飾区
株式会社ＳＡＭＯＮＡ 東京都 江戸川区
株式会社STUDIO YY 東京都 江戸川区
株式会社ハナジマ 東京都 江戸川区
株式会社　梟 東京都 江戸川区
有限会社プラネット・コンサルティングネットワーク 東京都 江戸川区
有限会社横張製作所 東京都 江戸川区
黒須建設株式会社 東京都 八王子市
toi et moi株式会社 東京都 八王子市
有限会社比留間石材店 東京都 八王子市
森屋建設株式会社 東京都 八王子市
株式会社ユニ工機 東京都 八王子市
社会保険労務士法人アンブレラ 東京都 立川市
株式会社調光サービス 東京都 立川市
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株式会社ファイブグループ 東京都 武蔵野市
イニシアス株式会社 東京都 三鷹市
ゑえやん合同会社 東京都 府中市
有限会社にんじんハウス 東京都 府中市
株式会社アストラル・コムネット 東京都 町田市
有限会社大沢工務店 東京都 町田市
医療法人社団光裕会 東京都 町田市
株式会社大地測量設計 東京都 町田市
有限会社藤建ホーム 東京都 町田市
町田商工会議所 東京都 町田市
株式会社ウエルミー 東京都 小金井市
株式会社エステート・Ｋ 東京都 小金井市
有限会社ケーナイン・デンタルテクニック 東京都 小金井市
有限会社豊島屋 東京都 小金井市
医療法人社団　清葉会 東京都 国立市
有限会社ダイヤ商会 東京都 国立市
株式会社ＨＩＲＯ建築設計事務所 東京都 福生市
株式会社東京技術研究所 東京都 狛江市
株式会社総眞設備 東京都 東大和市
株式会社サドワラ 東京都 武蔵村山市
有限会社ホイップ 東京都 稲城市
株式会社立花工業 東京都 あきる野市
株式会社富山 東京都 瑞穂町
大舘建設工業株式会社 東京都 奥多摩町
有限会社三幸 東京都 奥多摩町
藍原 義章 東京都
飯田 良昭 東京都
石川 哲裕 東京都
魚住 祥一郎 東京都
大塚 富士雄 東京都
河野 志穂美 東京都
久保 裕加 東京都
小林 昌和 東京都
小松 清路 東京都
齊藤 智人 東京都
齋藤 雄史 東京都
坂上 広 東京都
坂本 憲明 東京都
寒川 玲子 東京都
鈴木 稔 東京都
関根 陽平 東京都
高野 新也 東京都
高浜 真一 東京都
谷本 隆 東京都
田村 愛 東京都
仁紫 晶文 東京都
西口 冬悟 東京都
西原 由恭 東京都
野上 順 東京都
東出 昇一 東京都
福本 翼 東京都
藤井 宏 東京都
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三好 博之 東京都
向井 裕司 東京都
村坂 宗信 東京都
村瀬 逸記 東京都
山﨑 健幸 東京都
渡邉 憲治 東京都
有限会社アイズホーム 神奈川県 横浜市
税理士法人アイ・パートナーズ 神奈川県 横浜市
アフロオーディオ株式会社 神奈川県 横浜市
アンスリー株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社いずみ設計 神奈川県 横浜市
岩本不動産株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社Westgate 神奈川県 横浜市
株式会社梅島工務店 神奈川県 横浜市
浦田建設株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社エージェントスタッフ 神奈川県 横浜市
株式会社エデュケイティング 神奈川県 横浜市
エムプロム株式会社 神奈川県 横浜市
大倉インダストリー株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社大野土木 神奈川県 横浜市
株式会社岡田建設 神奈川県 横浜市
株式会社小川工務店 神奈川県 横浜市
オサ機械株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社オンダ精機 神奈川県 横浜市
株式会社加賀美自動車商会 神奈川県 横浜市
神奈川機器工業株式会社 神奈川県 横浜市
神奈川美研工業株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社キタムラ・ケイツウ 神奈川県 横浜市
株式会社クラタ土木設計事務所 神奈川県 横浜市
株式会社ケーエスエンジニアリング 神奈川県 横浜市
株式会社GEN INOUE 神奈川県 横浜市
株式会社コア建築設計工房 神奈川県 横浜市
興栄商事株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社光洋フードサービス 神奈川県 横浜市
学校法人五大 神奈川県 横浜市
株式会社ＧＯＤＡＩスポーツエンターテイメント 神奈川県 横浜市
三宝精機工業株式会社 神奈川県 横浜市
有限会社志田工務店 神奈川県 横浜市
昭和オート株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社白川設計 神奈川県 横浜市
医療法人そよ風会 神奈川県 横浜市
タスク株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社ｃｈａｔａ 神奈川県 横浜市
株式会社Takeoffer 神奈川県 横浜市
株式会社テトテ 神奈川県 横浜市
株式会社東洋クラスト 神奈川県 横浜市
株式会社ナミックス 神奈川県 横浜市
株式会社ビーリッジ 神奈川県 横浜市
株式会社星工務店 神奈川県 横浜市
株式会社マウンテン 神奈川県 横浜市
有限会社武蔵工業 神奈川県 横浜市
株式会社森住建 神奈川県 横浜市
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株式会社夢工房 神奈川県 横浜市
株式会社横浜環境デザイン 神奈川県 横浜市
株式会社オーディオ・ノート 神奈川県 川崎市
有限会社尾崎工業 神奈川県 川崎市
株式会社ＫＩＮＣＡＲＮ 神奈川県 川崎市
Ｋｉｎｇ’ｓ　Ｆａｍｉｌｙ　Ｊａｐａｎ株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社クリエイティブテクノロジー 神奈川県 川崎市
京浜ゼネラルワークス株式会社 神奈川県 川崎市
医療法人社団清亮会 神奈川県 川崎市
株式会社豊田製作所 神奈川県 川崎市
株式会社フードリム 神奈川県 川崎市
株式会社ブラザー 神奈川県 川崎市
株式会社オーエムジャパン 神奈川県 相模原市
有限会社国生企画 神奈川県 相模原市
的場土建有限会社 神奈川県 相模原市
株式会社ミライル 神奈川県 相模原市
有限会社旭電業 神奈川県 横須賀市
有限会社竹栄興業 神奈川県 横須賀市
株式会社ＲＹ 神奈川県 平塚市
株式会社ＩＭＳ 神奈川県 平塚市
愛宕精工株式会社 神奈川県 平塚市
株式会社菅原電気 神奈川県 平塚市
株式会社マッケンジーハウス 神奈川県 平塚市
有限会社レ・シュー 神奈川県 鎌倉市
ココライフ株式会社 神奈川県 藤沢市
シニアウイル株式会社 神奈川県 藤沢市
株式会社セット 神奈川県 藤沢市
設備リフォーム株式会社 神奈川県 藤沢市
株式会社福田屋 神奈川県 藤沢市
医療法人祐涼会 神奈川県 藤沢市
有限会社湘南シニアサービス 神奈川県 茅ヶ崎市
株式会社メゾンレーブ 神奈川県 茅ヶ崎市
堀越建築株式会社 神奈川県 三浦市
株式会社あさひ保育所 神奈川県 厚木市
