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事業者名 都道府県 市区町村

株式会社アカシヤビルサービス 北海道 札幌市
明日香技研株式会社 北海道 札幌市
株式会社ＡＴＡＥＲＵ 北海道 札幌市
アトリエアム株式会社 北海道 札幌市
株式会社ｅｅステーション 北海道 札幌市
株式会社ｅ－ｎｅｔ 北海道 札幌市
イネスホーム株式会社 北海道 札幌市
医療法人社団うめや歯科クリニツク 北海道 札幌市
株式会社エーピーアール 北海道 札幌市
株式会社APR TRADING 北海道 札幌市
エコーライン株式会社 北海道 札幌市
株式会社遠藤木型 北海道 札幌市
株式会社オレンヂカンパニー 北海道 札幌市
株式会社オワゾブルー 北海道 札幌市
有限会社菊水建設 北海道 札幌市
北日本貿易株式会社 北海道 札幌市
株式会社啓愛興産 北海道 札幌市
ＫＩＣ株式会社 北海道 札幌市
株式会社コンテック 北海道 札幌市
株式会社札幌トランジスター 北海道 札幌市
株式会社　札幌麦伸堂 北海道 札幌市
株式会社ジオ 北海道 札幌市
株式会社ジオリサーチ 北海道 札幌市
一般社団法人障がい者総合支援協会 北海道 札幌市
株式会社昭和プラント 北海道 札幌市
白崎繊維工業株式会社 北海道 札幌市
株式会社スギテック 北海道 札幌市
株式会社鈴木工業 北海道 札幌市
有限会社３ＫＧ 北海道 札幌市
株式会社西光 北海道 札幌市
税理士法人池脇会計事務所 北海道 札幌市
税理士法人ベンチャーパートナーズ総合会計事務所 北海道 札幌市
専門職組合株式会社 北海道 札幌市
株式会社太平流通販売 北海道 札幌市
タカハシアートプランニング株式会社 北海道 札幌市
データテック株式会社 北海道 札幌市
株式会社ドルフ企画設計 北海道 札幌市
ノースバイシクル北海道株式会社 北海道 札幌市
株式会社ピーアールセンター 北海道 札幌市
医療法人　東札幌三輪デンタルクリニック 北海道 札幌市
株式会社ファーマエージェンシー 北海道 札幌市
株式会社プライムツーワン 北海道 札幌市
株式会社プレミアム北海道 北海道 札幌市
株式会社BESTSTYLE 北海道 札幌市
ホクシンサービス株式会社 北海道 札幌市
株式会社北海道三喜 北海道 札幌市
株式会社北海道セレクト 北海道 札幌市
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北海道物産株式会社 北海道 札幌市
有限会社ホリゾン 北海道 札幌市
株式会社基設備研究所 北海道 札幌市
タナカ冷機工業株式会社 北海道 函館市
株式会社ミツウマ 北海道 小樽市
旭川冷機工業株式会社 北海道 旭川市
税理士法人たいせつ 北海道 旭川市
税理士法人中央総合会計 北海道 旭川市
有限会社Ｔ・Ｓ　ＲＥＶ　ＬＩＭＩＴ 北海道 旭川市
デンキュー株式会社 北海道 旭川市
特定非営利活動法人ライフサポート絆 北海道 旭川市
フィールドパワーエンジニアリング株式会社 北海道 旭川市
株式会社キメラ 北海道 室蘭市
有限会社中川石材店 北海道 室蘭市
株式会社カイトー商会 北海道 釧路市
株式会社一番舘 北海道 帯広市
株式会社タカ 北海道 帯広市
日新ハウス株式会社 北海道 帯広市
北欧管材株式会社 北海道 帯広市
宮本機械株式会社 北海道 帯広市
株式会社富田通商 北海道 北見市
株式会社中神土木設計事務所 北海道 北見市
医療法人社団　本間歯科医院 北海道 岩見沢市
株式会社早水組 北海道 網走市
有限会社ルモンド 北海道 留萌市
有限会社拓道建設 北海道 苫小牧市
株式会社江別興陽電気工事店 北海道 江別市
有限会社上光石材工業 北海道 江別市
有限会社丸富渡辺水産 北海道 紋別市
株式会社中央造園 北海道 千歳市
有限会社ナカガミ 北海道 千歳市
有限会社ピットロード 北海道 千歳市
有限会社オートガレージサイダ 北海道 滝川市
株式会社大東巧建 北海道 砂川市
株式会社ナカヤ菓子店 北海道 砂川市
有限会社鈴木モーター商会 北海道 登別市
有限会社北翔建設 北海道 登別市
株式会社リファインむろらん 北海道 登別市
恵庭商工会議所 北海道 恵庭市
有限会社土屋建設 北海道 伊達市
株式会社共成 北海道 石狩市
関工業株式会社 北海道 石狩市
有限会社長谷川レッカーサービス 北海道 北斗市
有限会社ホンマワークス 北海道 北斗市
株式会社蓮匠会 北海道 七飯町
有限会社根本一貫堂薬局 北海道 鹿部町
北桧山運輸総業株式会社 北海道 せたな町
株式会社ＳＵＰＥＲ　ＯＫＵＳＡＮ 北海道 倶知安町
有限会社ライフ・マート 北海道 倶知安町
株式会社山上木工 北海道 津別町
有限会社興測設計事務所 北海道 清里町
株式会社清水 北海道 むかわ町

