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事業者名 都道府県 市区町村

株式会社アーキケイ 北海道 札幌市
合同会社アクロ 北海道 札幌市
株式会社アペックスＴＩＰ 北海道 札幌市
株式会社イクソル 北海道 札幌市
株式会社１７５ 北海道 札幌市
株式会社宇佐美商会 北海道 札幌市
有限会社エスアイ食品 北海道 札幌市
株式会社Ｓ．Ｅエンジニア 北海道 札幌市
株式会社Ｓ．ＦＩＴ 北海道 札幌市
株式会社オーテック設備 北海道 札幌市
合同会社オムズ 北海道 札幌市
カドルソフトリー株式会社 北海道 札幌市
株式会社ガレージ９９ 北海道 札幌市
キャリアフィットケアサービス株式会社 北海道 札幌市
株式会社札伸貿易 北海道 札幌市
札幌アポロ株式会社 北海道 札幌市
株式会社札幌石油 北海道 札幌市
サッポロ日昭自動車株式会社 北海道 札幌市
特定非営利活動法人札幌ビズカフェ 北海道 札幌市
医療法人社団 佐野耳鼻咽喉科 北海道 札幌市
株式会社サンホープ北海道 北海道 札幌市
有限会社人迎 北海道 札幌市
株式会社ＴＮＳ 北海道 札幌市
株式会社デンショクサービス 北海道 札幌市
株式会社デンタルスタッフにしかわ 北海道 札幌市
株式会社Ｄｏｉｔ　ｄｉｎｉｎｇ 北海道 札幌市
株式会社トラスト 北海道 札幌市
株式会社ハドル 北海道 札幌市
バリオス株式会社 北海道 札幌市
株式会社ブリッジ 北海道 札幌市
有限会社ベッセル 北海道 札幌市
豊栄建設株式会社 北海道 札幌市
有限会社細井運輸 北海道 札幌市
北海道イシダ株式会社 北海道 札幌市
株式会社北海道ＣＡＩ 北海道 札幌市
株式会社斉藤工務店 北海道 函館市
株式会社プレジャーホーム 北海道 函館市
株式会社むうとん 北海道 函館市
株式会社六美 北海道 小樽市
株式会社エイトハンド 北海道 旭川市
株式会社エフ・イー 北海道 旭川市
有限会社貝谷商店 北海道 旭川市
山森産業株式会社 北海道 旭川市
株式会社リフォームプランニング田中 北海道 旭川市
有限会社大盛電機商会 北海道 室蘭市
三宝運輸株式会社 北海道 釧路市
株式会社三宝商会 北海道 釧路市
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大陸建設株式会社 北海道 釧路市
株式会社北方広放社 北海道 北見市
株式会社和田建設 北海道 北見市
渡辺電気株式会社 北海道 北見市
合同会社アーカーシャ 北海道 岩見沢市
株式会社ＥＬＣＥＥＤ 北海道 苫小牧市
有限会社熊野建具家具製作所 北海道 苫小牧市
株式会社Ｋｏｎｆｉｄｅｎｃｅ 北海道 苫小牧市
株式会社ライファス 北海道 苫小牧市
株式会社よつばハウジング 北海道 稚内市
双葉建設産業株式会社 北海道 芦別市
社会福祉法人江別わかば福祉会 北海道 江別市
株式会社まつざき土木工業 北海道 江別市
株式会社エース 北海道 士別市
株式会社士別ハイヤー 北海道 士別市
株式会社大矢 北海道 伊達市
不二工営株式会社 北海道 伊達市
株式会社ふれあい 北海道 石狩市
有限会社ガッツプロダクション 北海道 北斗市
星組渡辺土建株式会社 北海道 森町
鈴木建設株式会社 北海道 岩内町
株式会社創建 北海道 新冠町
株式会社丸三伊藤商店 北海道 清水町
北央舗道株式会社 北海道 中標津町
伊勢 真樹 北海道
沖中 紀仁 北海道
高﨑 良一 北海道
高村 享 北海道
山崎 雄介 北海道
米田 和也 北海道
有限会社松竹梅造園 青森県 青森市
株式会社川村精肉店 青森県 弘前市
株式会社たなか銘産 青森県 弘前市
株式会社富士商会 青森県 弘前市
有限会社ホーリー 青森県 八戸市
十和田湖増殖漁業協同組合 青森県 十和田市
株式会社1maison 青森県 平川市
株式会社ストヨネ 青森県 鰺ヶ沢町
株式会社丸重組 青森県 鰺ヶ沢町
株式会社山道建設 青森県 階上町
株式会社サンメディカル 岩手県 盛岡市
株式会社悳PCM 岩手県 盛岡市
株式会社フィルハウスサービス 岩手県 盛岡市
株式会社佐原 岩手県 一関市
有限会社エムドラッグ 岩手県 奥州市
水沢電器製造株式会社 岩手県 奥州市
有限会社東屋酒店 宮城県 仙台市
有限会社梅津酒店 宮城県 仙台市
医療法人社団栄光会 宮城県 仙台市
協和電気株式会社 宮城県 仙台市
株式会社クロールアップ 宮城県 仙台市
株式会社コンパス・ファクトリー 宮城県 仙台市
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株式会社三弘アーベスト 宮城県 仙台市
有限会社たかはら企画 宮城県 仙台市
株式会社ハウジングエステート 宮城県 仙台市
株式会社フューチャーリンク 宮城県 仙台市
有限会社丸文鈴木酒店 宮城県 仙台市
ミカド電機工業株式会社 宮城県 仙台市
有限会社百足屋石材店 宮城県 仙台市
株式会社ライファー 宮城県 仙台市
株式会社リバースプロジェクト 宮城県 仙台市
株式会社伊藤土建 宮城県 石巻市
医療法人社団蔵王会 宮城県 白石市
社会福祉法人はるかぜ福祉会 宮城県 岩沼市
有限会社加藤工務店 宮城県 登米市
株式会社センショウ・テック． 宮城県 東松島市
株式会社東部環境 宮城県 東松島市
有限会社アラオ縫製 宮城県 大崎市
伊藤建設株式会社 宮城県 大崎市
岩渕建設株式会社 宮城県 大崎市
株式会社　折居技研 宮城県 大崎市
株式会社エスエスワン 宮城県 村田町
有限会社太田プレス工業 宮城県 村田町
株式会社住設建材施工センター 宮城県 川崎町
武藤造園株式会社 宮城県 丸森町
岩機ダイカスト工業株式会社 宮城県 山元町
有限会社菊地自動車 宮城県 美里町
有限会社齋林本店 宮城県 美里町
木村 満 宮城県
佐々木 加奈子 宮城県
高橋 直典 宮城県
野田 茂樹 宮城県
早坂 政幸 宮城県
山下 伸洋 宮城県
株式会社遠藤設計事務所 秋田県 秋田市
合同会社ダイバーシティあきた 秋田県 秋田市
豊島建設株式会社 秋田県 秋田市
株式会社フォチューナ 秋田県 秋田市
株式会社Ｌｏｃａｌ　Ｐｏｗｅｒ 秋田県 秋田市
高橋興業株式会社 秋田県 能代市
株式会社衛暖工業 秋田県 大館市
山王食品株式会社 秋田県 大館市
鹿角市河川漁業協同組合 秋田県 鹿角市
ウェイズ株式会社 秋田県 由利本荘市
有限会社メロニーハウス 秋田県 潟上市
株式会社協栄青果市場 秋田県 大仙市
仲周建設株式会社 秋田県 大仙市
有限会社合川自動車 秋田県 北秋田市
鷹巣漁業協同組合 秋田県 北秋田市
株式会社カミテ 秋田県 小坂町
嶋貫 健治 秋田県
筒井 友香 秋田県
株式会社 髙橋型精 山形県 山形市
有限会社アイティーイー 山形県 米沢市
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有限会社金内酒店 山形県 米沢市
株式会社サトウ商会 山形県 鶴岡市
株式会社鈴木工務店 山形県 鶴岡市
社会福祉法人立正会 山形県 鶴岡市
株式会社CARRY 山形県 酒田市
株式会社ト一屋 山形県 酒田市
有限会社長谷部工務店 山形県 酒田市
株式会社渡部組 山形県 酒田市
株式会社カミケン 山形県 上山市
曙不動産有限会社 山形県 天童市
株式会社カインド・ホーム 山形県 南陽市
株式会社結城酒店 山形県 南陽市
有限会社赤松自動車 山形県 大蔵村
有限会社ウメツマシン 山形県 三川町
楢沢 眞平 山形県
有限会社　三井機械店 福島県 福島市
株式会社日商会津 福島県 会津若松市
株式会社Ｅｓ工房 福島県 郡山市
株式会社ギフトプラザ 福島県 郡山市
株式会社宍戸測量設計 福島県 郡山市
有限会社ちから家石材 福島県 郡山市
東北エスピー株式会社 福島県 郡山市
株式会社東洋特殊印刷 福島県 郡山市
有限会社離れの宿　よもぎ埜 福島県 郡山市
アドレス賃貸株式会社 福島県 いわき市
三浦電気工事株式会社 福島県 いわき市
有限会社田村精技 福島県 田村市
株式会社利根川組 福島県 伊達市
グリムエレクトロニクス株式会社 福島県 川俣町
株式会社会津工場 福島県 只見町
株式会社まるよし建材センター 福島県 猪苗代町
株式会社ノーサンフーズ 福島県 浅川町
アクアワークス株式会社 茨城県 水戸市
株式会社ウィルトラスト 茨城県 水戸市
株式会社柴建築設計事務所 茨城県 水戸市
まるい不動産株式会社 茨城県 水戸市
株式会社ＩＮＦＯ　グラフィック　ＪＡＰＡＮ 茨城県 日立市
医療法人社団浩栄会 茨城県 土浦市
株式会社スクウェアジャパン 茨城県 土浦市
株式会社渡辺商会 茨城県 土浦市
株式会社So 茨城県 古河市
株式会社ベテル 茨城県 石岡市
株式会社みらい 茨城県 龍ケ崎市
有限会社中田造園 茨城県 下妻市
株式会社アトック 茨城県 常総市
有限会社石塚工務店 茨城県 常総市
株式会社たびや 茨城県 常総市
有限会社ジオクリエート 茨城県 笠間市
鉄人株式会社 茨城県 取手市
株式会社一石工業 茨城県 牛久市
株式会社ふくろ屋 茨城県 牛久市
一般社団法人　エジソン・アインシュタインスクール協会 茨城県 つくば市
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株式会社ＳＴＮ 茨城県 つくば市
有限会社オートボディーカスタム 茨城県 つくば市
医療法人社団大葉会 茨城県 つくば市
株式会社健伸 茨城県 つくば市
株式会社高田工務店 茨城県 つくば市
医療法人成島クリニック 茨城県 つくば市
モトヤ株式会社 茨城県 つくば市
関山楽器株式会社 茨城県 ひたちなか市
株式会社関山商会 茨城県 ひたちなか市
株式会社匠デザイン工房 茨城県 鹿嶋市
株式会社リカー＆フーズひしや 茨城県 鹿嶋市
兼原測量設計株式会社 茨城県 潮来市
株式会社森内建設 茨城県 潮来市
株式会社大島スポーツ 茨城県 筑西市
株式会社県西アロー住設 茨城県 筑西市
株式会社ニシキハウジング 茨城県 筑西市
株式会社マツミ・ジャパン 茨城県 筑西市
株式会社夢創 茨城県 筑西市
有限会社中村組 茨城県 坂東市
有限会社赤井工務店 茨城県 稲敷市
株式会社興進製作所 茨城県 稲敷市
株式会社東都電設 茨城県 神栖市
光栄土木株式会社 茨城県 行方市
株式会社ヤマニ 茨城県 行方市
サン建設工業株式会社 茨城県 河内町
株式会社賀登屋 茨城県 八千代町
井關 善孝 茨城県
佐藤 直 茨城県
藤田 恭一 茨城県
三木 雄斗 茨城県
水越 寿二 茨城県
三宅 勝智 茨城県
茂又 宏徳 茨城県
柳原 麻里 茨城県
千勝工業株式会社 栃木県 宇都宮市
大産企業株式会社 栃木県 宇都宮市
株式会社大洋産業 栃木県 宇都宮市
株式会社高梨産業 栃木県 宇都宮市
有限会社ドゥコーポレーション 栃木県 宇都宮市
株式会社栃環 栃木県 宇都宮市
栃木県鬼怒川漁業協同組合 栃木県 宇都宮市
株式会社ムカダ 栃木県 宇都宮市
有限会社若林造園土木 栃木県 宇都宮市
北川株式会社 栃木県 足利市
株式会社キャリアバンク 栃木県 足利市
株式会社ミライズ 栃木県 足利市
渡良瀬漁業協同組合 栃木県 足利市
有限会社セキネ設備工業 栃木県 栃木市
有限会社丸善工業 栃木県 栃木市
有限会社アイビーエー 栃木県 佐野市
有限会社中津化学興業 栃木県 鹿沼市
野澤建機興業株式会社 栃木県 鹿沼市
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有限会社桝屋商店 栃木県 鹿沼市
株式会社ミンナのシゴト 栃木県 鹿沼市
株式会社ミンナのナカマ 栃木県 鹿沼市
有限会社阿久津建設 栃木県 日光市
おじか・きぬ漁業協同組合 栃木県 日光市
有限会社青電工 栃木県 小山市
イシカワ・リアルエステート株式会社 栃木県 小山市
有限会社キヨセ 栃木県 小山市
国際第一ホテル株式会社 栃木県 小山市
医療法人てつか歯科医院 栃木県 小山市
株式会社トキタ・ａｃ 栃木県 小山市
株式会社花のギフト社 栃木県 小山市
株式会社古川総業 栃木県 小山市
有限会社稲見舗装 栃木県 真岡市
株式会社佐藤組 栃木県 大田原市
玉川測量設計株式会社 栃木県 矢板市
小野岡塗装株式会社 栃木県 那須塩原市
有限会社郡司義一商店 栃木県 那須塩原市
株式会社ＫＭグラデーション 栃木県 那須塩原市
有限会社栃木ビルサービス 栃木県 那須塩原市
弁護士法人戸野・田並法律事務所 栃木県 那須塩原市
有限会社あずさ 栃木県 下野市
株式会社阿世建築設計室 栃木県 下野市
株式会社矢口建設 栃木県 茂木町
株式会社　CLEAN 栃木県 那須町
有限会社平山土木造園 栃木県 那須町
石川 繁範 栃木県
廣澤 隆志 栃木県
細岡 正二 栃木県
松尾 裕之 栃木県
アイ・ケイ・ケイ株式会社 群馬県 前橋市
株式会社アプロ 群馬県 前橋市
株式会社H-PLAN 群馬県 前橋市
菊水ペイント有限会社 群馬県 前橋市
株式会社佐藤砂利興業 群馬県 前橋市
太陽農産株式会社 群馬県 前橋市
達磨輿通株式会社 群馬県 前橋市
有限会社つばめ塗料店 群馬県 前橋市
有限会社勅使河原建設 群馬県 前橋市
株式会社プラネックス技研 群馬県 前橋市
株式会社丸越 群馬県 前橋市
有限会社丸山工商 群馬県 前橋市
株式会社上野商店 群馬県 高崎市
株式会社クロード 群馬県 高崎市
ぐんま税理士法人 群馬県 高崎市
群馬エナジー株式会社 群馬県 高崎市
株式会社ジェイ・エヌ・エス 群馬県 高崎市
新町運送有限会社 群馬県 高崎市
株式会社スイシン．Ｗ．Ｅ 群馬県 高崎市
有限会社三原建設 群馬県 高崎市
株式会社メディコ 群馬県 高崎市
株式会社山富士産業 群馬県 高崎市