有限会社臼井農産 神奈川県 厚木市
株式会社ガレージ三友 神奈川県 厚木市
有限会社桐生工業 神奈川県 厚木市
田中水力株式会社 神奈川県 厚木市
株式会社型枠屋 神奈川県 大和市
東名自動車工業株式会社 神奈川県 海老名市
社会福祉法人慈恵会 神奈川県 座間市
有限会社湘南グリーンガーデン 神奈川県 綾瀬市
株式会社カルチャー 神奈川県 葉山町
有限会社湘南技研 神奈川県 寒川町
株式会社花泉水 神奈川県 湯河原町
入江 俊輔 神奈川県
大滝 正行 神奈川県
小野 育代 神奈川県
片岡 愛 神奈川県
鎌野 良亮 神奈川県
瓦田 全 神奈川県
木村 実 神奈川県
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功刀 功 神奈川県
柴崎 真志 神奈川県
田中 雄紀 神奈川県
寺田 達也 神奈川県
寺田 光 神奈川県
中村 広毅 神奈川県
猫宮 龍彦 神奈川県
三宅 公太郎 神奈川県
株式会社アシスト 新潟県 新潟市
榎建設株式会社 新潟県 新潟市
有限会社木村生花店 新潟県 新潟市
有限会社桜井建築設計 新潟県 新潟市
特定非営利活動法人のんぴーり青山の会 新潟県 新潟市
株式会社マスターマインド 新潟県 新潟市
丸井化学工業株式会社 新潟県 新潟市
株式会社水倉組 新潟県 新潟市
株式会社山市 新潟県 新潟市
有限会社吉川建築 新潟県 新潟市
渡幸建設株式会社 新潟県 新潟市
株式会社ハーティーホーム 新潟県 長岡市
船山株式会社 新潟県 長岡市
有限会社新潟メカニクス 新潟県 三条市
株式会社ネクスティ 新潟県 三条市
有限会社エクセルサービス 新潟県 柏崎市
株式会社藤真工業 新潟県 柏崎市
甫仮庭縁株式会社 新潟県 柏崎市
株式会社新エレクトロ 新潟県 小千谷市
株式会社プチジャポン 新潟県 十日町市
有限会社丸石建設 新潟県 村上市
吉田金属工業株式会社 新潟県 燕市
株式会社総商井岡 新潟県 阿賀野市
有限会社協和建設工業 新潟県 佐渡市
株式会社富所建築 新潟県 南魚沼市
五十嵐 貴弘 新潟県
株式会社エム・スポーツ 富山県 富山市
大澤工業株式会社 富山県 富山市
近藤建設株式会社 富山県 富山市
有限会社高見トラックセンター 富山県 富山市
株式会社徳本自動車 富山県 富山市
長岡工業株式会社 富山県 富山市
株式会社山森製鎖 富山県 富山市
株式会社山森製作所 富山県 富山市
株式会社金七金物店 富山県 高岡市
水持産業株式会社 富山県 高岡市
株式会社ワールド 富山県 高岡市
有限会社大口木工 富山県 氷見市
株式会社　小矢部精機 富山県 小矢部市
株式会社朝日運輸 富山県 射水市
富山エヌテック株式会社 富山県 射水市
株式会社牧田組 富山県 射水市
有限会社米山農産 富山県 入善町
開澤 幸一 富山県
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有限会社アートセラスト 石川県 金沢市
株式会社アドバンティア金沢 石川県 金沢市
株式会社エム・アイ・エス 石川県 金沢市
株式会社エムワイプラント 石川県 金沢市
株式会社住工房 石川県 金沢市
株式会社祖泉塗工店 石川県 金沢市
北星産業株式会社 石川県 金沢市
三徳屋株式会社 石川県 金沢市
みなみ設備工業株式会社 石川県 金沢市
有限会社河村モータース 石川県 小松市
株式会社山本建設 石川県 小松市
医療法人社団渋谷会 石川県 加賀市
特定非営利活動法人クラブパレット 石川県 かほく市
株式会社麝香重機建設 石川県 かほく市
株式会社スカイワーク 石川県 白山市
株式会社BBS金明 石川県 白山市
株式会社ヨネモリ 石川県 白山市
株式会社浜田鉄工所 石川県 能美市
株式会社グランド 石川県 津幡町
岡田 晃和 石川県
田渕 絢介 石川県
片山機械株式会社 福井県 福井市
株式会社センボー建築事務所 福井県 福井市
福井ボイラー工業株式会社 福井県 福井市
株式会社ＮＹＵＴＥＣ 福井県 敦賀市
井田石油　株式会社 福井県 小浜市
有限会社せいわ箸店 福井県 小浜市
ジャパングローブ株式会社 福井県 鯖江市
Ｆｕｊｉｋｏｎ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社 福井県 鯖江市
マスダマネジメント株式会社 福井県 鯖江市
株式会社河坂自動車 福井県 越前市
株式会社長田工業所 福井県 坂井市
株式会社ミズエ 福井県 若狭町
高柳 信也 福井県
株式会社旭創建 山梨県 甲府市
株式会社ハーモテック 山梨県 甲府市
一般社団法人山梨県消防設備協会 山梨県 甲府市
株式会社ＣＳ金子 山梨県 山梨市
株式会社アルファテック 山梨県 韮崎市
株式会社浅利清興 山梨県 南アルプス市
藤忠株式会社 山梨県 南アルプス市
株式会社上村建設 山梨県 北杜市
南ア林総有限会社 山梨県 北杜市
有限会社マルサフルーツ古屋農園 山梨県 笛吹市
株式会社アビタシオン・オノ 山梨県 上野原市
ＲＢＢ株式会社 山梨県 中央市
有限会社丸松 山梨県 中央市
株式会社山喜組 山梨県 中央市
株式会社渡辺精機 山梨県 市川三郷町
有限会社アサカワ 山梨県 昭和町
志村 香織 山梨県
米山 好昭 山梨県
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株式会社青木製作所 長野県 長野市
オビワン不動産　株式会社 長野県 長野市
大電工株式会社 長野県 長野市
株式会社来晟 長野県 長野市
株式会社エアフォルク 長野県 松本市
株式会社オートウィン 長野県 松本市
株式会社カタセ 長野県 松本市
㈱オーティーマシン 長野県 松本市
株式会社クリーンライフ 長野県 松本市
株式会社田内工務店 長野県 松本市
有限会社鈑金塗装屋トライ 長野県 松本市
株式会社アクティブエースワン 長野県 上田市
有限会社しなの木温泉 長野県 上田市
有限会社緑屋 長野県 飯田市
有限会社リーダースカーセンター 長野県 飯田市
有限会社住建総業 長野県 諏訪市
株式会社菓匠Shimizu 長野県 伊那市
林エンジニアリング株式会社 長野県 駒ヶ根市
株式会社田澤工務店 長野県 飯山市
株式会社リョウワ 長野県 茅野市
株式会社宮原酸素 長野県 塩尻市
株式会社ハタヤホーム 長野県 佐久市
株式会社ベストプランニング 長野県 佐久市
有限会社田中製材工業 長野県 東御市
有限会社丸昇興業 長野県 東御市
社会福祉法人法延会 長野県 軽井沢町
株式会社タカトミ小林組 長野県 富士見町
有限会社　風の森建築 長野県 原村
株式会社マスダ 長野県 宮田村
有限会社　吉沢水道設備 長野県 宮田村
株式会社乾光精機製作所 長野県 高森町
田中 俊光 長野県
百瀬 晴男 長野県
株式会社タカオホームソリューションズ 岐阜県 岐阜市
竹市電気株式会社 岐阜県 岐阜市
日野吉工業株式会社 岐阜県 岐阜市
株式会社インクルージョン 岐阜県 大垣市
株式会社ケアフル 岐阜県 大垣市
株式会社ジー・シー 岐阜県 大垣市
株式会社ネクステージ 岐阜県 大垣市
株式会社ワカミヤ商会 岐阜県 大垣市
株式会社　伊千呂 岐阜県 高山市
ミツル陶石株式会社 岐阜県 多治見市
社会福祉法人桜友会 岐阜県 関市
有限会社可児自動車 岐阜県 関市
株式会社彩麗企画 岐阜県 関市
株式会社ナカダクラフト 岐阜県 関市
株式会社プライズ 岐阜県 恵那市
株式会社ユープロダクツ 岐阜県 土岐市