2 / 68 ページ



2020年9月30日

事業者名 都道府県 市区町村

株式会社オートサービスヤマグチ 北海道 広尾町
株式会社ナショナルパークツーリズムてしかが 北海道 弟子屈町
有限会社川村水産 北海道 標津町
大森 幹朗 北海道
千葉 忠昭 北海道
正木 俊二 北海道
松田 昌紀 北海道
横手 謙司 北海道
吉田 忠一 北海道
株式会社イシダスポーツ 青森県 青森市
有限会社キムコーハウジング 青森県 青森市
東邦電工株式会社 青森県 青森市
株式会社Ｆｒａｃｔａｌ設計事務所 青森県 青森市
カーショップ日向有限会社 青森県 八戸市
株式会社香月園 青森県 八戸市
有限会社嶋田仕出し店 青森県 八戸市
株式会社壬生設備 青森県 八戸市
美保野グリーン牧場株式会社 青森県 八戸市
株式会社小枝設備工業 青森県 五所川原市
株式会社高松工業 青森県 五所川原市
株式会社福島組 青森県 つがる市
社会福祉法人平川市社会福祉協議会 青森県 平川市
株式会社スーパーストア 青森県 中泊町
有限会社北舘工業 青森県 風間浦村
佐々木 信 青森県
類家 信男 青森県
株式会社アルファ 岩手県 盛岡市
株式会社イワベニ 岩手県 盛岡市
株式会社mass 岩手県 盛岡市
株式会社マルユーホーム 岩手県 盛岡市
ロータス岩手株式会社 岩手県 盛岡市
雄和総業株式会社 岩手県 宮古市
東北産業振興協同組合 岩手県 大船渡市
株式会社ギャブハウス花巻 岩手県 花巻市
株式会社おやまケアサービス 岩手県 一関市
有限会社佐藤住建 岩手県 一関市
トラステックアース株式会社 岩手県 一関市
有限会社富士電気 岩手県 一関市
株式会社石川水道工業 岩手県 陸前高田市
有限会社スイング 岩手県 二戸市
有限会社ワイケイ商事 岩手県 八幡平市
株式会社佐藤政行種苗 岩手県 矢巾町
伊藤 茂希 岩手県
村上 晃 岩手県
株式会社アジタス 宮城県 仙台市
学校法人愛子学園 宮城県 仙台市
株式会社イーディアス 宮城県 仙台市
株式会社Airline Career Laboratory 宮城県 仙台市
株式会社開工業 宮城県 仙台市
株式会社ヴォワザン 宮城県 仙台市
工藤電機株式会社 宮城県 仙台市
株式会社クロノドライブ 宮城県 仙台市
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有限会社サロンド・シロー 宮城県 仙台市
株式会社スタークス 宮城県 仙台市
有限会社スマッシュ 宮城県 仙台市
医療法人泉仁会 宮城県 仙台市
株式会社センシンハウジング 宮城県 仙台市
医療法人仙台東口矯正歯科 宮城県 仙台市
株式会社ＴＨＬホールディングス 宮城県 仙台市
株式会社Ｔ－ＲＩＳＥ 宮城県 仙台市
東北環境整備株式会社 宮城県 仙台市
株式会社東北プリント 宮城県 仙台市
日新商事株式会社 宮城県 仙台市
株式会社ヒロ住建 宮城県 仙台市
株式会社ＦＬＯＷ－ＨＩＤＥ 宮城県 仙台市
医療法人社団裕歯会 宮城県 仙台市
株式会社優成堂 宮城県 仙台市
株式会社豊 宮城県 仙台市
社会福祉法人ライフの学校 宮城県 仙台市
WIDEFOOD株式会社 宮城県 仙台市
株式会社ワオナス 宮城県 仙台市
株式会社ＯＮＥ　ＢＬＯＣＫ 宮城県 仙台市
株式会社幸田屋商店 宮城県 石巻市
ヒノケン株式会社 宮城県 石巻市
有限会社あすなろ工房 宮城県 石巻市
さくら工房株式会社 宮城県 塩竈市
株式会社太陽工業 宮城県 塩竈市
東北ハードクローム工業株式会社 宮城県 塩竈市
有限会社庭蔵 宮城県 名取市
有限会社マルニ興業 宮城県 登米市
株式会社チバ電設 宮城県 栗原市
医療法人社団トラストメディカル 宮城県 大崎市
ＮＯＫメタル株式会社 宮城県 涌谷町
キョーユー株式会社 宮城県 美里町
株式会社富士精密 宮城県 美里町
武田 光政 宮城県
三浦 悟 宮城県
森川 貴之 宮城県
新政酒造株式会社 秋田県 秋田市
加藤建設株式会社 秋田県 秋田市
株式会社ライトプラン 秋田県 秋田市
有限会社笠井工務店 秋田県 能代市
株式会社綜合通信 秋田県 能代市
有限会社　山内自動車商会 秋田県 能代市
株式会社村岡組 秋田県 横手市
直洋建設株式会社 秋田県 大館市
株式会社プラウド 秋田県 鹿角市
丸佐運送合資会社 秋田県 鹿角市
株式会社マサカ 秋田県 由利本荘市
矢島小林工業株式会社 秋田県 由利本荘市
秋田清酒株式会社 秋田県 大仙市
AYJ合同会社 秋田県 にかほ市
鈴木 力 秋田県
株式会社スリーアイズ 山形県 米沢市
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株式会社米沢いびしや 山形県 米沢市
有限会社みづほ産業 山形県 鶴岡市
株式会社ウェルボン 山形県 酒田市
株式会社アイ・エム・ジー 山形県 新庄市
國井建設株式会社 山形県 寒河江市
株式会社ニットつきざわ 山形県 寒河江市
有限会社弘栄不動産 山形県 天童市
有限会社印刷文化堂 山形県 尾花沢市
有限会社古川ケアマネージメント 山形県 大江町
羽山総合建設株式会社 山形県 高畠町
有限会社篠沢工務店 山形県 川西町
有限会社渡部製材所 山形県 飯豊町
阿部 哲也 山形県
後藤 勝弘 山形県
佐々木 正太郎 山形県
有限会社ケアフル会津 福島県 福島市
株式会社鈴木石油商会 福島県 福島市
株式会社マル昭齋藤建築 福島県 福島市
株式会社城北産業 福島県 会津若松市
株式会社ミウラ 福島県 会津若松市
医療法人かわなこどもクリニック 福島県 郡山市
田母神建設株式会社 福島県 郡山市
株式会社ホウセイ 福島県 郡山市
昌建設有限会社 福島県 郡山市
株式会社渡建 福島県 郡山市
エコチャリ合同会社 福島県 いわき市
有限会社カネタ菅波 福島県 いわき市
株式会社ダイエイ 福島県 いわき市
大和電設工業株式会社 福島県 いわき市
特定非営利活動法人よつくらぶ 福島県 いわき市
有限会社大桑原つつじ園 福島県 須賀川市
三柏工業株式会社 福島県 須賀川市
有限会社内藤酒店 福島県 須賀川市
株式会社渡辺建設 福島県 須賀川市
有限会社小檜山建築設計事務所 福島県 喜多方市
相馬ガスホールディングス株式会社 福島県 南相馬市
社会福祉法人嘉啓会 福島県 伊達市
有限会社エフアールピー福島 福島県 本宮市
ＦＲＦホールディングス株式会社 福島県 桑折町
社会福祉法人岩瀬福祉会 福島県 鏡石町
ソフトテック株式会社 福島県 天栄村
株式会社アトム 福島県 磐梯町
アルトン工業株式会社 福島県 会津坂下町
株式会社田村組 福島県 棚倉町
矢祭建設株式会社 福島県 矢祭町
有限会社小林建設 福島県 玉川村
石橋ハマプラス株式会社 福島県 三春町
株式会社秋田組 福島県 小野町
鈴木 睦朗 福島県
服部 潔隆 福島県
村上 武正 福島県
小河原設備工業株式会社 茨城県 水戸市
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有限会社KOSAI 茨城県 水戸市
株式会社常磐工務店 茨城県 水戸市
株式会社拓住建 茨城県 水戸市
有限会社ボディショップ池田 茨城県 水戸市
株式会社ダンク 茨城県 日立市
株式会社森下鉄工所 茨城県 日立市
有限会社古河断熱 茨城県 古河市
有限会社初見自動車販売 茨城県 古河市
有限会社　東方商事 茨城県 龍ケ崎市
小口設備工業株式会社 茨城県 下妻市
不二美工機株式会社 茨城県 下妻市
横関建設株式会社 茨城県 下妻市
岩谷住建株式会社 茨城県 常総市
日本電磁工業株式会社 茨城県 常総市
株式会社　高萩サービスセンター 茨城県 高萩市
小松崎建設株式会社 茨城県 笠間市
有限会社中野設計事務所 茨城県 牛久市
有限会社海老原工務店 茨城県 つくば市
社会福祉法人勘翁慈温会 茨城県 つくば市
株式会社GREAT 茨城県 つくば市
株式会社みなみ商会 茨城県 つくば市
株式会社ディーテック・コンサルタンツ 茨城県 ひたちなか市
有限会社ネモト設備 茨城県 ひたちなか市
有限会社横須賀工務店 茨城県 ひたちなか市
株式会社大平工業 茨城県 鹿嶋市
株式会社飛田工務店 茨城県 鹿嶋市
潮来青果株式会社 茨城県 潮来市
有限会社ティエムユー 茨城県 潮来市
アットルーム株式会社 茨城県 那珂市
株式会社渡辺建工 茨城県 筑西市
山西牧場 茨城県 坂東市
株式会社山内養豚 茨城県 かすみがうら市
塚田造園建設株式会社 茨城県 桜川市
株式会社大沼工務店 茨城県 神栖市
株式会社ハッピーガーデン 茨城県 神栖市
有限会社飯島工務店 茨城県 鉾田市
有限会社石田建材 茨城県 鉾田市
有限会社小沼鉄工所 茨城県 鉾田市
株式会社カサイ工務店 茨城県 鉾田市
株式会社Ｏｒｉｇｉｎ 茨城県 つくばみらい市
株式会社ケイエスエスサービス 茨城県 小美玉市
宇野建設工業株式会社 茨城県 茨城町
稲葉 光夫 茨城県
大堀 友理 茨城県
川村 全 茨城県
須賀 清 茨城県
鈴木 清治 茨城県
鈴木 貴 茨城県
鈴木 治津子 茨城県
鈴木 正人 茨城県
塚原 一文 茨城県
野口 健太 茨城県
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和田 英二 茨城県
株式会社大島構造設計 栃木県 宇都宮市
株式会社しばた工芸 栃木県 宇都宮市
株式会社輝工業 栃木県 宇都宮市
トアヴァルト有限会社 栃木県 宇都宮市
株式会社広野冷熱工業 栃木県 宇都宮市
弁護士法人宇都宮東法律事務所 栃木県 宇都宮市
グランドネス株式会社 栃木県 足利市
株式会社輝心 栃木県 足利市
東京拉麺株式会社 栃木県 足利市
株式会社中村建設 栃木県 足利市
保泉工業株式会社 栃木県 足利市
有限会社いづるや 栃木県 栃木市
有限会社きっすい 栃木県 栃木市
税理士法人ＦＭＣ 栃木県 栃木市
株式会社八興製作所 栃木県 栃木市
株式会社小野建築設計室 栃木県 佐野市
三陽建設株式会社 栃木県 佐野市
清和紙器工業株式会社 栃木県 佐野市
株式会社オートスナック 栃木県 鹿沼市
株式会社三本松茶屋 栃木県 日光市
株式会社三条工測 栃木県 小山市
有限会社鈴木工務店 栃木県 小山市
株式会社蔦工務店 栃木県 小山市
ピー・アンド・アイ株式会社 栃木県 小山市
株式会社プラスワーク 栃木県 小山市
株式会社柴材木店 栃木県 真岡市
テクノ綜合開発株式会社 栃木県 真岡市
株式会社クオリート 栃木県 大田原市
柴産業株式会社 栃木県 矢板市
深谷建設株式会社 栃木県 那須塩原市
有限会社あさの 栃木県 さくら市
株式会社斎藤工業 栃木県 さくら市
舘野興業株式会社 栃木県 下野市
医療法人南河内診療所 栃木県 下野市
有限会社ビルテック 栃木県 壬生町
株式会社HABILE 栃木県 那須町
佐瀬 輝幸 栃木県
中江 健太郎 栃木県
中川 泰彦 栃木県
堀川 悦郎 栃木県
松下 佳介 栃木県
関東物産株式会社 群馬県 前橋市
藤和航測株式会社 群馬県 前橋市
株式会社深沢組 群馬県 前橋市
株式会社丸橋鉄工 群馬県 前橋市
株式会社ムラタ 群馬県 前橋市
株式会社ｉＦＯＲＣＥ 群馬県 高崎市
株式会社エムダブルエス日高 群馬県 高崎市
株式会社グラッツィア 群馬県 高崎市
株式会社三美堂 群馬県 高崎市
医療法人尚歯会 群馬県 高崎市
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高崎石材工業株式会社 群馬県 高崎市
有限会社高崎塗装工業所 群馬県 高崎市
社会福祉法人桃源会 群馬県 高崎市
株式会社ヤマザキ 群馬県 高崎市
株式会社ヨシダ 群馬県 高崎市
新見化学工業株式会社 群馬県 桐生市
有限会社広沢プリント 群馬県 桐生市
社会福祉法人　伊勢崎市愛のはぐるま会 群馬県 伊勢崎市
株式会社ガーデンスタイル 群馬県 伊勢崎市
偕斉株式会社 群馬県 伊勢崎市
都市開発建設株式会社 群馬県 伊勢崎市
株式会社ｉ－ｗｏｒｋｓ 群馬県 太田市
株式会社足利セラミックラボラトリー 群馬県 太田市
加藤建設興業株式会社 群馬県 太田市
有限会社クロスカルチャー 群馬県 太田市
鈴木工業株式会社 群馬県 太田市
株式会社正英 群馬県 太田市
社会福祉法人圓会 群馬県 太田市
金子建設株式会社 群馬県 沼田市
株式会社グリフエデュケーション 群馬県 沼田市
有限会社本多自動車鈑金 群馬県 沼田市
株式会社稔和 群馬県 沼田市
株式会社アーデントコミュニケーション 群馬県 館林市
サンメール株式会社 群馬県 館林市
日本精密測器株式会社 群馬県 渋川市
株式会社ブレーントラスト 群馬県 富岡市
有限会社赤石建鉄 群馬県 みどり市
勝野建設株式会社 群馬県 吉岡町
森喜建設株式会社 群馬県 吉岡町
有限会社第一工務店 群馬県 長野原町
重田商事株式会社 群馬県 嬬恋村
加藤建設有限会社 群馬県 東吾妻町
原澤林業株式会社 群馬県 川場村
有限会社タカラ不動産 群馬県 玉村町
株式会社岡島電気工事 群馬県 板倉町
福田 秀幸 群馬県
医療法人社団愛歯会 埼玉県 さいたま市
株式会社アカツキ 埼玉県 さいたま市
アンテナ技研株式会社 埼玉県 さいたま市
株式会社風巻工務店 埼玉県 さいたま市
株式会社キッツプラン建築設計事務所 埼玉県 さいたま市
株式会社ＱｕａｎｔｕｍＮｅｔ 埼玉県 さいたま市
株式会社斎藤設計 埼玉県 さいたま市
有限会社シー・エム・エー 埼玉県 さいたま市
社会福祉法人騏忠会 埼玉県 さいたま市
社会福祉法人藤照会 埼玉県 さいたま市
有限会社ナチュラリー 埼玉県 さいたま市
株式会社ＮＡＣＫ５プロジェクト 埼玉県 さいたま市
株式会社ノスコ 埼玉県 さいたま市
ハイパートレーディング株式会社 埼玉県 さいたま市
株式会社橋本測量 埼玉県 さいたま市
株式会社パティスリーMOA 埼玉県 さいたま市
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有限会社原田給油所 埼玉県 さいたま市
有限会社バリアス 埼玉県 さいたま市
有限会社マック 埼玉県 さいたま市
株式会社翠屋施工 埼玉県 さいたま市
武蔵野商事株式会社 埼玉県 さいたま市
有限会社吉野測量設計事務所 埼玉県 さいたま市
有限会社エンデュランス 埼玉県 川越市
社会福祉法人埼玉育児院 埼玉県 川越市
社会福祉法人埼玉医大福祉会 埼玉県 川越市
株式会社リアル 埼玉県 川越市
有限会社協栄モーター 埼玉県 熊谷市
安心ホーム計画株式会社 埼玉県 川口市
株式会社イーライズ 埼玉県 川口市
株式会社イチカワ測量企画 埼玉県 川口市
医療法人社団ｗｉｓｔｅｒｉａ 埼玉県 川口市
社会福祉法人孝慈会 埼玉県 川口市
株式会社工事企画 埼玉県 川口市
株式会社スマイルカンパニー 埼玉県 川口市
株式会社トップ 埼玉県 川口市
有限会社旭自動車 埼玉県 行田市
株式会社設計室ユニアート 埼玉県 行田市
有限会社小暮商店 埼玉県 所沢市
有限会社サカノ 埼玉県 所沢市
株式会社ストリームベース 埼玉県 所沢市
有限会社マルタ 埼玉県 所沢市
有限会社　名栗温泉 埼玉県 飯能市
アグリファーム株式会社 埼玉県 加須市
ダイユウエンタープライズ株式会社 埼玉県 加須市
株式会社細田設備工業 埼玉県 本庄市
株式会社マルエス 埼玉県 本庄市
株式会社エ・ク・シー 埼玉県 東松山市
有限会社パティスリー・モン・プレジール 埼玉県 東松山市
株式会社ＦＯＲＭＩＣ 埼玉県 東松山市
合資会社イラストメーカーズ 埼玉県 春日部市
合同会社幸栄 埼玉県 春日部市
有限会社本田工業 埼玉県 春日部市
株式会社サンプラ 埼玉県 狭山市
株式会社ハウス住建 埼玉県 狭山市
トーマセンイ株式会社 埼玉県 羽生市
株式会社佐藤建築デザイン事務所 埼玉県 鴻巣市
株式会社技術開発コンサルタント 埼玉県 深谷市
有限会社福地工務店 埼玉県 深谷市
合同会社杉本事務所 埼玉県 上尾市
株式会社ベルーナ・ジーエフ・ロジスティクス 埼玉県 上尾市
医療法人優萠会 埼玉県 上尾市
株式会社ＬＩＦＥ 埼玉県 上尾市
有限会社協立設計事務所 埼玉県 草加市
株式会社埼玉車輌 埼玉県 草加市
草加建設株式会社 埼玉県 草加市
株式会社ウイル 埼玉県 越谷市
合同会社エスアイ 埼玉県 越谷市
有限会社カイト 埼玉県 越谷市
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ケイツーエンジニアリング株式会社 埼玉県 越谷市
有限会社トップラン 埼玉県 越谷市
有限会社菅原化工 埼玉県 戸田市
有限会社コスモス 埼玉県 入間市
株式会社狭山金型製作所 埼玉県 入間市
土屋興業株式会社 埼玉県 入間市
株式会社デザイン・ラボ一級建築士事務所 埼玉県 入間市
株式会社イーアンドエムエンジニアリング 埼玉県 朝霞市
柳下技研株式会社 埼玉県 和光市
有限会社　平建設 埼玉県 新座市
有限会社アイ・パック 埼玉県 久喜市
有限会社福島技研 埼玉県 久喜市
株式会社サンテクス 埼玉県 八潮市
株式会社タニグチ 埼玉県 八潮市
ＳＯＲＡＫＥＮ株式会社 埼玉県 富士見市
医療法人社団あいゆう会 埼玉県 三郷市
株式会社篠田設備 埼玉県 三郷市
株式会社ウインテック 埼玉県 蓮田市
有限会社石田自動車整備工場 埼玉県 坂戸市
有限会社椿測量 埼玉県 坂戸市
中屋株式会社 埼玉県 坂戸市
三陽不動産株式会社 埼玉県 幸手市
株式会社　ピノーレ 埼玉県 幸手市
日南技術株式会社 埼玉県 鶴ヶ島市
ユーキテック株式会社 埼玉県 鶴ヶ島市
ＧＭＴインターナショナル株式会社 埼玉県 吉川市
社会福祉法人　秋桜園 埼玉県 ふじみ野市
株式会社弓木電設社 埼玉県 白岡市
有限会社ＫＭＪ 埼玉県 伊奈町
有限会社富士森彫刻精密 埼玉県 三芳町
株式会社鈴晃 埼玉県 滑川町
高波建設株式会社 埼玉県 嵐山町
有限会社プロ・ウェルド楠 埼玉県 鳩山町
有限会社関口商店 埼玉県 小鹿野町
株式会社富山工務所 埼玉県 小鹿野町
株式会社MKヴィジョン 埼玉県 上里町
相澤 康弘 埼玉県
大岩 辰裕 埼玉県
唐澤 亮 埼玉県
黒米 健治 埼玉県
長岡 春重 埼玉県
平井 学 埼玉県
舩津 德英 埼玉県
松本 建二 埼玉県
横田 政二 埼玉県
吉武 光太郎 埼玉県
アイグローバル株式会社 千葉県 千葉市
医療法人社団済世会 千葉県 千葉市
株式会社佐藤機械 千葉県 千葉市
鈴木測量株式会社 千葉県 千葉市
株式会社スマートハウジング 千葉県 千葉市
株式会社ティ・アイ・エクステリア 千葉県 千葉市
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有限会社寺村建設 千葉県 千葉市
医療法人社団ともしび会 千葉県 千葉市
医療法人社団美優会 千葉県 千葉市
有限会社マイパーク 千葉県 千葉市
オフィス.かねこ株式会社 千葉県 市川市
医療法人社団クオーレ 千葉県 市川市
株式会社海月 千葉県 市川市
株式会社KEDIA Music Create 千葉県 市川市
株式会社サンライズグリーン 千葉県 市川市
ジオラフター株式会社 千葉県 市川市
昭和塗装株式会社 千葉県 市川市
株式会社トクエー 千葉県 市川市
株式会社富岡工業 千葉県 市川市
株式会社平田精機 千葉県 市川市
株式会社Ｍａｖｅｒ 千葉県 市川市
アルフォート株式会社 千葉県 船橋市
株式会社金庄 千葉県 船橋市
かねはち水産株式会社 千葉県 船橋市
株式会社ｃｌａｓｔａ 千葉県 船橋市
有限会社坂本木工所 千葉県 船橋市
スターリンク株式会社 千葉県 船橋市
株式会社ハザマメンテナンス 千葉県 船橋市
部品工業株式会社 千葉県 船橋市
マチ広告デザイン株式会社 千葉県 船橋市
株式会社レガウ 千葉県 船橋市
有限会社アース測地 千葉県 木更津市
株式会社荒井建設 千葉県 木更津市
グッドビレッジ株式会社 千葉県 木更津市
株式会社ケンソー 千葉県 木更津市
株式会社中央鈑金 千葉県 木更津市
株式会社道標 千葉県 木更津市
有限会社青山建築設計 千葉県 松戸市
株式会社佐川 千葉県 松戸市
医療法人社団竹生会 千葉県 松戸市
ＮＡＳＣＯ株式会社 千葉県 松戸市
株式会社松戸大栄青果 千葉県 松戸市
ジャストサポートホーム株式会社 千葉県 茂原市
御園建設株式会社 千葉県 茂原市
関東機工建設株式会社 千葉県 成田市
ヒラヤマホーム株式会社 千葉県 成田市
有村建設株式会社 千葉県 佐倉市
医療法人社団ＧＩＦＴ 千葉県 佐倉市
アインズホーム株式会社 千葉県 東金市
総武機械株式会社 千葉県 東金市
(有)東総ホームサービス 千葉県 東金市
有限会社アイティオーファマシー 千葉県 旭市
株式会社石川商会住宅機材 千葉県 旭市
有限会社下山設備工業 千葉県 習志野市
医療法人社団佑健会 千葉県 習志野市
医療法人社団ＮＴＭ 千葉県 柏市
株式会社岡田運送 千葉県 柏市
特定非営利活動法人ホリデー 千葉県 柏市
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仁部商事株式会社 千葉県 柏市
株式会社ヒューマンホームズ 千葉県 柏市
有限会社やよいコンサルティング 千葉県 柏市
アヅマ株式会社 千葉県 市原市
株式会社オリジナルメーカー 千葉県 市原市
株式会社儀八 千葉県 市原市
株式会社ケイ・ティ・サービス 千葉県 市原市
医療法人社団惠葉会 千葉県 市原市
株式会社サービスワン 千葉県 市原市
株式会社至誠堂 千葉県 市原市
ケーアイ産業株式会社 千葉県 八千代市
株式会社元気グループホールディングス 千葉県 八千代市
株式会社ミスト 千葉県 八千代市
株式会社Ａ－Ｋ－Ｔ 千葉県 我孫子市
株式会社オーク 千葉県 我孫子市
亀田産業株式会社 千葉県 鴨川市
田中建設工業株式会社 千葉県 鎌ケ谷市
株式会社ドンナ 千葉県 鎌ケ谷市
