
2020年4月30日

事業者名 都道府県

株式会社アイ・エー・シー 北海道

アクア技建株式会社 北海道

株式会社旭川ビジネス 北海道

株式会社アスレック 北海道

アライジング株式会社 北海道

医療法人社団アルファ歯科矯正歯科医院 北海道

株式会社イースト住宅情報 北海道

株式会社生杉建設 北海道

石岡電気工業株式会社 北海道

公益財団法人石狩市体育協会 北海道

株式会社一寸房 北海道

株式会社一宝 北海道

株式会社海の別邸ふるかわ 北海道

浦本 英二 北海道

社会福祉法人ＨＯＰ 北海道

株式会社エクシード 北海道

株式会社エミヤホールディングス 北海道

有限会社太田建匠 北海道

小笠原 信吾 北海道

株式会社かきぬま工務店 北海道

株式会社カサデン 北海道

株式会社カメラセンター 北海道

株式会社菊地建設工業 北海道

株式会社京進機工 北海道

医療法人健幸会 北海道

株式会社健名工建 北海道

株式会社コスミック 北海道

株式会社小西建築工房 北海道

媚山鉄工株式会社 北海道

札幌宅商株式会社 北海道

株式会社佐藤公郎建築設計事務所 北海道

税理士法人シマ会計 北海道

医療法人社団美西会 北海道

令和元年度補正サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業
＜一次公募（臨時対応）交付決定事業者一覧＞
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2020年4月30日