アミコ株式会社 岐阜県 各務原市
フタムラ住建株式会社 岐阜県 可児市
丸武産業有限会社 岐阜県 瑞穂市
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飛騨川温泉土地株式会社 岐阜県 下呂市
東新工業有限会社 岐阜県 養老町
有限会社日比設備 岐阜県 養老町
加藤建設株式会社 岐阜県 揖斐川町
ラッキー工業株式会社 岐阜県 池田町
医療法人鹿野クリニック 岐阜県 北方町
浅野 昇悟 岐阜県
小林 亮兵 岐阜県
野田 知宏 岐阜県
服部 親矢 岐阜県
日比野 正治 岐阜県
廣瀬 武司 岐阜県
安江 怜史 岐阜県
株式会社協栄 静岡県 静岡市
東海テクノ株式会社 静岡県 静岡市
株式会社ＶＥＬＴＥＸスポーツエンタープライズ 静岡県 静岡市
株式会社イケヤ製作所 静岡県 浜松市
株式会社オノックスエムティーティー 静岡県 浜松市
大興金属株式会社 静岡県 浜松市
株式会社テラダ工務店 静岡県 浜松市
ライトニングジャパン合同会社 静岡県 浜松市
株式会社ワイテック 静岡県 浜松市
有限会社青沼工業 静岡県 沼津市
株式会社カーザコモダ 静岡県 三島市
有限会社吉川製作所 静岡県 三島市
株式会社落合自動車 静岡県 島田市
学校法人島田学園 静岡県 島田市
東海特殊洗業株式会社 静岡県 島田市
株式会社トヨコー 静岡県 富士市
有限会社浜名精工 静岡県 磐田市
株式会社ｉｋｅｇａｙａ 静岡県 焼津市
有限会社東海建材工業 静岡県 焼津市
株式会社ＭＧプラン 静岡県 掛川市
浜電工業株式会社 静岡県 掛川市
株式会社IB管理センター 静岡県 藤枝市
株式会社フジエダロード 静岡県 藤枝市
有限会社フジ建築設計事務所 静岡県 御殿場市
株式会社あさば旅館涵翠閣 静岡県 伊豆市
株式会社ＮＥＴ－１ 静岡県 伊豆の国市
株式会社利建ボーリング 静岡県 東伊豆町
ＮＫ設備株式会社 静岡県 吉田町
浮氣 誠二 静岡県
大村 和洋 静岡県
袴田 忠太 静岡県
株式会社ｉ＆ｆライフサポート 愛知県 名古屋市
株式会社愛知製作所 愛知県 名古屋市
株式会社アメイズプラス 愛知県 名古屋市
株式会社アライブ 愛知県 名古屋市
株式会社イワタツール 愛知県 名古屋市
株式会社エクスレイ 愛知県 名古屋市
エスケー鉱産株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社NSK 愛知県 名古屋市
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有限会社エフォール 愛知県 名古屋市
小木曽工業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社奥村設計事務所 愛知県 名古屋市
神田印刷工業株式会社 愛知県 名古屋市
鬼頭印刷株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社きものやまなか 愛知県 名古屋市
株式会社クリート 愛知県 名古屋市
株式会社グリーンマテリアル 愛知県 名古屋市
株式会社Global Beauty Company 愛知県 名古屋市
株式会社幸和電工 愛知県 名古屋市
株式会社ザ・ヴィンテージハウス 愛知県 名古屋市
株式会社佐々木コーティング 愛知県 名古屋市
株式会社ＺＡＴ 愛知県 名古屋市
株式会社サンエイテクニクス 愛知県 名古屋市
株式会社山双 愛知県 名古屋市
株式会社ジーワークス 愛知県 名古屋市
株式会社Ｊ＆Ｋ　ＴＯＴＡＬ　ＳＥＲＶＩＣＥ 愛知県 名古屋市
株式会社ジェイ・セブン 愛知県 名古屋市
株式会社四坂工業 愛知県 名古屋市
株式会社ジャパン・テクノ 愛知県 名古屋市
株式会社城山 愛知県 名古屋市
新光ゴム工業株式会社 愛知県 名古屋市
スタンズアーキテクツ株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ＳＵＭＩコーポレーション 愛知県 名古屋市
株式会社栴檀 愛知県 名古屋市
株式会社ソレイユ 愛知県 名古屋市
株式会社第一フジタクシー 愛知県 名古屋市
有限会社第二フジタクシー 愛知県 名古屋市
株式会社タウンホーム 愛知県 名古屋市
タカオ電気株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社谷口商会 愛知県 名古屋市
有限会社玉三グローバル 愛知県 名古屋市
株式会社中央図研 愛知県 名古屋市
富永産業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社トラフィック・シム 愛知県 名古屋市
株式会社日本高熱工業社 愛知県 名古屋市
日本ライフケアソリューションズ株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社Ｈｉ－Ｗ 愛知県 名古屋市
株式会社Ｖａｔｉｃａｎ２００７ 愛知県 名古屋市
株式会社バトリョ 愛知県 名古屋市
富士株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社富士建物サービス 愛知県 名古屋市
富士凸版印刷株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社プラティ 愛知県 名古屋市
株式会社ベストリイム 愛知県 名古屋市
株式会社ホームプランナー 愛知県 名古屋市
株式会社ホームプランナー・リデベロップメント 愛知県 名古屋市
医療法人マイアベニューなみき通り歯科 愛知県 名古屋市
株式会社マザーリーフ 愛知県 名古屋市
株式会社マリヤ美容院 愛知県 名古屋市
株式会社三輪器械 愛知県 名古屋市
美和工業株式会社 愛知県 名古屋市
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株式会社守山施工 愛知県 名古屋市
株式会社ユニコーンＬＩＮＫ 愛知県 名古屋市
株式会社リベロ 愛知県 名古屋市
株式会社ルルド 愛知県 名古屋市
株式会社　LEGEND PROJECT 愛知県 名古屋市
医療法人智正会 愛知県 豊橋市
税理士法人ひまわり 愛知県 豊橋市
有限会社ミルリトン 愛知県 豊橋市
木村硝子株式会社 愛知県 岡崎市
株式会社クリエイトエンジニアリング 愛知県 岡崎市
株式会社ＫＫＳ 愛知県 岡崎市
医療法人近藤歯科医院 愛知県 岡崎市
株式会社ファースト 愛知県 岡崎市
株式会社五和電気工業 愛知県 一宮市
株式会社Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 愛知県 一宮市
ＨｅａｒｔＬｉｎｅ株式会社 愛知県 一宮市
株式会社加藤住建 愛知県 瀬戸市
有限会社パ・ドゥ 愛知県 瀬戸市
知多印刷株式会社 愛知県 半田市
株式会社富士総合設備事務所 愛知県 半田市
STS合同会社 愛知県 春日井市
東海モールド株式会社 愛知県 春日井市
株式会社トーカイ薬局 愛知県 春日井市
株式会社風岡 愛知県 津島市
株式会社チュウブワークス 愛知県 津島市
三和株式会社 愛知県 碧南市
株式会社　元久商店 愛知県 碧南市
有限会社共栄フーズ 愛知県 刈谷市
株式会社皓介 愛知県 刈谷市
株式会社モットハウス 愛知県 刈谷市
株式会社ロジエンス 愛知県 刈谷市
株式会社鬼頭精器製作所 愛知県 豊田市
株式会社ササキ自動車 愛知県 豊田市