学校法人美和学園 千葉県 君津市
秀和産業株式会社 千葉県 浦安市
扶桑鋼管株式会社 千葉県 浦安市
株式会社中央測量 千葉県 四街道市
株式会社グランプラス 千葉県 八街市
有限会社ハラ建築 千葉県 八街市
印西設備工業株式会社 千葉県 印西市
有限会社小澤製作所 千葉県 印西市
有限会社星野工業 千葉県 印西市
医療法人社団徳光会 千葉県 白井市
株式会社フジコー 千葉県 白井市
株式会社鈴木工務店 千葉県 大網白里市
赤地 寿介 千葉県
井上 勝春 千葉県
大野 泰弘 千葉県
角田 正弘 千葉県
川村 勝之 千葉県
坂口 豊 千葉県
佐藤 和美 千葉県
佐野 健太郎 千葉県
清水 育子 千葉県
染谷 秀昭 千葉県
高木 隆昌 千葉県
永井 雅俊 千葉県
長尾 由樹 千葉県
萩原 一成 千葉県
水町 裕義 千葉県
三橋 裕 千葉県
宮 忠仁 千葉県
役山 比登志 千葉県
林 美美 千葉県
株式会社アーケロンプロダクツ 東京都 千代田区
アクシスモーション株式会社 東京都 千代田区
株式会社アニスピホールディングス 東京都 千代田区
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株式会社アルボス 東京都 千代田区
株式会社UENマネージメント 東京都 千代田区
株式会社エイジー 東京都 千代田区
株式会社エルックス 東京都 千代田区
角田無線電機株式会社 東京都 千代田区
ＫＩＡトラスト株式会社 東京都 千代田区
有限会社ケンクラフト 東京都 千代田区
小西株式会社 東京都 千代田区
株式会社コンコードエグゼクティブグループ 東京都 千代田区
株式会社ＳＡＬＨＡＵＳ 東京都 千代田区
産報出版株式会社 東京都 千代田区
ＳＥＱＳＥＮＳＥ株式会社 東京都 千代田区
株式会社水文環境 東京都 千代田区
一般社団法人スポーツひのまるキッズ協会 東京都 千代田区
税理士法人リオ・パートナーズ 東京都 千代田区
タイトル株式会社 東京都 千代田区
高松テクノサービス株式会社 東京都 千代田区
医療法人社団智正会 東京都 千代田区
株式会社ディス・エクスポールジャポン 東京都 千代田区
株式会社東亜総合開発 東京都 千代田区
東浜商事株式会社 東京都 千代田区
特定非営利活動法人じぶん未来クラブ 東京都 千代田区
株式会社ナサ 東京都 千代田区
株式会社ナルコ郡山 東京都 千代田区
一般社団法人日本スイミングクラブ協会 東京都 千代田区
株式会社パッション 東京都 千代田区
株式会社ＰＩＧＮＵＳ 東京都 千代田区
ビンテージマネジメント株式会社 東京都 千代田区
フォージビジョン株式会社 東京都 千代田区
不二機材株式会社 東京都 千代田区
株式会社不動産流通システム 東京都 千代田区
プレストフーズ株式会社 東京都 千代田区
ベストファーム税理士法人 東京都 千代田区
株式会社ワングリット 東京都 千代田区
株式会社Wonderful Works 東京都 千代田区
株式会社アイ・エイチ・エム 東京都 中央区
株式会社ａＷＥＡＲ 東京都 中央区
アガサ株式会社 東京都 中央区
医療法人社団育麗会 東京都 中央区
入船鋼材株式会社 東京都 中央区
インターナショナルコスメティックス株式会社 東京都 中央区
ＡＣＯＲＮ株式会社 東京都 中央区
エレファンテック株式会社 東京都 中央区
金森藤平商事株式会社 東京都 中央区
株式会社KAWAGUCHI 東京都 中央区
行政書士法人トラスティル 東京都 中央区
GHOOL株式会社 東京都 中央区
医療法人社団小坂成育会 東京都 中央区
コンセプトアイズ株式会社 東京都 中央区
株式会社ジェイピールー 東京都 中央区
合同会社３ｎｅｘｕｓ 東京都 中央区
株式会社ゼウス・エンタープライズ 東京都 中央区
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株式会社大香 東京都 中央区
太平貿易株式会社 東京都 中央区
株式会社多聞 東京都 中央区
株式会社ＴＤＣ 東京都 中央区
株式会社Tieel 東京都 中央区
株式会社テクノメタル 東京都 中央区
株式会社ニューロスカイ 東京都 中央区
株式会社ぬ利彦 東京都 中央区
株式会社バードフェザーノブ 東京都 中央区
株式会社バイテック・グローバル・ジャパン 東京都 中央区
株式会社榛原 東京都 中央区
株式会社ＨＡＴＡＧＯ 東京都 中央区
医療法人社団美昇会 東京都 中央区
株式会社深谷水産 東京都 中央区
一般社団法人プラスらいふサポート 東京都 中央区
株式会社ブリッジポイント 東京都 中央区
株式会社ホームワークス 東京都 中央区
まっすぐ株式会社 東京都 中央区
株式会社ＬｉＦＬＡ 東京都 中央区
医療法人社団和尚会 東京都 中央区
アセットフロンティア株式会社 東京都 港区
株式会社アニバーサリー企画 東京都 港区
株式会社池野商店 東京都 港区
彩り株式会社 東京都 港区
株式会社ウエスト 東京都 港区
株式会社打ち出の小槌 東京都 港区
株式会社エスエムダブリュ・ジャパン 東京都 港区
株式会社NSインシュアランス 東京都 港区
株式会社大出 東京都 港区
株式会社おくりびとアカデミー 東京都 港区
株式会社大人ウェディング 東京都 港区
有限会社カセットインターナショナル 東京都 港区
株式会社グッドライフ 東京都 港区
有限会社クリスネージュ 東京都 港区
株式会社グロース 東京都 港区
グローバルベンチャー株式会社 東京都 港区
興和管理株式会社 東京都 港区
Ｇｏａｌ　ｃｏｎｎｅｃｔ株式会社 東京都 港区
株式会社ゴッホ・スタイリングス 東京都 港区
株式会社コレクティブパートナーズ 東京都 港区
シーアンドエイチコンサルティング合同会社 東京都 港区
ＣＴＷ株式会社 東京都 港区
霜山株式会社 東京都 港区
医療法人社団慈祐会 東京都 港区
有限会社ジョイコンセプト 東京都 港区
Smarcle Japan株式会社 東京都 港区
株式会社ゼロ・イノベーション・ラボ 東京都 港区
株式会社善波 東京都 港区
東洋電信電話工業株式会社 東京都 港区
株式会社ＴＲＩＰＬＥＳ　ａｏｙａｍａ－ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 東京都 港区
株式会社野田岩 東京都 港区
パイオニアエコサイエンス株式会社 東京都 港区
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株式会社ハウスバック 東京都 港区
株式会社ビーワンフード 東京都 港区
株式会社樋口会計事務所 東京都 港区
フィットライフ株式会社 東京都 港区
株式会社フュディアルクリエーション 東京都 港区
弁護士法人富家総合法律事務所 東京都 港区
株式会社マテリアカーサ 東京都 港区
株式会社丸三屋 東京都 港区
株式会社融 東京都 港区
夢実株式会社 東京都 港区
株式会社ライフ・アテンダント 東京都 港区
株式会社リアレス 東京都 港区
株式会社Linc'well 東京都 港区
株式会社ロシナンテ 東京都 港区
ロングブラックパートナーズ株式会社 東京都 港区
アイデックス株式会社 東京都 新宿区
アレシア税理士法人 東京都 新宿区
株式会社 石森管楽器 東京都 新宿区
株式会社インゲート 東京都 新宿区
株式会社インフィニティライフ 東京都 新宿区
株式会社ＳＣＦ－ＳＯＦＴ 東京都 新宿区
エスジーシー下水道センター株式会社 東京都 新宿区
株式会社温故知新 東京都 新宿区
株式会社環境新聞社 東京都 新宿区
株式会社クリュートメディカルシステムズ 東京都 新宿区
医療法人社団恒高会 東京都 新宿区
株式会社シーネスレ 東京都 新宿区
有限会社島津会計 東京都 新宿区
成美堂出版株式会社 東京都 新宿区
税理士法人神田計理．ＳｅｃｏｎｄＣＦＯ 東京都 新宿区
ＳＯ，ｕアーキテクツ株式会社 東京都 新宿区
医療法人社団大門デンタルケア 東京都 新宿区
株式会社中央アイデン 東京都 新宿区
特定非営利活動法人エヌピーオー人材開発機構 東京都 新宿区
特定非営利活動法人ReBit 東京都 新宿区
特許業務法人創成国際特許事務所 東京都 新宿区
株式会社トライアップ 東京都 新宿区
ネクストイノベーション株式会社 東京都 新宿区
パスクリエイト株式会社 東京都 新宿区
Ｂｉｚｐｌｕｓ株式会社 東京都 新宿区
MEGALOPOLIS株式会社 東京都 新宿区
株式会社ＭＯＺＵ 東京都 新宿区
医療法人社団嶺雪会 東京都 新宿区
合同会社イイヅカアトリエ 東京都 文京区
株式会社カンベビジユアル 東京都 文京区
株式会社ケープランニング 東京都 文京区
株式会社スカイ・リンク・ブラザーズ 東京都 文京区
永島医科器械株式会社 東京都 文京区
株式会社野村石材工業店 東京都 文京区
一般社団法人浅草六区エリアマネジメント協会 東京都 台東区
株式会社いいづか 東京都 台東区
関東キタック販売株式会社 東京都 台東区
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株式会社菊星 東京都 台東区
倉田包装株式会社 東京都 台東区
株式会社辰栄興発 東京都 台東区
株式会社大丸衣裳店 東京都 台東区
中央法規出版株式会社 東京都 台東区
株式会社角田商店 東京都 台東区
合同会社ディアマンティ 東京都 台東区
株式会社ドーター・プランニング 東京都 台東区
株式会社平井 東京都 台東区
藤田道具株式会社 東京都 台東区
株式会社ホットスタッフ・ファンクション 東京都 台東区
大和樹脂株式会社 東京都 台東区
株式会社ヨシダサービス 東京都 台東区
株式会社レディ 東京都 台東区
株式会社岩井美術印刷 東京都 墨田区
株式会社押上土地建物 東京都 墨田区
株式会社グッドスミス 東京都 墨田区
株式会社巴潟 東京都 墨田区
有限会社パンドム 東京都 墨田区
明治企業株式会社 東京都 墨田区
株式会社ウィズ 東京都 江東区
株式会社エンダーン 東京都 江東区
株式会社関東製作所 東京都 江東区
株式会社CORE　PRIDE'S 東京都 江東区
株式会社トツカ 東京都 江東区
株式会社Ｂｌｕｅ　Ｗｉｚ 東京都 江東区
株式会社リープリープ 東京都 江東区
アイリス税理士法人 東京都 品川区
株式会社アリヤマ 東京都 品川区
株式会社インプレッション・ラーニング 東京都 品川区
株式会社晃和設備 東京都 品川区
品川商工株式会社 東京都 品川区
株式会社Ｓｈｕｈａｌｉ 東京都 品川区
税理士法人アップドラフト 東京都 品川区
星和株式会社 東京都 品川区
株式会社セラヴィ 東京都 品川区
株式会社ｄｉｖｋａ 東京都 品川区
ディチャーム株式会社 東京都 品川区
特許業務法人浅村特許事務所 東京都 品川区
ナイコム株式会社 東京都 品川区
日興電気通信株式会社 東京都 品川区
株式会社ネオブラボー 東京都 品川区
株式会社婦人生活目黒学園 東京都 品川区
株式会社Ｂｒａｖｅ　ｇｒｏｕｐ 東京都 品川区
株式会社ｉｌｏｄｏｌｉ 東京都 目黒区
株式会社オザワ食肉センター 東京都 目黒区
オツモ株式会社 東京都 目黒区
株式会社オルタネイティブ 東京都 目黒区
株式会社サムライコーポレーション 東京都 目黒区
株式会社JMC 東京都 目黒区
株式会社ゼンケア 東京都 目黒区
合同会社Ｗコンサルティング 東京都 目黒区
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株式会社Ｌｕｍｂｅｒ　Ｔａｂｌｅ 東京都 目黒区
株式会社Advance 東京都 大田区
株式会社アドフォーティー 東京都 大田区
株式会社アメリカン・ボウリングサービス 東京都 大田区
磯上歯車工業株式会社 東京都 大田区
株式会社エヌエスシー 東京都 大田区
カイタイ工業株式会社 東京都 大田区
株式会社川辺製作所 東京都 大田区
株式会社グローバルホスピタリティージャパン 東京都 大田区
篠田商事株式会社 東京都 大田区
株式会社信明産業 東京都 大田区
精工電機株式会社 東京都 大田区
株式会社７ｇａｒｄｅｎ 東京都 大田区
合同会社大航流時代 東京都 大田区
株式会社太宝商店 東京都 大田区
羽田空港サービス株式会社 東京都 大田区
株式会社三重商会 東京都 大田区
医療法人社団優美会 東京都 大田区
リノ・ハピア株式会社 東京都 大田区
株式会社ロータス 東京都 大田区
有限会社アーバンリゾート 東京都 世田谷区
有限会社エクスヘッド 東京都 世田谷区
医療法人社団恩田 東京都 世田谷区
株式会社Ｇａｕｄｉｙ 東京都 世田谷区
株式会社木の家づくりネットワーク 東京都 世田谷区
株式会社キャンパスナビＴＶ 東京都 世田谷区
Ｇｒｅｅｎ　Ｅｘｔｅｒｉｏｒ株式会社 東京都 世田谷区
株式会社コンタクトジャパン 東京都 世田谷区
ジェーエムビー株式会社 東京都 世田谷区
有限会社玉川ケアサービス 東京都 世田谷区
株式会社ツカサ測量設計 東京都 世田谷区
ニッカホーム関東株式会社 東京都 世田谷区
株式会社フジオカ 東京都 世田谷区
株式会社プライムビューティーラボ 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Flora 東京都 世田谷区
株式会社ベストパドミー 東京都 世田谷区
ホームワーク株式会社 東京都 世田谷区
ムサシノ工業株式会社 東京都 世田谷区
株式会社アイディアル 東京都 渋谷区
株式会社アクセルラボ 東京都 渋谷区
株式会社アトラスコード 東京都 渋谷区
株式会社ａｎ．ａ　ｓｔｕｄｉｏ 東京都 渋谷区
株式会社アルティコ 東京都 渋谷区
インバウンドテクノロジー株式会社 東京都 渋谷区
エクスコムグローバル株式会社 東京都 渋谷区
株式会社エヌシーエス 東京都 渋谷区
株式会社ｅｌｙｔｓ 東京都 渋谷区
株式会社我武者羅 東京都 渋谷区
株式会社キッズスター 東京都 渋谷区
株式会社グリーンキャスト 東京都 渋谷区
有限会社小池精米店 東京都 渋谷区
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サトーパーツ株式会社 東京都 渋谷区
株式会社ジーピーアセット 東京都 渋谷区
株式会社ジェイ・ティ・アールコーポレーション 東京都 渋谷区
株式会社昭和化成 東京都 渋谷区
株式会社シルバー編機サービス・センター 東京都 渋谷区
スコーイ・インターナショナル株式会社 東京都 渋谷区
株式会社スページメント 東京都 渋谷区
株式会社スマイルDC 東京都 渋谷区
株式会社スリーシー・プロデュース 東京都 渋谷区
株式会社セブンコード 東京都 渋谷区
株式会社ゼン・ランド 東京都 渋谷区
株式会社TATERU 東京都 渋谷区
株式会社chicken&hen 東京都 渋谷区
医療法人社団直悠会 東京都 渋谷区
株式会社ＴＴＮ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 東京都 渋谷区
株式会社TEORY 東京都 渋谷区
トモ・スズキ・ジャパン有限会社 東京都 渋谷区
学校法人長沼スクール 東京都 渋谷区
株式会社ｎａｎａｆａｃｔｏｒｙ 東京都 渋谷区
Nentrys株式会社 東京都 渋谷区
株式会社　バンディエラ・ブルー 東京都 渋谷区
株式会社ＨＩＬＬ　ＴＯＰ 東京都 渋谷区
有限会社福笑 東京都 渋谷区
ヘイ株式会社 東京都 渋谷区
株式会社ベネフィットライン 東京都 渋谷区
株式会社ヘミングス 東京都 渋谷区
株式会社マルコム 東京都 渋谷区
株式会社モードスケープ 東京都 渋谷区
株式会社ｍｏｂ 東京都 渋谷区
株式会社ＬＡＴＵＲＥ 東京都 渋谷区
リノベる株式会社 東京都 渋谷区
株式会社レナータ 東京都 渋谷区
株式会社ワイズ技研 東京都 渋谷区
愛三土地建物株式会社 東京都 中野区
株式会社エイコー 東京都 中野区
エムアールスタジオ株式会社 東京都 中野区
株式会社キャピタル 東京都 中野区
株式会社寺崎務建築研究室 東京都 中野区
株式会社ひばりケア 東京都 中野区
株式会社エコランド 東京都 杉並区
合同会社キョウイクデザイン 東京都 杉並区
医療法人社団東京哲翔会 東京都 杉並区
日本エア・コン・サービス株式会社 東京都 杉並区
株式会社日本給食サポート 東京都 杉並区
医療法人社団朋優会 東京都 杉並区
モンテフーズ株式会社 東京都 杉並区
Ｅａｒｔｈ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ株式会社 東京都 豊島区
株式会社VERUS 東京都 豊島区
株式会社エフ 東京都 豊島区
株式会社グラナーク 東京都 豊島区
株式会社クリテム 東京都 豊島区
税理士法人とどろき会計事務所 東京都 豊島区
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株式会社ソナーレ 東京都 豊島区
株式会社タイグリスホールディングス 東京都 豊島区
株式会社ベジタリアンブッチャージャパン 東京都 豊島区
株式会社マスミ 東京都 豊島区
株式会社Maison de Saveur 東京都 豊島区
株式会社新井工販 東京都 北区
株式会社岸設備工業 東京都 北区
株式会社倉持工業 東京都 北区
クリーンテックシオガイ株式会社 東京都 北区
有限会社ＣＨＰ 東京都 北区
株式会社昭工舎 東京都 北区
株式会社設計ナビ 東京都 北区
東京フェライト製造株式会社 東京都 北区
株式会社マリスインターナショナル 東京都 北区
株式会社ウェルスターエージェンシー 東京都 荒川区
医療法人社団ＫＳハートメディカル 東京都 荒川区
有限会社鈴木工業所 東京都 荒川区
中山式産業株式会社 東京都 荒川区
株式会社Ｐｏｗｅｒ　Ｅｎｇｉｎｅ 東京都 荒川区
株式会社ＲＥＣ 東京都 荒川区
有限会社赤塚ケアサービス 東京都 板橋区
株式会社ソーダプロダクツ 東京都 板橋区
株式会社タマノ 東京都 板橋区
トヤマ楽器製造株式会社 東京都 板橋区
株式会社フェリックス 東京都 板橋区
有限会社エヌエス 東京都 練馬区
合同会社Ｓｍａｒｔｃｕｔｓ 東京都 練馬区
株式会社Ｐａｌｖｏｒ 東京都 練馬区
有限会社猪野電気工業所 東京都 足立区
蒲原燃料住宅設備株式会社 東京都 足立区
株式会社北足立千銀 東京都 足立区
株式会社共栄精機 東京都 足立区
株式会社スター不動産 東京都 足立区
セイコー電機株式会社 東京都 足立区
特定非営利活動法人足立福祉会 東京都 足立区
株式会社　似鳥型枠 東京都 足立区
有限会社林製作所 東京都 足立区
有限会社ビッグナインメンテナンス 東京都 足立区
株式会社ファーマピア 東京都 足立区
株式会社ファインスピリット 東京都 足立区
株式会社エヌプラン 東京都 葛飾区
株式会社　棚沢設計事務所 東京都 葛飾区
有限会社寺井建商 東京都 葛飾区
株式会社ナガイ 東京都 葛飾区
有限会社ビスキュイ 東京都 葛飾区
ベス・ティ株式会社 東京都 葛飾区
合同会社リッツ 東京都 葛飾区
グリースホールディングス株式会社 東京都 江戸川区
合同会社シンプレ 東京都 江戸川区
東京イチダ株式会社 東京都 江戸川区
株式会社ニットー住宅 東京都 江戸川区
株式会社バサラスター 東京都 江戸川区
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株式会社ヒロ・ヤマモト 東京都 江戸川区
ヤマキ建設株式会社 東京都 江戸川区
株式会社ラフテル 東京都 江戸川区
有限会社アメニティホーム 東京都 八王子市
有限会社ＧｒｅｅｎＮｏｖａ 東京都 八王子市
株式会社GLOBAL KOEI 東京都 八王子市
大東興建株式会社 東京都 八王子市
有限会社森田製作所 東京都 八王子市
株式会社Ａｒｘｉｓｔ 東京都 立川市
株式会社Ｎ・ＳＯＵＲＣＥ 東京都 立川市
株式会社おしゃれ工房 東京都 立川市
誠和計画株式会社 東京都 立川市
株式会社solva 東京都 立川市
有限会社第一 東京都 立川市
医療法人社団徹心会 東京都 三鷹市
株式会社トーコー 東京都 三鷹市
株式会社ＬＯＲＥＭ 東京都 三鷹市
９人制バレーボール株式会社 東京都 青梅市
株式会社落合建築 東京都 府中市
株式会社府中地所 東京都 府中市
株式会社ユーカリホーム 東京都 府中市
株式会社岡本製作所 東京都 昭島市
株式会社エイトフューチャー 東京都 調布市
有限会社三河屋 東京都 調布市
株式会社アクアベル 東京都 町田市
白山工業株式会社 東京都 町田市
株式会社鈴木工務店 東京都 町田市
大成興産　株式会社 東京都 町田市
医療法人社団はやしクリニック 東京都 町田市
株式会社光球遊 東京都 町田市
ホームテクト株式会社 東京都 町田市
ユタカ電気株式会社 東京都 町田市
有限会社フォルテック 東京都 小金井市
有限会社深谷石材店 東京都 小金井市
株式会社サン工芸 東京都 小平市
ティー・エフ・シー東京フロリネット株式会社 東京都 日野市
株式会社西東京建設 東京都 日野市
株式会社　富士美自動車 東京都 日野市
株式会社守重建設 東京都 日野市
医療法人社団康芳会 東京都 東村山市
株式会社ふぃっしゅいんてりあ 東京都 東村山市
株式会社タカシマ 東京都 国分寺市
株式会社ジェイ・シー・イー・オーバーシーズ 東京都 国立市
株式会社テセック 東京都 東大和市
有限会社石井工務店 東京都 清瀬市
株式会社アサヒケーティー 東京都 武蔵村山市
株式会社イチカワ 東京都 羽村市
有限会社共栄エンジニアリング 東京都 羽村市
清水木材株式会社 東京都 あきる野市
有限会社エム・アンド・エイチ 東京都 西東京市
株式会社三成産業 東京都 西東京市
合同会社ピオラ 東京都 西東京市