6 / 59 ページ



2021年1月27日

事業者名 都道府県 市区町村

弁護士法人龍馬 群馬県 高崎市
有限会社粕川自動車 群馬県 桐生市
株式会社ディアグレイト 群馬県 桐生市
トーヨーハウス株式会社 群馬県 桐生市
株式会社峰岸自動車 群馬県 桐生市
両毛漁業協同組合 群馬県 桐生市
倉林自動車工業株式会社 群馬県 伊勢崎市
株式会社サンテック 群馬県 伊勢崎市
シゲン総業有限会社 群馬県 伊勢崎市
株式会社下田設計 群馬県 伊勢崎市
株式会社秋元鉄工所 群馬県 太田市
ＦＫエンジニアリング株式会社 群馬県 太田市
株式会社エレメックス 群馬県 太田市
社会福祉法人　仁和会 群馬県 太田市
塚越建設株式会社 群馬県 太田市
有限会社岡谷園芸 群馬県 沼田市
昌恒興業有限会社 群馬県 沼田市
株式会社サンエス渋川 群馬県 渋川市
キモト自動車株式会社 群馬県 富岡市
コシバ電機株式会社 群馬県 富岡市
株式会社エムスタイル 群馬県 榛東村
下田工設株式会社 群馬県 榛東村
有限会社田村旅館 群馬県 中之条町
都建設株式会社 群馬県 長野原町
株式会社永和産業 群馬県 嬬恋村
竹渕建設工業株式会社 群馬県 嬬恋村
株式会社須藤工務店 群馬県 高山村
株式会社藤技研 群馬県 玉村町
佐藤 良也 群馬県
星野 隆治 群馬県
眞下 俊明 群馬県
株式会社イタバシ 埼玉県 さいたま市
ＡＣＥ株式会社 埼玉県 さいたま市
株式会社エンクルー 埼玉県 さいたま市
株式会社小谷野 埼玉県 さいたま市
ジーアール株式会社 埼玉県 さいたま市
塩川設計測量株式会社 埼玉県 さいたま市
社会福祉法人城南会 埼玉県 さいたま市
株式会社シンエイ 埼玉県 さいたま市
ソーワ精工株式会社 埼玉県 さいたま市
医療法人大也会 埼玉県 さいたま市
株式会社テクニカル・エンタープライズ 埼玉県 さいたま市
株式会社東京エーワン 埼玉県 さいたま市
智豪株式会社 埼玉県 さいたま市
株式会社日本テクノ 埼玉県 さいたま市
株式会社日本リメイク 埼玉県 さいたま市
株式会社美安 埼玉県 さいたま市
株式会社マルシン電設 埼玉県 さいたま市
株式会社ランドテック 埼玉県 さいたま市
医療法人社団隆聖会 埼玉県 さいたま市
株式会社ワカサオートサービス 埼玉県 さいたま市
小江戸鏡山酒造株式会社 埼玉県 川越市
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株式会社彩の国不動産センター 埼玉県 川越市
有限会社デンタルアペックス 埼玉県 川越市
有限会社フヨウ設備 埼玉県 熊谷市
株式会社八起 埼玉県 熊谷市
株式会社アシストフォー 埼玉県 川口市
株式会社Ａｓｔｅｒ 埼玉県 川口市
株式会社協立機工 埼玉県 川口市
有限会社協和合金 埼玉県 川口市
医療法人成秋会井本医院 埼玉県 川口市
株式会社登坂 埼玉県 川口市
長榮貿易株式会社 埼玉県 川口市
株式会社ハンドインハンド 埼玉県 川口市
有限会社美やま温泉 埼玉県 秩父市
株式会社キーホームズ 埼玉県 所沢市
医療法人孝和会 埼玉県 所沢市
ＮＯＡ・ＪＡＰＡＮ株式会社 埼玉県 所沢市
医療法人はーと歯科クリニック 埼玉県 所沢市
株式会社有馬製作所 埼玉県 加須市
株式会社ハーネスト 埼玉県 加須市
株式会社渋沢 埼玉県 本庄市
関農機株式会社 埼玉県 本庄市
ヒンドゥ有限会社 埼玉県 本庄市
株式会社間正測量設計事務所 埼玉県 本庄市
有限会社スケガワ 埼玉県 東松山市
株式会社ＫＵＲＡ設計一級建築士事務所 埼玉県 春日部市
三洋マシン株式会社 埼玉県 春日部市
株式会社医器研 埼玉県 狭山市
株式会社ＮＥＸＵＳ 埼玉県 狭山市
医療法人リウマチ謙恵会 埼玉県 狭山市
株式会社マジカルプランツ 埼玉県 鴻巣市
有限会社アキオート 埼玉県 深谷市
有限会社尾島建設 埼玉県 深谷市
株式会社カーショップリベラリスモ 埼玉県 深谷市
株式会社中央自動車 埼玉県 深谷市
アーバンレオ株式会社 埼玉県 上尾市
株式会社オアシスソフト 埼玉県 上尾市
株式会社ダイトー 埼玉県 上尾市
明和機工株式会社 埼玉県 上尾市
アドバン株式会社 埼玉県 草加市
有限会社プラスト 埼玉県 草加市
株式会社健峰会 埼玉県 越谷市
株式会社ＳＡＩＹＵ 埼玉県 越谷市
株式会社シマテック 埼玉県 越谷市
医療法人社団仁心会 埼玉県 越谷市
日本特種ボディー株式会社 埼玉県 越谷市
有限会社アイテック 埼玉県 蕨市
株式会社Ｓ．Ｔ．Ｓ 埼玉県 戸田市
株式会社ヒロユキ 埼玉県 戸田市
株式会社フジメカニック 埼玉県 戸田市
医療法人社団希望会 埼玉県 朝霞市
東上ガス株式会社 埼玉県 志木市
株式会社むさし 埼玉県 志木市
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株式会社東京スコープ 埼玉県 新座市
協立設備株式会社 埼玉県 桶川市
ニチデン技術サービス株式会社 埼玉県 北本市
有限会社北斗調査設計 埼玉県 北本市
有限会社幸仁産業 埼玉県 富士見市
稲葉興業株式会社 埼玉県 三郷市
株式会社ＣＨＩＹＯＤＡ 埼玉県 三郷市
有限会社浜製作所 埼玉県 三郷市
鯨岡設計株式会社 埼玉県 蓮田市
北進モーター販売株式会社 埼玉県 蓮田市
合同会社オートクリニック 埼玉県 坂戸市
株式会社あおば事務所 埼玉県 幸手市
株式会社高読 埼玉県 幸手市
株式会社大渕 埼玉県 鶴ヶ島市
長田土建工業株式会社 埼玉県 鶴ヶ島市
永学堂株式会社 埼玉県 吉川市
株式会社鏑矢 埼玉県 吉川市
有限会社住商 埼玉県 吉川市
株式会社　日生クリーン 埼玉県 吉川市
大政建設株式会社 埼玉県 ふじみ野市
彩の国医療・福祉連携事業協同組合 埼玉県 鳩山町
社会福祉法人明星福祉会 埼玉県 皆野町
株式会社アズワン 埼玉県 寄居町
新井 康弘 埼玉県
石原 隆男 埼玉県
伊藤 豪生 埼玉県
伊藤 繁 埼玉県
小澤 幸男 埼玉県
片岡 有司 埼玉県
川杉 清貴 埼玉県
駒場 界 埼玉県
佐藤 英雄 埼玉県
鈴木 康人 埼玉県
冨田 豊利 埼玉県
中村 和基 埼玉県
中村 浩高 埼玉県
深野 隆文 埼玉県
古澤 満 埼玉県
三浦 克彦 埼玉県
深山 園子 埼玉県
吉田 進二 埼玉県
有限会社アイワイコーポレーション 千葉県 千葉市
株式会社Ａｌｅｃｉａ 千葉県 千葉市
有限会社エンジニアナカヒラ 千葉県 千葉市
株式会社関東消防機材 千葉県 千葉市
株式会社ジャック・インターナショナル 千葉県 千葉市
千葉興産株式会社 千葉県 千葉市
富士総建株式会社 千葉県 千葉市
株式会社ベルボン 千葉県 千葉市
ヤマカ建材工業株式会社 千葉県 千葉市
株式会社洋光 千葉県 千葉市
株式会社隆昌 千葉県 千葉市
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アプコン株式会社 千葉県 市川市
株式会社エム・ケイ 千葉県 市川市
株式会社寺村不動産 千葉県 市川市
株式会社ニューウェイ 千葉県 市川市
プライムテックジャパン合同会社 千葉県 市川市
株式会社アンクール 千葉県 船橋市
株式会社飯塚海苔店 千葉県 船橋市
株式会社石和石材 千葉県 船橋市
エルシーインターナショナル株式会社 千葉県 船橋市
株式会社京葉ＫＳテック 千葉県 船橋市
医療法人社団桑歯会 千葉県 船橋市
東洋住販株式会社 千葉県 船橋市
医療法人同和会 千葉県 船橋市
株式会社プロキュアメントステーション 千葉県 船橋市
株式会社マザーリーフ 千葉県 船橋市
ムーセン合同会社 千葉県 船橋市
株式会社ファーストホーム 千葉県 館山市
有限会社アルファ 千葉県 木更津市
株式会社太田製作所 千葉県 松戸市
上国興業株式会社 千葉県 松戸市
株式会社共栄土地 千葉県 松戸市
株式会社グレース・エン 千葉県 松戸市
株式会社田中電気工務店 千葉県 松戸市
株式会社ハウスパートナー 千葉県 松戸市
株式会社フォーライフコーポレーション 千葉県 松戸市
株式会社ペスドラード 千葉県 松戸市
株式会社大島設備工業 千葉県 野田市
株式会社トヨテック 千葉県 野田市
株式会社日野屋 千葉県 野田市
三原電工株式会社 千葉県 野田市
株式会社玉川工産 千葉県 茂原市
株式会社ケイアイユー 千葉県 成田市
株式会社ダイマツ 千葉県 成田市
株式会社　ホソヤコーポレーション 千葉県 佐倉市
特定非営利活動法人ちば地域生活支援舎 千葉県 東金市
パラメディカル株式会社 千葉県 東金市
有限会社鏑木自動車整備工場 千葉県 旭市
株式会社総和 千葉県 習志野市
ジャスト株式会社 千葉県 柏市
医療法人社団よつ葉会 千葉県 柏市
株式会社安井工務店 千葉県 勝浦市
市原興業株式会社 千葉県 市原市
シーエスジャパン株式会社 千葉県 市原市
株式会社杉浦商会 千葉県 市原市
株式会社ビルド 千葉県 市原市
株式会社お庭のパートナー 千葉県 流山市
株式会社CLE総合研究所 千葉県 流山市
桂友不動産株式会社 千葉県 流山市
有限会社澤地シエルモールド 千葉県 流山市
テプラス株式会社 千葉県 流山市
有限会社リスペクト 千葉県 流山市
株式会社ロッキーエンタープライズ 千葉県 流山市
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株式会社イーロジネット 千葉県 八千代市
株式会社加治屋 千葉県 八千代市
株式会社ＫＥＮ 千葉県 八千代市
株式会社スマイリー 千葉県 八千代市
株式会社ワイシーエス 千葉県 八千代市
三葉工業株式会社 千葉県 我孫子市
株式会社三水ホテル 千葉県 鴨川市
タニイチ塗料株式会社 千葉県 君津市
有限会社福田水道 千葉県 君津市
株式会社Ａ－ＳＴＥＰ 千葉県 浦安市
医療法人社団デルタ 千葉県 浦安市
株式会社パル企画設計 千葉県 浦安市
株式会社ヤマフジ 千葉県 袖ケ浦市
三浦建設株式会社 千葉県 南房総市
有限会社酒井建築 千葉県 いすみ市
秋葉タクシー有限会社 千葉県 大網白里市
株式会社鉄人飲食 千葉県 大網白里市
有限会社雅工業 千葉県 大網白里市
有限会社リアル建設 千葉県 芝山町
株式会社林建材 千葉県 横芝光町
株式会社諸岡設備工業 千葉県 長生村
出井 博明 千葉県
加藤 克美 千葉県
久我 厚志 千葉県
佐久間 覚 千葉県
島田 貴生 千葉県
龍本 渓心 千葉県
服部 正樹 千葉県
宮下 光紀 千葉県
吉野 史英 千葉県
和栗 秀直 千葉県
株式会社ＲＹ・コーポレーション 東京都 千代田区
株式会社ＡＩＣライツ 東京都 千代田区
株式会社大手広告通信社 東京都 千代田区
株式会社オックスコンサルティング 東京都 千代田区
一般社団法人外国人日本語能力検定機構 東京都 千代田区
株式会社グッドワークコミュニケーションズ 東京都 千代田区
株式会社健興通商 東京都 千代田区
株式会社ＣＩＳＯ 東京都 千代田区
株式会社シンフォニード 東京都 千代田区
合同会社ツナグラボ 東京都 千代田区
株式会社東亜産業 東京都 千代田区
TOYO JAPAN株式会社 東京都 千代田区
バイオシステム株式会社 東京都 千代田区
株式会社ピコテックホールディングス 東京都 千代田区
株式会社ｐｉｎｔｏ 東京都 千代田区
プラスワークス株式会社 東京都 千代田区
マグマックス株式会社 東京都 千代田区
合同会社マンガアート 東京都 千代田区
Ｍａｐｌｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社 東京都 千代田区
公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター 東京都 千代田区
株式会社リーメント 東京都 千代田区
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株式会社リズネット 東京都 千代田区
リフト株式会社 東京都 千代田区
regloリテイリング株式会社 東京都 千代田区
Ｗｏｗ－Ｆｏｏｄ株式会社 東京都 千代田区
ワン・リゾート株式会社 東京都 千代田区
アーキ＆テクノロジーズ株式会社 東京都 中央区
アイコン株式会社 東京都 中央区
アサヒ道路株式会社 東京都 中央区
伊加宝株式会社 東京都 中央区
インプレッション株式会社 東京都 中央区
株式会社ウイズ・ワン 東京都 中央区
ＥＸＩＭ株式会社 東京都 中央区
株式会社オーキッド 東京都 中央区
株式会社オプナス 東京都 中央区
株式会社ギャンビット 東京都 中央区
株式会社キリーク 東京都 中央区
有限会社原色藝術 東京都 中央区
株式会社Ｋｏａｇｏ 東京都 中央区
株式会社ココカラ・トラスト 東京都 中央区
株式会社スカイマティクス 東京都 中央区
株式会社成幸 東京都 中央区
株式会社泰和グローバル商事 東京都 中央区
中央無線電機株式会社 東京都 中央区
株式会社東京マスターズ 東京都 中央区
ドリームビジョン株式会社 東京都 中央区
株式会社バイタリティ 東京都 中央区
株式会社ビープラウド 東京都 中央区
ファイブエンターテイメント株式会社 東京都 中央区
フリーダムアーキテクツデザイン株式会社 東京都 中央区
プリベントメディカル株式会社 東京都 中央区
株式会社ｍａｓａｋｕｍｉ 東京都 中央区
リターダ株式会社 東京都 中央区
株式会社ＹＮＣ 東京都 中央区
医療法人社団ＲＭＤＣＣ 東京都 港区
株式会社Ｒ　Ｈｏｔｅｌｓ　＆　Ｒｅｓｏｒｔｓ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 東京都 港区
株式会社aMbellir 東京都 港区
株式会社インターナショナルリクルーティングＣＵＥ 東京都 港区
株式会社ウェルメディカルグループ 東京都 港区
株式会社wholelife 東京都 港区
ウルトラプリントサービス株式会社 東京都 港区
株式会社ＨＬＡ 東京都 港区
エージーアイジャパン株式会社 東京都 港区
株式会社エクスチェンジ 東京都 港区
ＳＳＰ　Ｇｒｏｕｐ　株式会社 東京都 港区
株式会社ＭＳ　ＬＡＢ 東京都 港区
株式会社ｈａｕｔｅｃｏｕｔｕｒｅ 東京都 港区
株式会社ギークプラス 東京都 港区
株式会社ＣｕｒｅＮｅｘｔ 東京都 港区
株式会社クラスアクト 東京都 港区
株式会社Ｇｌｏｂｒｉｄｇｅ 東京都 港区
建装工業株式会社 東京都 港区
株式会社三幸 東京都 港区
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有限会社ＧＣ 東京都 港区
株式会社ＧＷＴ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ 東京都 港区
株式会社ジェッツ・プロジェクト 東京都 港区
株式会社ＪＡＳＭＩＮＥ　ＴＨＡＩ 東京都 港区
株式会社食糧補完計画 東京都 港区
株式会社しるく屋 東京都 港区
株式会社ズーマ 東京都 港区
ステップライン株式会社 東京都 港区
株式会社センターネット 東京都 港区
株式会社センチュリーアークス 東京都 港区
株式会社ＴＡＫＵＥＴＳＵグループ 東京都 港区
東栄電機株式会社 東京都 港区
株式会社トップス 東京都 港区
株式会社ドライブコミュニケーションズ 東京都 港区
株式会社トラストフォート 東京都 港区
株式会社ビートレーディング 東京都 港区
Ｆｕｎｎｙ株式会社 東京都 港区
株式会社フォーデジット 東京都 港区
ペンニットー株式会社 東京都 港区
株式会社Ｍａｕｉ　Ｔｒａｄｉｎｇ 東京都 港区
株式会社ミライズ 東京都 港区
株式会社ＭＩＲＡＩＮＯ 東京都 港区
医療法人社団八雲会 東京都 港区
リーダーシップブレインズ株式会社 東京都 港区
株式会社アイ・ティー・ビー 東京都 新宿区
株式会社アクシストラス 東京都 新宿区
株式会社朝倉書店 東京都 新宿区
アスクプロ株式会社 東京都 新宿区
ＡＤｌｉｖｅ株式会社 東京都 新宿区
アラームボックス株式会社 東京都 新宿区
イベンタス株式会社 東京都 新宿区
株式会社Ｖａｉｎｑｕｅｕｒ 東京都 新宿区
株式会社キッチンガレ 東京都 新宿区
株式会社共同住宅ジャパン 東京都 新宿区
株式会社Ｃ－ＳＯＳ 東京都 新宿区
株式会社ＣＭＣ 東京都 新宿区
株式会社Ｇ５ 東京都 新宿区
特定非営利活動法人ＺＯＴＴ　ＷＡＳＥＤＡ 東京都 新宿区
株式会社Ｗ＆Ｔ 東京都 新宿区
長安観光商事株式会社 東京都 新宿区
株式会社ティーアンドディー 東京都 新宿区
日本測地設計株式会社 東京都 新宿区
パーフェクトレード株式会社 東京都 新宿区
ブライトリンクス株式会社 東京都 新宿区
株式会社保坂猛建築都市設計事務所 東京都 新宿区
株式会社前田商店 東京都 新宿区
株式会社Mapフィナンシャル 東京都 新宿区
メディア情報システム株式会社 東京都 新宿区
株式会社ルクラス 東京都 新宿区
株式会社折勝商店 東京都 文京区
珈琲サイフオン株式会社 東京都 文京区
株式会社白金台アトリエ 東京都 文京区
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株式会社デンタルファクトリー 東京都 文京区
ニアビーリアルエステート株式会社 東京都 文京区
株式会社保科製作所 東京都 文京区
株式会社リヴィティエ 東京都 文京区
ReVision株式会社 東京都 文京区
株式会社アソーク 東京都 台東区
エルミント株式会社 東京都 台東区
有限会社玉煌 東京都 台東区
鴻山株式会社 東京都 台東区
株式会社シーディーエム 東京都 台東区
株式会社Ｇ・Ｔ・Ｂ・Ｔ 東京都 台東区
シーレックス株式会社 東京都 台東区
株式会社シンコー 東京都 台東区
Ｓｕｋｅｔｔｏ株式会社 東京都 台東区
大水株式会社 東京都 台東区
株式会社風土文化デザイン 東京都 台東区
ホソヤ産業株式会社 東京都 台東区
株式会社マザーハウス 東京都 台東区
ミクロソフト株式会社 東京都 台東区
株式会社大和 東京都 台東区
大沼鉄工株式会社 東京都 墨田区
株式会社ｔ２ｓｎｏｗ 東京都 墨田区
有限会社寺村不動産 東京都 墨田区
株式会社東京ピオ 東京都 墨田区
株式会社バイオ・ソリューションズ・ゲート 東京都 墨田区
株式会社はまか 東京都 墨田区
株式会社ヒキフネ 東京都 墨田区
医療法人社団メディード 東京都 墨田区
株式会社旭研究所 東京都 江東区
株式会社飯田塗料 東京都 江東区
イノリアエステート株式会社 東京都 江東区
株式会社ＡＨＢ 東京都 江東区
株式会社クラッチワークス 東京都 江東区
株式会社ジュエルサンショウ 東京都 江東区
庄司木材株式会社 東京都 江東区
Varinos株式会社 東京都 江東区
プレマテックス株式会社 東京都 江東区
医療法人社団芳葵会 東京都 江東区
株式会社ＡＤＤプランニング 東京都 品川区
グラドコジャパン株式会社 東京都 品川区
株式会社グリーンイノベーションズホールディングス 東京都 品川区
社会福祉法人げんき 東京都 品川区
三和永大株式会社 東京都 品川区
ＣＣＴＥＣＨ　ＪＡＰＡＮ株式会社 東京都 品川区
株式会社ジェイ・エムメディカル 東京都 品川区
ＪＴＲ合同会社 東京都 品川区
株式会社ジュポンコーポレーション 東京都 品川区
株式会社Zouk 東京都 品川区
セット合同会社 東京都 品川区
泰信株式会社 東京都 品川区
株式会社ＣＨＥＴ　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ 東京都 品川区
株式会社土江工務店 東京都 品川区