株式会社エムズライフ 愛知県 安城市
株式会社Ｌ＆Ｒ 愛知県 安城市
金山化成株式会社 愛知県 西尾市
ホワイトスター株式会社 愛知県 江南市
日本ファンドリーサービス株式会社 愛知県 小牧市
有限会社ノエル・ド・ティオ 愛知県 小牧市
一光自動車株式会社 愛知県 稲沢市
株式会社高瀬金型 愛知県 稲沢市
ナザテック株式会社 愛知県 稲沢市
株式会社アスコ 愛知県 東海市
医療法人好貴会いのうえ歯科クリニック 愛知県 東海市
株式会社富士セレッソ 愛知県 東海市
柏木産業株式会社 愛知県 大府市
スチールテック株式会社 愛知県 大府市
株式会社むらかみ新聞店 愛知県 大府市
株式会社オールド・ワークス 愛知県 知多市
株式会社ハウスウッディワン 愛知県 尾張旭市
岩月包装機材サービス株式会社 愛知県 高浜市
大文社寺建築有限会社 愛知県 高浜市
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高浜木材株式会社 愛知県 高浜市
中京エレク株式会社 愛知県 高浜市
株式会社ハウスジャパン 愛知県 高浜市
株式会社アカモンフロンテア 愛知県 日進市
株式会社ジャスト 愛知県 日進市
株式会社ＮＯＮ-ＳＴＹＬＥ 愛知県 日進市
株式会社崋古組 愛知県 田原市
株式会社　菅原土木 愛知県 田原市
東海缶詰株式会社 愛知県 愛西市
有限会社モリサキ工芸 愛知県 北名古屋市
山田自動車販売株式会社 愛知県 北名古屋市
株式会社栄建 愛知県 長久手市
有限会社第三フジタクシー 愛知県 長久手市
日本テクニカルサービス株式会社 愛知県 長久手市
フジテック株式会社 愛知県 東郷町
安藤 暁 愛知県
越智 弘信 愛知県
河合 秀樹 愛知県
佐野 敦士 愛知県
鈴木 辰也 愛知県
高井 悠貴 愛知県
髙津 行弘 愛知県
長澤 勝一 愛知県
梛野 公明 愛知県
新美 敬太 愛知県
西脇 忠 愛知県
平松 和之 愛知県
山崎 敦史 愛知県
杉山コンサルタンツ株式会社 三重県 津市
株式会社松阪鉄工所 三重県 津市
有限会社鹿島設備 三重県 四日市市
生川建設株式会社 三重県 四日市市
ミナミ産業株式会社 三重県 四日市市
美富士建設株式会社 三重県 四日市市
三重ダイハツ販売株式会社 三重県 松阪市
株式会社アサプリホールディングス 三重県 桑名市
株式会社エムズリアライズ 三重県 桑名市
有限会社川瀨メツキ工業所 三重県 桑名市
共和ネット株式会社 三重県 桑名市
日本興業株式会社 三重県 桑名市
社会福祉法人鈴鹿福祉会 三重県 鈴鹿市
ナッジ株式会社 三重県 鈴鹿市
株式会社太多建設 三重県 いなべ市
医療法人はくほうクリニック 三重県 伊賀市
株式会社丸恒建設 三重県 朝日町
加藤 幸範 三重県
木本 直孝 三重県
吉田 翼 三重県
有限会社カワナカ 滋賀県 大津市
ベーシック株式会社 滋賀県 大津市
メディアサポート株式会社 滋賀県 大津市
有限会社ライクファミリー 滋賀県 大津市
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株式会社大橋 滋賀県 彦根市
有限会社亀井造園 滋賀県 彦根市
椿商事株式会社 滋賀県 近江八幡市
有限会社山亀工務店 滋賀県 草津市
株式会社WORLDs 滋賀県 草津市
医療法人緑和会 滋賀県 栗東市
大吉商店株式会社 滋賀県 高島市
アーステック株式会社 滋賀県 甲良町
有限会社共栄造園建設工業 滋賀県 甲良町
小田嶋 賢 滋賀県
久保田 康弘 滋賀県
小傳良 幸宏 滋賀県
藤本 和紀 滋賀県
株式会社愛・コーポレーション 京都府 京都市
株式会社　魚神 京都府 京都市
有限会社ＳＥＪ 京都府 京都市
エルティーアイ株式会社 京都府 京都市
大平株式会社 京都府 京都市
株式会社ガーネット 京都府 京都市
株式会社かつらぎ建装 京都府 京都市
株式会社桂精密 京都府 京都市
税理士法人烏丸会計事務所 京都府 京都市
キッチャン有限会社 京都府 京都市
株式会社協和製作所 京都府 京都市
株式会社ＫＩＲＯ－コーポレーション 京都府 京都市
ＫＲＫ株式会社 京都府 京都市
有限会社ゴールドオーシャン 京都府 京都市
株式会社小島庭園工務所 京都府 京都市
寿フォーム印刷株式会社 京都府 京都市
株式会社斉藤建工 京都府 京都市
医療法人里地会 京都府 京都市
株式会社三角屋 京都府 京都市
サンパルコ株式会社 京都府 京都市
株式会社シルバーライフ 京都府 京都市
新門電子株式会社 京都府 京都市
株式会社曽根造園 京都府 京都市
太成工業株式会社 京都府 京都市
株式会社高田商店 京都府 京都市
株式会社竹内一二商店 京都府 京都市
忠英道路株式会社 京都府 京都市
株式会社トレンディ 京都府 京都市
株式会社中川パッケージ 京都府 京都市
有限会社錦野 京都府 京都市
株式会社西田建装 京都府 京都市
株式会社HARU建築事務所 京都府 京都市
株式会社Ｆｏｒｅｓｔ　Ｗｏｏｄ 京都府 京都市
株式会社　吹野金型製作所 京都府 京都市
二九精密機械工業株式会社 京都府 京都市
株式会社松村洋紙店 京都府 京都市
株式会社ミレ・エキスパート 京都府 京都市
株式会社山本自動車 京都府 京都市
株式会社夢ハウジング 京都府 京都市
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合同会社ライフコミュニケーション 京都府 京都市
株式会社洛北工業 京都府 京都市
有限会社Ｒａｓｈｉｋｕ 京都府 京都市
株式会社Ｒａｓｈｉｋｕ－ｈｏｍｅ 京都府 京都市
株式会社ラシクランナー 京都府 京都市
良品生活有限会社 京都府 京都市
有限会社レジヤー・フーズ 京都府 京都市
シンセイ株式会社 京都府 福知山市
株式会社カワカミハウジング 京都府 舞鶴市
株式会社シグマ 京都府 舞鶴市
福村建設株式会社 京都府 舞鶴市
エスエスアイ株式会社 京都府 宇治市
特定非営利活動法人　障害・高齢者就労支援センター 京都府 亀岡市
京都食品株式会社 京都府 向日市
株式会社シンキ 京都府 向日市
株式会社伸輝開発 京都府 長岡京市
有限会社パナムジカ 京都府 長岡京市
アナン通商株式会社 京都府 京田辺市
株式会社炭平旅館 京都府 京丹後市
沢井建設株式会社 京都府 木津川市
株式会社ダイナカ 京都府 久御山町
株式会社大洋興産 京都府 久御山町
喜多商店株式会社 京都府 精華町
阿部 竜也 京都府
礒川 敦 京都府
河村 博光 京都府
坪倉 直幸 京都府
濵岡 達矢 京都府
森下 浩 京都府
芳本 岳 京都府
Ｒ．Ｋ．Ｉ設備保全株式会社 大阪府 大阪市
有限会社青木電機工業 大阪府 大阪市
株式会社ＡＴＯＲＩＥ 大阪府 大阪市
株式会社板前焼肉一斗 大阪府 大阪市
株式会社一斗 大阪府 大阪市
有限会社イムズ 大阪府 大阪市
株式会社イルサルト 大阪府 大阪市
株式会社インフォグロース 大阪府 大阪市
株式会社ＨＲＴ 大阪府 大阪市
株式会社エージェント 大阪府 大阪市
株式会社エースパートナーズ 大阪府 大阪市
株式会社エス・ケイプランニング 大阪府 大阪市
株式会社ＦＥ・テクノサービス 大阪府 大阪市
有限会社M・K　SQUARE 大阪府 大阪市
エムズ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社エムフィールド 大阪府 大阪市
オーテック　株式会社 大阪府 大阪市
株式会社荻田建築事務所 大阪府 大阪市