20 / 68 ページ



2020年9月30日

事業者名 都道府県 市区町村

株式会社くら蔵 東京都 瑞穂町
富士リネンサプライ株式会社 東京都 瑞穂町
秋山 憲一 東京都
荒木 大介 東京都
飯野 真樹 東京都
井植 温 東京都
和泉 裕人 東京都
磯貝 祐貴子 東京都
伊藤 源司 東京都
岩下 賢一 東京都
植松 一郎 東京都
岡本 新二 東京都
小椋 峯文 東京都
尾谷 恒行 東京都
笠貫 彩歌 東京都
風晴 淳 東京都
金杉 紀明 東京都
亀井 隆雄 東京都
川瀬 昌一郎 東京都
來山 修三 東京都
君島 健一 東京都
京谷 福恵 東京都
久保 雅幸 東京都
黒土 衛 東京都
坂下 洋史 東京都
坂本 龍太郎 東京都
櫻井 一正 東京都
佐々木 毅 東京都
鹿野 久代 東京都
関塚 信行 東京都
関根 輝明 東京都
祖父江 早織 東京都
高梨 裕之 東京都
立石 奈津子 東京都
玉井 和樹 東京都
津村 浩平 東京都
手塚 貴雄 東京都
戸田 成直 東京都
富 基行 東京都
中井 太一 東京都
西村 圭太 東京都
西山 正晴 東京都
野口 博 東京都
野﨑 裕康 東京都
野津 麗 東京都
ハウザー 真理子 東京都
橋野 元樹 東京都
濱中 友昭 東京都
原﨑 一浩 東京都
原田 祐二 東京都
平田 晋一 東京都
深沢 瞳子 東京都
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松﨑 秀治 東京都
松下 清永 東京都
三笠 キャサリン小百合 東京都
三木 啓 東京都
三木 正雄 東京都
宮川 恭一 東京都
村井 謙治 東京都
室伏 暢人 東京都
目黒 和子 東京都
森 大二 東京都
山口 恵実 東京都
山口 和真 東京都
山崎 篤史 東京都
山﨑 健司 東京都
吉田 恵治 東京都
米本 哲弘 東京都
株式会社アイ・ジー・スクウェア 神奈川県 横浜市
株式会社アイズスタイル 神奈川県 横浜市
株式会社アビリティ 神奈川県 横浜市
株式会社アメニティーハウジング 神奈川県 横浜市
株式会社彩世 神奈川県 横浜市
株式会社アルテック 神奈川県 横浜市
有限会社アレクス 神奈川県 横浜市
株式会社アンダーザツリー 神奈川県 横浜市
株式会社池上精機 神奈川県 横浜市
株式会社一陽 神奈川県 横浜市
株式会社イメンス 神奈川県 横浜市
インクス株式会社 神奈川県 横浜市
ウイスマ・インターナショナル株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社ウェルトレード 神奈川県 横浜市
永和防災株式会社 神奈川県 横浜市
医療法人社団ＯＭＳ 神奈川県 横浜市
オーガライフプラス株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社大山組建材 神奈川県 横浜市
有限会社海藤工務店 神奈川県 横浜市
カナレイ株式会社 神奈川県 横浜市
医療法人社団かもい歯科医院 神奈川県 横浜市
有限会社ガレーヂ協栄 神奈川県 横浜市
協和化工株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社グリモワール 神奈川県 横浜市
株式会社クレアナ 神奈川県 横浜市
クローバーランド株式会社 神奈川県 横浜市
医療法人社団幸愛会 神奈川県 横浜市
株式会社小西 神奈川県 横浜市
株式会社サオビ 神奈川県 横浜市
株式会社サノフード 神奈川県 横浜市
株式会社　サンライズ 神奈川県 横浜市
株式会社ジェイアンドシー 神奈川県 横浜市
医療法人社団秀勇会 神奈川県 横浜市
株式会社湘建 神奈川県 横浜市
有限会社白浜工務店 神奈川県 横浜市
株式会社シンキ 神奈川県 横浜市
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株式会社シンセイコーポレーション 神奈川県 横浜市
株式会社ＲＲＲ 神奈川県 横浜市
有限会社大珍食品公司 神奈川県 横浜市
株式会社多田設備工業 神奈川県 横浜市
株式会社タルボ 神奈川県 横浜市
株式会社Ｄｅｆ　ｅａｔ 神奈川県 横浜市
電材リース株式会社 神奈川県 横浜市
有限会社富岡工業所 神奈川県 横浜市
株式会社西尾産業 神奈川県 横浜市
日産設備株式会社 神奈川県 横浜市
日本土木設計株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社日本ビジネスエンジニアリング 神奈川県 横浜市
有限会社ＮＥＷＳ 神奈川県 横浜市
ＢＢＱ　ＦＡＣＴＯＲＹ合同会社 神奈川県 横浜市
株式会社ＨＩＨＯ　ＭＥＴＡＬ　ＪＡＰＡＮ 神奈川県 横浜市
株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN 神奈川県 横浜市
フォーライフ株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社ベルコ 神奈川県 横浜市
株式会社ホープデンキ 神奈川県 横浜市
株式会社牧野造園 神奈川県 横浜市
株式会社宮古寿司 神奈川県 横浜市
株式会社ミライズ 神奈川県 横浜市
有限会社メイリリィ 神奈川県 横浜市
有限会社ユー・プランニング・スタジオ 神奈川県 横浜市
有限会社結城商事輸送 神奈川県 横浜市
横浜新港倉庫株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社横濱屋 神奈川県 横浜市
株式会社ランドアートラボ 神奈川県 横浜市
株式会社リベライズ 神奈川県 横浜市
株式会社レイ開発設計 神奈川県 横浜市
株式会社レベルアップ 神奈川県 横浜市
ＹＳＫホールディングス株式会社 神奈川県 横浜市
有限会社ワイズスタジオ建築設計事務所 神奈川県 横浜市
株式会社アートラッシュ 神奈川県 川崎市
株式会社アックス 神奈川県 川崎市
株式会社アノー 神奈川県 川崎市
株式会社アルカス 神奈川県 川崎市
株式会社イスコ 神奈川県 川崎市
株式会社冲セキ 神奈川県 川崎市
川崎花卉園芸株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社クリークライフデザイン 神奈川県 川崎市
株式会社小松設計 神奈川県 川崎市
有限会社コンビックス工業 神奈川県 川崎市
有限会社タカオ鈑金製作所 神奈川県 川崎市
東横化学株式会社 神奈川県 川崎市
有限会社中野島建材 神奈川県 川崎市
株式会社ノクチ基地 神奈川県 川崎市
株式会社宮前調剤薬局 神奈川県 川崎市
有限会社吾妻堂 神奈川県 相模原市
株式会社Ｅ・Ｍ・ＬＵＭＢＥＲ 神奈川県 相模原市
株式会社ＷＩＮＢＥＬＬ 神奈川県 相模原市
株式会社開匠建築設計 神奈川県 相模原市
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キャリアネクスト株式会社 神奈川県 相模原市
株式会社相模鍍研 神奈川県 相模原市
ＣＩＧ　Ｐｈｏｔｏｎｉｃｓ　Ｊａｐａｎ株式会社 神奈川県 相模原市
税理士法人りんく 神奈川県 相模原市
株式会社髙松電機工業 神奈川県 相模原市
株式会社賃貸山信 神奈川県 相模原市
有限会社中川土建 神奈川県 相模原市
株式会社フロアインテリアすずき 神奈川県 相模原市
有限会社ムラタカンパニー 神奈川県 相模原市
森木材株式会社 神奈川県 相模原市
株式会社　ユニテイ 神奈川県 相模原市
ワカバ精機有限会社 神奈川県 相模原市
医療法人社団慶明会 神奈川県 横須賀市
鈴鹿建設株式会社 神奈川県 横須賀市
株式会社むらやま 神奈川県 横須賀市
株式会社山川建設 神奈川県 横須賀市
合同会社イート・ライフ 神奈川県 平塚市
加藤工務店株式会社 神奈川県 平塚市
清和電資工業有限会社 神奈川県 平塚市
株式会社長尾商店 神奈川県 平塚市
鎌倉ゴム工業株式会社 神奈川県 鎌倉市
システムショップ萩原株式会社 神奈川県 鎌倉市
株式会社山建 神奈川県 鎌倉市
株式会社けいゆう 神奈川県 藤沢市
湘和電気株式会社 神奈川県 藤沢市
株式会社誠進電業社 神奈川県 藤沢市
医療法人社団関根耳鼻咽喉科医院 神奈川県 藤沢市
株式会社タカギフーズ 神奈川県 藤沢市
ワエイ工業有限会社 神奈川県 藤沢市
株式会社渡辺商店 神奈川県 藤沢市
株式会社秋山設計 神奈川県 小田原市
有限会社樫の樹 神奈川県 小田原市
医療法人社団健孝仁会 神奈川県 小田原市
湘南ステンレス工業株式会社 神奈川県 小田原市
税理士法人エナリ 神奈川県 小田原市
KONARA HOUSE株式会社 神奈川県 茅ヶ崎市
湘南シーサイド開発株式会社 神奈川県 茅ヶ崎市
社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉事業団 神奈川県 茅ヶ崎市
松尾建設株式会社 神奈川県 茅ヶ崎市
株式会社ランテック 神奈川県 茅ヶ崎市
株式会社城水 神奈川県 三浦市
株式会社ブレインハウス 神奈川県 三浦市
有限会社松井製材所 神奈川県 三浦市
有限会社アイテック 神奈川県 秦野市
株式会社サンペイント 神奈川県 秦野市
モモセ重工業株式会社 神奈川県 秦野市
株式会社Aコーポレーション 神奈川県 厚木市
株式会社エコー 神奈川県 厚木市
株式会社川西興業 神奈川県 厚木市
キリンオート株式会社 神奈川県 厚木市
三建樹脂株式会社 神奈川県 厚木市
株式会社アンバーパートナーズ 神奈川県 大和市
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有限会社廣崎電器 神奈川県 大和市
株式会社アサノ 神奈川県 伊勢原市
医療法人社団ＯＤＡ会 神奈川県 伊勢原市
藤田精密株式会社 神奈川県 伊勢原市
有限会社きなり 神奈川県 海老名市
医療法人社団　のざわ小児科内科医院 神奈川県 海老名市
株式会社ライブフードプロデュース 神奈川県 海老名市
株式会社かおる建設工業 神奈川県 座間市
株式会社高野 神奈川県 座間市
株式会社ファーストＫ 神奈川県 座間市
Ａｘｉｓ　Ｍｕｎｄｉ株式会社 神奈川県 南足柄市
株式会社神成工業 神奈川県 南足柄市
株式会社栄和産業 神奈川県 綾瀬市
地方卸売市場株式会社小田原園芸 神奈川県 大井町
有限会社大石屋材木店 神奈川県 湯河原町
篠崎建材株式会社 神奈川県 愛川町
青木 保之 神奈川県
上原 武晃 神奈川県
岡村 健弘 神奈川県
神田 宗豪 神奈川県
小池 章一 神奈川県
佐藤 岳彦 神奈川県
鈴木 康太 神奈川県
鈴木 義博 神奈川県
田村 大 神奈川県
田村 佳章 神奈川県
千葉 誠 神奈川県
趙 国鋒 神奈川県
中原 英隆 神奈川県
中村 英明 神奈川県
南波 隆之 神奈川県
西村 耕三 神奈川県
三井 将 神奈川県
南 喜郎 神奈川県
東工業株式会社 新潟県 新潟市
自然派ライフ住宅設計株式会社 新潟県 新潟市
株式会社新植 新潟県 新潟市
株式会社全建 新潟県 新潟市
株式会社ダイレクトジャパン 新潟県 新潟市
高野酒造株式会社 新潟県 新潟市
ＤＥＳＩＧＮ１９２株式会社 新潟県 新潟市
株式会社トップライズ 新潟県 新潟市
日本海不動産株式会社 新潟県 新潟市
有限会社藤田写真館 新潟県 新潟市
有限会社　宮工務所 新潟県 新潟市
歴世礦油株式会社 新潟県 新潟市
株式会社樹土木 新潟県 長岡市
株式会社キムラ組 新潟県 長岡市
クリーン・テクノロジー株式会社 新潟県 長岡市
株式会社創作四季 新潟県 長岡市
株式会社長岡ガーデン 新潟県 長岡市
株式会社三国 新潟県 長岡市
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水澤電機株式会社 新潟県 長岡市
オークス株式会社 新潟県 三条市
大西設備管工株式会社 新潟県 三条市
株式会社全建工業 新潟県 三条市
パジュ・ブレーン株式会社 新潟県 三条市
株式会社フォーワテック・ジャパン 新潟県 三条市
株式会社桝田井戸ポンプ設備工業所 新潟県 三条市
株式会社朝日木材 新潟県 柏崎市
株式会社小林組 新潟県 柏崎市
株式会社テック長沢 新潟県 柏崎市
株式会社吉原工業 新潟県 柏崎市
株式会社伊藤組 新潟県 新発田市
新発田商工会議所 新潟県 新発田市
株式会社車産技研 新潟県 新発田市
株式会社スワイン・エクステンション＆コンサルティング 新潟県 新発田市
株式会社新潟セイキ 新潟県 小千谷市
有限会社　井口建築設計事務所 新潟県 小千谷市
羽鳥建設株式会社 新潟県 十日町市
松崎自動車株式会社 新潟県 燕市
有限会社住宅設備サービス 新潟県 糸魚川市
株式会社　新井自動車教習所 新潟県 妙高市
株式会社このみ 新潟県 妙高市
西脇建設株式会社 新潟県 妙高市
有限会社板井木材住設 新潟県 五泉市
株式会社イケチウ建設 新潟県 上越市
有限会社フジコンサル 新潟県 上越市
北陸工業株式会社 新潟県 上越市
株式会社ＭＡＴＳＵＩ企画設計 新潟県 上越市
株式会社神山企画 新潟県 阿賀野市
有限会社水原衛生社 新潟県 阿賀野市
株式会社松田設備工業 新潟県 阿賀野市
株式会社大平組 新潟県 魚沼市
株式会社キヨヅカ 新潟県 魚沼市
株式会社羽吹建設 新潟県 南魚沼市
FICパートナーズ株式会社 新潟県 南魚沼市
株式会社丸川屋工務店 新潟県 南魚沼市
有限会社　丸高 新潟県 南魚沼市
マルイ工業株式会社 新潟県 胎内市
金助農業株式会社 新潟県 聖籠町
株式会社菅原組 新潟県 弥彦村
株式会社永井自動車 新潟県 弥彦村
有限会社まるい酒店 新潟県 弥彦村
株式会社吉田屋 新潟県 弥彦村
株式会社巴山組 新潟県 阿賀町
有限会社藤ノ木建設 新潟県 津南町
株式会社丸徳建設 新潟県 関川村
小野 哲 新潟県
小俣 優美子 新潟県
佐藤 和弘 新潟県
佐藤 治吉 新潟県
鈴木 清 新潟県
鶴巻 佑也 新潟県
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三上 諭 新潟県
アイシン緑地有限会社 富山県 富山市
有限会社奥村商事 富山県 富山市
カナディアンホーム株式会社 富山県 富山市
株式会社ガネーシャ 富山県 富山市
協和建設株式会社 富山県 富山市
医療法人社団孝容会 富山県 富山市
三東テクノスチール株式会社 富山県 富山市
株式会社　誠栄工業 富山県 富山市
株式会社とやまアイホーム 富山県 富山市
富山大理石工業株式会社 富山県 富山市
株式会社ＨＡＳＥ　ＧＡＲＡＧＥ 富山県 富山市
株式会社ボン・リブラン 富山県 富山市
株式会社三田商会 富山県 富山市
有限会社　ヤツオ印刷 富山県 富山市
有限会社ヤマモトスポーツ 富山県 富山市
株式会社渡邊薬品 富山県 富山市
株式会社エヌケイディー 富山県 高岡市
株式会社オリト 富山県 高岡市
有限会社すまいる 富山県 高岡市
株式会社大地 富山県 高岡市
有限会社本江鉄工所 富山県 高岡市
株式会社松村精型 富山県 高岡市
有限会社フヂモト 富山県 氷見市
株式会社音沢土建 富山県 黒部市
平野工務店株式会社 富山県 黒部市
株式会社イシオ 富山県 小矢部市
株式会社北川電機商会 富山県 南砺市
株式会社谷村電機工業 富山県 南砺市
株式会社森組 富山県 南砺市
株式会社吉岡成機 富山県 射水市
有限会社ル・クール 富山県 射水市
北山 典子 富山県
篠田 尚克 富山県
福田 宏冶 富山県
山岸 敏男 富山県
株式会社アールジェイ 石川県 金沢市
株式会社家元 石川県 金沢市
株式会社ウヴリル 石川県 金沢市
株式会社浦建築研究所 石川県 金沢市
株式会社エル・シー 石川県 金沢市
株式会社カツユキ 石川県 金沢市
株式会社金沢丸善 石川県 金沢市
兼惣造園株式会社 石川県 金沢市
株式会社ＣＬＯＵＤ 石川県 金沢市
株式会社弘洋 石川県 金沢市
株式会社コミケア 石川県 金沢市
合同会社サポートプラス 石川県 金沢市
税理士法人地藤会計事務所 石川県 金沢市
株式会社ソテック 石川県 金沢市
株式会社テッククリエイト 石川県 金沢市
株式会社中本工務店 石川県 金沢市
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成瀬電気工事株式会社 石川県 金沢市
株式会社日本美装 石川県 金沢市
株式会社日本料理福よし 石川県 金沢市
能登印刷株式会社 石川県 金沢市
萩野塗装株式会社 石川県 金沢市
フルタニランバー株式会社 石川県 金沢市
邦和建設株式会社 石川県 金沢市
株式会社ホクハイサービス 石川県 金沢市
株式会社マック建築研究所 石川県 金沢市
有限会社松下種苗店 石川県 金沢市
株式会社吉村植木園 石川県 金沢市
株式会社ＲＥＣＴＯ 石川県 金沢市
有限会社坂口総合建材 石川県 七尾市
株式会社玉津土建 石川県 七尾市
サンエス株式会社 石川県 小松市
有限会社マルフジ 石川県 小松市
株式会社日進自動車 石川県 加賀市
富山土建株式会社 石川県 羽咋市
株式会社エヌテック 石川県 かほく市
有限会社かほく開発 石川県 かほく市
株式会社砂山組 石川県 かほく市
加賀味噌食品工業協業組合 石川県 白山市
株式会社ワイケイ・パワー 石川県 白山市
株式会社寺井ガス 石川県 能美市
白山ゴルフ株式会社 石川県 能美市
富士ＭＦＧ株式会社 石川県 能美市
株式会社保坂設計 石川県 能美市
株式会社アパートマン 石川県 野々市市
有限会社金村自動車整備工場 石川県 野々市市
株式会社ハイウェイ・サービス 石川県 野々市市
加陽住宅有限会社 石川県 津幡町
有限会社横山オートサービス 石川県 穴水町
柳田建設株式会社 石川県 能登町
今村 宏 石川県
上出 兼太郎 石川県
小山 和助 石川県
高尾 良雄 石川県
平井 伸一 石川県
松原 完也 石川県
山内 司 石川県
株式会社エル・ローズ 福井県 福井市
有限会社大村造園 福井県 福井市
株式会社小澤工務店 福井県 福井市
岸田建設株式会社 福井県 福井市
株式会社北川 福井県 福井市
北川スチール株式会社 福井県 福井市
有限会社三成工業 福井県 福井市
株式会社ソーホーズインターナショナル 福井県 福井市
株式会社田中与商店 福井県 福井市
豊島建設株式会社 福井県 福井市
フェニックス企画株式会社 福井県 福井市
メタルプレート・ササキ有限会社 福井県 福井市
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株式会社テクノハーツ 福井県 敦賀市
有限会社三笠屋 福井県 敦賀市
医療法人みやがわクリニック 福井県 敦賀市
株式会社山口工業 福井県 敦賀市
株式会社エステートブロードバンド 福井県 鯖江市
株式会社カネイチ 福井県 鯖江市
株式会社　福岡 福井県 鯖江市
株式会社成田鉄工所 福井県 越前市
サカセ・アドテック株式会社 福井県 坂井市
医療法人福成会 福井県 坂井市
いのうえ株式会社 福井県 永平寺町
株式会社ミタムラ建設 福井県 越前町
兵助株式会社 福井県 おおい町
岡田 正二郎 福井県
中村 圭吾 福井県
栁原 純也 福井県
株式会社タクト 山梨県 甲府市
株式会社フォーチュンネクスト 山梨県 甲府市
株式会社丸太 山梨県 甲府市
株式会社湊與 山梨県 甲府市
山梨県電気工事工業組合 山梨県 甲府市
株式会社サン・ワールド 山梨県 大月市
株式会社内藤ハウス 山梨県 韮崎市
平賀建設有限会社 山梨県 韮崎市
有限会社Ｋ．Ｃ金丸工務店 山梨県 南アルプス市
有限会社三友建材土木 山梨県 南アルプス市
有限会社柴田建材興業 山梨県 南アルプス市
有限会社今村建設 山梨県 甲斐市
株式会社ニシノ建設管理 山梨県 甲斐市
株式会社日昇 山梨県 甲斐市
キーチデンキ株式会社 山梨県 笛吹市
医療法人いその会 山梨県 市川三郷町
丹澤建設工業株式会社 山梨県 市川三郷町
株式会社小林建設所 山梨県 身延町
ホテルニュー下部観光株式会社 山梨県 身延町
株式会社Ｓ・Ｂ 山梨県 南部町
社会福祉法人螢福祉会 山梨県 昭和町
青柳 麗二 山梨県
佐野 則寛 山梨県
武井 啓一 山梨県
七沢 久子 山梨県
森本 真至 山梨県
ＩＳ　ｄｅｓｉｇｎ建築設計株式会社 長野県 長野市
株式会社アルキャスト 長野県 長野市
株式会社一休さんのはなおか 長野県 長野市
ウォーターシステム株式会社 長野県 長野市
栗田薬品株式会社 長野県 長野市
株式会社　三立 長野県 長野市
株式会社信越住建 長野県 長野市
株式会社星光技研 長野県 長野市
有限会社そば信 長野県 長野市
トライアン株式会社 長野県 長野市