事業者名 都道府県

株式会社翔進 北海道

株式会社進藤鋳造鉄工所 北海道

株式会社総合住研 北海道

大真エンジニアリング株式会社 北海道

大陸建設株式会社 北海道

竹原 慎一 北海道

株式会社田村義肢製作所 北海道

株式会社帝北 北海道

道朝日電設株式会社 北海道

東海建設株式会社 北海道

有限会社中岡写真館 北海道

有限会社中標津乳販 北海道

医療法人社団ナカヤスマイルインスティテュート 北海道

株式会社夏井坂組 北海道

株式会社西組 北海道

株式会社西山マネジメントオフィス 北海道

株式会社日専連パシフィック 北海道

有限会社能戸自動車整備工場 北海道

林 友翔 北海道

平岸ハイヤー株式会社 北海道

株式会社藤屋 北海道

公益財団法人北海道学校給食会 北海道

北海道トラベルサービス合同会社 北海道

北健ビル管理株式会社 北海道

株式会社マリー薬局 北海道

有限会社マル安三上石材工業所 北海道

株式会社ミライエホーム 北海道

村井 貴一 北海道

有限会社室谷デンタルシステム・ラボラトリー 北海道

山茂山田木材株式会社 北海道

株式会社ユーイング 北海道

株式会社ワイ・エス・ジー 北海道

営繕合同会社 青森県

株式会社エコム青い森 青森県

株式会社エム電業 青森県

有限会社大湯石材店 青森県
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2020年4月30日

事業者名 都道府県

株式会社小山内組 青森県

株式会社工藤建設工業 青森県

株式会社熊谷建設工業 青森県

株式会社グラーテス 青森県

倉橋建設株式会社 青森県

建築工房クーム有限会社 青森県

株式会社功和産業 青森県

株式会社コンテック東日本 青森県

新産測量株式会社 青森県

タナカホーム株式会社 青森県

社会福祉法人虹 青森県

有限会社林塗料 青森県

有限会社朋友計画 青森県

三厩観光開発株式会社 青森県

有限会社ヤマトホーム 青森県

株式会社ＹＯＵ 青森県

株式会社洋電社 青森県

若宮 崇義 青森県

岩手日化サービス株式会社 岩手県

株式会社エムシーエス生涯学習センター 岩手県

株式会社Ｌ＆Ｈ 岩手県

有限会社小沢商会 岩手県

亀卦川 優治 岩手県

北上運輸株式会社 岩手県

佐藤建設株式会社 岩手県

株式会社三協医科器械 岩手県

下斗米 誠悟 岩手県

株式会社スマイヴ 岩手県

株式会社ＴＳＤ 岩手県

株式会社奈良屋 岩手県

有限会社美建工業 岩手県

株式会社プラザ企画 岩手県

株式会社平成電設 岩手県

株式会社八重働工務店 岩手県

株式会社ヤスモト 岩手県

有限会社渡邊測量事務所 岩手県
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2020年4月30日

事業者名 都道府県

株式会社アイ・ユー 宮城県

学校法人赤門宏志学院 宮城県

株式会社イデアル 宮城県

株式会社入間 宮城県

株式会社うさぎやワークス 宮城県

有限会社ウッドシステムタカサキ 宮城県

株式会社ＭＩカンパニー 宮城県

株式会社エラン 宮城県

有限会社小野商店 宮城県

株式会社カナイ美建 宮城県

株式会社キット 宮城県

ケービー・テック株式会社 宮城県

有限会社後藤自動車整備工場 宮城県

株式会社ジェイベース 宮城県

株式会社森丯 宮城県

株式会社鈴憲商店 宮城県

大和建設株式会社 宮城県

株式会社タカコウ・ハウス 宮城県

株式会社高正 宮城県

株式会社馳走亭 宮城県

株式会社Ｔ－ｐｌａｎ 宮城県

株式会社データリカバリー 宮城県

株式会社東北ドローン 宮城県

株式会社ナカトガワ技研 宮城県

日建産業株式会社 宮城県

フクダ物産株式会社 宮城県

株式会社フロンティア 宮城県

マルトヨ食品株式会社 宮城県

株式会社ミツイ 宮城県

株式会社ミライ測地 宮城県

株式会社杜都環境開発機構 宮城県

遊季ガーデン株式会社 宮城県

株式会社ゆらリズム 宮城県

株式会社陸友 宮城県

株式会社リノシア 宮城県

令和設備設計株式会社 宮城県
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2020年4月30日

事業者名 都道府県

株式会社鰐設計 宮城県

秋田林業ホーム株式会社 秋田県

株式会社鈴兼工務店 秋田県

株式会社タカシーバルプラン 秋田県

田代水道工業株式会社 秋田県

柳沢 祐介 秋田県

株式会社渡辺佐文建築設計事務所 秋田県

有限会社アク・サン 山形県

安孫子 満孝 山形県

株式会社エタン・エステート 山形県

有限会社える・さん 山形県

株式会社エルサン 山形県

大場土木工業株式会社 山形県

ケーデー工業株式会社 山形県

株式会社後藤工業 山形県

有限会社後藤配管 山形県

株式会社斎藤農機製作所 山形県

坂本 伸寛 山形県

株式会社Ｊｅｓ設計 山形県

株式会社中央測量設計事務所 山形県

株式会社アクシブ 福島県

アシスト株式会社 福島県

有限会社有松工務店 福島県

株式会社エムケー技研 福島県

株式会社おおみ 福島県

医療法人社団空港通歯科医院 福島県

医療法人健幸会 福島県

有限会社寿設計 福島県