14 / 59 ページ



2021年1月27日

事業者名 都道府県 市区町村

株式会社東京電板 東京都 品川区
株式会社FALIX 東京都 品川区
株式会社プロダクトオブタイム 東京都 品川区
株式会社Ｕ’ｐｌａｎ 東京都 品川区
アイ・トーク・イングリッシュ・スクール合同会社 東京都 目黒区
株式会社　あそ商事 東京都 目黒区
株式会社ＷＯＯＤＬＡＮＤ 東京都 目黒区
有限会社エー・ディー・オー 東京都 目黒区
株式会社エービーエス 東京都 目黒区
王子商事株式会社 東京都 目黒区
株式会社ＧＯＵＲＭＥＴ　ＬＡＢＯ 東京都 目黒区
有限会社シルク 東京都 目黒区
有限会社田中製作所 東京都 目黒区
株式会社 D.couture 東京都 目黒区
株式会社ナリゼン 東京都 目黒区
ｖｉｖｉｔ株式会社 東京都 目黒区
株式会社ボンジュール 東京都 目黒区
谷戸包装株式会社 東京都 目黒区
合同会社ユーマ・ミューズ 東京都 目黒区
株式会社キーパーズＥＳＰ 東京都 大田区
株式会社ＫＳＧ 東京都 大田区
ケイディケイ株式会社 東京都 大田区
大幸紙工株式会社 東京都 大田区
株式会社ダイテックス 東京都 大田区
株式会社DESERGO 東京都 大田区
株式会社日東電機エンジニアリング 東京都 大田区
株式会社ビジコムジャパン 東京都 大田区
株式会社松孝 東京都 大田区
Ｍａｎ　ｄｅ　Ｄａｌｌａ株式会社 東京都 大田区
有限会社森田屋商店 東京都 大田区
株式会社八百昇 東京都 大田区
有限会社六財 東京都 大田区
株式会社Ｅｔｅｒｎａｌ　Ｇｒａｓｓ 東京都 世田谷区
有限会社小川工業 東京都 世田谷区
株式会社ササジュ 東京都 世田谷区
株式会社セラピュア 東京都 世田谷区
ドルチェ・ヴィータ・エッセンツィアーリ株式会社 東京都 世田谷区
株式会社パオパオスポーツクラブ 東京都 世田谷区
株式会社フォーサイズ 東京都 世田谷区
医療法人社団奉歯会 東京都 世田谷区
社会保険労務士法人丸橋年金塾 東京都 世田谷区
株式会社ミネラリア研究所 東京都 世田谷区
株式会社目黒世田谷不動産 東京都 世田谷区
Re-Departure合同会社 東京都 世田谷区
株式会社アトリエ岡本 東京都 渋谷区
Amazing J World 株式会社 東京都 渋谷区
株式会社インフィニ 東京都 渋谷区
株式会社ＷａｌｌＭａｔｅ Ｌ&Ｓ 東京都 渋谷区
株式会社エイツ 東京都 渋谷区
株式会社ＥＩＧＨＴ　Ｏｈ　ＴＲＡＤＩＮＧ　ＣＯＭＰＡＮＹ 東京都 渋谷区
合同会社エートリート 東京都 渋谷区
株式会社エクロール 東京都 渋谷区
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株式会社エコマーケティング 東京都 渋谷区
株式会社キャン・プロモーション 東京都 渋谷区
株式会社ケイツーエージェンシー 東京都 渋谷区
株式会社こうけん 東京都 渋谷区
株式会社ゴーゴーミュージック 東京都 渋谷区
色彩活用研究所　株式会社 東京都 渋谷区
株式会社ＳＴＡＲ　ＣＡＲＥＥＲ 東京都 渋谷区
株式会社Ｔｈｒｅｅ　Ｂｅａｕｔｙ 東京都 渋谷区
東京パフュームオイル株式会社 東京都 渋谷区
株式会社ドラフト 東京都 渋谷区
株式会社ナハト 東京都 渋谷区
ネクスタ株式会社 東京都 渋谷区
株式会社HardSixProject 東京都 渋谷区
株式会社林製作所 東京都 渋谷区
株式会社ＢＡＲＡＫＡ 東京都 渋谷区
株式会社日立不動産 東京都 渋谷区
平安管財株式会社 東京都 渋谷区
株式会社ｍｏｇ 東京都 渋谷区
株式会社ユークリッド・エージェンシー 東京都 渋谷区
United Stars株式会社 東京都 渋谷区
株式会社リベラルマネジメント 東京都 渋谷区
株式会社ローズ 東京都 渋谷区
合同会社ADHD Studio 東京都 中野区
株式会社オリノ 東京都 中野区
株式会社玄空調 東京都 中野区
株式会社ジャパントレード 東京都 中野区
湘南香料株式会社 東京都 中野区
株式会社ヒロホーム 東京都 中野区
丸不二株式会社 東京都 中野区
株式会社吉住ホーム 東京都 中野区
株式会社ライブレント 東京都 中野区
株式会社イーチ・アザー 東京都 杉並区
株式会社サニタス 東京都 杉並区
有限会社アーム 東京都 豊島区
Ａｇｒｉｚｅ合同会社 東京都 豊島区
株式会社ＩＢＵＱＬＯ 東京都 豊島区
上原自動車工業株式会社 東京都 豊島区
株式会社ＫＡＬＩＢＥＲ 東京都 豊島区
株式会社Ｑｕｌａｎｉ 東京都 豊島区
国際医療健康推進センター株式会社 東京都 豊島区
朝嵐生花株式会社 東京都 豊島区
テクノ建設サービス株式会社 東京都 豊島区
株式会社テラスサイド 東京都 豊島区
株式会社天軒 東京都 豊島区
株式会社内藤デザイン研究所 東京都 豊島区
株式会社パブリクション 東京都 豊島区
合同会社ライツワークス 東京都 豊島区
株式会社リステージ 東京都 豊島区
株式会社五十嵐商会 東京都 北区
有限会社喜多屋酒店 東京都 北区
協同酸素株式会社 東京都 北区
株式会社相栄商事 東京都 北区
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合同会社H a p y R e s 東京都 北区
株式会社PQD 東京都 北区
石川金網株式会社 東京都 荒川区
ＨＢＤ合同会社 東京都 荒川区
株式会社オカセン 東京都 荒川区
医療法人社団光知会 東京都 荒川区
新雅株式会社 東京都 荒川区
セイオウ商事株式会社 東京都 荒川区
太陽興業株式会社 東京都 荒川区
藤掛株式会社 東京都 荒川区
名月製菓株式会社 東京都 荒川区
株式会社稲毛設備 東京都 板橋区
有限会社エムアイテック 東京都 板橋区
キムラ商事株式会社 東京都 板橋区
株式会社コトブキ美装 東京都 板橋区
JCIT株式会社 東京都 板橋区
有限会社スペランツァ 東京都 板橋区
株式会社ダイワハイテックス 東京都 板橋区
株式会社高橋製作所 東京都 板橋区
株式会社竹澤古典建築設計事務所 東京都 板橋区
株式会社ＭＡＲＣＨ　ＯＮＥ 東京都 板橋区
株式会社ライジアリプロ 東京都 板橋区
アイエステート株式会社 東京都 練馬区
株式会社アプロ 東京都 練馬区
医療法人社団Ｍ＆Ｄ 東京都 練馬区
果茄子屋株式会社 東京都 練馬区
株式会社Ｋ’ｚ　Ｃｏｍｐａｎｙ 東京都 練馬区
株式会社ＳＡＭＵＲＡＩ 東京都 練馬区
有限会社さわだスポーツクラブ 東京都 練馬区
医療法人社団シャムロック 東京都 練馬区
医療法人社団　白鳳会 東京都 練馬区
有限会社ボデーショップ佐野 東京都 練馬区
カスミ株式会社 東京都 足立区
株式会社ケイジェット 東京都 足立区
株式会社今野製作所 東京都 足立区
株式会社ジョイント工業 東京都 足立区
株式会社スター不動産 東京都 足立区
住まいるマルシェ株式会社 東京都 足立区
有限会社千住ハウジングセンター 東京都 足立区
大和産業株式会社 東京都 足立区
株式会社東京クリーンセンター 東京都 足立区
株式会社プログレス 東京都 足立区
有限会社リフォーム 東京都 足立区
有限会社江沢設備 東京都 葛飾区
株式会社オーティーエス 東京都 葛飾区
有限会社サン、サンホーム 東京都 葛飾区
新越精機株式会社 東京都 葛飾区
セイズ株式会社 東京都 葛飾区
株式会社大洋商事 東京都 葛飾区
株式会社ｋｏｂｅｔｓｕＧＰ 東京都 江戸川区
株式会社白子不動産 東京都 江戸川区
有限会社東松建設 東京都 江戸川区
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有限会社トーシン 東京都 江戸川区
ヒヨコ商事合同会社 東京都 江戸川区
山庄建設株式会社 東京都 江戸川区
株式会社アーバン 東京都 八王子市
株式会社青木製材所 東京都 八王子市
有限会社植田設備 東京都 八王子市
株式会社永和建業 東京都 八王子市
株式会社エーデン 東京都 八王子市
株式会社楓設計室 東京都 八王子市
株式会社　行徳ファーマシー 東京都 八王子市
有限会社越野ボディー 東京都 八王子市
株式会社シーアイエス 東京都 八王子市
株式会社ＨＡＮＡ 東京都 八王子市
株式会社ピーライフ 東京都 八王子市
有限会社政道建設 東京都 八王子市
株式会社マックス・エス 東京都 八王子市
株式会社Ｒｏｏｍ’ｓ　Ｂａｒ 東京都 八王子市
株式会社エースワン 東京都 立川市
株式会社エクセル 東京都 立川市
コード株式会社 東京都 武蔵野市
株式会社パルグリーン 東京都 三鷹市
株式会社ゼロアルファ 東京都 府中市
医療法人社団大杏会 東京都 昭島市
有限会社オートセーバー 東京都 町田市
嘉七八ホーム・レジデンシャル株式会社 東京都 町田市
株式会社ヒューマンサポートジャパン 東京都 町田市
こどもサポート株式会社 東京都 小平市
株式会社ＳＯＮＧ 東京都 小平市
株式会社アート・ハウジング 東京都 東村山市
株式会社フィオラノ・カンパニー・リミテッド 東京都 東村山市
株式会社ＶＩＴ 東京都 国分寺市
株式会社プラスアルファ 東京都 国分寺市
株式会社ワンダフルクリーン 東京都 国分寺市
株式会社岡田哲史建築設計事務所 東京都 国立市
ＴＡＳＵＣ株式会社 東京都 国立市
株式会社プラスアバンティ 東京都 国立市
株式会社松田ホームサービス 東京都 狛江市
株式会社Me 東京都 狛江市
インパック株式会社 東京都 東大和市
株式会社アイファクトリー 東京都 東久留米市
株式会社インタープラウド 東京都 多摩市
株式会社三上工務店 東京都 稲城市
株式会社草花不動産 東京都 あきる野市
株式会社ＣＳ　ＨＩＭＡＷＡＲＩ 東京都 あきる野市
株式会社テクノアップ・ライズ 東京都 あきる野市
三幸ハウス株式会社 東京都 西東京市
株式会社ダブリュー・ツー 東京都 日の出町
饗場 俊介 東京都
明ケ戸 慎平 東京都
飯室 諭 東京都
一戸 桂子 東京都
浮島 康裕 東京都
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海野 博俊 東京都
大山 欽司 東京都
小野 勝俊 東京都
北村 恵実子 東京都
黒田 昌崇 東京都
近藤 永之 東京都
坂田 隆夫 東京都
坂田 尭久 東京都
菅原 朗 東京都
菅野 均 東京都
鈴木 王洋 東京都
高井 海 東京都
高橋 泰雄 東京都
竹内 淳 東京都
田島 慧美 東京都
田中 惠子 東京都
新元 徹 東京都
堀 文隆 東京都
松永 匡史 東京都
三宅 ゆかり 東京都
村岡 隆 東京都
森本 篤史 東京都
山口 益司 東京都
山本 洋也 東京都
渡辺 一輝 東京都
株式会社Ｒ＆Ｒ．ｃｏ 神奈川県 横浜市
株式会社アールスタッフ 神奈川県 横浜市
荒木技研工業株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社アルテックジャパン 神奈川県 横浜市
株式会社アレックス 神奈川県 横浜市
有限会社ウイルホーム 神奈川県 横浜市
株式会社エコパートナーズ 神奈川県 横浜市
エトリ電設株式会社 神奈川県 横浜市
上條建設株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社木下洋介構造計画 神奈川県 横浜市
株式会社ＧＩＦＴ 神奈川県 横浜市
国上精機工業株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社　黒澤建設 神奈川県 横浜市
有限会社黑沼建設 神奈川県 横浜市
株式会社ＫＴ 神奈川県 横浜市
国際ビルサービス株式会社 神奈川県 横浜市
有限会社三和エンジニアリング 神奈川県 横浜市
三和化成工業株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社Ｊ’ｓハウジング 神奈川県 横浜市
株式会社じゅうしん 神奈川県 横浜市
株式会社塾のナガシマ 神奈川県 横浜市
湘南造機㈱ 神奈川県 横浜市
社会福祉法人湘南遊愛会 神奈川県 横浜市
有限会社　丈夫屋 神奈川県 横浜市
株式会社スキン・メゾン 神奈川県 横浜市
有限会社駿河精機 神奈川県 横浜市
医療法人千志会 神奈川県 横浜市
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ＣｈｏｔｔｏＹｏｋｏｈａｍａ株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社鶴創建 神奈川県 横浜市
有限会社テイクスペース 神奈川県 横浜市
東電同窓電気株式会社 神奈川県 横浜市
東洋リビング株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社DOTZ 神奈川県 横浜市
医療法人内科小児科むかひら医院 神奈川県 横浜市
南信工業株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社日本給食業経営総合研究所 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　ヌードル・ファクトリー 神奈川県 横浜市
ののじ株式会社 神奈川県 横浜市
医療法人ハートアンドオンリー 神奈川県 横浜市
株式会社ハマデン 神奈川県 横浜市
株式会社パラディスハウス 神奈川県 横浜市
株式会社B・Mac 神奈川県 横浜市
株式会社日野通信システム 神奈川県 横浜市
特定非営利活動法人ひまわりの会 神奈川県 横浜市
株式会社ヒルズ・インターナショナル 神奈川県 横浜市
ファーストリンク株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社富士消毒 神奈川県 横浜市
富士ソーラーハウス株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社ブレラ 神奈川県 横浜市
医療法人社団穂希会 神奈川県 横浜市
有限会社松喜産業 神奈川県 横浜市
有限会社ミナトホーム 神奈川県 横浜市
実り税理士法人 神奈川県 横浜市
ＭｅｄＶｉｇｉｌａｎｃｅ株式会社 神奈川県 横浜市
横浜カートン株式会社 神奈川県 横浜市
横浜計装株式会社 神奈川県 横浜市
横浜ライト工業株式会社 神奈川県 横浜市
ランタナ株式会社 神奈川県 横浜市
有限会社リアル設計工房 神奈川県 横浜市
株式会社LINK-US 神奈川県 横浜市
Ｗｏｒｋｉｎｇ　Ｗｏｍａｎ　Ｐｌｕｓ合同会社 神奈川県 横浜市
有限会社上原建築設計事務所 神奈川県 川崎市
株式会社ウォックス 神奈川県 川崎市
共同北部水産株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社久保田酒店 神奈川県 川崎市
株式会社こころざし 神奈川県 川崎市
有限会社斉藤造園 神奈川県 川崎市
医療法人社団さくらが丘歯科 神奈川県 川崎市
株式会社山優 神奈川県 川崎市
シィー・シィー・ビィー株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社ＧＥＮＴＥ 神奈川県 川崎市
株式会社品田工業所 神奈川県 川崎市
株式会社鳶姫 神奈川県 川崎市
株式会社ヒラミヤ 神奈川県 川崎市
有限会社藤原製作所 神奈川県 川崎市
株式会社三矢研究所 神奈川県 川崎市
医療法人社団よしだ・ファミリー・歯科 神奈川県 川崎市
有限会社荒井石材所 神奈川県 相模原市
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飯塚塗研株式会社 神奈川県 相模原市
株式会社幻影 神奈川県 相模原市
コジマ技研工業株式会社 神奈川県 相模原市
有限会社小室商店 神奈川県 相模原市
サンクリエイト株式会社 神奈川県 相模原市
合同会社障がい総合支援ひかり 神奈川県 相模原市
日本リフト株式会社 神奈川県 相模原市
株式会社アイリスハウス 神奈川県 横須賀市
医療法人　大澤医院 神奈川県 横須賀市
荻野化成株式会社 神奈川県 横須賀市
株式会社斎藤工務店 神奈川県 横須賀市
株式会社丸正テクノプラス 神奈川県 横須賀市
株式会社舵屋 神奈川県 鎌倉市
有限会社金子工務店 神奈川県 鎌倉市
シナプス株式会社 神奈川県 鎌倉市
株式会社エンケルヒュース 神奈川県 藤沢市
株式会社北村建設 神奈川県 藤沢市
有限会社湘南カンセー 神奈川県 藤沢市
ワールドウイング株式会社 神奈川県 藤沢市
有限会社　青木建設 神奈川県 小田原市
株式会社あおぞらポスト 神奈川県 小田原市
株式会社湘南測量設計 神奈川県 小田原市
すさび株式会社 神奈川県 小田原市
立富株式会社 神奈川県 小田原市
株式会社ｔｏ　Ａｌｌ 神奈川県 小田原市
中谷商工株式会社 神奈川県 小田原市
株式会社オプト・スポーツ・インターナショナル 神奈川県 茅ヶ崎市
合資会社三河屋商店 神奈川県 逗子市
医療法人社団団地会館歯科クリニック 神奈川県 厚木市
株式会社西田コーポレーション 神奈川県 厚木市
有限会社信濃屋牛山酒店 神奈川県 大和市
株式会社トーシンホーム 神奈川県 伊勢原市
有限会社Ｋ．Ｏ企画 神奈川県 座間市
有限会社ミヤケ電気 神奈川県 座間市
リナカ株式会社 神奈川県 大磯町
株式会社城南 神奈川県 愛川町
有限会社中津自動車整備工場 神奈川県 愛川町
磯部 知巳 神奈川県
川村 智子 神奈川県
後藤 康二 神奈川県
境 恵子 神奈川県
末吉 謙一 神奈川県
杉本 隆宏 神奈川県
徳永 英太郎 神奈川県
中村 裕子 神奈川県
早川 英彦 神奈川県
松島 秋良 神奈川県
松原 孝夫 神奈川県
渡辺 敬三 神奈川県
株式会社Ｓ．Ｕ建築設計 新潟県 新潟市
株式会社Ｅｔｅｒｎａｌ　ｂｏｎｄｓ 新潟県 新潟市
有限会社NTK 新潟県 新潟市
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株式会社エムケー 新潟県 新潟市
株式会社建創工業 新潟県 新潟市
株式会社光英住宅 新潟県 新潟市
スリーサイド株式会社 新潟県 新潟市
土地家屋調査士法人セントラル新潟 新潟県 新潟市
タカラ工業株式会社 新潟県 新潟市
株式会社拓友 新潟県 新潟市
株式会社新潟県林業開発 新潟県 新潟市
株式会社日建技術 新潟県 新潟市
株式会社ファイブクルー 新潟県 新潟市
北都建設株式会社 新潟県 新潟市
有限会社丸德自動車整備工場 新潟県 新潟市
株式会社山下技建 新潟県 新潟市
株式会社オーエックス新潟 新潟県 長岡市
有限会社カネ柾西澤材木店 新潟県 長岡市
株式会社岡南自動車 新潟県 長岡市
有限会社山秀 新潟県 長岡市
三条配管工業株式会社 新潟県 三条市
株式会社外山刃物 新潟県 三条市
山松木材株式会社 新潟県 三条市
高橋新工株式会社 新潟県 柏崎市
株式会社タナベ 新潟県 柏崎市
有限会社今田工業所 新潟県 新発田市
有限会社島津管工 新潟県 新発田市
株式会社ダイチ 新潟県 新発田市
株式会社長谷川建設 新潟県 新発田市
株式会社キムラ 新潟県 小千谷市
株式会社高山 新潟県 小千谷市
株式会社樋口水道 新潟県 十日町市
株式会社村山組 新潟県 十日町市