カネキタ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社菊水組 大阪府 大阪市
医療法人清博会 大阪府 大阪市
近畿トータルサービス株式会社 大阪府 大阪市
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クリロン化成株式会社 大阪府 大阪市
ケイ・ユニット株式会社 大阪府 大阪市
株式会社建綜研 大阪府 大阪市
株式会社国際交流サービス 大阪府 大阪市
株式会社克信興業 大阪府 大阪市
株式会社サーカス 大阪府 大阪市
サカイサイクル株式会社 大阪府 大阪市
坂元鋼材株式会社 大阪府 大阪市
三興倉庫株式会社 大阪府 大阪市
株式会社三興ポンプ製作所 大阪府 大阪市
サンコー精機株式会社 大阪府 大阪市
サンファイン有限会社 大阪府 大阪市
株式会社サンワアイ 大阪府 大阪市
株式会社　Ｃ.Ｐ Dｉｎｉｎｇ 大阪府 大阪市
株式会社JBSクロス 大阪府 大阪市
株式会社ＪＥＴ　ＬＩＮＫＳ 大阪府 大阪市
株式会社週刊大阪日日新聞社 大阪府 大阪市
株式会社正分建設工業 大阪府 大阪市
医療法人心愛会 大阪府 大阪市
株式会社新永 大阪府 大阪市
株式会社新免鉄工所 大阪府 大阪市
総合ツアーシステム株式会社 大阪府 大阪市
株式会社丹波屋本舗 大阪府 大阪市
株式会社テクノインペックス 大阪府 大阪市
株式会社ＴＷＯ　ＮＥＥＤＳ 大阪府 大阪市
東洋研磨工業株式会社 大阪府 大阪市
中川企画建設株式会社 大阪府 大阪市
株式会社中恒 大阪府 大阪市
ナルックス株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ニチレク 大阪府 大阪市
株式会社ＮＥＯ 大阪府 大阪市
野田家商工株式会社 大阪府 大阪市
株式会社のんのん 大阪府 大阪市
株式会社ハーベスト 大阪府 大阪市
パール工業株式会社 大阪府 大阪市
医療法人　博慈会 大阪府 大阪市
橋本産商株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ハマキャスト 大阪府 大阪市
林六株式会社 大阪府 大阪市
社会福祉法人ビーナス福祉会 大阪府 大阪市
株式会社平原精機工業 大阪府 大阪市
フカヤ産業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社福永工務店 大阪府 大阪市
福山住宅株式会社 大阪府 大阪市
ブルーオーシャン株式会社 大阪府 大阪市
プロスパーホーム株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ＶＯＬＴＳ 大阪府 大阪市
株式会社松商 大阪府 大阪市
株式会社マルベニ 大阪府 大阪市
株式会社メディカルハッピー 大阪府 大阪市
株式会社モデリア 大阪府 大阪市
株式会社雄交 大阪府 大阪市
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株式会社湯楽 大阪府 大阪市
株式会社ライフ・ワン・サポート 大阪府 大阪市
株式会社楽読 大阪府 大阪市
株式会社ＲＯＵＧＨ　ＬＡＢＯ 大阪府 大阪市
株式会社ＬＩＡＬ　ＷＯＲＫＳ 大阪府 大阪市
株式会社　リオーネプラス 大阪府 大阪市
株式会社リベルタ 大阪府 大阪市
ワールドプロテクター株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ＹＳＤ 大阪府 大阪市
株式会社和田萬 大阪府 大阪市
株式会社ワン・ステップ 大阪府 大阪市
有限会社イクタ創建 大阪府 堺市
株式会社上原商店 大阪府 堺市
株式会社ウチダ 大阪府 堺市
有限会社関西貿易 大阪府 堺市
株式会社サンエイプラテック 大阪府 堺市
有限会社中村松工務店 大阪府 堺市
株式会社nanaple 大阪府 堺市
有限会社北新工業 大阪府 堺市
株式会社ヤチヨ 大阪府 堺市
畑野工業株式会社 大阪府 岸和田市
医療法人永仁会 大阪府 豊中市
オニツカコウムテン株式会社 大阪府 豊中市
株式会社千里急配 大阪府 豊中市
アクアテクノシステムソリューションズ株式会社 大阪府 吹田市
エコデバイス株式会社 大阪府 吹田市
有限会社サーチディストリビューション 大阪府 吹田市
医療法人下谷内科 大阪府 高槻市
株式会社大豊物流システム 大阪府 高槻市
合同会社イワサキ 大阪府 貝塚市
株式会社北摂リアルエステート 大阪府 茨木市
株式会社ボンテック 大阪府 茨木市
KANOCS株式会社 大阪府 八尾市
佐原化学工業株式会社 大阪府 八尾市
株式会社シーキューブ 大阪府 八尾市
株式会社タマテック 大阪府 八尾市
株式会社エス・エッチ・ティ 大阪府 泉佐野市
株式会社縁 大阪府 泉佐野市
ワット株式会社 大阪府 泉佐野市
株式会社ヴィーコ 大阪府 寝屋川市
株式会社久木田工務店 大阪府 寝屋川市
有限会社キックス 大阪府 松原市
柿木電気株式会社 大阪府 大東市
奈良ガス開発株式会社 大阪府 大東市
株式会社グローヴアーツ 大阪府 和泉市
学校法人清泉学園 大阪府 和泉市
西川建設株式会社 大阪府 箕面市
株式会社マジカルレーシング 大阪府 柏原市
多田プラスチック工業株式会社 大阪府 藤井寺市
株式会社ＲＴＨ 大阪府 東大阪市
叶精工株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社神川自動車整備工場 大阪府 東大阪市
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株式会社カムアクロス 大阪府 東大阪市
株式会社ノーム 大阪府 東大阪市
株式会社ミズタニ 大阪府 東大阪市
一般社団法人リターントゥヒューマン 大阪府 東大阪市
有限会社ルジャンドル 大阪府 東大阪市
株式会社リウイルトラスト 大阪府 泉南市
株式会社大久保電機 大阪府 四條畷市
株式会社　サンコー 大阪府 四條畷市
化研テック株式会社 大阪府 交野市
坂本建設有限会社 大阪府 交野市
オクヒラオート株式会社 大阪府 大阪狭山市
株式会社カーフィックス 大阪府 大阪狭山市
株式会社溝上 大阪府 忠岡町
秋山 暁男 大阪府
新井 孝彦 大阪府
今西 哲二 大阪府
酒井 武史 大阪府
迫平 芳弘 大阪府
野老 さや香 大阪府
原田 祐作 大阪府
増田 裕之 大阪府
松下 博司 大阪府
松本 祥忠 大阪府
三矢 清史 大阪府
渡邊 久仁恵 大阪府
和田 芳幸 大阪府
株式会社ＶＥＮＵＳ　ＴＤ 兵庫県 神戸市
英慧人材サービス株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社エイチアンドエス 兵庫県 神戸市
株式会社MH　DESIGNS 兵庫県 神戸市
株式会社吉祥 兵庫県 神戸市
特定非営利活動法人ケアット 兵庫県 神戸市
株式会社神戸設計ルーム 兵庫県 神戸市
昭和精機株式会社 兵庫県 神戸市
有限会社シンワ 兵庫県 神戸市
株式会社大成金属工業所 兵庫県 神戸市
有限会社龍輝 兵庫県 神戸市
株式会社ハミングライフサポート 兵庫県 神戸市
医療法人社団　林歯科医院 兵庫県 神戸市
有限会社松の花 兵庫県 神戸市
株式会社ヤマヨ山本商店 兵庫県 神戸市
有限会社ラフィア 兵庫県 神戸市
医療法人和秀会 兵庫県 神戸市
株式会社Ｅ．Ｂ．Ｓ 兵庫県 姫路市