29 / 68 ページ



2020年9月30日

事業者名 都道府県 市区町村

株式会社エフ・パッケージ 長野県 松本市
株式会社　M・K・C 長野県 松本市
株式会社上村組 長野県 松本市
有限会社コーエイ 長野県 松本市
株式会社五千尺 長野県 松本市
有限会社つる新種苗 長野県 松本市
株式会社ディバイザー 長野県 松本市
株式会社望月組 長野県 松本市
有限会社由比ケ浜薬局 長野県 松本市
株式会社アルプステクノロジーホーム 長野県 松本市
リフォームワン株式会社 長野県 上田市
ルート設計株式会社 長野県 上田市
医療法人アポロ歯科医院 長野県 岡谷市
株式会社内山組 長野県 飯田市
小池建設株式会社 長野県 飯田市
宮嘉建設有限会社 長野県 飯田市
株式会社春間工務店 長野県 諏訪市
株式会社マツキ 長野県 諏訪市
宮坂醸造株式会社 長野県 諏訪市
旭日管機株式会社 長野県 須坂市
オリオン機械株式会社 長野県 須坂市
上伊那自販サービスセンター協同組合 長野県 伊那市
西武建工株式会社 長野県 伊那市
有限会社藤澤建設 長野県 伊那市
株式会社渋田見建設 長野県 大町市
有限会社情熱大陸 長野県 茅野市
有限会社ZETT 長野県 茅野市
太陽精工株式会社 長野県 茅野市
株式会社丸正住宅資材 長野県 茅野市
小林自動車工業有限会社 長野県 塩尻市
株式会社スタジオアウラ 長野県 塩尻市
石井瓦工業株式会社 長野県 千曲市
有限会社島田管工 長野県 千曲市
株式会社東部設備 長野県 東御市
有限会社テトラ水工 長野県 安曇野市
齋藤木材工業株式会社 長野県 長和町
株式会社　石井スノープロジェクト 長野県 富士見町
株式会社元木工電舎 長野県 辰野町
株式会社北沢建築 長野県 箕輪町
下平建設株式会社 長野県 飯島町
株式会社ハーモ 長野県 南箕輪村
株式会社マシンエンジニアリング 長野県 南箕輪村
八十葉建設株式会社 長野県 松川町
有限会社新野工務店 長野県 阿南町
株式会社バイオ・ベース 長野県 阿智村
株式会社片桐工務所 長野県 根羽村
野島建設株式会社 長野県 喬木村
有限会社尾畑組 長野県 豊丘村
有限会社清水建材工業 長野県 豊丘村
株式会社あい愛 長野県 上松町
有限会社野田レッカー 長野県 山形村
株式会社青木固研究所 長野県 坂城町
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有限会社山崎土建 長野県 高山村
荻原 祐樹 長野県
小池 秀文 長野県
東山 優 長野県
舩坂 洋介 長野県
株式会社アチュ 岐阜県 岐阜市
有限会社岩戸サービスショップ 岐阜県 岐阜市
有限会社桔梗苑 岐阜県 岐阜市
ギャバンス株式会社 岐阜県 岐阜市
医療法人社団皓歯会 岐阜県 岐阜市
株式会社樹杏 岐阜県 岐阜市
株式会社千成商会 岐阜県 岐阜市
有限会社チッタ・ディ・イタリア 岐阜県 岐阜市
株式会社テムスシステム 岐阜県 岐阜市
東栄電業株式会社 岐阜県 岐阜市
NAO税理士法人 岐阜県 岐阜市
宮部株式会社 岐阜県 岐阜市
木村建設株式会社 岐阜県 大垣市
晃和硝子株式会社 岐阜県 大垣市
株式会社ゼロックス 岐阜県 大垣市
有限会社細川商店金物部 岐阜県 大垣市
医療法人三紲会 岐阜県 高山市
株式会社橘屋 岐阜県 高山市
新興建設株式会社 岐阜県 多治見市
株式会社ジラック 岐阜県 関市
合同会社藤設計 岐阜県 関市
株式会社名岐ベンド 岐阜県 関市
加藤建設工業株式会社 岐阜県 中津川市
有限会社びぜん屋伊藤薬局 岐阜県 中津川市
株式会社ＭＡＲＵＣＨＩ 岐阜県 中津川市
ワンウェイ株式会社 岐阜県 中津川市
有限会社兼和精機 岐阜県 美濃市
株式会社河合エクスプレス 岐阜県 美濃市
株式会社IME 岐阜県 瑞浪市
株式会社カトノ 岐阜県 羽島市
有限会社橋本淳総合建築 岐阜県 羽島市
弘明電気工業株式会社 岐阜県 美濃加茂市
株式会社バリューコネクション 岐阜県 美濃加茂市
加藤建設株式会社 岐阜県 土岐市
有限会社やまい伊藤製陶所 岐阜県 土岐市
林輝工業株式会社 岐阜県 各務原市
有限会社アニス 岐阜県 可児市
株式会社ダイマツファーニチャー 岐阜県 山県市
美山建設株式会社 岐阜県 山県市
有限会社　大山主計 岐阜県 瑞穂市
株式会社前田工業 岐阜県 瑞穂市
有限会社ル・バニーエ 岐阜県 瑞穂市
株式会社ＷｉｓｅＦｏｒｍａ 岐阜県 瑞穂市
株式会社水鳳園 岐阜県 下呂市
株式会社古川電機製作所 岐阜県 海津市
株式会社ながもり 岐阜県 岐南町
岩田商事合名会社 岐阜県 笠松町
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西垣ポンプ製造株式会社 岐阜県 笠松町
株式会社室建工 岐阜県 垂井町
株式会社椙岡組 岐阜県 神戸町
株式会社かわせ匠房 岐阜県 池田町
有限会社吉田鉄工所 岐阜県 池田町
有限会社フランボワーズ 岐阜県 北方町
丸正建設株式会社 岐阜県 白川村
安藤 幸司 岐阜県
岩島 広明 岐阜県
各務 宗一朗 岐阜県
小境 康裕 岐阜県
清水 良起 岐阜県
鈴木 佑将 岐阜県
土屋 守正 岐阜県
日髙 洋平 岐阜県
伏屋 喜雄 岐阜県
古田 敏順 岐阜県
武藤 圭太郎 岐阜県
株式会社味匠 静岡県 静岡市
オグマ工業株式会社 静岡県 静岡市
ギフト株式会社 静岡県 静岡市
株式会社栗田家具センター 静岡県 静岡市
Ｓａｋｕｒａ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ株式会社 静岡県 静岡市
株式会社女性イキイキカンパニー 静岡県 静岡市
医療法人社団仁静会 静岡県 静岡市
医療法人社団清秀会 静岡県 静岡市
税理士法人葵ファースト 静岡県 静岡市
ツキヂ索道商事株式会社 静岡県 静岡市
株式会社橋本組 静岡県 静岡市
医療法人社団長谷川 静岡県 静岡市
株式会社ミカサ 静岡県 静岡市
株式会社杜建築設計事務所 静岡県 静岡市
株式会社リメックス 静岡県 静岡市
有限会社　井口技研工業所 静岡県 浜松市
伊藤機工株式会社 静岡県 浜松市
株式会社岩田屋 静岡県 浜松市
Ａ．Ｉ．Ｅ株式会社 静岡県 浜松市
株式会社ｅｆｆｏｒｔ 静岡県 浜松市
株式会社岳塗装 静岡県 浜松市
共栄建設株式会社 静岡県 浜松市
株式会社串の木グループ 静岡県 浜松市
株式会社つくし工房 静岡県 浜松市
つぼい工業株式会社 静岡県 浜松市
パイプテック株式会社 静岡県 浜松市
株式会社ヒーローズホールディングス 静岡県 浜松市
株式会社正久工業 静岡県 浜松市
有限会社森山エンジニアリング 静岡県 浜松市
株式会社あおば 静岡県 沼津市
株式会社植正園 静岡県 沼津市
株式会社片岡屋 静岡県 沼津市
睦工業株式会社 静岡県 沼津市
かね哲水産株式会社 静岡県 熱海市
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羽畑建設株式会社 静岡県 三島市
株式会社ブルーベリー 静岡県 三島市
株式会社成和建設 静岡県 富士宮市
有限会社オレンジハウジング 静岡県 伊東市
株式会社やはた建設 静岡県 伊東市
株式会社亜細亜企画 静岡県 島田市
株式会社マルサン中野園 静岡県 島田市
川祥建設株式会社 静岡県 富士市
株式会社レイライン 静岡県 富士市
株式会社植勘 静岡県 磐田市
株式会社充英アート 静岡県 磐田市
株式会社竹田メカテクニカル 静岡県 磐田市
医療法人社団日吉会 静岡県 磐田市
有限会社ケイ・フォルム 静岡県 焼津市
近藤建設工業株式会社 静岡県 焼津市
株式会社　大和製作所 静岡県 焼津市
有限会社小原建装 静岡県 掛川市
株式会社グッドスタイルカンパニー 静岡県 掛川市
株式会社たこ満 静岡県 掛川市
中根製茶株式会社 静岡県 掛川市
小柳津商事株式会社 静岡県 藤枝市
株式会社大黒屋商事 静岡県 藤枝市
はれ晴れ建設株式会社 静岡県 藤枝市
株式会社ファイン・ホーム 静岡県 御殿場市
有限会社ウノ設備 静岡県 袋井市
大場配管株式会社 静岡県 袋井市
株式会社ワシヤマ土建 静岡県 袋井市
有限会社神谷金属工業 静岡県 湖西市
土屋興業株式会社 静岡県 湖西市
ユニクラフトナグラ株式会社 静岡県 湖西市
有限会社テクノヒヨシ 静岡県 伊豆市
株式会社菊川緑茶センター 静岡県 菊川市
有限会社　山信 静岡県 東伊豆町
株式会社ヴィポット 静岡県 清水町
株式会社三ツワ 静岡県 長泉町
株式会社石川園 静岡県 森町
朝倉 佳代子 静岡県
上野 満 静岡県
島袋 郁子 静岡県
平尾 真志 静岡県
堀内 賢明 静岡県
松下 芳春 静岡県
望月 崇史 静岡県
森 千春 静岡県
山田 眞悟 静岡県
山本 和弘 静岡県
横山 富士雄 静岡県
株式会社アートブレッド 愛知県 名古屋市
株式会社アイガ 愛知県 名古屋市
愛岐設備工業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ＡＵＡＵ建築研究所 愛知県 名古屋市
アウル株式会社 愛知県 名古屋市
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株式会社アクティブ 愛知県 名古屋市
株式会社ＡＤＡＷ 愛知県 名古屋市
熱田起業株式会社 愛知県 名古屋市
有限会社アドバンス 愛知県 名古屋市
株式会社アドプリント 愛知県 名古屋市
株式会社アルバ 愛知県 名古屋市
有限会社アレキサンドライト 愛知県 名古屋市
アンシンサービス２４有限会社 愛知県 名古屋市
株式会社Ａｎｄ　Ｏｎｅ 愛知県 名古屋市
株式会社いせむつ 愛知県 名古屋市
株式会社いぬの整体院 愛知県 名古屋市
有限会社インテリアプロモーション 愛知県 名古屋市
株式会社ヴァンガード・マネジメント 愛知県 名古屋市
有限会社ウィズユー 愛知県 名古屋市
株式会社ウィルハンズ 愛知県 名古屋市
株式会社ＡＤＰ 愛知県 名古屋市
株式会社ＳＫＣエナジー 愛知県 名古屋市
有限会社エヌ・エス商会 愛知県 名古屋市
有限会社エムス 愛知県 名古屋市
株式会社オウ環境設計事務所 愛知県 名古屋市
有限会社オートネットワールド 愛知県 名古屋市
有限会社鳳建築 愛知県 名古屋市
株式会社大脇運送店 愛知県 名古屋市
片桐銘木工業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社学校良品 愛知県 名古屋市
加藤電気株式会社 愛知県 名古屋市
北嶋工業株式会社 愛知県 名古屋市
木村不動産株式会社 愛知県 名古屋市
協立設備工業株式会社 愛知県 名古屋市
共立電気株式会社 愛知県 名古屋市
清田産業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社金太郎 愛知県 名古屋市
久米工業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社クリードケア 愛知県 名古屋市
株式会社グローバルエステート 愛知県 名古屋市
株式会社ケイデン 愛知県 名古屋市
ＫＳ　ＭＯＴＯＲ株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ゴールドマップ 愛知県 名古屋市
株式会社五藤歯車 愛知県 名古屋市
ＫＯＭＡＨＯＴＥＬ合同会社 愛知県 名古屋市
三商株式会社 愛知県 名古屋市
シーシーエスコーヒー株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社シフォレスト事務所 愛知県 名古屋市
新日本コーポレーション株式会社 愛知県 名古屋市
医療法人瑞翔会 愛知県 名古屋市
株式会社大成 愛知県 名古屋市
大同建設株式会社 愛知県 名古屋市
太洋基礎工業株式会社 愛知県 名古屋市
大冷工業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社タグトータル 愛知県 名古屋市
株式会社谷－仙 愛知県 名古屋市
合同会社千榮蔵 愛知県 名古屋市
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千年エンジニアリング株式会社 愛知県 名古屋市
中京ハウジング株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ｄｉｓｈ－ｕｐ 愛知県 名古屋市
株式会社東海光機 愛知県 名古屋市
特定非営利活動法人ひだまりの丘 愛知県 名古屋市
有限会社ＴＯＭＯファクトリー 愛知県 名古屋市
株式会社トヨトミ 愛知県 名古屋市
トライクレスト株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ナカガワ 愛知県 名古屋市
ナカシャクリエイテブ株式会社 愛知県 名古屋市
有限会社中田鉄工所 愛知県 名古屋市
名古屋ボデー株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ナチュール・メイ 愛知県 名古屋市
株式会社日本塗装名人社 愛知県 名古屋市
株式会社ハイパーブレイン 愛知県 名古屋市
株式会社ハセ・リョウ 愛知県 名古屋市
服部精密株式会社 愛知県 名古屋市
有限会社はまや 愛知県 名古屋市
株式会社原工機 愛知県 名古屋市
バルク株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ひかりタイプ 愛知県 名古屋市
株式会社ビジネスサポート 愛知県 名古屋市
株式会社広島 愛知県 名古屋市
合同会社ファーストピュア 愛知県 名古屋市
株式会社フォーシーズン 愛知県 名古屋市
富士電設工業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社二葉 愛知県 名古屋市
株式会社フューチャーズ 愛知県 名古屋市
株式会社プランタン山田 愛知県 名古屋市
プロパティパートナーズ株式会社 愛知県 名古屋市
ホリデイズ株式会社 愛知県 名古屋市
有限会社マーベラスインターナショナル 愛知県 名古屋市
株式会社松澤製作所 愛知県 名古屋市
丸繁木工株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社マルユウホーム 愛知県 名古屋市
有限会社宮澤水道 愛知県 名古屋市
株式会社宮原工業 愛知県 名古屋市
株式会社六浦本店 愛知県 名古屋市
有限会社武藤設計 愛知県 名古屋市
メディシス株式会社 愛知県 名古屋市
社会福祉法人　八事福祉会 愛知県 名古屋市
株式会社ＵＴＡ 愛知県 名古屋市
有限会社油機工業 愛知県 名古屋市
株式会社ＵＮＩＣＯ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ 愛知県 名古屋市
株式会社ライフ・オン 愛知県 名古屋市
株式会社ＲＥＤＩＯ 愛知県 名古屋市
愛知アサヒ販売株式会社 愛知県 豊橋市
株式会社エム・エイチ・シー・ランバー 愛知県 豊橋市
株式会社コネクトエンジニアリング 愛知県 豊橋市
株式会社スタジオ・クレド 愛知県 豊橋市
株式会社豊箸 愛知県 豊橋市
株式会社フカミ 愛知県 豊橋市
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株式会社リブエージェント 愛知県 豊橋市
株式会社Ｅｄｇｅ　Ｃｒｅａｔｏｒｓ 愛知県 岡崎市
キューブツール株式会社 愛知県 岡崎市
医療法人正翔会 愛知県 岡崎市
株式会社TOPTENPO 愛知県 岡崎市
医療法人育德会 愛知県 一宮市
小塚毛織株式会社 愛知県 一宮市
株式会社サンセツビ空間計画 愛知県 一宮市
日本太陽光発電株式会社 愛知県 一宮市
マイワークス株式会社 愛知県 一宮市
大数建設株式会社 愛知県 瀬戸市
有限会社米祐商店 愛知県 瀬戸市
株式会社　菱田紙器 愛知県 瀬戸市
医療法人令和会 愛知県 瀬戸市
株式会社興成産業 愛知県 半田市
株式会社レアリム 愛知県 半田市
株式会社アシスト 愛知県 春日井市
株式会社犬の家 愛知県 春日井市
勝川開発株式会社 愛知県 春日井市
国栄電気設備工事株式会社 愛知県 春日井市
コスモ・グラビア株式会社 愛知県 春日井市
株式会社西条土木 愛知県 春日井市
三正電設株式会社 愛知県 春日井市
医療法人真美会 愛知県 春日井市
株式会社ベステック 愛知県 春日井市
スタジオアクミ合同会社 愛知県 豊川市
有限会社ロードサービス豊橋 愛知県 豊川市
株式会社オオオカ 愛知県 碧南市
株式会社幹和空創 愛知県 碧南市
株式会社長谷川設備工業 愛知県 碧南市
株式会社マルサン木型製作所 愛知県 碧南市
三河鑛産株式会社 愛知県 碧南市
有限会社今川ゴム工業 愛知県 刈谷市
株式会社ＭＴカンパニー 愛知県 刈谷市
土地家屋調査士法人シーエス 愛知県 刈谷市
加茂精工株式会社 愛知県 豊田市
有限会社グランド商事 愛知県 豊田市
有限会社東海エンジニア 愛知県 豊田市
株式会社豊田興産 愛知県 豊田市
医療法人松崎耳鼻咽喉科 愛知県 豊田市
ヤスダ・電機株式会社 愛知県 豊田市
株式会社　アドバン・テック 愛知県 安城市
有限会社スギエート 愛知県 安城市
税理士法人森田経営 愛知県 安城市
株式会社東海石油 愛知県 安城市
有限会社トコム 愛知県 安城市
ファインマシーンカタオカ株式会社 愛知県 安城市
岩瀬鉄工株式会社 愛知県 西尾市
株式会社サトベア 愛知県 西尾市
中部金型工業株式会社 愛知県 西尾市
株式会社ＭＩＴＳＵＷＡ 愛知県 西尾市
有限会社ロイヤルオート 愛知県 西尾市
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株式会社オカダ写真 愛知県 蒲郡市
株式会社壹べ 愛知県 常滑市
有限会社　EVREN-ONE 愛知県 江南市
株式会社大和工業 愛知県 江南市
株式会社キョウエイ 愛知県 小牧市
有限会社グランサーベイオフィス 愛知県 小牧市
有限会社島作 愛知県 小牧市
株式会社すし旬 愛知県 小牧市
株式会社翼電気 愛知県 小牧市
フォーチュン株式会社 愛知県 小牧市
株式会社三河屋 愛知県 小牧市
株式会社モリカ 愛知県 小牧市
株式会社モリタアンドカンパニー 愛知県 小牧市
有限会社エンジェル・ハート 愛知県 稲沢市
社会福祉法人たんぽぽハウス 愛知県 稲沢市
有限会社服部モータース 愛知県 稲沢市
藤桂京伊株式会社 愛知県 稲沢市
株式会社マッハゴム工業所 愛知県 稲沢市
合同会社　IWASAKI 愛知県 東海市
株式会社パラフィリア 愛知県 東海市
有限会社クノ 愛知県 大府市
株式会社光栄設備 愛知県 大府市
福富金属 株式会社 愛知県 大府市
アイカワホーム株式会社 愛知県 知多市
岩瀬塗装有限会社 愛知県 知立市
株式会社アシスト 愛知県 高浜市
塩田開発株式会社 愛知県 岩倉市
医療法人志伸会 愛知県 日進市
株式会社瑞鳳流 愛知県 日進市
株式会社誠和 愛知県 日進市
株式会社ワンダーランド 愛知県 日進市
有限会社大陽社印刷所 愛知県 田原市
タカトヨ産業株式会社 愛知県 田原市
株式会社E・S・TEC 愛知県 清須市
株式会社S.I.M 愛知県 清須市
株式会社Sunny Plus 愛知県 清須市
中京油研株式会社 愛知県 清須市
株式会社ツーリスト中部 愛知県 清須市
堀場石油株式会社 愛知県 清須市
株式会社ワイワークス電気設備 愛知県 清須市
医療法人たいよう 愛知県 北名古屋市
中部建材株式会社 愛知県 弥富市
株式会社宇野総合計画事務所 愛知県 みよし市
有限会社多香久組 愛知県 みよし市
グラフィックファイン株式会社 愛知県 あま市
株式会社晃伸製機 愛知県 あま市
有限会社ケーカンパニー 愛知県 長久手市
昭和塗装機株式会社 愛知県 東郷町
株式会社エイワ 愛知県 大口町
有限会社サインデコ 愛知県 扶桑町
株式会社瑚電気 愛知県 大治町
丸満産業株式会社 愛知県 大治町
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有限会社オアシス事務所 愛知県 阿久比町
有限会社カジサン商会 愛知県 東浦町
有限会社齊藤工業 愛知県 美浜町
医療法人奉栄会 愛知県 武豊町
株式会社星野製作所 愛知県 幸田町
猪飼 俊彦 愛知県
諌山 正人 愛知県
伊藤 敏博 愛知県
猪木 達也 愛知県
大崎 順也 愛知県
加藤 敦教 愛知県
河合 エミ 愛知県
河瀬 松寿 愛知県
北村 孔一 愛知県
木村 卓二 愛知県
熊澤 昌彦 愛知県
古島 英樹 愛知県
小山 壮太 愛知県
櫻木 章雄 愛知県
下山 誠 愛知県
関口 啓介 愛知県
高橋 純也 愛知県
高橋 道夫 愛知県
田ヶ原 昭弘 愛知県
多和田 裕 愛知県
鶴田 仁 愛知県
布目 静香 愛知県
野﨑 丈史 愛知県
早津 哲宏 愛知県
丸山 宏 愛知県
三島 賢 愛知県
水野 勝文 愛知県
宮崎 裕基 愛知県
望月 正明 愛知県
桃沢 宏 愛知県
森 公三郎 愛知県
森田 式子 愛知県
八木 秀樹 愛知県
山内 聖堂 愛知県
横澤 健 愛知県
宜本 晴之 愛知県
鷲野 伸一 愛知県
渡辺 信義 愛知県
和田 祐一 愛知県
有限会社浅井ビルクリーナー 三重県 津市
株式会社カズデン 三重県 津市
医療法人西山産婦人科 三重県 津市
ネッツトヨタ三重株式会社 三重県 津市
Ｂｅｌｉｖｅ株式会社 三重県 津市
有限会社ワニコ書店 三重県 津市
アルマ建工株式会社 三重県 四日市市
有限会社倉田商店 三重県 四日市市
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有限会社清水塗装工業 三重県 四日市市
株式会社大園建設 三重県 四日市市
太平洋建設株式会社 三重県 四日市市
中央環境総設株式会社 三重県 四日市市
株式会社デザインホイテ・ファクトリー・インク 三重県 四日市市
株式会社バランス・グロース 三重県 四日市市
有限会社三杉造園 三重県 四日市市
洋洋住研株式会社 三重県 四日市市
株式会社若林塗装 三重県 四日市市
株式会社　三水フーズ 三重県 伊勢市
有限会社世古口商店 三重県 伊勢市
株式会社大鵬堂 三重県 松阪市
株式会社後藤水道 三重県 桑名市
株式会社三立 三重県 桑名市
医療法人社団青藍会 三重県 桑名市
株式会社桑友興業 三重県 桑名市
医療法人　Toki Dental Clinic 三重県 桑名市
株式会社ファミリア 三重県 桑名市
株式会社飯田建設 三重県 鈴鹿市
有限会社藤原工業 三重県 いなべ市
株式会社リガーマリンエンジニアリング 三重県 いなべ市
南勢ガス株式会社 三重県 志摩市
畑中建設工業株式会社 三重県 志摩市
社会福祉法人維雅幸育会 三重県 伊賀市
株式会社マツザキ 三重県 伊賀市
余野部建材株式会社 三重県 伊賀市
株式会社新井金型製作所 三重県 東員町
株式会社タキ 三重県 多気町
丸一化成工業株式会社 三重県 多気町
株式会社伊勢ライフケア 三重県 玉城町
有限会社油家電気工業 三重県 度会町
安藤 洋之 三重県
石井 豊章 三重県
稲本 良則 三重県
丹戸 悦志 三重県
南部 博 三重県
野田 豊作 三重県
林 久則 三重県
株式会社ＷＩＹＮペット 滋賀県 大津市
株式会社Ｋコーポレーション 滋賀県 大津市
株式会社テクノチュウコウ 滋賀県 大津市
特定非営利活動法人ＢＲＡＨａｒｔ． 滋賀県 大津市
びわこエンジニアリング株式会社 滋賀県 大津市
株式会社　イグチ 滋賀県 彦根市
近江印刷　株式会社 滋賀県 彦根市
株式会社中重 滋賀県 長浜市
株式会社橋本クロス 滋賀県 長浜市
豊住研株式会社 滋賀県 長浜市
株式会社かがやくいろ 滋賀県 草津市
公益社団法人滋賀県看護協会 滋賀県 草津市
Ｓ－ｗｏｒｋｓ不動産販売株式会社 滋賀県 守山市
株式会社プロフリー 滋賀県 栗東市