有限会社中澤鉄工所 新潟県 見附市
株式会社井上砂利店 新潟県 燕市
桑原産業株式会社 新潟県 燕市
有限会社紅屋呉服店 新潟県 燕市
株式会社宮本建設 新潟県 燕市
株式会社ＫＴＥＣ 新潟県 糸魚川市
有限会社中村工業 新潟県 糸魚川市
Ｒｅｓｏｒｔ　Ｐｒｏｐｅｒｔｙ　Ｊａｐａｎ株式会社 新潟県 妙高市
黒岩商事株式会社 新潟県 上越市
大和飲料株式会社 新潟県 上越市
株式会社バイオテックジャパン 新潟県 阿賀野市
有限会社麻布組 新潟県 佐渡市
有限会社伊勢工務店 新潟県 佐渡市
東京サッシ販売株式会社 新潟県 佐渡市
株式会社仲丸組 新潟県 魚沼市
五十沢建設合資会社 新潟県 南魚沼市
株式会社井嶋組 新潟県 南魚沼市
株式会社　吉兆楽 新潟県 南魚沼市
桜井建設株式会社 新潟県 南魚沼市
有限会社創建 新潟県 南魚沼市
有限会社総和興業 新潟県 南魚沼市
新潟セルテック建設株式会社 新潟県 南魚沼市
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株式会社勇結堂 新潟県 弥彦村
石塚 尚志 新潟県
佐藤 秀吉 新潟県
饒村 悠子 新潟県
目黒 克已 新潟県
八鍬 美恵子 新潟県
株式会社アイカワ 富山県 富山市
株式会社テッド 富山県 富山市
有限会社富山ハート 富山県 富山市
中川工業株式会社 富山県 富山市
日本海電業株式会社 富山県 富山市
株式会社ニューカーコート 富山県 富山市
株式会社ビーマックス 富山県 富山市
有限会社ビクトリー建築工房 富山県 富山市
株式会社マックスコムズウエスト 富山県 富山市
株式会社松田工務店 富山県 富山市
株式会社ウッディパーツ 富山県 高岡市
株式会社狩野建設 富山県 高岡市
株式会社クラタニ電建 富山県 高岡市
株式会社ティーテクニカ 富山県 高岡市
ハピアス株式会社 富山県 高岡市
雄基工業株式会社 富山県 高岡市
株式会社ル・ソレイユ 富山県 高岡市
株式会社　新川マリン 富山県 黒部市
有限会社曽根組 富山県 射水市
株式会社高木内張 富山県 射水市
永森建設工業株式会社 富山県 射水市
北陸テクノ株式会社 富山県 射水市
清水屋運輸倉庫株式会社 富山県 上市町
株式会社ツーライン 富山県 入善町
株式会社米澤電気商会 富山県 入善町
株式会社ｉｉｄｅａ建築設計室 富山県 朝日町
株式会社セブン商会 富山県 朝日町
片口 宗久 富山県
亀田 総吉郎 富山県
坂下 泰雄 富山県
瀧本 大輔 富山県
谷村 宗治 富山県
株式会社アペックス 石川県 金沢市
株式会社ウフフ 石川県 金沢市
有限会社エステック 石川県 金沢市
有限会社大島石材 石川県 金沢市
金沢漁業協同組合 石川県 金沢市
株式会社金沢舖道 石川県 金沢市
有限会社クリエイティブ伝 石川県 金沢市
スギモト産業株式会社 石川県 金沢市
髙田産業株式会社 石川県 金沢市
株式会社ＴＭコーポレーション石川 石川県 金沢市
有限会社わかひの薬局 石川県 金沢市
医療法人社団田鶴浜歯科医院 石川県 七尾市
株式会社ダイモール 石川県 小松市
株式会社山崎設備設計 石川県 小松市
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株式会社観光かのや旅館 石川県 加賀市
株式会社今一電気商会 石川県 かほく市
有限会社内潟建設 石川県 かほく市
有限会社村田電気工事 石川県 かほく市
賀谷セロファン株式会社 石川県 白山市
白山大薮建設株式会社 石川県 白山市
有限会社カナン 石川県 能美市
株式会社德野製作所 石川県 能美市
コバ電工業所株式会社 石川県 津幡町
昭和建設株式会社 石川県 穴水町
久坂 和之 石川県
新 弘之 石川県
外堀 章司 石川県
長門 佐 石川県
柳澤 尚士 石川県
オカモト鐵工株式会社 福井県 福井市
株式会社五目亭 福井県 福井市
株式会社ｇｏｌｄｉ 福井県 福井市
株式会社柴田商事ホールディングス 福井県 福井市
税理士法人シンクバンク 福井県 福井市
株式会社ＴＭ 福井県 福井市
株式会社バリコム 福井県 福井市
有限会社フクイ内装システム 福井県 福井市
株式会社平和ＩＴＣ 福井県 福井市
北陸化成産業株式会社 福井県 福井市
有限会社水建 福井県 福井市
株式会社安田工務店 福井県 敦賀市
有限会社京極モーター 福井県 小浜市
奥越漁業協同組合 福井県 大野市
横田建設株式会社 福井県 大野市
金子眼鏡株式会社 福井県 鯖江市
有限会社南部木材 福井県 鯖江市
株式会社キャノピィ 福井県 越前市
株式会社ＭＯＣＬＡＳ 福井県 越前市
有限会社カワバタ建設 福井県 坂井市
穂翔株式会社 福井県 坂井市
北陸精染株式会社 福井県 坂井市
株式会社丸道工務店 福井県 坂井市
九頭竜川中部漁業協同組合 福井県 永平寺町
有限会社井上木材 福井県 南越前町
杉谷 英昭 福井県
株式会社エーティーエルシステムズ 山梨県 甲府市
共信冷熱株式会社 山梨県 甲府市
甲府貴宝株式会社 山梨県 甲府市
株式会社小林貴金属 山梨県 甲府市
タツミエンジニアリング株式会社 山梨県 甲府市
株式会社降矢技研 山梨県 甲府市
八雲製菓株式会社 山梨県 甲府市
医療法人山浦歯科医院 山梨県 甲府市
山梨木材市場株式会社 山梨県 富士吉田市
株式会社ケーエス・トクシュ興業 山梨県 都留市
山梨通運株式会社 山梨県 山梨市
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株式会社金丸工務所 山梨県 南アルプス市
株式会社高野 山梨県 南アルプス市
株式会社小笠原ファーム 山梨県 北杜市
株式会社仲山建設 山梨県 北杜市
株式会社八ヶ岳ホームサービス 山梨県 北杜市
株式会社こころね 山梨県 甲斐市
株式会社桔梗屋 山梨県 笛吹市
株式会社ジーコーポレーション 山梨県 笛吹市
社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会 山梨県 笛吹市
株式会社アミノ測量 山梨県 甲州市
有限会社久保田組 山梨県 早川町
株式会社　南誠測量 山梨県 身延町
特定非営利活動法人スペースふう 山梨県 富士川町
小屋 忠崇 山梨県
平賀 正 山梨県
株式会社川瀬工務店 長野県 長野市
株式会社山翠舎 長野県 長野市
有限会社柴田興業 長野県 長野市
有限会社松澤薬局 長野県 長野市
株式会社丸和 長野県 長野市
三ツ和工業有限会社 長野県 長野市
株式会社平林住設 長野県 松本市
株式会社マツライ 長野県 松本市
有限会社今井建工 長野県 岡谷市
三和ロボティクス株式会社 長野県 飯田市
株式会社浜島精機 長野県 飯田市
有限会社わくわく 長野県 飯田市
特定非営利活動法人アルティスタドリームプロジェクト 長野県 小諸市
株式会社　織建 長野県 伊那市
株式会社アーク 長野県 駒ヶ根市
株式会社北信事業 長野県 中野市
株式会社想建 長野県 大町市
株式会社アクティブ 長野県 茅野市
株式会社田村建設 長野県 茅野市
野村ユニソン株式会社 長野県 茅野市
有限会社広伸 長野県 塩尻市
有限会社フジキ設計 長野県 塩尻市
勝見事務機販売株式会社 長野県 佐久市
株式会社田中住建 長野県 佐久市
塚原建設株式会社 長野県 千曲市
安筑生コン事業協同組合 長野県 安曇野市
有限会社近藤造園 長野県 安曇野市
株式会社トータルサポートショップ山﨑 長野県 安曇野市
株式会社フィールド・マネジメント 長野県 軽井沢町
株式会社柳沢土木 長野県 軽井沢町
株式会社梅村建設工業 長野県 御代田町
今井建設株式会社 長野県 富士見町
株式会社下平工業 長野県 飯島町
株式会社芳和精機 長野県 飯島町
株式会社サンテクト 長野県 阿南町
有限会社ハンズ 長野県 豊丘村
有限会社澤口建設 長野県 木曽町
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有限会社ディー・エス・ケー 長野県 山形村
有限会社下里組 長野県 池田町
特定非営利活動法人白馬の風 長野県 白馬村
小松建設有限会社 長野県 木島平村
飛鳥馬 太 長野県
小口 順司 長野県
梶原 崇広 長野県
郷津 武則 長野県
下﨑 明久 長野県
下﨑 梢 長野県
依田 元成 長野県
株式会社Ｃ・Ｌｏｖｅｒ 岐阜県 岐阜市
株式会社COMS 岐阜県 岐阜市
株式会社ＳＨＥ　ＢＥＳＴ 岐阜県 岐阜市
株式会社少納言 岐阜県 岐阜市
株式会社セレス 岐阜県 岐阜市
有限会社ソシエ 岐阜県 岐阜市
株式会社ダブルエックスデベロップメント 岐阜県 岐阜市
株式会社中垣工務店 岐阜県 岐阜市
株式会社ナベヤ 岐阜県 岐阜市
株式会社保険のハイタッチ 岐阜県 岐阜市
東和商事株式会社 岐阜県 大垣市
有限会社　友田工務店 岐阜県 大垣市
有限会社白工組 岐阜県 大垣市
株式会社アクト 岐阜県 高山市
有限会社岩滝建設 岐阜県 高山市
株式会社大洞水道 岐阜県 高山市
有限会社奥美濃設備 岐阜県 高山市
株式会社サンド開発 岐阜県 高山市
有限会社島田組 岐阜県 高山市
有限会社清高建設 岐阜県 高山市
有限会社大六印刷 岐阜県 高山市
有限会社月出組 岐阜県 高山市
東成土木株式会社 岐阜県 高山市
有限会社　湯元長座 岐阜県 高山市
株式会社ワタセ 岐阜県 高山市
東濃設備工業株式会社 岐阜県 多治見市
松本建設株式会社 岐阜県 多治見市
岡田技研株式会社 岐阜県 関市
タイムオートマシン株式会社 岐阜県 関市
株式会社フレシュール 岐阜県 関市
株式会社ミュウ 岐阜県 関市
株式会社山佐組 岐阜県 関市
株式会社川瀬金属 岐阜県 中津川市
太陽プロパン株式会社 岐阜県 中津川市
東濃建設有限会社 岐阜県 中津川市
松保建設有限会社 岐阜県 美濃市
株式会社エム・ダブル・ラボ 岐阜県 羽島市
小川建築有限会社 岐阜県 羽島市
日本住器工業株式会社 岐阜県 羽島市
田口建設株式会社 岐阜県 恵那市
有限会社樋田建設 岐阜県 恵那市
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有限会社たくあん 岐阜県 美濃加茂市
メディカル光企画株式会社 岐阜県 各務原市
医療法人社団耀和会 岐阜県 可児市
株式会社新巧製作所 岐阜県 山県市
株式会社藤岡木工所 岐阜県 山県市
株式会社平安 岐阜県 山県市
株式会社田近工務店 岐阜県 飛騨市
有限会社中村工務店 岐阜県 飛騨市
有限会社山本組 岐阜県 飛騨市
金山土木協業組合 岐阜県 下呂市
株式会社ナンピ 岐阜県 下呂市
ピー・ヂー・ダブリュー株式会社 岐阜県 関ケ原町
川西工業株式会社 岐阜県 神戸町
有限会社福島 岐阜県 輪之内町
旦鳥鉱山株式会社 岐阜県 揖斐川町
有限会社林グリーンワークス 岐阜県 揖斐川町
株式会社サンハウス 岐阜県 池田町
株式会社ＴＡＣＣＹ 岐阜県 八百津町
学校法人杉山第三学園 岐阜県 御嵩町
岸本 千佳 岐阜県
小林 春夫 岐阜県
仲谷 丈吾 岐阜県
早野 恵貴 岐阜県
堀 康雄 岐阜県
山田 光春 岐阜県
アイワホームサービス株式会社 静岡県 静岡市
安藤紙業株式会社 静岡県 静岡市
株式会社共栄製作所 静岡県 静岡市
株式会社サンコーランディックス 静岡県 静岡市
有限会社鈴木工業 静岡県 静岡市
有限会社ハッピーフレンド 静岡県 静岡市
株式会社深澤自動車修理工場 静岡県 静岡市
丸両自動車運送株式会社 静岡県 静岡市
山崎工業株式会社 静岡県 静岡市
ワゴー株式会社 静岡県 静岡市
株式会社アクティバル 静岡県 浜松市
有限会社en 静岡県 浜松市
株式会社オリオン工具製作所 静岡県 浜松市
株式会社グローバルリンク 静岡県 浜松市
一般社団法人ＪＲＥ 静岡県 浜松市
ニチカ株式会社 静岡県 浜松市
株式会社野沢建築 静岡県 浜松市
株式会社パスパル 静岡県 浜松市
株式会社マルショウ企画 静岡県 浜松市
株式会社Ｌｉｔａ 静岡県 浜松市
株式会社アイスタッフ 静岡県 沼津市
東海フッコール販売株式会社 静岡県 沼津市
不二化成工業株式会社 静岡県 沼津市
有限会社宝永商会 静岡県 沼津市
株式会社山崎工業 静岡県 沼津市
加藤テック株式会社 静岡県 三島市
有限会社東洋ボデー製作所 静岡県 三島市
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有限会社ケーエヌ・サポート 静岡県 富士宮市
明徳建設株式会社 静岡県 富士宮市
有限会社松本設備工業 静岡県 伊東市
有限会社ヨコモト設備 静岡県 伊東市
ＲＴＭ富士工場株式会社 静岡県 富士市
愛車の救急車有限会社 静岡県 富士市
有限会社エミネント 静岡県 富士市
富士木材株式会社 静岡県 富士市
石川建設株式会社 静岡県 磐田市
前島電気工事株式会社 静岡県 磐田市
株式会社ヤザキ 静岡県 磐田市
株式会社プロ・スタイル 静岡県 焼津市
株式会社ペッツ 静岡県 焼津市
渡辺建設株式会社 静岡県 裾野市
株式会社アスナ 静岡県 湖西市
株式会社タカセ電機 静岡県 湖西市
株式会社イズケン 静岡県 伊豆市
有限会社ながしま茶園 静岡県 御前崎市
株式会社中村重機工業 静岡県 伊豆の国市
野ケ本建設株式会社 静岡県 牧之原市
株式会社保坂 静岡県 南伊豆町
株式会社アプト・マシナリー 静岡県 函南町
有限会社駿東石材 静岡県 函南町
株式会社千秋工業 静岡県 函南町
株式会社アースプランニング 静岡県 清水町
徳山建設株式会社 静岡県 川根本町
杉山 行彦 静岡県
竹久保 大地 静岡県
山田 翔太郎 静岡県
公益社団法人愛知県看護協会 愛知県 名古屋市
アイディアキューブ株式会社 愛知県 名古屋市
行政書士法人アベニール 愛知県 名古屋市
株式会社和泉布帛 愛知県 名古屋市
有限会社市川水道工業所 愛知県 名古屋市
伊藤電機株式会社 愛知県 名古屋市
有限会社ウルーズ 愛知県 名古屋市
株式会社栄住建設 愛知県 名古屋市
株式会社８Ｖｉｂｅｓ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｅｒｖｉｃｅ 愛知県 名古屋市
エスエムダブリューオートブロック株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社エヌテック 愛知県 名古屋市
株式会社ＦＦコンシェル 愛知県 名古屋市
株式会社オールキャスティング 愛知県 名古屋市
株式会社ＯＮ 愛知県 名古屋市
株式会社ＧＵＩＳ 愛知県 名古屋市
カナダ株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社鬼頭 愛知県 名古屋市
CUBE-RICK合同会社 愛知県 名古屋市
株式会社京栄センター 愛知県 名古屋市
グッドブライト株式会社 愛知県 名古屋市
グランデインターナショナル株式会社 愛知県 名古屋市
グランド石油株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社栗本工芸 愛知県 名古屋市
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株式会社ＫＭＪ　Ｍｏｔｏｒｓ 愛知県 名古屋市
ゴールドトラスト株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社コスモテレコム 愛知県 名古屋市
株式会社コックスプロジェクト 愛知県 名古屋市
株式会社ZAK 愛知県 名古屋市
サンライズ商事株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社浚洗工業 愛知県 名古屋市
松栄電子工業株式会社 愛知県 名古屋市
新栄機工株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社新栄コーポレーション 愛知県 名古屋市
伸栄産業株式会社 愛知県 名古屋市
シンコール株式会社 愛知県 名古屋市
新和化成株式会社 愛知県 名古屋市
シンワ空調サービス株式会社 愛知県 名古屋市
税理士法人末松会計事務所 愛知県 名古屋市
株式会社ＳＫＹｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 愛知県 名古屋市
株式会社スマートコーポレーション 愛知県 名古屋市
株式会社住マート不動産 愛知県 名古屋市
スマイルナーシング株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社セコ・インターナショナル 愛知県 名古屋市
大洋食品工業株式会社 愛知県 名古屋市
タイヨー包材株式会社 愛知県 名古屋市
有限会社ティーエムシーピー 愛知県 名古屋市
ティースタイル株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ティースタイルマネージメント 愛知県 名古屋市
株式会社ディックス 愛知県 名古屋市
株式会社トランスオーシャン 愛知県 名古屋市
株式会社トリニティーコンサルティング 愛知県 名古屋市
株式会社トレモロ 愛知県 名古屋市
ナゴヤ学生服販売株式会社 愛知県 名古屋市
名古屋環境デザイン株式会社 愛知県 名古屋市
鍋清グローリー株式会社 愛知県 名古屋市
日本安全警備株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ネオライフプランニング 愛知県 名古屋市
株式会社ｈｏｕｓｅ　ｓｔａｇｅ 愛知県 名古屋市
株式会社ＶＡＴＩＣＡＮ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 愛知県 名古屋市
株式会社林スプリング製作所 愛知県 名古屋市
株式会社林製作所 愛知県 名古屋市
株式会社ひまわりウェルフェアＨＤ 愛知県 名古屋市
株式会社ビルドアップ 愛知県 名古屋市
学校法人枇杷島キリスト教学園 愛知県 名古屋市
フェニックス・インベストメント株式会社 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
有限会社ブライトワークス 愛知県 名古屋市
ＦＬＡＧ株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社プラン・エディターズ 愛知県 名古屋市
株式会社ブルームダイニングサービス 愛知県 名古屋市
株式会社ヘルスケアシステムズ 愛知県 名古屋市
Ｂｅｌｌ　ｔｒｅｅ株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ＨＯＵＳＥＮ 愛知県 名古屋市
前川工業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社将工業 愛知県 名古屋市
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丸松株式会社 愛知県 名古屋市
名東紙工株式会社 愛知県 名古屋市
ＵＰ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ライフクリエーション 愛知県 名古屋市