神田工業株式会社 兵庫県 姫路市
感動会社楽通株式会社 兵庫県 姫路市
株式会社企広 兵庫県 姫路市
スカイジャパン株式会社 兵庫県 姫路市
スター工業株式会社 兵庫県 姫路市
株式会社世光電気 兵庫県 姫路市
有限会社タイセイエステート 兵庫県 姫路市
株式会社トモエ電気工業所 兵庫県 姫路市
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株式会社ニッショー・エステート 兵庫県 姫路市
株式会社ハンズ 兵庫県 姫路市
有限会社ビッグロード 兵庫県 姫路市
平松工業株式会社 兵庫県 姫路市
株式会社マインズ 兵庫県 姫路市
有限会社山尾熔接所 兵庫県 姫路市
株式会社山村設備商会 兵庫県 姫路市
ヨシカワ株式会社 兵庫県 姫路市
共栄制御機器株式会社 兵庫県 尼崎市
株式会社阪本漢法製薬 兵庫県 尼崎市
有限会社ヤサカ金属加工所 兵庫県 尼崎市
株式会社ワイド大西 兵庫県 尼崎市
株式会社アドバンテージ 兵庫県 西宮市
株式会社豊浦浚渫 兵庫県 西宮市
株式会社マニエラ 兵庫県 西宮市
株式会社藪野興業 兵庫県 西宮市
株式会社吉田製作所 兵庫県 西宮市
株式会社アシスト芦屋 兵庫県 芦屋市
オーノ・ニット株式会社 兵庫県 伊丹市
有限会社北摂ユニホーム 兵庫県 伊丹市
有限会社相生鈑金 兵庫県 相生市
株式会社朝日屋 兵庫県 相生市
株式会社ビークス 兵庫県 豊岡市
株式会社わくわく 兵庫県 加古川市
有限会社かわちや 兵庫県 宝塚市
社会福祉法人西谷会 兵庫県 宝塚市
株式会社ネクサスクリエーション 兵庫県 三木市
株式会社西日本不動産 兵庫県 川西市
株式会社小野広告工芸 兵庫県 小野市
有限会社山文住建 兵庫県 丹波篠山市
株式会社西村交益社 兵庫県 養父市
株式会社イーシステム 兵庫県 たつの市
ハミングホーム株式会社 兵庫県 太子町
井上 忠信 兵庫県
岡 裕之 兵庫県
片桐 朱美 兵庫県
熊谷 悟 兵庫県
黒木 信博 兵庫県
竹谷 和夫 兵庫県
谷 和浩 兵庫県
仲井間 忠 兵庫県
永本 城作 兵庫県
萩原 裕也 兵庫県
畠田 孝子 兵庫県
藤井 正敏 兵庫県
堀坂 寧介 兵庫県
森鼻 健史 兵庫県
有限会社クライス技研 奈良県 大和高田市
観音寺辻本建設株式会社 奈良県 橿原市
株式会社大和測量設計事務所 奈良県 橿原市
株式会社天理楽器 奈良県 橿原市
株式会社ＮＡＫＡＭＵＲＡ 奈良県 橿原市
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藤井楢鉄工株式会社 奈良県 橿原市
株式会社柿の葉すし本舗たなか 奈良県 五條市
株式会社ＷｉｌｌＢｅコーポレーション 奈良県 生駒市
株式会社ＡＷＥＳＯＭＥ 奈良県 生駒市
中井鉄工建設株式会社 奈良県 宇陀市
森庄銘木産業株式会社 奈良県 宇陀市
有限会社増田自動車 奈良県 広陵町
上野 晃 奈良県
田中 敦 奈良県
的場 清 奈良県
有限会社アート工房匠人 和歌山県 和歌山市
株式会社匠アトリエフォー 和歌山県 和歌山市
有限会社東和水道工業所 和歌山県 和歌山市
有限会社ナチュレ 和歌山県 和歌山市
安井管材株式会社 和歌山県 和歌山市
有限会社畠山電気商会 和歌山県 白浜町
森 要 和歌山県
山田 義富 和歌山県
株式会社LASSIC 鳥取県 鳥取市
リバードプロダクション株式会社 鳥取県 鳥取市
医療法人社団稲村歯科医院 鳥取県 米子市
株式会社ジェイコス 鳥取県 米子市
有限会社清水塗料店 鳥取県 倉吉市
株式会社美甘建築 鳥取県 境港市
有限会社花原石材店 鳥取県 八頭町
有限会社会見設備 鳥取県 南部町
アイカム株式会社 島根県 松江市
有限会社落合建具製作所 島根県 松江市
株式会社山陰ディーゼル商事 島根県 松江市
株式会社増原産業建設 島根県 松江市
株式会社アイスクウェア 島根県 浜田市
有限会社　浜田交通 島根県 浜田市
有限会社みずほ楽器 島根県 浜田市
株式会社ナガタ 島根県 出雲市
株式会社 大屋ハイテック 島根県 邑南町
村山 智紀 島根県
株式会社ｅｍｂ 岡山県 岡山市
有限会社イモトモータース 岡山県 岡山市
株式会社エヌ・ファクトリー 岡山県 岡山市
株式会社そとづくり 岡山県 岡山市
株式会社ｔｒｉｐｌｅ 岡山県 岡山市
医療法人中村歯科医院 岡山県 岡山市
株式会社不動産ショップｉｚｕｍｉ 岡山県 岡山市
医療法人社団プライムケア岡山 岡山県 岡山市
有限会社ミント薬局 岡山県 岡山市
株式会社ＭＡＩＮＪＥＴ 岡山県 岡山市
アカギテクノ株式会社 岡山県 倉敷市
弘化産業株式会社 岡山県 倉敷市
興南設計株式会社 岡山県 倉敷市
立花容器株式会社 岡山県 倉敷市
株式会社戸川電工 岡山県 倉敷市
株式会社ミワコン 岡山県 倉敷市
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株式会社ロルカ 岡山県 倉敷市
有限会社電気設備カタダ 岡山県 津山市
株式会社山本工務店 岡山県 津山市
ｉ　ｃｒｅａｔｉｏｎ株式会社 岡山県 笠岡市
株式会社報国電設 岡山県 井原市
有限会社備前ファーマシー 岡山県 備前市
有限会社梶原建設 岡山県 瀬戸内市
株式会社ＳＥＮＣＩＡ 岡山県 浅口市
伊藤 正信 岡山県
井上 公司 岡山県
武政 徹 岡山県
中務 貴之 岡山県
花岡 法昭 岡山県
舩橋 洋一 岡山県
山下 周吾 岡山県
山本 真 岡山県
和田 治郎 岡山県
合同会社アーク広島 広島県 広島市
株式会社アイ・エム・シーユナイテッド 広島県 広島市
イケダ株式会社 広島県 広島市
医療法人社団石田内科 広島県 広島市
株式会社ＥＴＴＯＳＴＹＬＥ 広島県 広島市
株式会社Ｋｉｚｕｎａ 広島県 広島市
株式会社Ｋ・Ｊ 広島県 広島市
株式会社コンティエー 広島県 広島市
株式会社さくら会計 広島県 広島市
株式会社サルート 広島県 広島市
株式会社プランニングサプライ 広島県 広島市
株式会社BLUE GRID 広島県 広島市
有限会社　マントル 広島県 広島市
株式会社メイク 広島県 広島市
株式会社森脇工務店 広島県 広島市
株式会社ランテック 広島県 広島市
有限会社井本興業 広島県 呉市
広機工株式会社 広島県 呉市
(有)共栄産業 広島県 三原市
社会福祉法人あおかげ 広島県 尾道市
株式会社サン・クレア 広島県 福山市
株式会社福山産業翻訳センター 広島県 福山市
有限会社サムエル商事 広島県 府中市
三宅建設株式会社 広島県 庄原市
新興建設株式会社 広島県 東広島市
医療法人社団博愛会 広島県 東広島市
株式会社プレスネット 広島県 東広島市
株式会社今井建設工業 広島県 廿日市市
株式会社トーチクイー 広島県 北広島町
株式会社河本建設 広島県 大崎上島町
埀井 磨人 広島県
原田 佑樹 広島県
松岡 紘司 広島県
旭工機株式会社 山口県 下関市
アモルファミリー株式会社 山口県 下関市
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株式会社中国電機サービス社 山口県 下関市
株式会社ハニードライ 山口県 下関市
株式会社ほけんや２１ 山口県 宇部市
株式会社いちやなぎ 山口県 山口市
医療法人社団中村眼科 山口県 山口市
有限会社森重工業 山口県 山口市
有限会社勝田組 山口県 萩市
有限会社マリンテクノ 山口県 下松市
八木興業株式会社 山口県 岩国市
山口県東部ヤクルト販売株式会社 山口県 岩国市