39 / 68 ページ



2020年9月30日

事業者名 都道府県 市区町村

株式会社神田組 滋賀県 甲賀市
三陽建設株式会社 滋賀県 甲賀市
株式会社服部工業 滋賀県 甲賀市
丸杉建設株式会社 滋賀県 甲賀市
株式会社縁技建 滋賀県 高島市
田中建材株式会社 滋賀県 高島市
有限会社村田米穀 滋賀県 高島市
株式会社青地ライフクリエイト 滋賀県 東近江市
株式会社水研 滋賀県 日野町
金子 兼士 滋賀県
小堀 忠善 滋賀県
辻 紀子 滋賀県
西川 俊弘 滋賀県
渡辺 武彦 滋賀県
有限会社アーキホールディングス 京都府 京都市
株式会社　アールテック 京都府 京都市
あおい税理士法人 京都府 京都市
株式会社ａｋａｒｉ 京都府 京都市
株式会社アシスト 京都府 京都市
株式会社新井製作所 京都府 京都市
株式会社アルファブランカ 京都府 京都市
アンジュ株式会社 京都府 京都市
株式会社岩倉自動車教習所 京都府 京都市
株式会社ＨＣＫＹＯＴＯ 京都府 京都市
株式会社ＥＣＯＬＵＳ 京都府 京都市
株式会社ｅｄｉ 京都府 京都市
株式会社エムジー 京都府 京都市
株式会社エムズ総研 京都府 京都市
株式会社エル・アイ・シー 京都府 京都市
株式会社尾峨佐染繍 京都府 京都市
有限会社菓欒 京都府 京都市
株式会社カルナライフ 京都府 京都市
株式会社北川本家 京都府 京都市
株式会社京都三協食鳥 京都府 京都市
京都奉製株式会社 京都府 京都市
株式会社グッドハウジング 京都府 京都市
株式会社クリーンベンチャー２１ 京都府 京都市
株式会社五社 京都府 京都市
株式会社COTOHA 京都府 京都市
株式会社近藤建設 京都府 京都市
株式会社阪口製作所 京都府 京都市
三和金属工業株式会社 京都府 京都市
社会福祉法人ミッションからしだね 京都府 京都市
社会保険労務士法人みゆき 京都府 京都市
招徳酒造株式会社 京都府 京都市
株式会社ＺＥＰＨＹＲ 京都府 京都市
株式会社ＤＡＩＷＡ 京都府 京都市
株式会社高正工務店 京都府 京都市
中島測量有限会社 京都府 京都市
中西電建株式会社 京都府 京都市
株式会社日本総合インシュアランスサービス 京都府 京都市
日本ベラジスト株式会社 京都府 京都市
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株式会社広川組 京都府 京都市
株式会社　フラット・エージェンシー 京都府 京都市
株式会社平安コーポレーション 京都府 京都市
株式会社松尾機型 京都府 京都市
株式会社マルナカ 京都府 京都市
社会福祉法人みつばち福祉会 京都府 京都市
有限会社ムラタ 京都府 京都市
吉村造園株式会社 京都府 京都市
株式会社ランドスタイリング 京都府 京都市
ロンドフードサービス株式会社 京都府 京都市
株式会社和田勝 京都府 京都市
株式会社いとう 京都府 福知山市
畿北冷熱株式会社 京都府 福知山市
西舞建設株式会社 京都府 舞鶴市
株式会社滝口工務店 京都府 舞鶴市
株式会社アカツキ製作所 京都府 綾部市
有限会社田端工務店 京都府 宇治市
株式会社仁木総合土木 京都府 宇治市
株式会社庭雅 京都府 宇治市
有限会社ビジョンワード 京都府 宇治市
株式会社ＷＡＢＩＳＵＫＥ 京都府 宇治市
株式会社渡邉巧業 京都府 亀岡市
相生設備事務所株式会社 京都府 城陽市
株式会社Ｅテックス 京都府 城陽市
医療法人社団究元会山野医院 京都府 城陽市
株式会社キャンバスホーム 京都府 長岡京市
有限会社ソウダ製作所 京都府 長岡京市
株式会社ピー・エス・アイ・コーポレーション 京都府 八幡市
株式会社大京技術 京都府 京丹後市
林建設株式会社 京都府 京丹後市
京阪奈電気工事株式会社 京都府 木津川市
株式会社ブリーズ・カンパニー 京都府 木津川市
株式会社南京都清掃社 京都府 木津川市
石倉工業株式会社 京都府 久御山町
三京電産株式会社 京都府 久御山町
新晃自動車工業株式会社 京都府 久御山町
株式会社　ミカミ 京都府 久御山町
砂後建設株式会社 京都府 与謝野町
与謝娘酒造合名会社 京都府 与謝野町
大村 友規 京都府
岡本 正喜 京都府
小柳津 治樹 京都府
黒瀬 勇治 京都府
桒原 直夫 京都府
小林 明石 京都府
坂口 博史 京都府
志水 龍 京都府
須川 智春 京都府
中川 正次 京都府
中村 新太郎 京都府
新見 知史 京都府
藤井 正也 京都府
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藤本 明 京都府
藤原 康則 京都府
松本 幸子 京都府
桃井 裕 京都府
山内 直樹 京都府
山北 祐士 京都府
株式会社アークスリー 大阪府 大阪市
株式会社アークリンク 大阪府 大阪市
有限会社アーバンコンフォート 大阪府 大阪市
株式会社RBサポート 大阪府 大阪市
相生株式会社 大阪府 大阪市
アイテル株式会社 大阪府 大阪市
株式会社旭工建 大阪府 大阪市
株式会社Ａｂｓｏｌｕｔ 大阪府 大阪市
株式会社アフロ 大阪府 大阪市
アミアズ株式会社 大阪府 大阪市
有限会社あむう 大阪府 大阪市
有限会社アラビオン 大阪府 大阪市
合同会社ａｌｌｙ 大阪府 大阪市
株式会社アルマダスタイル 大阪府 大阪市
株式会社イービルド建設 大阪府 大阪市
株式会社　庵本補 大阪府 大阪市
株式会社石原商店 大阪府 大阪市
医療法人市橋クリニック 大阪府 大阪市
株式会社IDEA 大阪府 大阪市
稲畑香料株式会社 大阪府 大阪市
株式会社いまここ 大阪府 大阪市
株式会社イワサキ 大阪府 大阪市
株式会社Inter face 大阪府 大阪市
株式会社植村工房 大阪府 大阪市
株式会社エイトキューブ 大阪府 大阪市
株式会社ＡＣＥ 大阪府 大阪市
株式会社エースタイル 大阪府 大阪市
株式会社エースタイルホールディングス 大阪府 大阪市
株式会社エターナリー・ブレイズ 大阪府 大阪市
エムオーティ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社MJC 大阪府 大阪市
株式会社エムズ住建設 大阪府 大阪市
株式会社エムテクノ 大阪府 大阪市
株式会社江本経営戦略研究所 大阪府 大阪市
株式会社Ｌ．Ｉ．Ｇ 大阪府 大阪市
株式会社大阪アサヒメタル工場 大阪府 大阪市
大阪市水産物卸協同組合 大阪府 大阪市
大阪和田化学工業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社オオモリ 大阪府 大阪市
株式会社ＫＡＩＳＥＲ　ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ 大阪府 大阪市
香椎化学工業株式会社 大阪府 大阪市
医療法人かなざわ歯科 大阪府 大阪市
金丸真株式会社 大阪府 大阪市
株式会社カネカ 大阪府 大阪市
株式会社　河原商店 大阪府 大阪市
関西エイト株式会社 大阪府 大阪市
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菊華通信株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ＫＩＤＡ 大阪府 大阪市
株式会社北川商店 大阪府 大阪市
株式会社GrandCrew 大阪府 大阪市
クリアアップ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社グリームデザイン 大阪府 大阪市
株式会社グリーンケア 大阪府 大阪市
株式会社クリエ 大阪府 大阪市
株式会社ＧＥＲＡ 大阪府 大阪市
株式会社健康創生館 大阪府 大阪市
広栄株式会社 大阪府 大阪市
コウワテック株式会社 大阪府 大阪市
株式会社コーエイ 大阪府 大阪市
株式会社小林新聞舗 大阪府 大阪市
株式会社sakura-works 大阪府 大阪市
サンエス護謨工業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社シードジャパン 大阪府 大阪市
株式会社Ｊアライアンス 大阪府 大阪市
繁田株式会社 大阪府 大阪市
株式会社システムアイ 大阪府 大阪市
株式会社システムブレーン 大阪府 大阪市
株式会社シュア・テクノ・ソリューション． 大阪府 大阪市
株式会社ジョージーズ 大阪府 大阪市
真榮建創株式会社 大阪府 大阪市
有限会社シンエイ設備 大阪府 大阪市
新興産ビル株式会社 大阪府 大阪市
株式会社シンジョウアーキテクツ 大阪府 大阪市
株式会社新城製作所 大阪府 大阪市
株式会社ズームデザイン 大阪府 大阪市
株式会社スコーレ 大阪府 大阪市
株式会社ストレートライフ 大阪府 大阪市
スリーナイン島野株式会社 大阪府 大阪市
清興電気株式会社 大阪府 大阪市
税理士法人ＦＡＣＥ 大阪府 大阪市
株式会社セブンキューブ 大阪府 大阪市
千田硝子食器株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ＳＯＮＯ 大阪府 大阪市
株式会社ソフィア 大阪府 大阪市
株式会社大洋工芸ロセアン 大阪府 大阪市
株式会社高繊 大阪府 大阪市
株式会社髙鍋食品 大阪府 大阪市
高橋製菓株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ＴＡＣＳ 大阪府 大阪市
株式会社近久 大阪府 大阪市
株式会社築拓 大阪府 大阪市
株式会社月虎金属 大阪府 大阪市
有限会社ティーズ 大阪府 大阪市
株式会社デザイングラウンド５５ 大阪府 大阪市
株式会社デザインシステムサービス 大阪府 大阪市
東イン株式会社 大阪府 大阪市
東信洋紙株式会社 大阪府 大阪市
東邦インターナショナル株式会社 大阪府 大阪市
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東洋社株式会社 大阪府 大阪市
東洋トラベル株式会社 大阪府 大阪市
医療法人時和会 大阪府 大阪市
特殊工業株式会社 大阪府 大阪市
特定非営利活動法人虹色ダイバーシティ 大阪府 大阪市
土地家屋調査士法人Ｌ．Ｂ．Ｃ総合事務所 大阪府 大阪市
株式会社トラスト 大阪府 大阪市
トレチェントウノ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社内藤弘策建築設計事務所 大阪府 大阪市
中西タイル株式会社 大阪府 大阪市
南陽トレーディング株式会社 大阪府 大阪市
株式会社日本エウレカ 大阪府 大阪市
一般社団法人日本バストケア協会 大阪府 大阪市
日本ラップ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社日本理容 大阪府 大阪市
株式会社ノーベバリ 大阪府 大阪市
株式会社能勢建築構造研究所 大阪府 大阪市
バイオアイ株式会社 大阪府 大阪市
社会福祉法人博愛社 大阪府 大阪市
株式会社八景 大阪府 大阪市
浜田製作株式会社 大阪府 大阪市
阪神カーゴ軽自動車運送協同組合 大阪府 大阪市
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル 大阪府 大阪市
株式会社一二三工業所 大阪府 大阪市
株式会社一二三堂 大阪府 大阪市
株式会社ヒロツ 大阪府 大阪市
フェンリル株式会社 大阪府 大阪市
株式会社フォレストホーム 大阪府 大阪市
フクダ・ロングライフデザイン株式会社 大阪府 大阪市
富士建設株式会社 大阪府 大阪市
株式会社藤田建築設計事務所 大阪府 大阪市
扶桑産業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社プラッツ設計 大阪府 大阪市
フレックスフォア株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ブレンディング 大阪府 大阪市
株式会社プロフィットユー 大阪府 大阪市
株式会社ベッセル工業 大阪府 大阪市
宝永株式会社 大阪府 大阪市
社会福祉法人邦寿会 大阪府 大阪市
株式会社宝美堂 大阪府 大阪市
有限会社ボストン 大阪府 大阪市
株式会社ボストン 大阪府 大阪市
株式会社ポニー 大阪府 大阪市
株式会社桝嘉 大阪府 大阪市
松本工業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社丸光 大阪府 大阪市
株式会社ミックウエルヴァ 大阪府 大阪市
株式会社三ッ星 大阪府 大阪市
ミテジマ化学株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ミフク美容室 大阪府 大阪市
株式会社ミライズワークス 大阪府 大阪市
株式会社名門大洋フェリー 大阪府 大阪市
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有限会社Metier d'art 大阪府 大阪市
株式会社モリオカ 大阪府 大阪市
モリ電子工業株式会社 大阪府 大阪市
医療法人湧光会 大阪府 大阪市
ゆたかな株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ヨコオ 大阪府 大阪市
ＬａｕｇｈＰｌａｃｅ株式会社 大阪府 大阪市
リクロー株式会社 大阪府 大阪市
株式会社Ｒｉｃｈ　Ｈｅａｒｔ 大阪府 大阪市
株式会社リブインサイト 大阪府 大阪市
株式会社リムショット 大阪府 大阪市
Luce建築設計事務所株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ルート設計 大阪府 大阪市
株式会社レアルスピリッツ 大阪府 大阪市
株式会社ロイヤル 大阪府 大阪市
有限会社ロココスペース 大阪府 大阪市
株式会社ワンワールド・ジャパン 大阪府 大阪市
有限会社愛 大阪府 堺市
株式会社アイテック 大阪府 堺市
株式会社イノス 大阪府 堺市
河内屋自動車工業株式会社 大阪府 堺市
株式会社きぼう 大阪府 堺市
医療法人浩彩会 大阪府 堺市
株式会社正田工建 大阪府 堺市
株式会社千建設 大阪府 堺市
株式会社ダンハウス 大阪府 堺市
株式会社ナカノ製作所 大阪府 堺市
医療法人博真会横田クリニック 大阪府 堺市
株式会社吉井工業 大阪府 堺市
株式会社吉村一エンジニア 大阪府 堺市
株式会社来夢エンジニア 大阪府 堺市
株式会社和泉メンテナンス 大阪府 岸和田市
有限会社笹木組 大阪府 岸和田市
株式会社天国 大阪府 岸和田市
有限会社中庄谷フーズ 大阪府 岸和田市
西上木材産業株式会社 大阪府 岸和田市
株式会社エヌ・エス・シー 大阪府 豊中市
エバナース株式会社 大阪府 豊中市
オール出版印刷株式会社 大阪府 豊中市
株式会社嶋村自動車 大阪府 豊中市
株式会社西田薬局 大阪府 豊中市
株式会社マスブレーン 大阪府 豊中市
マノアート株式会社 大阪府 豊中市
ライフパートナーズ株式会社 大阪府 豊中市
NPO法人ぞうさん福祉一の会 大阪府 池田市
有限会社仲蔵 大阪府 池田市
株式会社ライジングコーポレーション 大阪府 池田市
株式会社ａｉｎａ 大阪府 吹田市
彩里旅遊株式会社 大阪府 吹田市
株式会社共栄テック 大阪府 吹田市
ジージーピー株式会社 大阪府 吹田市
株式会社たんぽぽフードアップ 大阪府 吹田市
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株式会社５Ｇｓ 大阪府 吹田市
株式会社ミルフィーユ 大阪府 吹田市
株式会社大萬 大阪府 泉大津市
株式会社中居計算センター 大阪府 泉大津市
株式会社味源グループ 大阪府 高槻市
税理士法人イースリーパートナーズ 大阪府 高槻市
医療法人　近森歯科 大阪府 高槻市
株式会社インテリア・イセ 大阪府 貝塚市
株式会社鳫野建設 大阪府 貝塚市
株式会社　セキ測量調査 大阪府 貝塚市
医療法人なかいクリニック 大阪府 貝塚市
ＲＳＥ株式会社 大阪府 守口市
アサヒ・ドリーム・クリエイト株式会社 大阪府 枚方市
株式会社アスク 大阪府 枚方市
ＫＣＥ株式会社 大阪府 枚方市
株式会社スペースツー・ワン 大阪府 枚方市
有限会社ナイキ歯研 大阪府 枚方市
株式会社アイエスティ 大阪府 茨木市
株式会社K.R.C 大阪府 茨木市
二の丸電気工事株式会社 大阪府 茨木市
株式会社アンジェパルモ 大阪府 八尾市
株式会社ウエダ美粧堂 大阪府 八尾市
株式会社NKS-405 大阪府 八尾市
大阪印刷工業株式会社 大阪府 八尾市
有限会社多葉刷子工業所 大阪府 八尾市
有限会社　アクト 大阪府 泉佐野市
医療法人小川歯科 大阪府 泉佐野市
五光精機株式会社 大阪府 泉佐野市
有限会社中野建装 大阪府 泉佐野市
株式会社ミライティング 大阪府 富田林市
清水電工株式会社 大阪府 寝屋川市
正風苑有限会社 大阪府 寝屋川市
大一機工株式会社 大阪府 寝屋川市
株式会社寝屋川興業 大阪府 寝屋川市
株式会社ミヨシテック 大阪府 寝屋川市
医療法人康永会いぬい歯科医院 大阪府 河内長野市
医療法人尽誠会森本歯科医院 大阪府 河内長野市
セレーノハウス株式会社 大阪府 大東市
セントランド株式会社 大阪府 大東市
株式会社ティーエムアール 大阪府 大東市
株式会社永木精機 大阪府 大東市
株式会社山村組 大阪府 大東市
株式会社アーシア 大阪府 和泉市
ALLAGI　株式会社 大阪府 和泉市
医療法人カワイ歯科 大阪府 和泉市
株式会社ＧＫＹ　ＨＯＭＥ 大阪府 和泉市
株式会社システムライフ 大阪府 和泉市
有限会社国光園芸 大阪府 箕面市
株式会社ＴＥＳＳコーポレーション 大阪府 柏原市
有限会社豊有 大阪府 羽曳野市
山野金属株式会社 大阪府 羽曳野市
ライフ営繕株式会社 大阪府 羽曳野市
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株式会社作見組 大阪府 門真市
株式会社ワンズコーポレーション 大阪府 門真市
医療法人宏洋会 大阪府 摂津市
株式会社シティライフＮＥＷ 大阪府 摂津市
セフティライフ株式会社 大阪府 摂津市
株式会社テクニカルワールド 大阪府 摂津市
株式会社ＥＮＴ 大阪府 東大阪市
社会福祉法人大阪YMCA 大阪府 東大阪市
株式会社キクテック物流 大阪府 東大阪市
廣栄紙工株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社システム技研 大阪府 東大阪市
大景化学株式会社 大阪府 東大阪市
巽建設株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社谷村工業 大阪府 東大阪市
株式会社ナカジマ 大阪府 東大阪市
株式会社ナンゴウヤデンタルラボラトリー 大阪府 東大阪市
袴田製作所株式会社 大阪府 東大阪市
ビーワイ株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社マルク 大阪府 東大阪市
山田精密工業株式会社 大阪府 東大阪市
有限会社オフィス・オオタアンドたんぽぽ 大阪府 泉南市
株式会社樽井鉄工所 大阪府 泉南市
株式会社近畿精機製作所 大阪府 四條畷市
医療法人田中医院 大阪府 四條畷市
吉川鐵工株式会社 大阪府 四條畷市
株式会社ＡＲシステム 大阪府 大阪狭山市
ｇｒａｂ合同会社 大阪府 大阪狭山市
株式会社尾崎スイミングスクール 大阪府 阪南市
株式会社川口建設 大阪府 阪南市
有限会社　ミクロ精機 大阪府 千早赤阪村
赤名 正仁 大阪府
足立 敏 大阪府
生島 喜裕 大阪府
池田 真一 大阪府
池田 友 大阪府
市川 一志 大阪府
上田 哲也 大阪府
内濱 啓次 大阪府
尾田 充孝 大阪府
柏木 淳平 大阪府
加藤 健敏 大阪府
金海 哲 大阪府
金谷 仁義 大阪府
釜木 ユカ 大阪府
川端 良明 大阪府
北田 雅則 大阪府
北野 彰作 大阪府
木村 拓郎 大阪府
久保 太公矢 大阪府
小橋 幸二 大阪府
小山 参織 大阪府
佐野 博一 大阪府
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鯖江 國志 大阪府
塩谷 朋広 大阪府
静 幸太郎 大阪府
城代 将夫 大阪府
清家 久司 大阪府
高谷 浩忠 大阪府
高安 智史 大阪府
竹下 和彦 大阪府
張 毓仁 大阪府
塚田 清美 大阪府
富久 賢哉 大阪府
中井 順也 大阪府
中野 憲一 大阪府
西 禎徳 大阪府
芳賀 堅 大阪府
箸尾 幸之助 大阪府
平井 真史 大阪府
増田 豪 大阪府
松井 道子 大阪府
松尾 充哲 大阪府
三浦 将文 大阪府
三橋 秀樹 大阪府
三宅 伸 大阪府
宮本 倫子 大阪府
村瀬 義雄 大阪府
室矢 康行 大阪府
森 建一 大阪府
柳原 薫 大阪府
山田 信二 大阪府
株式会社アリマ 兵庫県 神戸市
株式会社いさ＿ 兵庫県 神戸市
株式会社いづよね 兵庫県 神戸市
株式会社ipse 兵庫県 神戸市
エミシア不動産株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社ofa 兵庫県 神戸市
株式会社　海蓮丸 兵庫県 神戸市
株式会社川端組 兵庫県 神戸市
株式会社グラディアート 兵庫県 神戸市
神戸スタンダード石油株式会社 兵庫県 神戸市
神戸都市開発株式会社 兵庫県 神戸市
コスモシップサービス株式会社 兵庫県 神戸市
有限会社ＳＩＧＨＴ 兵庫県 神戸市
有限会社山栄建設工業 兵庫県 神戸市
株式会社三電テクノ 兵庫県 神戸市
Ｊｔｒａｎｓｐｏｒｔ株式会社 兵庫県 神戸市
春陽電機工業株式株式会社 兵庫県 神戸市
神寿縁株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社創建設計事務所 兵庫県 神戸市
大樹測量事務所有限会社 兵庫県 神戸市
株式会社大匠 兵庫県 神戸市
株式会社Ｔ．Ｄ．Ｃデンタルラボ 兵庫県 神戸市
株式会社時商 兵庫県 神戸市
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中江物産株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社ハウスプロメイン 兵庫県 神戸市
社会福祉法人はっく兵庫 兵庫県 神戸市
一般社団法人兵庫県薬剤師会 兵庫県 神戸市
株式会社フィアーノ 兵庫県 神戸市
株式会社ベストウェル 兵庫県 神戸市
松本電工株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社ミック 兵庫県 神戸市
株式会社ミレニアムダイニング 兵庫県 神戸市
社会福祉法人明進會 兵庫県 神戸市
医療法人社団悠和会 兵庫県 神戸市
豊産業株式会社 兵庫県 神戸市
飯田建設株式会社 兵庫県 姫路市
有限会社栄和ビル 兵庫県 姫路市
有限会社　クラージュ 兵庫県 姫路市
株式会社小平工業 兵庫県 姫路市
医療法人財団清良会 兵庫県 姫路市
学校法人淳心学院 兵庫県 姫路市
株式会社新車・中古車のフジオカ 兵庫県 姫路市
株式会社大翔 兵庫県 姫路市
中一建設株式会社 兵庫県 姫路市
有限会社ナンバオートサービス 兵庫県 姫路市
西山珈琲有限会社 兵庫県 姫路市
ハイクラスドリンク株式会社 兵庫県 姫路市
医療法人社団はらみず歯科クリニック 兵庫県 姫路市
株式会社宝橘 兵庫県 姫路市
前川建設株式会社 兵庫県 姫路市
株式会社みつヴィレッジ 兵庫県 姫路市
医療法人社団友幸会 兵庫県 姫路市