ＬＩＮＫＡ　ＡＳＳＯＣＩＡＴＥＳ株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ＬＯＣ 愛知県 名古屋市
株式会社　渡邉電氣 愛知県 名古屋市
有限会社アクト 愛知県 豊橋市
大喜利商事株式会社 愛知県 豊橋市
有限会社金子管工 愛知県 豊橋市
株式会社トムキャット 愛知県 豊橋市
有限会社プロディック 愛知県 豊橋市
有限会社ベルペイント 愛知県 豊橋市
岡崎住設株式会社 愛知県 岡崎市
株式会社小野ふとん店 愛知県 岡崎市
有限会社河原電機 愛知県 岡崎市
株式会社柴田工業 愛知県 岡崎市
株式会社昇栄 愛知県 岡崎市
中岡建設株式会社 愛知県 岡崎市
有限会社林鐵工所 愛知県 岡崎市
有限会社松尾工業 愛知県 岡崎市
有限会社六名地所 愛知県 岡崎市
株式会社クインスタイル 愛知県 一宮市
株式会社クラウドエンジニア 愛知県 一宮市
特定非営利活動法人かみああと 愛知県 瀬戸市
株式会社サンセツビ事務所 愛知県 瀬戸市
株式会社サンブライドムラタ 愛知県 瀬戸市
三洋電陶株式会社 愛知県 瀬戸市
有限会社トリオ商事 愛知県 瀬戸市
株式会社マル一 愛知県 瀬戸市
竹内株式会社 愛知県 半田市
株式会社アーティストリー 愛知県 春日井市
株式会社イガックス 愛知県 春日井市
有限会社プロシード 愛知県 豊川市
アルード株式会社 愛知県 津島市
株式会社ふじみ電気 愛知県 碧南市
有限会社内田設計事務所 愛知県 刈谷市
株式会社豊栄 愛知県 刈谷市
株式会社エノア 愛知県 豊田市
田中建設工業株式会社 愛知県 豊田市
株式会社ｆｅｅｌ　ｇｏｏｄ． 愛知県 豊田市
プラザ観光株式会社 愛知県 豊田市
株式会社北東電機 愛知県 豊田市
株式会社ＯＮＥ’ｓ 愛知県 豊田市
ウェールホーム株式会社 愛知県 安城市
株式会社Ｇ・Ｓｔａｆｆ 愛知県 安城市
株式会社中央製作所 愛知県 安城市
株式会社鳥居工務店 愛知県 安城市
エスケイライン株式会社 愛知県 西尾市
株式会社加納鉄工所 愛知県 西尾市
株式会社北嶋電気工事 愛知県 西尾市
三和木工株式会社 愛知県 西尾市
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アールチェンジ株式会社 愛知県 小牧市
株式会社アイチワーク 愛知県 小牧市
株式会社キラッと 愛知県 小牧市
株式会社ダイバージェント 愛知県 小牧市
株式会社ホンダ小牧 愛知県 小牧市
株式会社ラルース 愛知県 小牧市
医療法人仁歯会 愛知県 東海市
株式会社すこやか 愛知県 大府市
株式会社魚初 愛知県 知立市
株式会社アレグロ 愛知県 尾張旭市
株式会社e-LIFe 愛知県 尾張旭市
有限会社井上硝子 愛知県 尾張旭市
株式会社ｅｄｇｅ 愛知県 尾張旭市
有限会社丹羽機工 愛知県 尾張旭市
水野運送株式会社 愛知県 高浜市
株式会社毛受建材 愛知県 豊明市
株式会社ｅｔｅｒｉｃｕｍ 愛知県 日進市
トランプコミュニケーション株式会社 愛知県 日進市
税理士法人浅野会計事務所 愛知県 清須市
株式会社折松 愛知県 清須市
株式会社ＴＡＢＬＯ　ａｇｅｎｔｓ 愛知県 北名古屋市
桜運輸株式会社 愛知県 弥富市
タケヤカンパニー株式会社 愛知県 長久手市
株式会社デンケン 愛知県 長久手市
住工房株式会社 愛知県 東郷町
犬飼突板株式会社 愛知県 飛島村
株式会社シー・シー・エヌ 愛知県 阿久比町
株式会社オールキャスティング東海 愛知県 東浦町
有限会社新美総合建材 愛知県 東浦町
ドルフィン・ワークス株式会社 愛知県 南知多町
有限会社マルミファーム 愛知県 幸田町
石黒 一美 愛知県
伊藤 理恵 愛知県
今井 賢悟 愛知県
大澤 元晴 愛知県
大田垣 宏明 愛知県
加藤 哲也 愛知県
河村 基史 愛知県
神田 大知 愛知県
倉津 成明 愛知県
坂牧 由浩 愛知県
澤本 收由 愛知県
杉浦 隆彦 愛知県
高岡 敏夫 愛知県
谷口 昌美 愛知県
永原 裕也 愛知県
西崎 友紀 愛知県
春田 善朗 愛知県
藤井 将玄 愛知県
藤谷 遼介 愛知県
堀嵜 祐史 愛知県
前川 元次 愛知県
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松浦 文彦 愛知県
水澤 孝司 愛知県
山下 裕也 愛知県
山田 有紀 愛知県
山辺 正明 愛知県
吉田 匡俊 愛知県
有限会社おしゃべりはうす白山店 三重県 津市
株式会社マルサン 三重県 津市
株式会社一号舘 三重県 四日市市
Wood　Bell株式会社 三重県 四日市市
株式会社サーティーンズ 三重県 四日市市
株式会社シンカイ工業 三重県 四日市市
高砂建設株式会社 三重県 四日市市
株式会社中村製作所 三重県 四日市市
株式会社ファーラウト 三重県 四日市市
有限会社星野 三重県 四日市市
株式会社前田組 三重県 四日市市
マキナ工業株式会社 三重県 四日市市
有限会社ＵＴＥＣ 三重県 四日市市
株式会社リペックス 三重県 四日市市
株式会社赤福 三重県 伊勢市
株式会社オー・エー・システム・センター 三重県 松阪市
株式会社コタケン 三重県 松阪市
株式会社ミツイバウ・マテリアル 三重県 松阪市
株式会社あい商事 三重県 桑名市
伊藤産業株式会社 三重県 桑名市
株式会社丸文 三重県 桑名市
有限会社モアー 三重県 桑名市
諸戸の家株式会社 三重県 桑名市
株式会社サクマ工業 三重県 鈴鹿市
株式会社第一不動産販売 三重県 鈴鹿市
株式会社山田組 三重県 名張市
株式会社中村組 三重県 尾鷲市
有限会社中村土木 三重県 鳥羽市
マル井興業株式会社 三重県 鳥羽市
辻内鋳物鉄工株式会社 三重県 いなべ市
三橋建設株式会社 三重県 志摩市
株式会社後出建材土木 三重県 伊賀市
株式会社川島工業 三重県 伊賀市
相馬印刷株式会社 三重県 菰野町
川越運送株式会社 三重県 川越町
株式会社世古高級金属工業 三重県 明和町
稲葉 研二 三重県
佐々木 元 三重県
巽 幹雄 三重県
中西 秀年 三重県
日紫喜 博 三重県
山岡 輝之 三重県
雪岡 道和 三重県
和田 龍実 三重県
渡邉 優 三重県
株式会社近江ミネラルウォーターサービス 滋賀県 大津市
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株式会社河村社寺工殿社 滋賀県 大津市
鶴喜そば製菓株式会社 滋賀県 大津市
株式会社フジタ 滋賀県 大津市
株式会社メカニー 滋賀県 大津市
株式会社荒紅デザインスタジオ 滋賀県 彦根市
滋賀県立大学生活協同組合 滋賀県 彦根市
有限会社杉城建設 滋賀県 彦根市
株式会社橋本不動産 滋賀県 彦根市
丸松木材株式会社 滋賀県 彦根市
阪本建設株式会社 滋賀県 長浜市
有限会社ファミリーストアたにぐち 滋賀県 長浜市
株式会社紅鮎 滋賀県 長浜市
株式会社ケイファーマ 滋賀県 近江八幡市
株式会社アビコ製作所 滋賀県 草津市
小寺工務店株式会社 滋賀県 草津市
株式会社Deep Emo 滋賀県 草津市
株式会社エスカディア 滋賀県 甲賀市
吉田電工株式会社 滋賀県 甲賀市
株式会社大生産業 滋賀県 野洲市
株式会社Ｎａｚｕｎａ 滋賀県 野洲市
株式会社ランフィニ 滋賀県 東近江市
ＫＵＮＩＸ株式会社 滋賀県 竜王町
愛知酒造有限会社 滋賀県 愛荘町
伊藤 直毅 滋賀県
篠田 宏行 滋賀県
西村 健司 滋賀県
村田 晶博 滋賀県
山田 栄之 滋賀県
アイデータ株式会社 京都府 京都市
株式会社石田老舗 京都府 京都市
株式会社Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｂｕｆｆｅｔ 京都府 京都市
株式会社インテリアホソイ 京都府 京都市
植村株式会社 京都府 京都市
宇野商事株式会社 京都府 京都市
エクセル住宅建設有限会社 京都府 京都市
オーシヤン貿易株式会社 京都府 京都市
株式会社ＯＸＦＯＲＤ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 京都府 京都市
株式会社オプティックアート 京都府 京都市
京中貿易株式会社 京都府 京都市
京都加工蔬菜株式会社 京都府 京都市
一般社団法人京都府薬剤師会 京都府 京都市
株式会社ＧＬＡＤ 京都府 京都市
株式会社クランディム 京都府 京都市
有限会社Ｋ．Ｙ．Ｍ商事 京都府 京都市
株式会社KSP 京都府 京都市
株式会社小林造園 京都府 京都市
株式会社コムスタイルコーポレーション 京都府 京都市
佐々木酒造株式会社 京都府 京都市
滋賀青果株式会社 京都府 京都市
有限会社シサム工房 京都府 京都市
株式会社　朱友 京都府 京都市
株式会社ステラ 京都府 京都市
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株式会社青幻舎 京都府 京都市
株式会社ＣｅｓｔＣｅｌａ 京都府 京都市
大和電設工業株式会社 京都府 京都市
株式会社Ｄ＆Ｊリテイリング 京都府 京都市
デクノコンサルティング株式会社 京都府 京都市
株式会社　Dessin Kuwagaki 京都府 京都市
株式会社傳來工房 京都府 京都市
有限会社外要商店 京都府 京都市
中川電機株式会社 京都府 京都市
有限会社ナカクラ・エムエス 京都府 京都市
株式会社のうけん 京都府 京都市
株式会社バル 京都府 京都市
株式会社百花クリエイト 京都府 京都市
株式会社福本建設 京都府 京都市
扶桑電機株式会社 京都府 京都市
プラスソーシャルインベストメント株式会社 京都府 京都市
株式会社ｂｌｏｏｍ 京都府 京都市
株式会社ｍｙｈｏｍｅ　ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ 京都府 京都市
マスダ株式会社 京都府 京都市
株式会社萬栄建設 京都府 京都市
株式会社ミミノテックス 京都府 京都市
株式会社都ハウジング 京都府 京都市
山口電気工業株式会社 京都府 京都市
株式会社ヤマタ深田商店 京都府 京都市
有限会社吉岡製作所 京都府 京都市
龍谷大学生活協同組合 京都府 京都市
株式会社レイズ 京都府 京都市
株式会社ローブ・ド・エス 京都府 京都市
学校法人和順学園 京都府 京都市
大槻オートグラス株式会社 京都府 福知山市
株式会社晃栄テック 京都府 福知山市
株式会社高見組 京都府 福知山市
有限会社塚口鉄工所 京都府 福知山市
荒川種苗株式会社 京都府 舞鶴市
有限会社辻石材店 京都府 舞鶴市
鶴美建設株式会社 京都府 舞鶴市
株式会社友興 京都府 舞鶴市
共栄実業株式会社 京都府 宇治市
株式会社ハヤシ工務店 京都府 宇治市
フジヤマパックシステム株式会社 京都府 宇治市
株式会社優生建設 京都府 宇治市
三丹商事株式会社 京都府 宮津市
共立工業株式会社 京都府 亀岡市
株式会社すずめファーム 京都府 亀岡市
曽我部建設株式会社 京都府 亀岡市
株式会社堤製作所 京都府 亀岡市
株式会社　メモクラフト 京都府 亀岡市
株式会社ティ．アイ．プロス 京都府 城陽市
株式会社フィスター 京都府 城陽市
株式会社下村技研 京都府 向日市
株式会社ベスパ 京都府 長岡京市
株式会社東建設 京都府 京田辺市
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株式会社企連 京都府 京田辺市
株式会社野原工務店 京都府 京田辺市
株式会社バン・ネット・システム 京都府 京田辺市
株式会社マンテック 京都府 京田辺市
有限会社　かまてテキスタイル 京都府 木津川市
アイデル株式会社 京都府 宇治田原町
株式会社山城造園 京都府 宇治田原町
株式会社ユーカワベ 京都府 与謝野町
東 紘太朗 京都府
以倉 敬之 京都府
大森 肇 京都府
小郷 創一 京都府
田中 敦 京都府
宮杉 義行 京都府
アートライン株式会社 大阪府 大阪市
RT.ワークス株式会社 大阪府 大阪市
株式会社アイディールホーム 大阪府 大阪市
アイランドチルジャパン株式会社 大阪府 大阪市
株式会社Ａｕｎ 大阪府 大阪市
株式会社アクアテクノロジー 大阪府 大阪市
株式会社アクシスイノベーション 大阪府 大阪市
株式会社アグレイド 大阪府 大阪市
株式会社アスパ 大阪府 大阪市
株式会社アセットマネジメント 大阪府 大阪市
株式会社アップデート 大阪府 大阪市
株式会社アルテフィーチェ 大阪府 大阪市
株式会社ＡＬＯ　ＨＯＵＳＥ 大阪府 大阪市
株式会社ＩＸＡ 大阪府 大阪市
医療法人　育生会　（社団） 大阪府 大阪市
池永鉄工株式会社 大阪府 大阪市
株式会社IZA 大阪府 大阪市
株式会社伊藤製靴 大阪府 大阪市
株式会社いろは 大阪府 大阪市
株式会社ＷＯＲＩＡ 大阪府 大阪市
鵜飼商事株式会社 大阪府 大阪市
栄昇不動産流通株式会社 大阪府 大阪市
株式会社榮彬 大阪府 大阪市
株式会社永楽 大阪府 大阪市
株式会社　エス・エル 大阪府 大阪市
エスリードハウス株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ＮＰＣコーポレーション 大阪府 大阪市
㈱エフズ・セイ 大阪府 大阪市
株式会社ＭＳコーポレーション 大阪府 大阪市
株式会社ＭＪアシスト 大阪府 大阪市
株式会社Ｍ’ｓ　ｇｒｏｗｉｎ 大阪府 大阪市
株式会社Ｍｔ＆ｔ 大阪府 大阪市
株式会社ＥＬＭＯ 大阪府 大阪市
大熊物産株式会社 大阪府 大阪市
株式会社オーケー防災 大阪府 大阪市
大阪市立大学生活協同組合 大阪府 大阪市
株式会社大畑測量コンサルタント 大阪府 大阪市
株式会社大原電気工業 大阪府 大阪市
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株式会社翁不動産 大阪府 大阪市
オフィスワイツー株式会社 大阪府 大阪市
華強興業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社カサタニ 大阪府 大阪市
株式会社かなえるホーム 大阪府 大阪市
株式会社キープエンタープライス 大阪府 大阪市
株式会社北浜製作所 大阪府 大阪市
北浜レトロ株式会社 大阪府 大阪市
共立ゴム工業株式会社 大阪府 大阪市
協和道路株式会社 大阪府 大阪市
株式会社キングプリンターズ 大阪府 大阪市
株式会社QRAUD 大阪府 大阪市
株式会社ＣＬＡＮ 大阪府 大阪市
一般社団法人Ｇｒｅｅｎ　Ｃａｒｅｓ 大阪府 大阪市
株式会社クリエイティブ 大阪府 大阪市
株式会社グローブ 大阪府 大阪市
合同会社GAIN 大阪府 大阪市
ＫＲＳ株式会社 大阪府 大阪市
ＫＥＮＺＯ設計株式会社 大阪府 大阪市
株式会社コウシン 大阪府 大阪市
株式会社小林メタルパーツ 大阪府 大阪市
株式会社コラピア 大阪府 大阪市
株式会社Ｃｏｌｅｔｔｅ 大阪府 大阪市
株式会社サンエテック 大阪府 大阪市
株式会社サンソウゴウ 大阪府 大阪市
サンポリ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社実身美 大阪府 大阪市
株式会社シーエムシー一級建築士事務所 大阪府 大阪市
ＧＱ株式会社 大阪府 大阪市
有限会社志宝 大阪府 大阪市
衆諾株式会社 大阪府 大阪市
学校法人城星学園 大阪府 大阪市
女子建築設計株式会社 大阪府 大阪市
城見不動産株式会社 大阪府 大阪市
株式会社鈴木工務店 大阪府 大阪市
株式会社スタイルアジアンインベスター 大阪府 大阪市
株式会社スタジオくとうてん 大阪府 大阪市
株式会社Steed 大阪府 大阪市
株式会社スピーディー 大阪府 大阪市
株式会社スマートアセットマネジメント 大阪府 大阪市
株式会社創建 大阪府 大阪市
大商硝子株式会社 大阪府 大阪市
ダイトー光芸株式会社 大阪府 大阪市
株式会社太陽マーク 大阪府 大阪市
株式会社タックデザイン 大阪府 大阪市
ＴＨ　ｃｒｅａｔｅ株式会社 大阪府 大阪市
田村薬品工業株式会社 大阪府 大阪市
合同会社つなぐ 大阪府 大阪市
合同会社Ｔｋ－Ｔｗｏ 大阪府 大阪市
有限会社テーラー尚美堂 大阪府 大阪市
株式会社デジタルアックス 大阪府 大阪市
株式会社天道 大阪府 大阪市
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株式会社トミオカ 大阪府 大阪市
株式会社トモコ・コーポレーション 大阪府 大阪市
株式会社トライアス 大阪府 大阪市
内外インキ製造株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ナガイコーポレーション 大阪府 大阪市
株式会社ナカガキ酒店 大阪府 大阪市
株式会社ＮＡＧＯＭＩミヤヒ 大阪府 大阪市
ナチュラルアーク株式会社 大阪府 大阪市
株式会社浪速興産 大阪府 大阪市
株式会社錦 大阪府 大阪市
株式会社ニシダ 大阪府 大阪市
株式会社西村電気商会 大阪府 大阪市
日本カード株式会社 大阪府 大阪市
ネッカリッチ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ハウスコンシェルジュ 大阪府 大阪市
株式会社ハスコ・エンタープライズ 大阪府 大阪市
株式会社ｈａｎａプランニング 大阪府 大阪市
ハヤタ工業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ＰＡＬ　ＧＬＡＤ 大阪府 大阪市
株式会社BULLET JAPAN 大阪府 大阪市
阪神相互建設株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ハンズトレーディング 大阪府 大阪市
株式会社阪南鉄工所 大阪府 大阪市
株式会社ビショップ 大阪府 大阪市
ヒズ・スタッフ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ビューティーマイスター 大阪府 大阪市
株式会社ｆｉｒｓｔｃｌａｓｓ 大阪府 大阪市
フエザー株式会社 大阪府 大阪市
フェリックス物流株式会社 大阪府 大阪市
株式会社プロフォンス 大阪府 大阪市
株式会社ベジプラス 大阪府 大阪市
株式会社ベルエア・アソシエイト 大阪府 大阪市
株式会社Master'd 大阪府 大阪市
株式会社松井製作所 大阪府 大阪市
有限会社松本製作所 大阪府 大阪市
医療法人眞鳳会 大阪府 大阪市
有限会社ミツヤ 大阪府 大阪市
株式会社ミナミ電設 大阪府 大阪市
株式会社ミヤエステート 大阪府 大阪市
都インキ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社むつみ住建 大阪府 大阪市
株式会社村上製帽 大阪府 大阪市
明成不動産管理株式会社 大阪府 大阪市
株式会社Ｍｅｄｉｓｅｒｅ 大阪府 大阪市
株式会社木 大阪府 大阪市
ＭＯＴ企画株式会社 大阪府 大阪市
株式会社モノラベル 大阪府 大阪市
株式会社山崎電機 大阪府 大阪市
株式会社ユアサイド 大阪府 大阪市
有限会社ユウエイ工業 大阪府 大阪市
優美社産業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社吉田鉄工所 大阪府 大阪市