株式会社ササキ 山口県 柳井市
株式会社ホームクリーン 山口県 周南市
株式会社ＧＤＫ 山口県 山陽小野田市
有限会社ミヤサン設備工業 山口県 平生町
藤村 正一 山口県
吉本 洋一 山口県
社会福祉法人　大原福祉会 徳島県 徳島市
株式会社今岡金物店 徳島県 小松島市
四国建設株式会社 徳島県 阿南市
有限会社大丸プロパン 徳島県 阿南市
株式会社四国建工 徳島県 阿波市
大歩危峡観光遊船有限会社 徳島県 三好市
有限会社オゥ・ポワヴル 徳島県 北島町
石丸 昭雄 徳島県
竹内 稔 徳島県
平田 直行 徳島県
株式会社旺建 香川県 高松市
株式会社オオタ 香川県 高松市
センコー産業株式会社 香川県 高松市
株式会社トラベルビジョン 香川県 高松市
合同会社ヘルムアップ 香川県 高松市
社会福祉法人みどり福祉会 香川県 高松市
株式会社みどり未来パートナーズ 香川県 高松市
ミナト総合サービス株式会社 香川県 高松市
有限会社村井重友石材店 香川県 高松市
株式会社リフォ建 香川県 高松市
株式会社Ｌｉｎｋ－Ｎｅｔｗｏｒｋｓ 香川県 高松市
有限会社イハラ産業 香川県 丸亀市
有限会社亀山工務店 香川県 丸亀市
株式会社ケンシンホームズ 香川県 丸亀市
株式会社ＴＡＫＡＧＩ 香川県 丸亀市
有限会社前場組 香川県 丸亀市
有限会社北浜商店 香川県 坂出市
京町薬品有限会社 香川県 坂出市
Ｈｏｕｓｅ　Ｎｅｔ合同会社 香川県 善通寺市
株式会社讃州 香川県 観音寺市
ヒューマンリング協同組合 香川県 さぬき市
株式会社ユニテック 香川県 さぬき市
有限会社小山商店 香川県 三豊市
株式会社ランドエ・スホールディングス 香川県 三豊市
株式会社トクシンテクノ 香川県 多度津町
十鳥 孝弘 香川県
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高橋 伸次 香川県
筒井 雄一郎 香川県
株式会社イプラ 愛媛県 松山市
株式会社エックスワン 愛媛県 松山市
株式会社クラス 愛媛県 松山市
株式会社チョウヤ 愛媛県 松山市
有限会社ホットハウス 愛媛県 松山市
松山酒販株式会社 愛媛県 松山市
株式会社マプト 愛媛県 松山市
有限会社　ミヤザキ 愛媛県 松山市
森松酒販株式会社 愛媛県 松山市
有限会社国分自動車 愛媛県 今治市
株式会社檜垣建築 愛媛県 今治市
日吉産業株式会社 愛媛県 今治市
株式会社うめのや 愛媛県 新居浜市
近藤酒造株式会社 愛媛県 新居浜市
壬生川不動産株式会社 愛媛県 西条市
株式会社リミックス 愛媛県 大洲市
宇都宮 省二 愛媛県
西本 眞市 愛媛県
株式会社喜びフーヅ 高知県 高知市
株式会社和田建設 高知県 高知市
高須工業株式会社 高知県 南国市
株式会社土佐マシン 高知県 南国市
株式会社土佐電子 高知県 土佐市
福壽建設株式会社 高知県 宿毛市
株式会社杉本住宅産業 高知県 四万十市
高知機型工業株式会社 高知県 香南市
株式会社レ・プリュ 高知県 いの町
株式会社谷建築 高知県 黒潮町
有限会社アイテールハウス 福岡県 北九州市
有限会社エステートプラン 福岡県 北九州市
有限会社お菓子のリーフ 福岡県 北九州市
株式会社加治屋工務店 福岡県 北九州市
株式会社カトレア 福岡県 北九州市
有限会社コスモテック 福岡県 北九州市
Skyハウジング株式会社 福岡県 北九州市
株式会社大徳 福岡県 北九州市
株式会社デザイナーズラボ福岡 福岡県 北九州市
株式会社ベルサービス 福岡県 北九州市
有限会社ほほえみ 福岡県 北九州市
溝上酒造株式会社 福岡県 北九州市
有限会社友栄建設 福岡県 北九州市
吉村興産株式会社 福岡県 北九州市
有限会社ワイワイ・カンパニー 福岡県 北九州市
株式会社アークブレイン 福岡県 福岡市
アースウェル株式会社 福岡県 福岡市
株式会社アート建築工房 福岡県 福岡市
株式会社アイズ 福岡県 福岡市
アトム株式会社 福岡県 福岡市
有澤建設株式会社 福岡県 福岡市
株式会社アルファインド 福岡県 福岡市
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医療法人医王光徳会 福岡県 福岡市
株式会社いっかくカンパニー 福岡県 福岡市
株式会社エイジス 福岡県 福岡市
株式会社エージェントサービス 福岡県 福岡市
株式会社ＳＨＩ 福岡県 福岡市
エスビー工業株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ＮＣＣＡヒューマンズ 福岡県 福岡市
エリアマーケティング九州株式会社 福岡県 福岡市
株式会社共立工業 福岡県 福岡市
医療法人久保デンタルクリニック 福岡県 福岡市
くらしいきいき株式会社 福岡県 福岡市
有限会社グリーンエステート 福岡県 福岡市
株式会社ＣＲＥＡＫＵ 福岡県 福岡市
株式会社コスモス 福岡県 福岡市
株式会社財界九州社 福岡県 福岡市
株式会社ジーエー・タップ 福岡県 福岡市
株式会社ＪＹＵＫＥＮ 福岡県 福岡市
新日本グラウト工業株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ＳＫＹメンテナンス 福岡県 福岡市
セイワパーク株式会社 福岡県 福岡市
有限会社第一福鳥 福岡県 福岡市
タウンクロス株式会社 福岡県 福岡市
株式会社タカシロ商事 福岡県 福岡市
株式会社傳設計 福岡県 福岡市
遠山貿易株式会社 福岡県 福岡市
トマト建設株式会社 福岡県 福岡市
株式会社トラバース 福岡県 福岡市
西日本自立支援協会株式会社 福岡県 福岡市
株式会社日本学術講師会 福岡県 福岡市
株式会社パンダ不動産 福岡県 福岡市
株式会社福岡住宅センター 福岡県 福岡市
株式会社　福岡ミツヤ 福岡県 福岡市
株式会社フジコム九州 福岡県 福岡市
株式会社プラス事務所 福岡県 福岡市
プラス事務所司法書士法人 福岡県 福岡市
株式会社プラス相続手続センター 福岡県 福岡市
株式会社モデリア 福岡県 福岡市
ヤマエレンタリース株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ユニゾンシステムズ 福岡県 福岡市
株式会社リアリムジャパン 福岡県 福岡市
株式会社ＬＩＥＮ 福岡県 福岡市
末吉建設株式会社 福岡県 大牟田市
有限会社アルブ 福岡県 久留米市
株式会社久留米原種育成会 福岡県 久留米市
桑野新研産業株式会社 福岡県 久留米市
株式会社古賀工務店 福岡県 久留米市
株式会社サンテック 福岡県 久留米市
有限会社３６５サービス 福岡県 久留米市
千代海苔株式会社 福岡県 久留米市
有限会社マリア 福岡県 直方市
アイテックシステム株式会社 福岡県 飯塚市
社会福祉法人幸樹会 福岡県 飯塚市
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田川産業商事株式会社 福岡県 田川市
手島薬品株式会社 福岡県 田川市
株式会社星野民藝 福岡県 八女市
八女ベンダーサービス株式会社 福岡県 八女市
株式会社協和木材 福岡県 春日市
合同会社耀 福岡県 春日市
株式会社ワン・プラス・ワン 福岡県 春日市
有限会社アドベンチャーインターナショナル 福岡県 宗像市
有限会社うめ屋 福岡県 宗像市
力丸倉庫株式会社 福岡県 古賀市
株式会社　総建 福岡県 うきは市
株式会社筑水キャニコム 福岡県 うきは市