株式会社 LOOP 兵庫県 姫路市
株式会社アイネット 兵庫県 尼崎市
株式会社エルシーエル不動産 兵庫県 尼崎市
株式会社清井測量 兵庫県 尼崎市
株式会社ＧＯ　ＧＯ　ＢＲＡＮＤ 兵庫県 尼崎市
スタンダードオートサービス株式会社 兵庫県 尼崎市
有限会社ツィンズ 兵庫県 尼崎市
ひょうご税理士法人 兵庫県 尼崎市
株式会社ＰＬＡＹ　ＨＯＯＰ 兵庫県 尼崎市
株式会社SKS 兵庫県 明石市
株式会社エムズデザインスペース 兵庫県 明石市
株式会社おうちコンシェルジュ 兵庫県 明石市
株式会社えびすメンテナンス 兵庫県 西宮市
医療法人社団スマイルサロン会 兵庫県 西宮市
有限会社高橋電工 兵庫県 西宮市
株式会社阪神開発 兵庫県 西宮市
株式会社Ｂｉｌｌｉｏｎ 兵庫県 西宮市
株式会社誠商会 兵庫県 西宮市
株式会社美川ホーム 兵庫県 西宮市
株式会社ITZ 兵庫県 伊丹市
株式会社タケシ 兵庫県 伊丹市
株式会社トクショウ 兵庫県 伊丹市
中島農園株式会社 兵庫県 伊丹市
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医療法人社団ひうらクリニック 兵庫県 伊丹市
株式会社フューチャージニアス 兵庫県 伊丹市
株式会社ルックメディカル 兵庫県 伊丹市
株式会社六建 兵庫県 伊丹市
株式会社久世自動車 兵庫県 豊岡市
三丹ビジネスマシン株式会社 兵庫県 豊岡市
永光産業株式会社 兵庫県 加古川市
株式会社大黒自動車 兵庫県 加古川市
有限会社ＴＯＭＯＮＡＧＡ 兵庫県 加古川市
前川建設株式会社 兵庫県 加古川市
株式会社六甲サービスセンター 兵庫県 加古川市
有限会社K's企画 兵庫県 赤穂市
株式会社坂本電工 兵庫県 赤穂市
株式会社Ｔ＆Ｔ 兵庫県 赤穂市
株式会社結城建設 兵庫県 赤穂市
有限会社吉田設備工事 兵庫県 赤穂市
株式会社東田自動車 兵庫県 西脇市
近畿工業株式会社 兵庫県 三木市
誠和鋼販株式会社 兵庫県 三木市
株式会社高階 兵庫県 三木市
中尾建設株式会社 兵庫県 三木市
丸三商事株式会社 兵庫県 三木市
株式会社内山測量設計 兵庫県 加西市
株式会社広田自動車 兵庫県 加西市
有限会社典座 兵庫県 丹波篠山市
株式会社細見工務店 兵庫県 丹波市
前田建設株式会社 兵庫県 丹波市
株式会社　ニンバス 兵庫県 南あわじ市
株式会社石原モータース 兵庫県 朝来市
株式会社ＩＮＡ，ＷＯＲＬＤ 兵庫県 朝来市
近畿壁材工業株式会社 兵庫県 淡路市
株式会社前田モータース 兵庫県 淡路市
株式会社サンエム 兵庫県 宍粟市
株式会社ヨミテック 兵庫県 宍粟市
ディアイネットワーク株式会社 兵庫県 加東市
有限会社丸山食料品店 兵庫県 加東市
株式会社基泰組 兵庫県 加東市
株式会社イノテック 兵庫県 猪名川町
共栄建設株式会社 兵庫県 多可町
和研工業株式会社 兵庫県 多可町
ミナト建設工業株式会社 兵庫県 稲美町
株式会社中山合金鋳造所 兵庫県 福崎町
株式会社森崎建設 兵庫県 佐用町
社会福祉法人徳和会 兵庫県 新温泉町
秋田 崇志 兵庫県
石原 亨 兵庫県
岩橋 翼 兵庫県
小川 雅文 兵庫県
斉藤 泰則 兵庫県
高見 忠良 兵庫県
竹内 健二 兵庫県
徳留 認 兵庫県
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中谷 和史 兵庫県
中野 真 兵庫県
中山 純司 兵庫県
林田 美代子 兵庫県
福田 早希子 兵庫県
藤井 丈敬 兵庫県
前田 卓哉 兵庫県
松下 祐貴 兵庫県
宮地 麻美 兵庫県
森岡 崇誌 兵庫県
柳井 忠大 兵庫県
山本 直哉 兵庫県
山本 憲康 兵庫県
山本 マサ子 兵庫県
北野木材株式会社 奈良県 奈良市
株式会社システムクリエイト 奈良県 奈良市
医療法人真和会 奈良県 奈良市
有限会社ナカムラ 奈良県 奈良市
株式会社マスオ綜合事務管理センター 奈良県 奈良市
株式会社都ウイズテック 奈良県 奈良市
株式会社リエゾン 奈良県 奈良市
豊富住建株式会社 奈良県 大和高田市
南都産業株式会社 奈良県 大和高田市
山本松産業株式会社 奈良県 天理市
株式会社Ｎｅｉｒｏ 奈良県 橿原市
有限会社木口設計 奈良県 桜井市
株式会社田野瀬建築空間社 奈良県 桜井市
株式会社オーテック 奈良県 五條市
株式会社明輝 奈良県 五條市
株式会社トップテラス 奈良県 生駒市
宿賀建設株式会社 奈良県 生駒市
セパレーターシステム工業株式会社 奈良県 平群町
有限会社バリューアップ 奈良県 田原本町
株式会社ヨシケイライブリー 奈良県 田原本町
医療法人西川歯科医院 奈良県 上牧町
医療法人智仁勇会 奈良県 王寺町
奈良日米英語学院有限会社 奈良県 王寺町
株式会社大富住建 奈良県 河合町
株式会社辰巳組 奈良県 吉野町
青木 孝朗 奈良県
秋山 勇気 奈良県
岡山 優樹 奈良県
田中 俊男 奈良県
東口 哲夫 奈良県
久下 明 奈良県
吉川 辰紀 奈良県
有限会社アトラス鑑定 和歌山県 和歌山市
有限会社菊井鋏製作所 和歌山県 和歌山市
有限会社紀の川ステンレス 和歌山県 和歌山市
紀陽ダイキン空調株式会社 和歌山県 和歌山市
株式会社クリーンテック 和歌山県 和歌山市
有限会社Ｇｅｔｗｅｌｌ 和歌山県 和歌山市
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国土建設株式会社 和歌山県 和歌山市
株式会社阪口エンジニアリング 和歌山県 和歌山市
医療法人賛政会 和歌山県 和歌山市
城善建設株式会社 和歌山県 和歌山市
株式会社じんざいや 和歌山県 和歌山市
匠技研株式会社 和歌山県 和歌山市
有限会社モリボン製菓 和歌山県 和歌山市
ヤマイチエステート株式会社 和歌山県 和歌山市
山路ライン株式会社 和歌山県 和歌山市
小竹電気温調株式会社 和歌山県 橋本市
株式会社山和技研 和歌山県 橋本市
株式会社ゆの里 和歌山県 橋本市
医療法人川島歯科クリニック 和歌山県 有田市
株式会社ＭＥＩＷＡ 和歌山県 有田市
紀南電設株式会社 和歌山県 御坊市
有限会社ヤナギヤ 和歌山県 御坊市
有限会社大都環境サービス 和歌山県 田辺市
有限会社ダイナミック 和歌山県 田辺市
株式会社　高垣工務店 和歌山県 田辺市
新宮木造住宅協同組合 和歌山県 新宮市
株式会社赤路電気水道 和歌山県 紀の川市
オーアイテック株式会社 和歌山県 紀の川市
株式会社木村組 和歌山県 かつらぎ町
株式会社駒場工務店 和歌山県 日高川町
株式会社英興 和歌山県 上富田町
井口 博嗣 和歌山県
池田 隆 和歌山県
北畑 米嗣 和歌山県
株式会社サンインマルイ 鳥取県 鳥取市
株式会社TAGURI 鳥取県 鳥取市
鳥取食品工業株式会社 鳥取県 鳥取市
有限会社クラフト 鳥取県 米子市
株式会社ウッドプラスチックテクノロジー 鳥取県 倉吉市
特定非営利活動法人未来 鳥取県 倉吉市
流通株式会社 鳥取県 倉吉市
株式会社赤碕オート 鳥取県 琴浦町
北中 彰拡 鳥取県
須藤 昌紀 鳥取県
明石屋株式会社 島根県 松江市
朝日生コンクリート工業株式会社 島根県 松江市
エステック株式会社 島根県 松江市
カンドーファーム株式会社 島根県 松江市
株式会社　協和会計経営センター 島根県 松江市
幸陽建設株式会社 島根県 松江市
株式会社　サピイ 島根県 松江市
島根ダイハツ販売株式会社 島根県 松江市
株式会社SOL JAPAN 島根県 松江市
有限会社林谷地所 島根県 松江市
株式会社ライズインターナショナル 島根県 松江市
協栄道路有限会社 島根県 浜田市
有限会社アスプラン 島根県 出雲市
有限会社アサヒ工業 島根県 益田市
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株式会社石見銀山生活文化研究所 島根県 大田市
株式会社コーユー 島根県 大田市
有限会社糸賀工務店 島根県 奥出雲町
玉算堂工業株式会社 島根県 奥出雲町
有限会社しまネット 島根県 奥出雲町
株式会社新興建設コンサルタント 島根県 川本町
有限会社ナガヨシ技建 島根県 津和野町
社会福祉法人愛宕会 島根県 隠岐の島町
福城 勉 島根県
與倉 伸一 島根県
渡部 勇 島根県
株式会社アースビルド 岡山県 岡山市
アイコム株式会社 岡山県 岡山市
朝日管工株式会社 岡山県 岡山市
有限会社アデックス 岡山県 岡山市
株式会社ウィルケア 岡山県 岡山市
有限会社う越新 岡山県 岡山市
株式会社エイワイテック 岡山県 岡山市
有限会社オーエム建設 岡山県 岡山市
太田設備工業株式会社 岡山県 岡山市
有限会社オオワダ 岡山県 岡山市
株式会社岡山輸送サービス 岡山県 岡山市
鶴信運輸株式会社 岡山県 岡山市
株式会社機能性食品開発研究所 岡山県 岡山市
Clover ipse株式会社 岡山県 岡山市
株式会社ケイアイリンク 岡山県 岡山市
有限会社光匠園 岡山県 岡山市
島村燃料株式会社 岡山県 岡山市
太陽美術紙工株式会社 岡山県 岡山市
株式会社拓栄 岡山県 岡山市
中建工業株式会社 岡山県 岡山市
有限会社常長計器 岡山県 岡山市
株式会社ティーラボ 岡山県 岡山市
株式会社トライ 岡山県 岡山市
株式会社南備 岡山県 岡山市
株式会社PREMUSE 岡山県 岡山市
株式会社ホテルエクセル岡山 岡山県 岡山市
株式会社ボブソンピーチフォート 岡山県 岡山市
株式会社村上電工社 岡山県 岡山市
ユイ・コミュニケーション・ラボ株式会社 岡山県 岡山市
有限会社ランドマーク 岡山県 岡山市
合同会社ＥＩＪＩＮ 岡山県 倉敷市
有限会社ＥＳＴＥＬ 岡山県 倉敷市
川上建設株式会社 岡山県 倉敷市
有限会社カワチ美容室 岡山県 倉敷市
株式会社絆 岡山県 倉敷市
株式会社木下カッティングセンター 岡山県 倉敷市
合同会社Ｓｙｎｃ 岡山県 倉敷市
株式会社玉島活版所 岡山県 倉敷市
東海電機株式会社 岡山県 倉敷市
医療法人社団　東風会 岡山県 倉敷市
有限会社ニイヨンイチ 岡山県 倉敷市
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株式会社藤商 岡山県 倉敷市
院庄林業住宅株式会社 岡山県 津山市
株式会社ガット 岡山県 津山市
清原電気水道工業株式会社 岡山県 津山市
株式会社グリーンアシスト 岡山県 津山市
有限会社中村工業所 岡山県 津山市
有限会社林石材店 岡山県 津山市
株式会社マルイ 岡山県 津山市
森山建設株式会社 岡山県 津山市
タマデン工業株式会社 岡山県 玉野市
株式会社長原建設 岡山県 玉野市
中国興業株式会社 岡山県 笠岡市
株式会社クレスト 岡山県 総社市
有限会社高林産業 岡山県 新見市
森六自動車株式会社 岡山県 新見市
株式会社ノブハラ 岡山県 備前市
有限会社サリーレ・ジャパン 岡山県 瀬戸内市
株式会社西山組 岡山県 赤磐市
有限会社古土居工務店 岡山県 真庭市
株式会社英田エンジニアリング 岡山県 美作市
有限会社紀章企画 岡山県 美作市
株式会社つなぎ建築工房 岡山県 和気町
和気相互建設有限会社 岡山県 和気町
有限会社カーサロンニシダ 岡山県 里庄町
川相 裕子 岡山県
木村 喬行 岡山県
熊代 進 岡山県
中田 広志 岡山県
中原 耕平 岡山県
新谷 章 岡山県
三浦 亮太 岡山県
味村 敏朗 岡山県
柳島 伸次 岡山県
株式会社アート・デンタル 広島県 広島市
株式会社アイエス設備 広島県 広島市
あさぎり会計株式会社 広島県 広島市
アスタック株式会社 広島県 広島市
株式会社アタツク 広島県 広島市
株式会社ウエスギ建築 広島県 広島市
エヌ・エル・ディ株式会社 広島県 広島市
株式会社ＭＳファーマシー 広島県 広島市
株式会社オオツボ 広島県 広島市
有限会社岸本工業 広島県 広島市
株式会社クリエイト総研 広島県 広島市
株式会社グロウ 広島県 広島市
株式会社ケンコウ 広島県 広島市
株式会社Shift 広島県 広島市
株式会社ジャックとまめの木 広島県 広島市
株式会社しょうデザインオフィス 広島県 広島市
株式会社水信 広島県 広島市
株式会社末広工業 広島県 広島市
株式会社ステントス 広島県 広島市
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税理士法人SIN 広島県 広島市
株式会社ダイイチ建築事務所 広島県 広島市
株式会社たねまきアニバーサリー 広島県 広島市
株式会社中国スタッド工業 広島県 広島市
株式会社特機コールドサービス 広島県 広島市
株式会社トレカンテット 広島県 広島市
株式会社中尾鉄工所 広島県 広島市
株式会社NAKAGAMI Laboratory 広島県 広島市
株式会社ＮＡＭＡＳＴＥ・ＩＮＤＩＡ 広島県 広島市
有限会社ピースメイン 広島県 広島市
広島印刷株式会社 広島県 広島市
株式会社フジビジネス広島 広島県 広島市
株式会社ホームナース中国 広島県 広島市
堀越車体株式会社 広島県 広島市
有限会社前田自動車板金 広島県 広島市
株式会社宮川工務店 広島県 広島市
株式会社向井製作所 広島県 広島市
株式会社村上農園 広島県 広島市
有限会社ランニングメイトサービス 広島県 広島市
株式会社ル・レーヴ 広島県 広島市
ルームクリーンサービス有限会社 広島県 広島市
呉精器工業株式会社 広島県 呉市
シグマ株式会社 広島県 呉市
株式会社　電広 広島県 呉市
特定非営利活動法人どりーむ 広島県 呉市
Ｐ＆Ｋ　Ｊａｐａｎ株式会社 広島県 呉市
株式会社平田組 広島県 呉市
沖元土建株式会社 広島県 竹原市
有限会社片山自動車工業 広島県 三原市
株式会社みどり商会 広島県 三原市
尾道造酢株式会社 広島県 尾道市
社会福祉法人ひらはら会 広島県 尾道市
社会福祉法人愛恵会 広島県 福山市
アパレルアイ株式会社 広島県 福山市
株式会社池田鉄工所 広島県 福山市
イシケン株式会社 広島県 福山市
株式会社エイトジャパン 広島県 福山市
株式会社くるまのサトー 広島県 福山市
株式会社ケイユーエンジニアリング 広島県 福山市
有限会社小林鈑金 広島県 福山市
シグマ・コーポレーション株式会社 広島県 福山市
社会保険労務士法人野島事務所 広島県 福山市
有限会社中央鈑金 広島県 福山市
有限会社厨房設備センター 広島県 福山市
株式会社　寺岡建設 広島県 福山市
服部電池株式会社 広島県 福山市
福山瑞穂運輸株式会社 広島県 福山市
有限会社藤井鈑金塗装 広島県 福山市
法成寺運輸株式会社 広島県 福山市
株式会社マスタービルド 広島県 福山市
山昇建工株式会社 広島県 福山市
有限会社ユー・アンド・ミー 広島県 福山市
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渡辺土木株式会社 広島県 福山市
株式会社大盛センイ 広島県 府中市
真辺工業株式会社 広島県 府中市
株式会社中村建築 広島県 大竹市
金田工業有限会社 広島県 東広島市
有限会社キムラ自動車 広島県 東広島市
有限会社グリーンセンター芳樹園 広島県 東広島市
有限会社伸光工業 広島県 東広島市
株式会社スカイハウス 広島県 東広島市
株式会社東明建設 広島県 東広島市
株式会社メカトロデザイン 広島県 東広島市
株式会社シブヤ 広島県 廿日市市
みしお機工株式会社 広島県 廿日市市
有限会社平本自動車工業 広島県 安芸高田市
有限会社シビルエンジ 広島県 府中町
株式会社イガワテック 広島県 海田町
医療法人若星会 広島県 海田町
大谷 利幸 広島県
奥迫 眞一 広島県
大心池 清和 広島県
海田 博文 広島県
加藤 千季 広島県
高谷 博文 広島県
當麻 愉衣子 広島県
野村 美紀子 広島県
橋本 金三郎 広島県
服部 剛史 広島県
林 佳弘 広島県
平井 秀行 広島県
平岡 弘光 広島県
村上 智保 広島県
吉原 和彦 広島県
吉見 卓史 広島県
有限会社加藤産業 山口県 下関市
有限会社セイコウ 山口県 下関市
有限会社谷口青果 山口県 下関市
株式会社ネクサス 山口県 下関市
社会福祉法人稗田福祉会 山口県 下関市
有限会社ひまわり薬局 山口県 下関市
株式会社フクシン 山口県 下関市
山口商事株式会社 山口県 下関市
株式会社河村福祉サービス 山口県 宇部市
共立工業株式会社 山口県 宇部市
株式会社ディーエープランニング 山口県 宇部市
株式会社Ｂｅ　ｗｉｎ 山口県 宇部市
有限会社ワンアップ 山口県 宇部市
株式会社出雲ファーム 山口県 山口市
入交電設株式会社 山口県 山口市
株式会社大隅 山口県 山口市
有限会社和 山口県 山口市
医療法人真人会 山口県 山口市
医療法人社団青藍会 山口県 山口市
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有限会社福田事務所 山口県 山口市
株式会社ミドリ 山口県 山口市
株式会社アズ 山口県 防府市
株式会社インスパイア 山口県 防府市
アートフード株式会社 山口県 下松市
株式会社ＳＵＲＤＥＣ 山口県 光市
光環境整備株式会社 山口県 光市
株式会社マルショウ 山口県 美祢市
株式会社サンテックス 山口県 周南市
東洋測量株式会社 山口県 周南市
株式会社西田事務所 山口県 周南市
有限会社原田土木 山口県 周南市
有限会社ビューティサロン佐竹 山口県 周南市
有限会社ペイントテクノ 山口県 周南市
社会福祉法人うちうみ会 山口県 平生町
有川 慎二 山口県
柏木 信之 山口県
佐伯 謙吾 山口県
靜間 正男 山口県
田丸 静也 山口県
土田 尚美 山口県
藤井 達彦 山口県
藤田 賀津利 山口県
二村 友香 山口県
有限会社すみれ 徳島県 徳島市
株式会社ＴｕｒｎＴａｂｌｅ 徳島県 徳島市
有限会社ダイゼン 徳島県 徳島市
多川自動車有限会社 徳島県 徳島市
株式会社ナカヤマ 徳島県 徳島市
有限会社福本繊維 徳島県 徳島市
有限会社松村組 徳島県 徳島市
株式会社矢野商店 徳島県 徳島市
山田機械株式会社 徳島県 徳島市
株式会社岡本建設 徳島県 阿南市
谷株式会社 徳島県 吉野川市
株式会社ジャスト建設 徳島県 北島町
株式会社Ｒｅｎハウジング 徳島県 北島町
株式会社井上組 徳島県 つるぎ町
毎日プロパン有限会社 徳島県 つるぎ町
有限会社倭麺工房 徳島県 つるぎ町
加古 仁志 徳島県
武知 大祐 徳島県
株式会社Ａｒａｋｉ 香川県 高松市
株式会社稲毛建物 香川県 高松市
株式会社エステシェービングＮＥＳ 香川県 高松市
香川菅公学生服株式会社 香川県 高松市
株式会社ケイシン 香川県 高松市
株式会社Coaマネジメント 香川県 高松市
医療法人社団こう歯科医院 香川県 高松市
四国酸素株式会社 香川県 高松市
株式会社四国にぎわいネットワーク 香川県 高松市
株式会社すまいる学習塾 香川県 高松市
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株式会社　タニモト 香川県 高松市
有限会社玉浦工業所 香川県 高松市
株式会社つねや 香川県 高松市
特定非営利活動法人シエンタ 香川県 高松市
株式会社轟建設 香川県 高松市
株式会社　ドルフィン不動産 香川県 高松市
株式会社ナカノ 香川県 高松市
日誠電機工業株式会社 香川県 高松市
株式会社日本総険 香川県 高松市
有限会社　Nett 香川県 高松市
福明工業株式会社 香川県 高松市
溝口食糧株式会社 香川県 高松市
有限会社森上工務店 香川県 高松市
株式会社リサラネット 香川県 高松市
有限会社岡田時計店 香川県 丸亀市
有限会社なでしこ垂水 香川県 丸亀市
有限会社堀モータース 香川県 丸亀市
株式会社大藤技建 香川県 坂出市
医療法人みどりの歯科医院 香川県 坂出市
株式会社ＹＯＴＳＵＢＡ 香川県 善通寺市
有限会社光洋設備 香川県 観音寺市
西工業株式会社 香川県 観音寺市
豊和工業有限会社 香川県 観音寺市
大西石材工業株式会社 香川県 三豊市
有限会社木曽工務店 香川県 土庄町
株式会社島一 香川県 小豆島町
一般社団法人ハローアイランド 香川県 小豆島町
サカイ商事株式会社 香川県 三木町
ニューデンタルリサーチ株式会社 香川県 三木町
プーキートレーディング株式会社 香川県 三木町
有限会社須田木材 香川県 綾川町
医療法人社団　秋桜会 香川県 多度津町
有限会社住まいのすまいるリフォーム 香川県 まんのう町
秋山 葵 香川県
池田 啓一郎 香川県
上里 知栄美 香川県
中村 公士 香川県
三枝 久男 香川県
有限会社青木住巧 愛媛県 松山市
株式会社アシャンテ 愛媛県 松山市
株式会社愛媛建築住宅センター 愛媛県 松山市
愛媛合同物流株式会社 愛媛県 松山市
愛媛日化サービス株式会社 愛媛県 松山市
株式会社エムエム 愛媛県 松山市
株式会社ＯＶＥ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ 愛媛県 松山市
株式会社鳳建築設計事務所 愛媛県 松山市
栗田金物株式会社 愛媛県 松山市
株式会社ケイ・アール総合企画 愛媛県 松山市
建築工房ＯＺ．合同会社 愛媛県 松山市
産業開発株式会社 愛媛県 松山市
株式会社シャトー企画設計事務所 愛媛県 松山市
株式会社大一合板商事 愛媛県 松山市
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ＰＬＡＮＴ　ＤＡＴＡ株式会社 愛媛県 松山市
株式会社松永通信 愛媛県 松山市
村田宝飾株式会社 愛媛県 松山市
有限会社山下英建設 愛媛県 松山市
山の手リゾート株式会社 愛媛県 松山市
株式会社Ｌｅａｐ 愛媛県 松山市
株式会社アイ・エス・ディー 愛媛県 今治市
浅川造船株式会社 愛媛県 今治市
稲垣建材有限会社 愛媛県 今治市
月原自動車株式会社 愛媛県 今治市
株式会社岡野工務店 愛媛県 宇和島市
有限会社ヤマシタクリーニング 愛媛県 宇和島市
堀田建設株式会社 愛媛県 八幡浜市
株式会社大野組 愛媛県 西条市
株式会社松和 愛媛県 西条市
高橋建設工業株式会社 愛媛県 西条市
株式会社トータルエステート・プロ 愛媛県 西条市
ユウキ建設株式会社 愛媛県 西条市
有限会社竹田建設 愛媛県 東温市
株式会社ＫＡＫＵ１０ 愛媛県 砥部町
株式会社いのすや 愛媛県 鬼北町
大田 博文 愛媛県
塩見 祐貴 愛媛県
善家 強 愛媛県
株式会社高知丸高 高知県 高知市
ダイニングプランナー株式会社 高知県 高知市
医療法人吉野会 高知県 高知市
株式会社らんどめいど 高知県 高知市
株式会社樋口建設 高知県 安芸市
土佐酒造株式会社 高知県 土佐町
合同会社マイティデザイン 高知県 日高村
株式会社山本建設 高知県 大月町
有限会社橋田建設 高知県 黒潮町
黒岩 弦矢 高知県
西森 太一 高知県
萩野 行泰 高知県
遠藤自動車工業株式会社 福岡県 北九州市
株式会社オーネスト 福岡県 北九州市
株式会社オムニモスーク 福岡県 北九州市
河辺建設株式会社 福岡県 北九州市
株式会社九州緑化建設 福岡県 北九州市
株式会社Ｇｏｏｄ　Ｌｉｆｅ　Ｊａｐａｎ 福岡県 北九州市
社会福祉法人薫風会 福岡県 北九州市
有限会社ｓｅａｓｏｎ 福岡県 北九州市
株式会社松蓮建設 福岡県 北九州市
株式会社セイユウ 福岡県 北九州市
株式会社太平設計 福岡県 北九州市
たけくに建設株式会社 福岡県 北九州市
株式会社田村設備工業 福岡県 北九州市
ＤＲｃｏｍｐａｎｙ株式会社 福岡県 北九州市
特定非営利活動法人ドッグセラピージャパン 福岡県 北九州市
株式会社パグラス 福岡県 北九州市