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株式会社米田設計 大阪府 大阪市
株式会社ライフコミュニティ 大阪府 大阪市
ライフサービスセンター株式会社 大阪府 大阪市
ライフプラス株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ラビットホーム 大阪府 大阪市
株式会社Ｌｅａｄ　ｔｏ　Ｆｕｔｕｒｅ 大阪府 大阪市
合同会社リザイヤ 大阪府 大阪市
株式会社ＲＥＢＡＲＧＥ 大阪府 大阪市
株式会社リレーション・ラボ 大阪府 大阪市
株式会社レクストシェアードサービス 大阪府 大阪市
YーPU ENTERTAINMENT株式会社 大阪府 大阪市
医療法人若葉会 大阪府 大阪市
株式会社ＡＦＲＥＸ 大阪府 堺市
株式会社巌建service 大阪府 堺市
株式会社エヌアールエス電設 大阪府 堺市
株式会社EMSS 大阪府 堺市
有限会社亨和設備工業 大阪府 堺市
株式会社小池田電工 大阪府 堺市
株式会社ザ・ワンズクリエイション 大阪府 堺市
株式会社四季彩グリーン 大阪府 堺市
株式会社　シティホテルサンプラザ 大阪府 堺市
株式会社白さぎ八千代薬局 大阪府 堺市
住まいるライフ株式会社 大阪府 堺市
株式会社田尻工務店 大阪府 堺市
株式会社玉井商店 大阪府 堺市
株式会社T2企画 大阪府 堺市
株式会社中野外食サプライ 大阪府 堺市
南洲興産株式会社 大阪府 堺市
有限会社 マンボラマ 大阪府 堺市
株式会社薬局白十字 大阪府 堺市
株式会社久禮工務店 大阪府 岸和田市
ＶＥＮＤＯＲ株式会社 大阪府 岸和田市
リュッカ株式会社 大阪府 岸和田市
株式会社ＳＨＩＭＥＤＡ 大阪府 豊中市
株式会社ＪＯＳＨＯ 大阪府 豊中市
株式会社大起 大阪府 豊中市
社会福祉法人日光会 大阪府 豊中市
株式会社ＮＯＲＩＭＥＮ 大阪府 豊中市
株式会社ビ・ユースフル 大阪府 豊中市
合同会社グッド・ウィル・ライフプランニング 大阪府 吹田市
社会福祉法人秀明会 大阪府 吹田市
ゼロプラス株式会社 大阪府 吹田市
株式会社ディバイディコーポレーション 大阪府 吹田市
ニュースファクトリー株式会社 大阪府 吹田市
平野電気工業株式会社 大阪府 吹田市
株式会社モールドテックマツムラ 大阪府 吹田市
ユースフルワールド株式会社 大阪府 吹田市
アシストホーム株式会社 大阪府 泉大津市
株式会社ウィズメディカルサービス 大阪府 泉大津市
阿佐建築工務株式会社 大阪府 高槻市
株式会社アットホーム 大阪府 高槻市
株式会社グッドビリーヴ 大阪府 高槻市
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医療法人もみじ会 大阪府 高槻市
株式会社Ｒ．Ａ．Ｃ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 大阪府 高槻市
株式会社ミチワキ建翔 大阪府 貝塚市
医療法人貴心会 大阪府 守口市
社会福祉法人佐太善友会 大阪府 守口市
株式会社純進 大阪府 守口市
ＴＵＢＡＳＡ合同会社 大阪府 守口市
株式会社アクア 大阪府 枚方市
株式会社エイチツーオー 大阪府 枚方市
株式会社学研都市設備 大阪府 枚方市
株式会社共笑厳喜 大阪府 枚方市
近住リフォーム有限会社 大阪府 枚方市
泰喜建設株式会社 大阪府 枚方市
有限会社ミチコ・ハウジング 大阪府 枚方市
射場石利石材株式会社 大阪府 茨木市
株式会社トゥエンティーフォー 大阪府 茨木市
株式会社松田恵蔵建築研究所 大阪府 茨木市
株式会社ユーネット 大阪府 茨木市
株式会社荒井ケース製作所 大阪府 八尾市
株式会社光伸 大阪府 八尾市
株式会社三栄建設 大阪府 八尾市
株式会社昌栄 大阪府 八尾市
有限会社清晃工業 大阪府 八尾市
世古精密工作株式会社 大阪府 八尾市
株式会社ホンジョウ 大阪府 八尾市
岡田石材株式会社 大阪府 泉佐野市
関空運輸株式会社 大阪府 泉佐野市
鈴木精工株式会社 大阪府 寝屋川市
浜風電気工事株式会社 大阪府 寝屋川市
Ｒハウスコンシェルジュ株式会社 大阪府 松原市
摂津地所株式会社 大阪府 大東市
株式会社ａｄｖａｎｃｅ 大阪府 和泉市
株式会社サンライズ 大阪府 箕面市
チコーエアーテック株式会社 大阪府 箕面市
株式会社ＦＩＶＥＳＴＡＲＦＯＯＤＳ 大阪府 柏原市
安田総業株式会社 大阪府 柏原市
株式会社あん庵 大阪府 羽曳野市
株式会社厚和鉄工所 大阪府 羽曳野市
株式会社ひらた建築工房 大阪府 羽曳野市
株式会社一瀬製作所 大阪府 門真市
株式会社オオシタ 大阪府 摂津市
株式会社Ｓｐｒｅａｄ 大阪府 摂津市
千里丘タクシー株式会社 大阪府 摂津市
株式会社山住製作所 大阪府 摂津市
株式会社古室組 大阪府 藤井寺市
株式会社アクティムマネージメント 大阪府 東大阪市
株式会社ＳＴＢヒグチ 大阪府 東大阪市
株式会社エビス 大阪府 東大阪市
株式会社光洋 大阪府 東大阪市
作道印刷株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社ＳＡＫＵＲＡ　ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ 大阪府 東大阪市
ジャンボフーズ株式会社 大阪府 東大阪市
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株式会社ジョイエスト 大阪府 東大阪市
大信運輸倉庫株式会社 大阪府 東大阪市
大征不動産株式会社 大阪府 東大阪市
巴化成工業株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社ひのき 大阪府 東大阪市
株式会社マイウォール 大阪府 東大阪市
医療法人ゆめはんな会 大阪府 東大阪市
社会福祉法人若草会 大阪府 東大阪市
株式会社M.I.Partners 大阪府 泉南市
株式会社そらかぜ技研 大阪府 泉南市
株式会社佐々木商会 大阪府 交野市
株式会社スリープパートナーズ 大阪府 交野市
株式会社NITS 大阪府 交野市
有限会社貴真 大阪府 大阪狭山市
株式会社I　Work 大阪府 熊取町
上田 千絵 大阪府
尾川 真也 大阪府
金森 精史 大阪府
木谷 恒夫 大阪府
清水 克之 大阪府
庄野 哲郎 大阪府
高木 秀人 大阪府
竹内 崇 大阪府
寺前 雅章 大阪府
殿村 奈美 大阪府
中井 充俊 大阪府
中塚 賢 大阪府
中西 啓員 大阪府
仲嶺 牧子 大阪府
西脇 勝司 大阪府
長谷川 和仁 大阪府
福盛 昇 大阪府
藤田 美有紀 大阪府
松鹿 宰行 大阪府
松本 浩志 大阪府
森井 義昭 大阪府
山口 一也 大阪府
合同会社愛里 兵庫県 神戸市
株式会社アセット 兵庫県 神戸市
イー・グルーブ不動産販売株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社いせや商店 兵庫県 神戸市
有限会社岩本自動車 兵庫県 神戸市
株式会社Ｗａｔｅｒ　Ｗｏｒｋｓ 兵庫県 神戸市
株式会社ＡＣＥ 兵庫県 神戸市
有限会社枝廣製作所 兵庫県 神戸市
株式会社太田商店 兵庫県 神戸市
株式会社カリメーラ 兵庫県 神戸市
株式会社久栄 兵庫県 神戸市
株式会社グランドホーム 兵庫県 神戸市
株式会社幸神 兵庫県 神戸市
株式会社５５ 兵庫県 神戸市
株式会社コマエンタープライズ 兵庫県 神戸市
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澤田運輸建設株式会社 兵庫県 神戸市
勝建株式会社 兵庫県 神戸市
シンクレア・アンド・ラッシュ株式会社 兵庫県 神戸市
スリーエル・エージェンシー株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社荘組 兵庫県 神戸市
株式会社天道 兵庫県 神戸市
株式会社トモエシステム 兵庫県 神戸市
株式会社日本グッド・ライフ 兵庫県 神戸市
株式会社ハローレンタリース 兵庫県 神戸市
株式会社ＨＡＮＤ 兵庫県 神戸市
HIGAMEGANE株式会社 兵庫県 神戸市
フクシクラフト株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社富士自動車工作所 兵庫県 神戸市
株式会社フナビキ工務店 兵庫県 神戸市
株式会社プラスエステートホーム 兵庫県 神戸市
医療法人社団本庄医院 兵庫県 神戸市
株式会社　ボンドデザイン 兵庫県 神戸市
株式会社ＭＡＲＳ 兵庫県 神戸市
株式会社マリンホーム 兵庫県 神戸市
三田電気工業株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社　三ツ森 兵庫県 神戸市
有限会社三好商店 兵庫県 神戸市
メディアスケアフード株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社山高建設 兵庫県 神戸市
株式会社Ｕ－ＴＥＣＨ 兵庫県 神戸市
有限会社ヨシプランニング 兵庫県 神戸市
株式会社ＲＩＳＥ 兵庫県 神戸市
有限会社リッチフィールド 兵庫県 神戸市
株式会社リライフ 兵庫県 神戸市
株式会社リライフ不動産販売 兵庫県 神戸市
株式会社ROQUE 兵庫県 神戸市
株式会社アイエムオー 兵庫県 姫路市
株式会社アトラスメディカル 兵庫県 姫路市
アユミ工業株式会社 兵庫県 姫路市
株式会社岡常歯車製作所 兵庫県 姫路市
株式会社小野材木店 兵庫県 姫路市
株式会社川西銘木 兵庫県 姫路市
株式会社成 兵庫県 姫路市
ブリーフィングデザイン有限会社 兵庫県 姫路市
北斗測量設計株式会社 兵庫県 姫路市
株式会社読売ＤＣ 兵庫県 姫路市
株式会社ワンズ 兵庫県 姫路市
株式会社 iTech 兵庫県 尼崎市
株式会社アランワーク 兵庫県 尼崎市
株式会社石原メディカルリトリート 兵庫県 尼崎市
ガス物流ネット株式会社 兵庫県 尼崎市
株式会社建匠 兵庫県 尼崎市
株式会社トーシン 兵庫県 尼崎市
医療法人（社団）豊繁会 兵庫県 尼崎市
株式会社長坂商店 兵庫県 尼崎市
株式会社浜の家 兵庫県 尼崎市
ファースト不動産販売株式会社 兵庫県 尼崎市
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有限会社ファミリア薬品 兵庫県 尼崎市
マナマハウジング株式会社 兵庫県 尼崎市
株式会社ａｔｅｌｉｅｒ　ＳＵＢＡＣＯ 兵庫県 明石市
医療法人社団いまいこどもクリニック 兵庫県 明石市
株式会社エム・ワイ・ジー 兵庫県 明石市
企業組合J-プロテック 兵庫県 明石市
三陽工業株式会社 兵庫県 明石市
株式会社シャイン 兵庫県 明石市
一般社団法人愛森会 兵庫県 西宮市
株式会社アトリエ・ルゥ 兵庫県 西宮市
株式会社グラース・コーポレーション 兵庫県 西宮市
ハウスコンサルタント株式会社 兵庫県 西宮市
株式会社フロントハウジング 兵庫県 西宮市
ミレニアルテック株式会社 兵庫県 西宮市
有限会社ムーブメント 兵庫県 西宮市
株式会社キド 兵庫県 洲本市
株式会社新高テック 兵庫県 洲本市
株式会社ホテルニューアワジ 兵庫県 洲本市
エビスクラフト合同会社 兵庫県 芦屋市
有限会社トミー 兵庫県 芦屋市
株式会社Ｎ＆Ｈ 兵庫県 伊丹市
株式会社ＣＯＣＯ 兵庫県 伊丹市
有限会社杉山工務店 兵庫県 伊丹市
ハードグラス工業株式会社 兵庫県 伊丹市
株式会社ヒラク 兵庫県 伊丹市
株式会社水野工業所 兵庫県 伊丹市
有限会社糸乗建設 兵庫県 豊岡市
有限会社サムソンアンドデリラ兵庫 兵庫県 豊岡市
株式会社大西住設 兵庫県 加古川市
大西石油株式会社 兵庫県 加古川市
小松設備設計有限会社 兵庫県 加古川市
トモエ繊維株式会社 兵庫県 加古川市
株式会社トラストカンパニー 兵庫県 加古川市
有限会社寺村技研 兵庫県 赤穂市
株式会社今村建設 兵庫県 西脇市
内橋化学成型株式会社 兵庫県 西脇市
株式会社亮 兵庫県 宝塚市
株式会社KUKULCA 兵庫県 宝塚市
株式会社ＦＡＴＥ 兵庫県 宝塚市
谷畑建設株式会社 兵庫県 三木市
株式会社　プリマベエーラ 兵庫県 川西市
株式会社オノケンコーポレーション 兵庫県 小野市
福岡ＣＲＳ株式会社 兵庫県 小野市
株式会社横山哲也商店 兵庫県 小野市
株式会社アクティパック 兵庫県 加西市
株式会社ごとう建築設計事務所 兵庫県 加西市
株式会社タカシマカーズ 兵庫県 加西市
橋爪電機株式会社 兵庫県 加西市
株式会社ハリミツ 兵庫県 丹波市
秀モータース株式会社 兵庫県 南あわじ市
株式会社山田海産物 兵庫県 南あわじ市
有限会社光伸自動車 兵庫県 宍粟市
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株式会社土肥富 兵庫県 加東市
社ガス有限会社 兵庫県 加東市
フェイスフルホーム株式会社 兵庫県 たつの市
株式会社Ｒａ・Ｍｕ 兵庫県 たつの市
新生化学工業株式会社 兵庫県 多可町
キング醸造株式会社 兵庫県 稲美町
株式会社コカジ技研 兵庫県 稲美町
株式会社ステップワン 兵庫県 市川町
有限会社奥西鉄工製作所 兵庫県 香美町
株式会社正親オート整備 兵庫県 新温泉町
池田 憲彦 兵庫県
石川 勝哲 兵庫県
魚﨑 一宏 兵庫県
金田 宏美 兵庫県
木村 貴行 兵庫県
金 容明 兵庫県
清水 聖司 兵庫県
城尾 雅子 兵庫県
高瀬 加奈子 兵庫県
田中 美佐緒 兵庫県
田中 康博 兵庫県
谷口 満 兵庫県
鄭 徳洋 兵庫県
中山 卓也 兵庫県
福味 幸雄 兵庫県
藤田 隆大 兵庫県
松田 純一 兵庫県
松本 紗也加 兵庫県
宮田 光基 兵庫県
山﨑 隆治 兵庫県
山田 愛 兵庫県
山本 幸司 兵庫県
余田 亮一 兵庫県
ヨントブ 奈美子 兵庫県
アトラス工営株式会社 奈良県 奈良市
株式会社栗実住宅 奈良県 奈良市
三和住宅株式会社 奈良県 奈良市
株式会社ブルーワーカー 奈良県 奈良市
有限会社ベトリード 奈良県 奈良市
株式会社吉田土木 奈良県 奈良市
株式会社アートハウス 奈良県 大和高田市
クラウン工業株式会社 奈良県 大和高田市
有限会社サン企画コーポレーション 奈良県 大和高田市
株式会社川本食品 奈良県 大和郡山市
高栄ハウジング株式会社 奈良県 橿原市
ダイワシステムマシン株式会社 奈良県 橿原市
株式会社ノムラ 奈良県 橿原市
特定非営利活動法人パシフィカ・ルネサンス 奈良県 橿原市
アステージ・カジタ株式会社 奈良県 御所市
株式会社たけむらハウジング 奈良県 香芝市
株式会社森田工務店 奈良県 宇陀市
長龍酒造株式会社 奈良県 広陵町
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井関 清 奈良県
神崎 雄一 奈良県
山本 正成 奈良県
吉川 博康 奈良県
和田 全示 奈良県
株式会社幸建設 和歌山県 和歌山市
有限会社白川電気工事 和歌山県 和歌山市
株式会社成幸 和歌山県 和歌山市
タムラウインドウ株式会社 和歌山県 和歌山市
有限会社土屋総合印刷 和歌山県 和歌山市
土井福商事株式会社 和歌山県 和歌山市
医療法人東穂会 和歌山県 和歌山市
株式会社西本商店 和歌山県 和歌山市
湯川紙業株式会社 和歌山県 和歌山市
ユタカ工作株式会社 和歌山県 和歌山市
井脇織物株式会社 和歌山県 橋本市
株式会社オカザキ紀芳庵 和歌山県 橋本市
医療法人研医会田辺中央病院 和歌山県 田辺市
有限会社長門屋 和歌山県 田辺市
有限会社マルヤマ 和歌山県 田辺市
株式会社緑進工業 和歌山県 田辺市
株式会社　東山精機 和歌山県 紀美野町
築野食品工業株式会社 和歌山県 かつらぎ町
グリーンヒル株式会社 和歌山県 美浜町
南紀森林組合 和歌山県 古座川町
井芝 弘詞 和歌山県
酒井 末次 和歌山県
中下 羨弘 和歌山県
西山 幸雄 和歌山県
吉川 勲 和歌山県
有限会社エコアール 鳥取県 鳥取市
有限会社高田技研 鳥取県 鳥取市
株式会社Ｂ－ＲＩＳＥ 鳥取県 鳥取市
有限会社福政 鳥取県 鳥取市
株式会社Martial President 鳥取県 鳥取市
有限会社オカモト 鳥取県 米子市
株式会社シー・アンド・エヌネクスト 鳥取県 米子市
株式会社カスミ 鳥取県 岩美町
株式会社梶野工務店 島根県 松江市
株式会社松和 島根県 松江市
有限会社友田大洋堂 島根県 松江市
株式会社日新電工 島根県 松江市
株式会社ＢＳＳコスモ 島根県 松江市
株式会社宮田薬品 島根県 松江市
株式会社吉田写真堂 島根県 松江市
株式会社なかだ 島根県 浜田市
ヒロシ株式会社 島根県 出雲市
江津土建株式会社 島根県 江津市
華羅株式会社 島根県 雲南市
有限会社紅梅しょうゆ 島根県 雲南市
有限会社蔦川土木 島根県 奥出雲町
有限会社冨田建築 島根県 隠岐の島町
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蒼空福祉サービス株式会社 岡山県 岡山市
ＡＹＡＴＡ株式会社 岡山県 岡山市
株式会社インテックスホールディングス 岡山県 岡山市
Ｅｘｐｒｏｕｄ株式会社 岡山県 岡山市
株式会社Ｌ＆Ａデザイン 岡山県 岡山市
有限会社大橋商店 岡山県 岡山市
有限会社景山建設 岡山県 岡山市
協和ファインテック株式会社 岡山県 岡山市
株式会社クラウン 岡山県 岡山市
有限会社クリーンライフ岡山 岡山県 岡山市
株式会社西大寺グランドホテル 岡山県 岡山市
有限会社西大寺塗装工業所 岡山県 岡山市
株式会社佐藤安商店 岡山県 岡山市
株式会社三進電気設備 岡山県 岡山市
株式会社シンキ食品 岡山県 岡山市
株式会社ＴＡＩＫＯＵ 岡山県 岡山市
中国建設工業株式会社 岡山県 岡山市
初田岡山販売有限会社 岡山県 岡山市
株式会社はれコーポレーション 岡山県 岡山市
株式会社プロマイズ 岡山県 岡山市
松田工業株式会社 岡山県 岡山市
株式会社ムラオ電設 岡山県 岡山市
有限会社ユニフォームカタヤマ 岡山県 岡山市
株式会社ワン　ソリューション 岡山県 岡山市
株式会社イシダ工務店 岡山県 倉敷市
株式会社カナタニ 岡山県 倉敷市
木山工業株式会社 岡山県 倉敷市
有限会社ケイ・テクノ 岡山県 倉敷市
ＣｏＲｔｅ．株式会社 岡山県 倉敷市
有限会社　三昇 岡山県 倉敷市
株式会社富田 岡山県 倉敷市
中桐紙器株式会社 岡山県 倉敷市
有限会社仁科建設 岡山県 倉敷市
木造ホーム株式会社小川建美 岡山県 倉敷市
株式会社ワイケイマネジメント 岡山県 倉敷市
岡山電気工事株式会社 岡山県 津山市
久米建設株式会社 岡山県 津山市
株式会社コル・グラーティア 岡山県 津山市
津山サービス株式会社 岡山県 津山市
美作マツダ自動車株式会社 岡山県 津山市
株式会社カサセイホームズ 岡山県 笠岡市
有限会社竹田スパイナルサポート 岡山県 総社市
株式会社美袋交通 岡山県 総社市
有限会社真壁 岡山県 新見市
有限会社尾㞍建設 岡山県 備前市
有限会社折工房 岡山県 瀬戸内市
有限会社近藤工業 岡山県 赤磐市
有限会社田村商事 岡山県 奈義町
株式会社賀陽技研 岡山県 吉備中央町