河野食品株式会社 福岡県 みやま市
医療法人中島こうやクリニック 福岡県 那珂川市
入江不動産株式会社 福岡県 宇美町
株式会社アクティブ 福岡県 須恵町
株式会社長澤工務店 福岡県 須恵町
株式会社久原醤油 福岡県 久山町
株式会社久原本家 福岡県 久山町
社会福祉法人鞍手町社会福祉協議会 福岡県 鞍手町
株式会社第一工業所 福岡県 鞍手町
有限会社安達組 福岡県 大刀洗町
石島 理 福岡県
上野 満 福岡県
梅木 九州男 福岡県
江藤 博幸 福岡県
久保 文博 福岡県
古賀 毅 福岡県
七種 和孝 福岡県
永島 和彦 福岡県
中野 清司 福岡県
福沢 秀昭 福岡県
藤本 誠一 福岡県
森本 乃扶子 福岡県
田島興産株式会社 佐賀県 佐賀市
株式会社ティーエム技研 佐賀県 佐賀市
岩本住設株式会社 佐賀県 唐津市
梅田産業株式会社 佐賀県 唐津市
有限会社青孝建設 佐賀県 唐津市
高田電機株式会社 佐賀県 唐津市
野口商事株式会社 佐賀県 伊万里市
株式会社Alphabet 佐賀県 武雄市
株式会社リバース 佐賀県 大町町
福井 泰成 佐賀県
有限会社永電エンジニアリング 長崎県 長崎市
社会福祉法人恵風会 長崎県 長崎市
TRESSA株式会社 長崎県 長崎市
社会福祉法人むつみ福祉会 長崎県 長崎市
山口不動産有限会社 長崎県 長崎市
有限会社山小屋 長崎県 長崎市
有限会社良建設 長崎県 長崎市
株式会社サン測量設計 長崎県 佐世保市
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株式会社ネオブラッド 長崎県 佐世保市
有限会社フラワーズコレクション 長崎県 佐世保市
三井消毒株式会社 長崎県 佐世保市
株式会社友建設 長崎県 佐世保市
田浦組株式会社 長崎県 島原市
有限会社一電設 長崎県 諫早市
有限会社山田工務店 長崎県 諫早市
株式会社川尻建機 長崎県 平戸市
有限会社ニシ・マイカーセンター 長崎県 平戸市
小田ボーリング工業株式会社 長崎県 雲仙市
医療法人　征友会　ねぎ歯科医院 長崎県 雲仙市
株式会社ヨシダホーム 長崎県 雲仙市
有限会社中村建工 長崎県 南島原市
株式会社ビデオハウスＨＶＣ 長崎県 川棚町
大平 孝造 長崎県
末永 訓弘 長崎県
松本 德治 長崎県
山本 清和 長崎県
有限会社旭清掃社 熊本県 熊本市
株式会社アドック建築事務所 熊本県 熊本市
株式会社アルチザン 熊本県 熊本市
株式会社ＡＲＯ 熊本県 熊本市
有限会社イー・キューブ 熊本県 熊本市
有限会社井上建工 熊本県 熊本市
株式会社宇佐美・工業 熊本県 熊本市
株式会社オーエイ財務経理 熊本県 熊本市
ＫＩＴ－ＣＣ株式会社 熊本県 熊本市
有限会社九州システムハウジング 熊本県 熊本市
株式会社清永宇蔵商店 熊本県 熊本市
株式会社Ｃｒａｎｅ 熊本県 熊本市
株式会社 KDS熊本ドライビングスクール 熊本県 熊本市
株式会社興隆 熊本県 熊本市
有限会社産企画 熊本県 熊本市
株式会社杉養蜂園 熊本県 熊本市
株式会社鮮ど市場 熊本県 熊本市
有限会社ソーイングヨナ 熊本県 熊本市
株式会社ソフィタカヤナギ 熊本県 熊本市
株式会社ツチヤ工業 熊本県 熊本市
株式会社トライ 熊本県 熊本市
株式会社パワーネット 熊本県 熊本市
株式会社ヒューマンケアブロッサムズ 熊本県 熊本市
フタバ九州株式会社 熊本県 熊本市
株式会社ホームステージ 熊本県 熊本市
有限会社堀江建設 熊本県 熊本市
メイビスデザイン株式会社 熊本県 熊本市
株式会社山貿 熊本県 熊本市
医療法人社団　侑桜会 熊本県 熊本市
有限会社ユナイト 熊本県 熊本市
株式会社リヴ．スタイル．ホーム 熊本県 熊本市
株式会社シモサキ建設 熊本県 八代市
有限会社宮地小型部品商会 熊本県 八代市
岩下建設株式会社 熊本県 玉名市
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有限会社吉村建設 熊本県 玉名市
有限会社福田建設 熊本県 菊池市
社会福祉法人東康会 熊本県 宇城市
社会福祉法人ひまわり福祉会 熊本県 合志市
株式会社テラシステム 熊本県 大津町
株式会社小国資源開発 熊本県 小国町
株式会社晶栄 熊本県 嘉島町
有限会社吉見建設 熊本県 山都町
上野 明男 熊本県
岡部 芳告 熊本県
黒木 佐由里 熊本県
櫻井 武 熊本県
中西 賢一 熊本県
株式会社Ａ－ＣＡＳＴ 大分県 大分市
社会福祉法人大分市福祉会 大分県 大分市
医療法人大分朋友会 大分県 大分市
株式会社上村技研 大分県 大分市
株式会社こつこつ庵 大分県 大分市
社会福祉法人寿光福祉会 大分県 大分市
株式会社永冨建設工業 大分県 大分市
三越商事大分株式会社 大分県 大分市
有限会社南大分土地 大分県 大分市
山忠商店株式会社 大分県 大分市
株式会社湯けむりレンタカー 大分県 別府市
株式会社カイ設計事務所 大分県 中津市
株式会社新象 大分県 日田市
有限会社工藤建設 大分県 佐伯市
有限会社プロアルファ 大分県 臼杵市
株式会社佐々木建設 大分県 豊後大野市
医療法人ニコニコ診療所 大分県 豊後大野市
有限会社　旅館　冨季の舎 大分県 由布市
有限会社泉水緑化産業 大分県 九重町
垣迫 真一 大分県
児玉 礼二 大分県
株式会社アイアン 宮崎県 宮崎市
佐藤建設株式会社 宮崎県 宮崎市
株式会社セ・ラ・ヴィ・コーポレーション 宮崎県 宮崎市
有限会社第一防虫センター 宮崎県 宮崎市
株式会社匠家 宮崎県 宮崎市
株式会社長谷川経営アドバイザー 宮崎県 宮崎市
株式会社南九州ダイケン 宮崎県 宮崎市
一般社団法人宮崎県治山林道協会 宮崎県 宮崎市
株式会社今元工業 宮崎県 都城市
株式会社永倉建設 宮崎県 都城市
日南麦酒株式会社 宮崎県 日南市
株式会社坂下組 宮崎県 小林市
株式会社　中村会計事務所 宮崎県 日向市
株式会社まつとみや 宮崎県 串間市
株式会社河北 宮崎県 都農町
甲斐 徹德 宮崎県
河野 公司 宮崎県
吉原 信幸 宮崎県
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事業者名 都道府県 市区町村

株式会社Ｅａｓｔｏｎｅ 鹿児島県 鹿児島市
有限会社南宝社 鹿児島県 鹿児島市
株式会社ＥＱＲＩＯ 鹿児島県 枕崎市
有限会社大里商店 鹿児島県 薩摩川内市
有限会社マルゼン商事 鹿児島県 薩摩川内市
有限会社菊永自動車 鹿児島県 南九州市
有限会社アーバン・ファクトリー 鹿児島県 姶良市
株式会社ＡＳＡ 鹿児島県 姶良市
阪本 和司 沖縄県
玉那覇 享 沖縄県
株式会社インターコード 沖縄県 那覇市
株式会社ハンズオンカンパニー 沖縄県 那覇市
株式会社オキナウ 沖縄県 宜野湾市
株式会社沖縄セブンスターズ 沖縄県 浦添市
合同会社ハッピーファクトリー 沖縄県 沖縄市
株式会社もりお・沖縄 沖縄県 沖縄市
沖縄創設株式会社 沖縄県 豊見城市
株式会社沖縄構造設計 沖縄県 うるま市
社会福祉法人起産石川 沖縄県 うるま市
大同建設株式会社 沖縄県 国頭村
有限会社向設備 沖縄県 恩納村
株式会社ＯＦＭ 沖縄県 読谷村
株式会社常進建設 沖縄県 北谷町
合同会社パッション 沖縄県 北谷町
沖東交通事業協同組合 沖縄県 西原町
有限会社プラネット 沖縄県 西原町
岩井 俊介 沖縄県
大嶺 若菜 沖縄県
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