59 / 68 ページ



2020年9月30日

事業者名 都道府県 市区町村

株式会社濱崎建築設備事務所 福岡県 北九州市
医療法人原内科循環器科クリニック 福岡県 北九州市
株式会社萬歳自動車工場 福岡県 北九州市
株式会社フロントライン 福岡県 北九州市
株式会社ＭＯＴＯＳＥＴＳＵ 福岡県 北九州市
株式会社ヤマト義肢 福岡県 北九州市
株式会社Ｒ・Ｒｅｓｏｒｔ 福岡県 福岡市
株式会社Ｉ　ＰＲＯ 福岡県 福岡市
株式会社i-linkロジ 福岡県 福岡市
アウラインターナショナル株式会社 福岡県 福岡市
アドヴェンチャーホールディングス株式会社 福岡県 福岡市
株式会社アドバンスト・プラザ 福岡県 福岡市
株式会社アルコ 福岡県 福岡市
株式会社アンテナ 福岡県 福岡市
株式会社ｉｔｏｉｘ 福岡県 福岡市
株式会社ウェルテクス 福岡県 福岡市
医療法人ＨＤＣ 福岡県 福岡市
ＨＹＮ株式会社 福岡県 福岡市
エイムアテイン株式会社 福岡県 福岡市
ASプロジェクト合同会社 福岡県 福岡市
エクサ通信株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ＳＡＣ 福岡県 福岡市
SDM株式会社 福岡県 福岡市
合同会社Ｆ－ａｒｅａ 福岡県 福岡市
エフコネクト株式会社 福岡県 福岡市
エムズフィールド株式会社 福岡県 福岡市
株式会社エムツー・カンパニー 福岡県 福岡市
オーテックス２４株式会社 福岡県 福岡市
株式会社オーナーズエステート 福岡県 福岡市
株式会社ＡＬＬ 福岡県 福岡市
株式会社カイミン 福岡県 福岡市
株式会社一成 福岡県 福岡市
医療法人加藤神経科クリニック 福岡県 福岡市
株式会社ＣＡＮ　ＰＬＵＳ 福岡県 福岡市
熊川工業株式会社 福岡県 福岡市
株式会社Ｃｒｏｗｎ　Ｊｅｗｅｌ 福岡県 福岡市
株式会社Ｃｒｅａｔｅ　Ｇｒｏｗ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 福岡県 福岡市
グロリアロジ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社KS人事研究所 福岡県 福岡市
研機株式会社 福岡県 福岡市
コウフ・フィールド株式会社 福岡県 福岡市
株式会社Ｇｏｌｄ　Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ 福岡県 福岡市
株式会社さくら設計工房 福岡県 福岡市
有限会社　シーベ 福岡県 福岡市
シティックスカード株式会社 福岡県 福岡市
株式会社シャンティ 福岡県 福岡市
株式会社ジョブ・ネット 福岡県 福岡市
スタイルクリエイト株式会社 福岡県 福岡市
株式会社スプリングスタイラー 福岡県 福岡市
有限会社正伸建設 福岡県 福岡市
税理士法人西方会計 福岡県 福岡市
医療法人積心会 福岡県 福岡市
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株式会社ダイバーシティ 福岡県 福岡市
大陸旅行株式会社 福岡県 福岡市
有限会社であい 福岡県 福岡市
株式会社ディーテス 福岡県 福岡市
株式会社ディスタンス 福岡県 福岡市
株式会社トータルオフィスネットワーク 福岡県 福岡市
有限会社西日本ビジネス企画 福岡県 福岡市
株式会社ネクスト城南 福岡県 福岡市
株式会社浜口商会 福岡県 福岡市
有限会社ピーエフノグチ 福岡県 福岡市
株式会社フィネス 福岡県 福岡市
合同会社フェリスNライフ 福岡県 福岡市
福三商工株式会社 福岡県 福岡市
扶桑管理株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ブルースカイ 福岡県 福岡市
株式会社フレアインターナショナル＆ツアーズ 福岡県 福岡市
株式会社ブロード・コミュニケーションズ 福岡県 福岡市
株式会社プロトハウス事務局 福岡県 福岡市
株式会社ベストコミュニティ 福岡県 福岡市
株式会社BellaPelle 福岡県 福岡市
株式会社ホゼナル 福岡県 福岡市
株式会社松岡祐作デザインオフィス 福岡県 福岡市
株式会社ＭＩＴＳＵＹＡ 福岡県 福岡市
峰松工業株式会社 福岡県 福岡市
株式会社雅住建 福岡県 福岡市
株式会社メディカル・ケアセンター 福岡県 福岡市
株式会社メディケア 福岡県 福岡市
株式会社Ｍｅｔｅｏｒｅ　ＷＥＤＤＩＮＧ 福岡県 福岡市
ｍｏｇ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社リアライブ 福岡県 福岡市
株式会社リアルファイブ 福岡県 福岡市
Regards合同会社 福岡県 福岡市
合同会社Ｌ．Ｉ．Ｇ 福岡県 福岡市
株式会社リプロ 福岡県 福岡市
Ｒｅｌｉｆｅ　Ｍｅｄｉｃａｌ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ロジカム 福岡県 福岡市
株式会社ｙＨａ　ａｒｃｈｉｔｅｃｔｓ 福岡県 福岡市
ＹＭメディカルサービス合同会社 福岡県 福岡市
株式会社柴尾産業 福岡県 大牟田市
株式会社にの家 福岡県 大牟田市
株式会社オカモト商店 福岡県 久留米市
株式会社Ｃａｓｔｌｅ　Ｋｅｅｐ 福岡県 久留米市
株式会社執行組 福岡県 久留米市
タツミ建設株式会社 福岡県 久留米市
有限会社ビスヌ 福岡県 久留米市
株式会社平野不動産 福岡県 久留米市
医療法人広瀬会 福岡県 久留米市
株式会社未来工房 福岡県 久留米市
アイ工業株式会社 福岡県 直方市
株式会社アンプレスト 福岡県 飯塚市
オレンジタクシー株式会社 福岡県 飯塚市
有限会社荻野調査測量設計 福岡県 飯塚市
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龍王ガス株式会社 福岡県 飯塚市
有限会社石見商会 福岡県 田川市
株式会社甲斐田組 福岡県 柳川市
株式会社大豊実業 福岡県 柳川市
有限会社八女グリーンホテル 福岡県 八女市
西吉田酒造株式会社 福岡県 筑後市
株式会社かねぜん建設 福岡県 大川市
岡野クラフト株式会社 福岡県 行橋市
雄志総合設備株式会社 福岡県 行橋市
田中総業株式会社 福岡県 小郡市
株式会社あーきてくと承 福岡県 筑紫野市
丸源産業株式会社 福岡県 筑紫野市
株式会社ＮＳひまわり 福岡県 春日市
株式会社エネファス 福岡県 春日市
医療法人KET 福岡県 春日市
フコイダン本舗有限会社 福岡県 春日市
株式会社ジェイエムシー音楽研究所 福岡県 大野城市
株式会社六根と 福岡県 大野城市
中ムラ建設有限会社 福岡県 宗像市
医療法人社団愛和会 福岡県 古賀市
株式会社茜屋 福岡県 古賀市
株式会社篠崎建築 福岡県 古賀市
株式会社ハナダ建設 福岡県 福津市
有限会社山八 福岡県 福津市
有限会社緑幸園 福岡県 福津市
株式会社令和装建 福岡県 福津市
株式会社山﨑建設 福岡県 宮若市
株式会社カーシティコウダ 福岡県 朝倉市
株式会社TANAKA Holdings 福岡県 糸島市
有限会社冨岡木材店 福岡県 糸島市
株式会社銘和建設 福岡県 那珂川市
株式会社Ｍａｍａキッチン 福岡県 宇美町
久山植木株式会社 福岡県 久山町
因建設株式会社 福岡県 粕屋町
株式会社グラノ２４K 福岡県 岡垣町
株式会社北斗 福岡県 鞍手町
株式会社オートフリーク 福岡県 福智町
株式会社ダイコウ 福岡県 福智町
株式会社コウチヤマテック 福岡県 苅田町
株式会社中原組 福岡県 みやこ町
青木 一朗 福岡県
石黒 哲人 福岡県
井上 貴明 福岡県
井上 知子 福岡県
井本 大輔 福岡県
瓜生 富康 福岡県
加藤 和善 福岡県
川口 正視 福岡県
倉前 寿康 福岡県
小池 隆治 福岡県
境 豊樹 福岡県
島津 伸一 福岡県
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菅 知絵 福岡県
高野 俊朗 福岡県
津野 伸行 福岡県
豊嶋 寛司 福岡県
橋爪 正彦 福岡県
林 紀子 福岡県
原口 善行 福岡県
穂坂 浩 福岡県
松尾 孝 福岡県
宮園 香樹 福岡県
安河内 康史 福岡県
矢野 康秀 福岡県
山田 剛 福岡県
山中 常夫 福岡県
山部 富雄 福岡県
小城重機建設株式会社 佐賀県 佐賀市
公益財団法人さが緑の基金 佐賀県 佐賀市
公益社団法人佐賀県畜産協会 佐賀県 佐賀市
有限会社佐賀保健企画 佐賀県 佐賀市
佐賀県ヤクルト販売株式会社 佐賀県 佐賀市
株式会社太平プレテック 佐賀県 佐賀市
中央タクシー株式会社 佐賀県 佐賀市
株式会社パラディ 佐賀県 佐賀市
株式会社福田工務店 佐賀県 佐賀市
ヤマトカンキョウ株式会社 佐賀県 佐賀市
株式会社カワセテック 佐賀県 唐津市
株式会社ケイサポート 佐賀県 唐津市
有限会社居石建設 佐賀県 唐津市
株式会社テンジン情報システム 佐賀県 唐津市
株式会社秀嶋建設 佐賀県 唐津市
真生工業株式会社 佐賀県 多久市
株式会社アシスト 佐賀県 伊万里市
株式会社三光 佐賀県 伊万里市
株式会社ペイントワークス 佐賀県 武雄市
髙木建設株式会社 佐賀県 鹿島市
㈱鶴沢鉄工所 佐賀県 小城市
有限会社旅館初音荘新館 佐賀県 嬉野市
有限会社トビマツ自動車 佐賀県 基山町
有限会社ふるかわ整骨院 佐賀県 上峰町
株式会社タラッタ 佐賀県 太良町
井手口 信造 佐賀県
江副 敬 佐賀県
大石 和哉 佐賀県
乙守 容子 佐賀県
武富 修 佐賀県
永尾 庄一 佐賀県
宮﨑 孝明 佐賀県
山上 茂光 佐賀県
有限会社開生薬局 長崎県 長崎市
有限会社コーユーコーポレーションズ 長崎県 長崎市
株式会社三船 長崎県 長崎市
社会福祉法人出島福祉村 長崎県 長崎市
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長崎県農業信用基金協会 長崎県 長崎市
ニップンドーナツ九州株式会社 長崎県 長崎市
有限会社八百山土木 長崎県 長崎市
有限会社今泉測量設計 長崎県 佐世保市
株式会社佐世保地所 長崎県 佐世保市
株式会社古川電機製作所 長崎県 佐世保市
有限会社大和ボデー 長崎県 佐世保市
株式会社平尾組 長崎県 島原市
合資会社森脇製材所 長崎県 島原市
有限会社エコソール 長崎県 諫早市
エスフォーエイチ株式会社 長崎県 諫早市
有限会社榎並建設 長崎県 諫早市
有限会社大豊工業 長崎県 諫早市
高来テック株式会社 長崎県 諫早市
株式会社高比良土木 長崎県 諫早市
学校法人鎮西学院 長崎県 諫早市
有限会社中村工務店 長崎県 諫早市
株式会社ニシヤマ設計事務所 長崎県 諫早市
株式会社美泉 長崎県 諫早市
株式会社森開発 長崎県 諫早市
八江グリーンポート株式会社 長崎県 諫早市
豊工業株式会社 長崎県 諫早市
株式会社竹中建築設計事務所 長崎県 大村市
有限会社割石工務店 長崎県 壱岐市
株式会社にくせん 長崎県 雲仙市
有限会社高木建設 長崎県 佐々町
株式会社　近藤建設工業 長崎県 新上五島町
大宝建設株式会社 長崎県 新上五島町
鬼塚 元紀 長崎県
本田 かほり 長崎県
松尾 剛 長崎県
水﨑 直文 長崎県
迎 嘉津彦 長崎県
山口 香奈美 長崎県
山本 利勝 長崎県
牛深水産株式会社 熊本県 熊本市
株式会社オジックテクノロジーズ 熊本県 熊本市
株式会社ガーディナージャパン 熊本県 熊本市
合同会社甲斐企画 熊本県 熊本市
有限会社片山商店 熊本県 熊本市
有限会社技術開発測量社 熊本県 熊本市
株式会社熊本マタニティサービス 熊本県 熊本市
医療法人社団幸歯会 熊本県 熊本市
坂口ボイラーサービス有限会社 熊本県 熊本市
株式会社さくら塗装 熊本県 熊本市
株式会社シーズユー 熊本県 熊本市
株式会社下岸建設 熊本県 熊本市
合同会社シャイニング 熊本県 熊本市
株式会社ジャストホーム 熊本県 熊本市
株式会社シャンクス 熊本県 熊本市
有限会社新商 熊本県 熊本市
株式会社シンセイエンジニアリング 熊本県 熊本市
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株式会社　伸和住拓 熊本県 熊本市
有限会社スポーツプラザ体育堂 熊本県 熊本市
善徳丸建材株式会社 熊本県 熊本市
株式会社Ｔｉｍｉｎｇｏｏｄ 熊本県 熊本市
有限会社立石工務店 熊本県 熊本市
特定非営利活動法人アイ・ネットワークくまもと 熊本県 熊本市
ノース・テック有限会社 熊本県 熊本市
株式会社パブリックコンサルタント 熊本県 熊本市
有限会社ふれんど工房 熊本県 熊本市
有限会社　文化建築社 熊本県 熊本市
有限会社ホープ再油産業 熊本県 熊本市
有限会社 ヤマト企画 熊本県 熊本市
株式会社you工房 熊本県 熊本市
有限会社蓮 熊本県 熊本市
株式会社ワークス 熊本県 熊本市
株式会社ワンタッチ 熊本県 熊本市
島石油株式会社 熊本県 八代市
社会福祉法人天龍会 熊本県 八代市
吉住酸素工業株式会社 熊本県 八代市
株式会社ＣＥＮＯ 熊本県 荒尾市
ＡＭＩ株式会社 熊本県 水俣市
社会福祉法人さかえの杜 熊本県 水俣市
有限会社ロワゾー・ブルー 熊本県 玉名市
株式会社スプリングバック 熊本県 山鹿市
有限会社芹川芸庭 熊本県 山鹿市
医療法人社団直心会 熊本県 山鹿市
有限会社中村工務店 熊本県 山鹿市
株式会社モリモト 熊本県 山鹿市
有限会社いばらき 熊本県 菊池市
有限会社渡邊建設 熊本県 菊池市
有限会社山本建設工業 熊本県 上天草市
株式会社大嶌屋 熊本県 宇城市
株式会社東洋技術開発 熊本県 宇城市
有限会社阿南オーダーマーク 熊本県 阿蘇市
有限会社望蘇閣 熊本県 阿蘇市
合同会社セレンディピティ 熊本県 合志市
株式会社冨永教育経営研究所 熊本県 合志市
株式会社城門工業 熊本県 大津町
有限会社高尾野製作所 熊本県 大津町
株式会社ＴＮＣ 熊本県 大津町
株式会社てしお製菓 熊本県 大津町
合同会社原口建設 熊本県 大津町
株式会社池松建設 熊本県 菊陽町
グランドエンタープライズ株式会社 熊本県 西原村
藤川建設株式会社 熊本県 西原村
鋼建リース有限会社 熊本県 嘉島町
有限会社井本緑化資材 熊本県 甲佐町
株式会社カネマツ 熊本県 苓北町
井上 誠基 熊本県
梶原 亨介 熊本県
久木田 大 熊本県
坂田 義照 熊本県
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津山 明美 熊本県
平野 正樹 熊本県
藤本 孝明 熊本県
松岡 弘 熊本県
山尾 依子 熊本県
社会福祉法人アップルミント 大分県 大分市
株式会社エーアール 大分県 大分市
大分ベスト不動産株式会社 大分県 大分市
大分補償コンサルタント株式会社 大分県 大分市
医療法人大川産婦人科病院 大分県 大分市
株式会社セミフレン 大分県 大分市
有限会社玉田石材店 大分県 大分市
フロンテエンジニア株式会社 大分県 大分市
株式会社ミュージックストアナガト 大分県 大分市
有限会社木下 大分県 別府市
有限会社　昭和配電盤工業 大分県 別府市
株式会社Ｓｋｉｎ　Ｃａｒｅ　Ｌａｂｏ 大分県 別府市
株式会社ＤＥＮＳＨＩＮ 大分県 中津市
株式会社マルモ 大分県 日田市
一般財団法人Operations Management System School 大分県 佐伯市
有限会社野津住建 大分県 臼杵市
株式会社サトウ重建 大分県 竹田市
社会福祉法人みのり村 大分県 杵築市
大晃通信建設株式会社 大分県 宇佐市
株式会社コージー 大分県 豊後大野市
麻田建設有限会社 大分県 国東市
合同会社誠陽 大分県 日出町
有限会社観光ホテル都 大分県 九重町
株式会社宇佐建設 大分県 玖珠町
有限会社石屋の柿塚 宮崎県 宮崎市
有限会社インターテクノ 宮崎県 宮崎市
有限会社エピセリー 宮崎県 宮崎市
株式会社後藤造園 宮崎県 宮崎市
共和住設株式会社 宮崎県 宮崎市
有限会社クシマ建築事務所 宮崎県 宮崎市
常盤住宅サービス株式会社 宮崎県 宮崎市
公益社団法人宮崎県看護協会 宮崎県 宮崎市
株式会社 iZUL Design 宮崎県 都城市
有限会社ぎょうざの丸岡 宮崎県 都城市
株式会社大工屋工房芯 宮崎県 都城市
株式会社拓新不動産 宮崎県 都城市
有限会社柳橋工業 宮崎県 都城市
有限会社ワダハウジング 宮崎県 都城市
株式会社住環境工房ＳＨＩＤＡ 宮崎県 延岡市
株式会社和光産業 宮崎県 延岡市
株式会社竹井建設 宮崎県 日南市
有限会社直ちゃんラーメン 宮崎県 日南市
株式会社霧島ロード２４＆エネルギー 宮崎県 小林市
株式会社グローバルリーフ 宮崎県 小林市
合資会社七組 宮崎県 日向市
有限会社渕上工務店 宮崎県 綾町
有限会社尾鈴ミート 宮崎県 川南町
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池田 稔 宮崎県
釆女 和仁 宮崎県
田中 和幸 宮崎県
株式会社アルファ企画 鹿児島県 鹿児島市
公益社団法人鹿児島県看護協会 鹿児島県 鹿児島市
かわくぼ住宅株式会社 鹿児島県 鹿児島市
有限会社　クローバルテック 鹿児島県 鹿児島市
株式会社サンエイ 鹿児島県 鹿児島市
斯文堂株式会社 鹿児島県 鹿児島市
医療法人翔優会 鹿児島県 鹿児島市
株式会社ＳＥＴＯＫＯ興業 鹿児島県 鹿児島市
有限会社中央ハウス 鹿児島県 鹿児島市
有限会社南洲ヂーゼル機器販売 鹿児島県 鹿児島市
株式会社プランディ－ 鹿児島県 鹿児島市
株式会社プロテクト 鹿児島県 鹿児島市
株式会社前野興業 鹿児島県 鹿児島市
有限会社松崎 鹿児島県 鹿児島市
リード建築設計株式会社 鹿児島県 鹿児島市
合同会社和総 鹿児島県 鹿児島市
アネット有限会社 鹿児島県 鹿屋市
有限会社倉内薬局 鹿児島県 鹿屋市
三和物産株式会社 鹿児島県 鹿屋市
医療法人清渓会 鹿児島県 鹿屋市
学校法人前田学園 鹿児島県 鹿屋市
まさき建築工房株式会社 鹿児島県 鹿屋市
社会福祉法人青陵会 鹿児島県 阿久根市
有限会社大久保工建 鹿児島県 薩摩川内市
株式会社福地建設 鹿児島県 日置市
有限会社山之内建設 鹿児島県 日置市
アースナー合同会社 鹿児島県 霧島市
株式会社きりしま畜産 鹿児島県 霧島市
有限会社国分ハウス 鹿児島県 霧島市
有限会社ハマダ 鹿児島県 霧島市
上小鶴測量合同会社 鹿児島県 いちき串木野市
日高水産加工有限会社 鹿児島県 いちき串木野市
株式会社　永田モータース 鹿児島県 南さつま市
合同会社　さかもと 鹿児島県 志布志市
有限会社オオヤマ 鹿児島県 奄美市
社会福祉法人みどり福祉会 鹿児島県 伊佐市
医療法人一桜会 鹿児島県 姶良市
医療法人上床歯科医院 鹿児島県 大崎町
株式会社三共建設 鹿児島県 錦江町
有限会社折戸土木 鹿児島県 中種子町
RAIZ　株式会社 鹿児島県 中種子町
日正建設株式会社 鹿児島県 屋久島町
有限会社屋久島市場 鹿児島県 屋久島町
上野 悟 鹿児島県
木原 陽一朗 鹿児島県
地頭所 亮太 鹿児島県
永吉 健 鹿児島県
八反田 和美 鹿児島県
原 純 鹿児島県

67 / 68 ページ



2020年9月30日

事業者名 都道府県 市区町村

合資会社新垣材木店 沖縄県 那覇市
沖縄ピーシー株式会社 沖縄県 那覇市
株式会社ココスアイランドオキナワ 沖縄県 那覇市
税理士法人さくらパートナーズ 沖縄県 那覇市
有限会社二千年 沖縄県 那覇市
株式会社ネクスト・G 沖縄県 那覇市
株式会社マルゼン 沖縄県 那覇市
ヤシマ工業株式会社 沖縄県 那覇市
株式会社リッチグリーン 沖縄県 那覇市
有限会社ＰＬＡＮｔＰＬＡＮ 沖縄県 石垣市
株式会社エル設計 沖縄県 浦添市
株式会社財全エステート 沖縄県 浦添市
株式会社琉球コラソン 沖縄県 浦添市
光建設株式会社 沖縄県 糸満市
株式会社佐久本電設 沖縄県 沖縄市
有限会社ニューセンチュリー 沖縄県 沖縄市
株式会社丸正鉄工 沖縄県 沖縄市
株式会社アイセック・ジャパン 沖縄県 うるま市
株式会社八島建設コンサルタント 沖縄県 宮古島市
農業生産法人株式会社島酒家 沖縄県 南城市
有限会社宇根自動車 沖縄県 本部町
有限会社オキナワ　ロイヤル　クラフト 沖縄県 読谷村
株式会社ＪＰコーポレーション 沖縄県 南風原町
株式会社ナイスライフサポート沖縄 沖縄県 八重瀬町
阿嘉 宗市 沖縄県
石田 吉樹 沖縄県
瑞慶山 良正 沖縄県
仲宗根 聡 沖縄県
仲宗根 信明 沖縄県
山城 大貴 沖縄県
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