小山 和明 岡山県
近藤 享平 岡山県
田中 誉士 岡山県
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豊田 倫郎 岡山県
槙原 武一 岡山県
三宅 宏治 岡山県
株式会社アーキテクト 広島県 広島市
アイレストホーム株式会社 広島県 広島市
株式会社アンジェラック 広島県 広島市
株式会社イーサロングループ 広島県 広島市
インシップス株式会社 広島県 広島市
株式会社ウイズダム 広島県 広島市
特定非営利活動法人ウイングかべ 広島県 広島市
桂屋産業株式会社 広島県 広島市
株式会社クリエイト 広島県 広島市
有限会社黒木建設 広島県 広島市
株式会社ケーツーエス 広島県 広島市
医療法人健真会 広島県 広島市
合田産業株式会社 広島県 広島市
株式会社スターシャインプロモーション 広島県 広島市
株式会社住本鉄工所 広島県 広島市
大成ハウジング中国株式会社 広島県 広島市
有限会社泰伯 広島県 広島市
株式会社大和興産 広島県 広島市
有限会社谷本鉄工 広島県 広島市
東洋電装株式会社 広島県 広島市
株式会社トレビ 広島県 広島市
株式会社ナム 広島県 広島市
広島スチール工業株式会社 広島県 広島市
株式会社フーズアイ 広島県 広島市
株式会社フリーウィル 広島県 広島市
株式会社水野工業所 広島県 広島市
特定非営利活動法人もちもちの木 広島県 広島市
株式会社リトル・ワンズ 広島県 広島市
医療法人社団緑雨会 広島県 広島市
有限会社入川建設 広島県 呉市
大蔵商事株式会社 広島県 呉市
株式会社神垣組 広島県 呉市
三工電機株式会社 広島県 呉市
有限会社若元工業 広島県 呉市
エイワイホーム有限会社 広島県 三原市
株式会社金光組 広島県 三原市
株式会社井上設備 広島県 尾道市
有限会社エス・エー・シー 広島県 尾道市
株式会社コートテック 広島県 尾道市
株式会社　尾熊設備 広島県 福山市
株式会社ＣＯＲ 広島県 福山市
日昇工業株式会社 広島県 福山市
ビッグボーン株式会社 広島県 福山市
福山環境化学株式会社 広島県 福山市
有限会社富士水道工業 広島県 福山市
株式会社道下工務店 広島県 福山市
ユーセイ建設株式会社 広島県 福山市
株式会社佑善 広島県 福山市
有限会社渡辺製菓 広島県 福山市
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有限会社渡辺精進堂 広島県 三次市
有限会社栄鉄工 広島県 東広島市
Ｅａｒｔｈ株式会社 広島県 廿日市市
有限会社トミタ 広島県 廿日市市
環光エンジニアリング株式会社 広島県 廿日市市
有限会社府中興産 広島県 府中町
株式会社日興グループ 広島県 海田町
株式会社白鳳堂 広島県 熊野町
広島筆産業株式会社 広島県 熊野町
有限会社木下商会 広島県 安芸太田町
株式会社森岡農園 広島県 神石高原町
淺野 宏美 広島県
石倉 朋樹 広島県
樫原 節男 広島県
島谷 将文 広島県
関 利恵 広島県
田中 良昌 広島県
馬場 賢太郎 広島県
株式会社インマイライフ 山口県 下関市
株式会社小畑青果 山口県 下関市
有限会社田村青果 山口県 下関市
有限会社福田商会 山口県 下関市
株式会社藤本商店 山口県 下関市
有限会社吉田組 山口県 下関市
宇部正栄電纜株式会社 山口県 宇部市
株式会社ＡＺカンパニー 山口県 宇部市
有限会社エフケイホームサービス 山口県 宇部市
有限会社大空紙店 山口県 宇部市
岡タイヤ工業株式会社 山口県 宇部市
株式会社クック・チャムハッピー 山口県 宇部市
有限会社福永青果 山口県 宇部市
株式会社Ｈｏｍｅｗａｙ 山口県 宇部市
有限会社　ループ 山口県 宇部市
西京の森どうぶつ病院株式会社 山口県 山口市
株式会社サンショウ技建 山口県 山口市
マツモトＳＲＣ株式会社 山口県 山口市
有限会社山世水産 山口県 山口市
株式会社サンワ 山口県 萩市
豊田建設株式会社 山口県 萩市
株式会社柚子屋本店 山口県 萩市
有限会社CLEO 山口県 防府市
有限会社林工務店 山口県 防府市
河崎運輸機工株式会社 山口県 岩国市
株式会社ｑｏｌ 山口県 岩国市
長畑建設工業株式会社 山口県 岩国市
菊屋産業株式会社 山口県 光市
株式会社　国可 山口県 光市
三協開発株式会社 山口県 光市
有限会社清水屋 山口県 光市
長澤工務店株式会社 山口県 長門市
株式会社Ｍ．Ｉ．Ｗ 山口県 美祢市
株式会社寺田工務店 山口県 美祢市
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有限会社鹿野進和自動車 山口県 周南市
株式会社徳山国際カントリー倶楽部 山口県 周南市
株式会社美装 山口県 周南市
池永 恒則 山口県
岩本 慎一 山口県
木原 裕也 山口県
小早川 節 山口県
橋口 雅明 山口県
丸山 智大 山口県
社会福祉法人あさがお福祉会 徳島県 徳島市
株式会社コール 徳島県 徳島市
有限会社速井鉄工所 徳島県 徳島市
マツシマ林工株式会社 徳島県 徳島市
株式会社野口モータース 徳島県 鳴門市
有限会社高野建設 徳島県 吉野川市
有限会社カマダ 徳島県 美馬市
三星測建株式会社 徳島県 三好市
株式会社甫坂石材店 徳島県 勝浦町
住若海運株式会社 徳島県 松茂町
株式会社パズル 徳島県 松茂町
社会福祉法人友情会 徳島県 松茂町
株式会社多田ニット 徳島県 上板町
イクセイ建設興業株式会社 香川県 高松市
岩井設備株式会社 香川県 高松市
株式会社キャリアステーション 香川県 高松市
三栄ブロイラー販売株式会社 香川県 高松市
株式会社Season 香川県 高松市
有限会社山本建材 香川県 高松市
有限会社吉建 香川県 高松市
有限会社石原建設 香川県 丸亀市
有限会社逢坂電気店 香川県 丸亀市
株式会社白峯工業 香川県 坂出市
株式会社谷本建設 香川県 坂出市
有限会社よこす 香川県 坂出市
有限会社カワタ製紐所 香川県 善通寺市
有限会社入江水道 香川県 観音寺市
オーツケミカル株式会社 香川県 観音寺市
三宅産業株式会社 香川県 観音寺市
有限会社佐藤建築 香川県 さぬき市
有限会社後藤電機 香川県 三豊市
有限会社パルテック 香川県 三豊市
井口電気工事株式会社 香川県 土庄町
くらしくらふと株式会社 香川県 土庄町
有限会社高橋建設 香川県 土庄町
一般財団法人宇多津町振興財団 香川県 宇多津町
西野金陵株式会社 香川県 琴平町
有限会社白光舎 香川県 多度津町
澁谷 拓也 香川県
株式会社愛栄建設 愛媛県 松山市
株式会社かめ 愛媛県 松山市
株式会社さかえ屋 愛媛県 松山市
石販有限会社 愛媛県 松山市
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株式会社トマト 愛媛県 松山市
株式会社南洋建設 愛媛県 松山市
株式会社風土 愛媛県 松山市
株式会社　ｂｏａｐｐｕ 愛媛県 松山市
株式会社松山ニッタン商会 愛媛県 松山市
株式会社三枝工業 愛媛県 松山市
株式会社リブハウス 愛媛県 松山市
有限会社居植住 愛媛県 今治市
有限会社越智建設 愛媛県 今治市
株式会社カトルアイランド 愛媛県 今治市
株式会社黒川設備 愛媛県 今治市
株式会社佐々木工業 愛媛県 今治市
大伯砕石株式会社 愛媛県 今治市
ナルミ電機株式会社 愛媛県 今治市
矢野造船株式会社 愛媛県 今治市
株式会社入江組 愛媛県 宇和島市
株式会社創建カンパニー 愛媛県 宇和島市
株式会社増田商店 愛媛県 八幡浜市
株式会社ウーノ 愛媛県 新居浜市
株式会社クック・チャム 愛媛県 新居浜市
株式会社中萩電業 愛媛県 新居浜市
株式会社秋山魚市場 愛媛県 西条市
有限会社丹瓦建材店 愛媛県 西条市
ホシタリアルティ株式会社 愛媛県 四国中央市
株式会社ツクダ空調 愛媛県 東温市
大西 敏盛 愛媛県
越智 通雄 愛媛県
菊池 純一 愛媛県
小岡 皇王 愛媛県
佐竹 英俊 愛媛県
塩崎 準太 愛媛県
下元 美恵 愛媛県
有限会社　泉利昆布海産 高知県 高知市
株式会社オーエス・エンジニアリング 高知県 高知市
有限会社第一電化ストアー 高知県 高知市
株式会社マナベインテリアハーツ 高知県 高知市
株式会社吉岡精肉店 高知県 高知市
有限会社ロイヤル 高知県 高知市
株式会社高陽堂印刷 高知県 南国市
有限会社浅野すまい設備 高知県 香南市
有限会社手箱建設 高知県 いの町
農事組合法人平野協同畜産 高知県 四万十町
押尾 真 高知県
津田 久敬 高知県
株式会社ｉＱ 福岡県 北九州市
株式会社アシッド 福岡県 北九州市
医療法人井上秀人歯科 福岡県 北九州市
株式会社梅田造園土木 福岡県 北九州市
ｅｐｉｃ　ｄｉｎｅｒｓ株式会社 福岡県 北九州市
有限会社エルオーシー・テイカ 福岡県 北九州市
株式会社オートデンソー八蓄 福岡県 北九州市
株式会社尾崎商店 福岡県 北九州市
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有限会社快成調剤薬局 福岡県 北九州市
北九港湾建設株式会社 福岡県 北九州市
グランド印刷株式会社 福岡県 北九州市
医療法人賢＆レオ 福岡県 北九州市
有限会社広布堂 福岡県 北九州市
小倉合成工業株式会社 福岡県 北九州市
株式会社古島 福岡県 北九州市
株式会社山伸開発 福岡県 北九州市
有限会社白石書店 福岡県 北九州市
有限会社杉寿設備 福岡県 北九州市
有限会社青信工業 福岡県 北九州市
株式会社星和設計コンサルタント 福岡県 北九州市
有限会社創新建設 福岡県 北九州市
株式会社Ｔａｏ 福岡県 北九州市
竹藤開発工業株式会社 福岡県 北九州市
有限会社巴文機 福岡県 北九州市
株式会社日本ライフソリューション 福岡県 北九州市
有限会社バリオス 福岡県 北九州市
医療法人北愛会 福岡県 北九州市
有限会社北進測量企画設計 福岡県 北九州市
株式会社MASTERPIECE 福岡県 北九州市
松田建設工業株式会社 福岡県 北九州市
有限会社水谷土木運輸 福岡県 北九州市
株式会社三ツ矢不動産 福岡県 北九州市
株式会社安井組 福岡県 北九州市
株式会社Ｌａｂｏ 福岡県 北九州市
株式会社ワイズ 福岡県 北九州市
株式会社ワシダ 福岡県 北九州市
株式会社アーキシティ研究所 福岡県 福岡市
有限会社アーユス 福岡県 福岡市
アスカコーポレーション株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ａｔ　Ｂｌｅｎｄ 福岡県 福岡市
アニマルデザイン株式会社 福岡県 福岡市
株式会社あま・てらす 福岡県 福岡市
株式会社ＡＲａＴａｎａ　Ｈｏｍｅ’ｓ 福岡県 福岡市
有限会社イートレスト 福岡県 福岡市
株式会社ＥＰサポート 福岡県 福岡市
株式会社ｉｌ　ｃｏｓｍｏ３３ 福岡県 福岡市
株式会社岩田屋エージェンシー 福岡県 福岡市
ウィンスパイラル株式会社 福岡県 福岡市
エー・エイチ・シー株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ＡＳ‐ＦＵＫＵＯＫＡ 福岡県 福岡市
株式会社ＡＳメディカルサポート 福岡県 福岡市
株式会社ｅｓ設計企画 福岡県 福岡市
株式会社Ｆ．Ｉ．Ｔソリューション 福岡県 福岡市
株式会社F.AG 福岡県 福岡市
有限会社エンペック 福岡県 福岡市
株式会社オールリンク 福岡県 福岡市
株式会社ｏｆｆｉｃｅ　ｎｉｎｅ 福岡県 福岡市
株式会社加里部 福岡県 福岡市
株式会社奇正 福岡県 福岡市
九州日植株式会社 福岡県 福岡市
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有限会社霧島建築事務所 福岡県 福岡市
株式会社クックチャムプラスシー 福岡県 福岡市
株式会社クリアーＰ 福岡県 福岡市
株式会社グロリアース 福岡県 福岡市
合同会社光明 福岡県 福岡市
株式会社Ｓｕｒｆ－ｔｒｅｅ 福岡県 福岡市
酒井建設株式会社 福岡県 福岡市
株式会社サローネファミリア 福岡県 福岡市
シーアンドシー株式会社 福岡県 福岡市
合同会社Ｇ計画デザイン研究所 福岡県 福岡市
ジオ・ナビオ株式会社 福岡県 福岡市
社会福祉法人しののめ会 福岡県 福岡市
株式会社しょうき企画 福岡県 福岡市
株式会社ＳｔｏｃｋＲｕｎＭａｒｋｅｔｉｎｇ 福岡県 福岡市
株式会社ストリ 福岡県 福岡市
株式会社ＳＰＩＣＥ 福岡県 福岡市
株式会社ＣＥＣＩ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ　Ａｃａｄｅｍｙ 福岡県 福岡市
株式会社Zo企画 福岡県 福岡市
ゼロソリューション株式会社 福岡県 福岡市
株式会社Ｚｅｒｏ－Ｔｅｎ　Ｐａｒｋ 福岡県 福岡市
株式会社セントラル商工 福岡県 福岡市
株式会社蔵コーポレーション 福岡県 福岡市
株式会社匠 福岡県 福岡市
株式会社ＴＡＢＩＳＡＩ 福岡県 福岡市
株式会社槌屋 福岡県 福岡市
Ｔ＆Ｋ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社電究社 福岡県 福岡市
東方健寿実業株式会社 福岡県 福岡市
株式会社トラストワン 福岡県 福岡市
株式会社Trade Star 福岡県 福岡市
中野興産合同会社 福岡県 福岡市
一般社団法人日本プロドラコン協会 福岡県 福岡市
パールプラス・アルファ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社博多わび助 福岡県 福岡市
株式会社博運社 福岡県 福岡市
株式会社ＨＡＣＣＰジャパン 福岡県 福岡市
合同会社ＨＡＮＡＢＩ 福岡県 福岡市
有限会社濱フーズ 福岡県 福岡市
株式会社ＢＡＮ’ＤＥＭＩＣ 福岡県 福岡市
株式会社ビー・エム・エス 福岡県 福岡市
株式会社ＢＧＦ　ＨＯＭＥ 福岡県 福岡市
株式会社ＢＣＭ 福岡県 福岡市
株式会社ビービーフォー 福岡県 福岡市
株式会社ビトーテック 福岡県 福岡市
株式会社フィンボイス 福岡県 福岡市
福岡三和株式会社 福岡県 福岡市
株式会社フジカンパニー 福岡県 福岡市
株式会社フラッグシステム 福岡県 福岡市
株式会社ＦＬＡＰ　ＭＥＤＩＡ 福岡県 福岡市
株式会社ｂｌａｎ．ｃｏ 福岡県 福岡市
株式会社ｐｌａｙｆｕｌ 福岡県 福岡市
ポストワンサービス合同会社 福岡県 福岡市
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株式会社ぽぽぽん 福岡県 福岡市
株式会社まちのえき 福岡県 福岡市
株式会社　松屋 福岡県 福岡市
株式会社まる漢製薬 福岡県 福岡市
ＭＥ－ＮＥＳＳ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ミクトコーポレーション 福岡県 福岡市
株式会社ミックプロモーション 福岡県 福岡市
株式会社みやがわ 福岡県 福岡市
株式会社メディカルコンシェルジュ 福岡県 福岡市
悠久株式会社 福岡県 福岡市
株式会社侑久上海 福岡県 福岡市
株式会社ゆうひ環境グループ 福岡県 福岡市
株式会社ユニリンクパートナーズ 福岡県 福岡市
株式会社ＬＡＲＫＳ 福岡県 福岡市
有限会社楽天地 福岡県 福岡市
株式会社楽天地サービス 福岡県 福岡市
リバンク株式会社 福岡県 福岡市
一般社団法人理美会 福岡県 福岡市
株式会社ＬＩＭ 福岡県 福岡市
株式会社ＲＥＧ不動産 福岡県 福岡市
Ｌｏｃａｌ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ロデスマン 福岡県 福岡市
医療法人Ａｇｒｅｅ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｏｆｆｉｃｅ 福岡県 大牟田市
圓佛産業株式会社 福岡県 大牟田市
社会福祉法人大牟田市保育協会 福岡県 大牟田市
医療法人CLSすがはら 福岡県 大牟田市
有限会社福馬運送 福岡県 大牟田市
株式会社リフォームライフ 福岡県 大牟田市
株式会社アッセン 福岡県 久留米市
株式会社安徳電設工業 福岡県 久留米市
医療法人いたの会 福岡県 久留米市
株式会社ガロピーヌ 福岡県 久留米市
北原ウエルテック株式会社 福岡県 久留米市
久留米不動産システム株式会社 福岡県 久留米市
坂本産業株式会社 福岡県 久留米市
株式会社立山自動車工業 福岡県 久留米市
ファーカス株式会社 福岡県 久留米市
株式会社丸栄紙管 福岡県 久留米市
ミフチ印刷紙器有限会社 福岡県 久留米市
株式会社ワールド・ハッピネス 福岡県 久留米市
医療法人福泉会 福岡県 直方市
株式会社ヤマト建設 福岡県 直方市
株式会社あん 福岡県 飯塚市
株式会社サトー 福岡県 飯塚市
株式会社さくらトータルライフ 福岡県 田川市
株式会社フソウ 福岡県 田川市
株式会社ＴＬＣ 福岡県 柳川市
株式会社ｎｉｋｏｔｔｏ 福岡県 柳川市
有限会社宮本組 福岡県 柳川市
株式会社蒲池建設 福岡県 八女市
株式会社酒井組 福岡県 八女市
下川建設株式会社 福岡県 八女市
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株式会社熊井産業 福岡県 大川市
有限会社日本技研 福岡県 豊前市
株式会社石田鉄工 福岡県 中間市
有限会社増田水産 福岡県 中間市
アトリエサンカクスケール株式会社 福岡県 筑紫野市
株式会社Ｈｅａｒｔ　Ｆｉｅｌｄ 福岡県 筑紫野市
医療法人薫陽会 福岡県 春日市
株式会社ｈ．ａ．ｇ．ｈ 福岡県 春日市
株式会社タイヤチップセンター 福岡県 大野城市
株式会社ニシダ 福岡県 大野城市
有限会社徳本組 福岡県 宗像市
有限会社史 福岡県 宗像市
株式会社ＡＮＥＸＳＴ 福岡県 太宰府市
株式会社アメニテイ太宰府 福岡県 太宰府市
株式会社良選企画 福岡県 太宰府市
株式会社　アイ・ホーム 福岡県 古賀市
株式会社長崎材木店 福岡県 古賀市
一宮工業株式会社 福岡県 福津市
株式会社りの 福岡県 福津市
株式会社大和ハウジング 福岡県 うきは市
石戸産業株式会社 福岡県 宮若市
株式会社苅野 福岡県 宮若市
株式会社ヤマトジャパン 福岡県 宮若市
九州ハウジング株式会社 福岡県 みやま市
株式会社クライミング 福岡県 みやま市
株式会社四季工房 福岡県 糸島市
株式会社やきやま 福岡県 篠栗町
株式会社Ｋ’ｓ＆Ｃｏ． 福岡県 志免町
株式会社エースフィールド 福岡県 新宮町
医療法人嘉村整形外科医院 福岡県 遠賀町
株式会社アイズコーポレーション 福岡県 大木町
西建興業株式会社 福岡県 川崎町
株式会社丹村組 福岡県 大任町
株式会社ＩＮＡＴＯＭＩ 福岡県 福智町
株式会社木下組 福岡県 みやこ町
株式会社福森工業 福岡県 みやこ町
井上 優 福岡県
円城寺 巧 福岡県
小田 達也 福岡県
尾林 忠雄 福岡県
河野 末治 福岡県
北出 修一 福岡県
倉掛 健寛 福岡県
讃井 康博 福岡県
柴田 惠 福岡県
城後 千賀子 福岡県
新堀 徹 福岡県
鈴木 孝譲 福岡県
髙橋 孝吉 福岡県
田嶋 恵輔 福岡県
鶴我 高志 福岡県
徳永 卓見 福岡県

53 / 59 ページ



2021年1月27日

事業者名 都道府県 市区町村

留村 一平 福岡県
豊田 稔 福岡県
中島 政樹 福岡県
林 晃史 福岡県
平田 慎二 福岡県
松尾 隆夫 福岡県
水摩 力也 福岡県
守田 剛士 福岡県
森政 良智 福岡県
行武 俊行 福岡県
サンデイズ株式会社 佐賀県 佐賀市
株式会社ナラタエステート 佐賀県 佐賀市
株式会社九州シグマ 佐賀県 唐津市
株式会社鶴松造園建設 佐賀県 唐津市
株式会社テックコンサルタント 佐賀県 唐津市
特定非営利活動法人ひまわり 佐賀県 唐津市
株式会社百花園 佐賀県 唐津市
株式会社フレームワークス 佐賀県 唐津市
株式会社栗山建設 佐賀県 鳥栖市
有限会社平和商事 佐賀県 鳥栖市
株式会社牟田林業緑化 佐賀県 鳥栖市
克エンタープライズ有限会社 佐賀県 伊万里市
清本運輸株式会社 佐賀県 武雄市
株式会社橋口管工社 佐賀県 武雄市
有限会社古川建設 佐賀県 武雄市
楽園計画株式会社 佐賀県 武雄市
岡本建設株式会社 佐賀県 小城市
有限会社悟空 佐賀県 小城市
株式会社成富建設 佐賀県 嬉野市
医療法人悠池会池田内科 佐賀県 嬉野市
株式会社アイアール 佐賀県 基山町
鳥飼建設株式会社 佐賀県 基山町
有限会社大野養豚 佐賀県 太良町
田中 康太 佐賀県
中島 恒平 佐賀県
株式会社ＩＧプロジェクト 長崎県 長崎市
アイ・リリーフ株式会社 長崎県 長崎市
イーデザインホーム株式会社 長崎県 長崎市
有限会社京寿司 長崎県 長崎市
社会福祉法人小島保育園 長崎県 長崎市
社会福祉法人純心聖母会 長崎県 長崎市
株式会社親和電機商会 長崎県 長崎市
株式会社スカルパ 長崎県 長崎市
学校法人精道学園 長崎県 長崎市
有限会社トモメディカルサービス 長崎県 長崎市
長崎大同青果株式会社 長崎県 長崎市
ナガベア株式会社 長崎県 長崎市
株式会社中村工務店 長崎県 長崎市
社会福祉法人日春会 長崎県 長崎市
株式会社丸栄組 長崎県 長崎市
石橋建設有限会社 長崎県 佐世保市
伊藤鉄工造船株式会社 長崎県 佐世保市
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株式会社栄信 長崎県 佐世保市
株式会社おだ建築 長崎県 佐世保市
株式会社楠本工務店 長崎県 佐世保市
株式会社小柳 長崎県 佐世保市
株式会社三洋電気 長崎県 佐世保市
有限会社ゼロスポーツ 長崎県 佐世保市
マイライフホールディングス株式会社 長崎県 佐世保市
学校法人柚木幼稚園 長崎県 佐世保市
株式会社米田建設 長崎県 島原市
有限会社建信測量設計 長崎県 諫早市
医療法人宏善会 長崎県 諫早市
ジスコ不動産株式会社 長崎県 諫早市
ジスコホテル株式会社 長崎県 諫早市
株式会社長崎スクラップセンター 長崎県 諫早市
株式会社野副建設 長崎県 諫早市
株式会社村川蒲鉾 長崎県 諫早市
吉川建設株式会社 長崎県 諫早市
株式会社かとりストアー 長崎県 大村市
株式会社鈴木建設 長崎県 大村市
株式会社セブン 長崎県 大村市
有限会社川本建設 長崎県 平戸市
鷹島物産株式会社 長崎県 松浦市
有限会社松浦設備 長崎県 松浦市
有限会社シャローム 長崎県 西海市
株式会社三喜工業 長崎県 南島原市
株式会社宮崎 長崎県 南島原市
株式会社ウォッチ 長崎県 時津町
株式会社ＮＩ技研 長崎県 時津町
株式会社グリット 長崎県 時津町
医療法人優和会 長崎県 波佐見町
帶屋 充人 長崎県
小松 友和 長崎県
栁 昌希 長崎県
青山中央総研株式会社 熊本県 熊本市
株式会社イマイ・カーサービス 熊本県 熊本市
株式会社イマイ工業 熊本県 熊本市
株式会社岩瀬建設工業 熊本県 熊本市
内田・後藤税理士法人 熊本県 熊本市
株式会社ウッディファーム 熊本県 熊本市
株式会社Ｌ’ｓ　ｐｌａｃｅ 熊本県 熊本市
川崎測量設計株式会社 熊本県 熊本市
株式会社木村建設 熊本県 熊本市
医療法人杏友会 熊本県 熊本市
株式会社熊宮庭苑 熊本県 熊本市
有限会社三協畜産 熊本県 熊本市
株式会社ジェイ・インターナショナル 熊本県 熊本市
シタテル株式会社 熊本県 熊本市
株式会社シビコン 熊本県 熊本市
株式会社JEANNE 熊本県 熊本市
社会福祉法人寿量会 熊本県 熊本市
社会福祉法人善隣会 熊本県 熊本市
株式会社チームワーク 熊本県 熊本市

55 / 59 ページ



2021年1月27日

事業者名 都道府県 市区町村

有限会社林ゴム工業 熊本県 熊本市
原田木材株式会社 熊本県 熊本市
株式会社Ｆｉｒｓｔ 熊本県 熊本市
有限会社二和工業 熊本県 熊本市
有限会社ヘルメス企画 熊本県 熊本市
株式会社前田技建工業 熊本県 熊本市
有限会社森工業 熊本県 熊本市
株式会社　山西商事 熊本県 熊本市
熊成開発株式会社 熊本県 熊本市
米善機工株式会社 熊本県 熊本市
有限会社ライフ・アシスト 熊本県 熊本市
有限会社木屋 熊本県 八代市
株式会社真輝建設 熊本県 八代市
株式会社光里環境 熊本県 八代市
合資会社鳥越商店 熊本県 人吉市
有限会社人吉農産 熊本県 人吉市
株式会社フォーレスト 熊本県 荒尾市
株式会社佐雄 熊本県 水俣市
株式会社ウッドスペース 熊本県 玉名市
田上建設有限会社 熊本県 玉名市
株式会社アースデザイン 熊本県 山鹿市
株式会社竹﨑建設 熊本県 菊池市
有限会社中島自動車 熊本県 宇土市
山崎鮮魚株式会社 熊本県 上天草市
株式会社川崎建設 熊本県 天草市
有限会社興福堂 熊本県 天草市
株式会社凛興建 熊本県 天草市
九州オルガン針株式会社 熊本県 玉東町
株式会社清田産業 熊本県 玉東町
有限会社ライフデザイン 熊本県 菊陽町
翔栄建設株式会社 熊本県 南阿蘇村
トイメディカル株式会社 熊本県 御船町
有限会社大聖 熊本県 益城町
有限会社平井建設 熊本県 益城町
森川健康堂株式会社 熊本県 甲佐町
有限会社虹の通潤館 熊本県 山都町
有限会社稲葉工業 熊本県 氷川町
有限会社ケイピーエス・ネットワーク 熊本県 多良木町
有限会社山本建設 熊本県 山江村
上田 康弘 熊本県
沼津 雄喜 熊本県
一二三 香太郎 熊本県
的場 貴彦 熊本県
山下 力男 熊本県
株式会社アンド・モア 大分県 大分市
有限会社インテリアエス 大分県 大分市
合同会社エスペランサランドリー 大分県 大分市
株式会社大分エムテック 大分県 大分市
大分ペイブメント株式会社 大分県 大分市
角栄建設工業株式会社 大分県 大分市
九州環境管理株式会社 大分県 大分市
株式会社ＣＳＵ 大分県 大分市
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株式会社シヴィルコンサルタント 大分県 大分市
株式会社秀明社 大分県 大分市
有限会社石樹工苑建設 大分県 大分市
タイセイエンター株式会社 大分県 大分市
株式会社ハウジングトップ 大分県 大分市
医療法人福光医院 大分県 大分市
株式会社ベツケイ 大分県 大分市
社会福祉法人亀鶴会 大分県 別府市
株式会社ＦＬＡＳＨ 大分県 別府市
株式会社いろは建築技巧 大分県 中津市
株式会社グラント 大分県 中津市
ナカマ建設合同会社 大分県 中津市
株式会社原田建設 大分県 中津市
有限会社三郷電設 大分県 中津市
株式会社　井上酒造 大分県 日田市
東海建設株式会社 大分県 日田市
有限会社須山建設 大分県 佐伯市
医療法人養春堂 大分県 佐伯市
株式会社大誠機工 大分県 臼杵市
有限会社久住産業 大分県 竹田市
株式会社明治建設 大分県 竹田市
株式会社Ｃａｒ　Ｐａｉｎｔ　Ｋ 大分県 杵築市
株式会社自由空間設計 大分県 宇佐市
末宗建設株式会社 大分県 宇佐市
有限会社阿部工業 大分県 日出町
小野 雅一 大分県
櫻木 進 大分県
首藤 里佳 大分県
松井 聡生 大分県
吉川 健一郎 大分県
社会福祉法人江平福祉会 宮崎県 宮崎市
税理士法人コンウェイ 宮崎県 宮崎市
モータウンオートモーティブ株式会社 宮崎県 宮崎市
有限会社もりなが 宮崎県 宮崎市
有限会社都城金海堂 宮崎県 都城市
株式会社浦田建設 宮崎県 延岡市
株式会社おぐら 宮崎県 延岡市
株式会社山田組 宮崎県 延岡市
医療法人文誠会 宮崎県 日南市
大幸建設株式会社 宮崎県 小林市
チトセホーム株式会社 宮崎県 日向市
株式会社高山建設 宮崎県 高原町
株式会社千穂の家 宮崎県 高千穂町
高橋 一郎 宮崎県
西村 秀一 宮崎県
株式会社アクトリー 鹿児島県 鹿児島市
株式会社岩田組 鹿児島県 鹿児島市
株式会社上之設計 鹿児島県 鹿児島市
株式会社川崎植木 鹿児島県 鹿児島市
株式会社シースタイルサービス 鹿児島県 鹿児島市
株式会社ジオマックス 鹿児島県 鹿児島市
株式会社スマイルハウジング 鹿児島県 鹿児島市
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社会福祉法人清豊福祉会 鹿児島県 鹿児島市
株式会社トータルハウジング 鹿児島県 鹿児島市
有限会社富永緑化土木 鹿児島県 鹿児島市
有限会社とも調剤薬局 鹿児島県 鹿児島市
株式会社ニチガスサービス 鹿児島県 鹿児島市
合同会社庭や工房 鹿児島県 鹿児島市
勇ーTILE株式会社 鹿児島県 鹿児島市
肝付土建株式会社 鹿児島県 鹿屋市
株式会社森電気 鹿児島県 鹿屋市
有限会社山下とうふ店 鹿児島県 鹿屋市
有限会社まるた屋 鹿児島県 枕崎市
社会福祉法人妙見福祉協会 鹿児島県 枕崎市
株式会社光心 鹿児島県 出水市
株式会社平岩熱学 鹿児島県 出水市
迫田建設株式会社 鹿児島県 指宿市
株式会社沖田電設 鹿児島県 西之表市
東建設工業株式会社 鹿児島県 西之表市
有限会社錦江ガス 鹿児島県 垂水市
有限会社桜木新建材 鹿児島県 薩摩川内市
太伸建設株式会社 鹿児島県 薩摩川内市
松田建設株式会社 鹿児島県 薩摩川内市
株式会社Ａ－ＲＯＡＤ 鹿児島県 日置市
株式会社竹之内システム 鹿児島県 曽於市
米森建設株式会社 鹿児島県 曽於市
株式会社スマイル 鹿児島県 霧島市
一般社団法人スマイルズ 鹿児島県 霧島市
久木園建設株式会社 鹿児島県 いちき串木野市
有限会社鹿児島開発土木 鹿児島県 南さつま市
辻覚三商店有限会社 鹿児島県 志布志市
有限会社奄美マイカーセンター 鹿児島県 奄美市
松永工業株式会社 鹿児島県 伊佐市
株式会社ミタカ建設 鹿児島県 伊佐市
株式会社井上建設 鹿児島県 姶良市
社会福祉法人ともしび会 鹿児島県 姶良市
有限会社ブレード機工 鹿児島県 姶良市
有限会社前迫建設 鹿児島県 大崎町
株式会社桑原組 鹿児島県 錦江町
成武建設株式会社 鹿児島県 南大隅町
医療法人慈心会 鹿児島県 和泊町
有限会社吉田電設 鹿児島県 与論町
竹下 晃史 鹿児島県
坪山 正子 鹿児島県
株式会社あしびかんぱにー 沖縄県 那覇市
株式会社一 沖縄県 那覇市
有限会社兼正青果 沖縄県 那覇市
株式会社小波津組 沖縄県 那覇市
株式会社燦 沖縄県 那覇市
株式会社サンテック開発 沖縄県 那覇市
有限会社日本商事 沖縄県 那覇市
グローバル運輸 株式会社 沖縄県 宜野湾市
株式会社隆盛建設 沖縄県 宜野湾市
有限会社ゆいケアサービス 沖縄県 石垣市
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南西食品株式会社 沖縄県 名護市
株式会社ミヤフク 沖縄県 名護市
有限会社ハンエイ 沖縄県 沖縄市
ｌｅ　ｓｔｙｌｅ株式会社 沖縄県 沖縄市
有限会社新垣設備 沖縄県 うるま市
平安座総合開発株式会社 沖縄県 うるま市
有限会社大森開発 沖縄県 宮古島市
有限会社和工 沖縄県 宮古島市
沖建合資会社 沖縄県 本部町
有限会社宮城工務店 沖縄県 宜野座村
仲間郁代建築設計事務所株式会社 沖縄県 金武町
株式会社丸政工務店 沖縄県 金武町
株式会社リプラ不動産 沖縄県 北谷町
株式会社國健鉄筋工業 沖縄県 中城村
羽地 朝秀 沖縄県
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