株式会社コムテックス 福島県

有限会社スズケン 福島県

株式会社タイズスタイル 福島県

林合名会社 福島県

株式会社福島アスコン 福島県

株式会社藤建設 福島県

マルヨシ工業株式会社 福島県

株式会社宮本組 福島県
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2020年4月30日

事業者名 都道府県

株式会社ＭＩＲＡＩＥ 福島県

八幡 公章 福島県

株式会社山崎工業 福島県

株式会社アーキテクチャー 茨城県

株式会社アーバンシステムコンサルタント 茨城県

株式会社Ｉ＆Ｓビジネスサポート 茨城県

株式会社アルテック 茨城県

有限会社石川測量事務所 茨城県

株式会社伊藤工房 茨城県

茨城県大同青果株式会社 茨城県

株式会社梅里物流サービス 茨城県

有限会社エス・プランナー 茨城県

大坂建鋼株式会社 茨城県

株式会社オカザキ 茨城県

金子 稔 茨城県

川俣 弘毅 茨城県

有限会社ｇｒｏｏｍ 茨城県

株式会社幸大 茨城県

駒井 保夫 茨城県

株式会社斉丸不動産 茨城県

ジョイ・ハウス有限会社 茨城県

株式会社城西測量設計 茨城県

昭和プロダクツ茨城株式会社 茨城県

株式会社スガハラ 茨城県

高﨑 康史 茨城県

株式会社宝島ジャパン 茨城県

株式会社トビタ技研 茨城県

株式会社取手自動車教習所 茨城県

株式会社中山設計事務所 茨城県

長山 裕一 茨城県

株式会社ＨＯＵＳＩＮＧ・住谷組 茨城県

萩沼 才次郎 茨城県

株式会社堀石材工業 茨城県

有限会社三代設計 茨城県

株式会社諸岡 茨城県

株式会社山澤自動車 茨城県
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2020年4月30日

事業者名 都道府県

赤石工業株式会社 栃木県

株式会社アプテム設計 栃木県

株式会社アル・ホーム 栃木県

有限会社飯塚造園 栃木県

株式会社石川電工 栃木県

石本 俊太郎 栃木県

株式会社エステート・ワン 栃木県

医療法人エフ 栃木県

株式会社エフエムティ 栃木県

株式会社岡田建築設計事務所 栃木県

有限会社岡田石材 栃木県

株式会社小幡工務店 栃木県

株式会社グレイド 栃木県

斉藤建設株式会社 栃木県

株式会社サイバーオート 栃木県

佐藤工業株式会社 栃木県

株式会社佐藤材木店 栃木県

株式会社三和電気工業所 栃木県

鈴木 毅 栃木県

大興電気工業株式会社 栃木県

株式会社大向電設 栃木県

株式会社タナベ 栃木県

株式会社竹葉建設 栃木県

中央テクニカ株式会社 栃木県

株式会社ティー・シー・シー 栃木県

テレビ小山放送株式会社 栃木県

常盤自動車株式会社 栃木県

株式会社野沢重機建設 栃木県

株式会社ハナツカコンストラクション 栃木県

株式会社プロエステート社 栃木県

株式会社プロジェクトセンター 栃木県

有限会社プロスパーインターナショナル 栃木県

ホリエ電設工業株式会社 栃木県

株式会社マルイワ技建 栃木県

森 浩之 栃木県

有限会社保久開発 栃木県
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2020年4月30日

事業者名 都道府県

有限会社山形建築工業 栃木県

有限会社ヤマダ 栃木県

ランド・フォレスト株式会社 栃木県

アイ・シー電子工業株式会社 群馬県

アイエムエス株式会社 群馬県

株式会社アミック 群馬県

池下工業株式会社 群馬県

株式会社石田屋 群馬県

株式会社エクテス 群馬県

有限会社大竹製作所 群馬県

株式会社小川屋 群馬県

税理士法人加藤会計事務所 群馬県

門平 一志 群馬県

神戸 真悟 群馬県

特定非営利活動法人きずな 群馬県

金星食品有限会社 群馬県

工藤建設工業株式会社 群馬県

有限会社ＫＯＩＫＥ 群馬県

高栄電業株式会社 群馬県

互敬クラウド協同組合 群馬県

小菅 栄子 群馬県

株式会社小林ビジネスセンター 群馬県

株式会社サニテイション 群馬県

株式会社サンポウ 群馬県

三洋繊維株式会社 群馬県

株式会社システムスタイル 群馬県

島田設備工業有限会社 群馬県

株式会社上毛アーキテック 群馬県

有限会社シンク 群馬県

株式会社森林環境コンサルタント 群馬県

髙橋 洋子 群馬県

竹内 智也 群馬県

株式会社翼創建 群馬県

株式会社トーカイテクノ 群馬県

株式会社冨永調査事務所 群馬県

巴産業株式会社 群馬県
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2020年4月30日

事業者名 都道府県

株式会社ＮＡＮＫＵＲＵ 群馬県

株式会社錦野金型工業 群馬県

株式会社ニュースタイル 群馬県

沼田土建株式会社 群馬県

ハトリバンテック株式会社 群馬県

有限会社日暮工業 群馬県

有限会社福島重車輌 群馬県

平和衡機株式会社 群馬県

株式会社ホージュン 群馬県

株式会社マスタープランニング 群馬県

丸栄建設株式会社 群馬県

マルシン産業株式会社 群馬県

株式会社山梅 群馬県

株式会社東管工 埼玉県

株式会社アップテール 埼玉県

株式会社アルファー 埼玉県

株式会社ＥＡＣＨ 埼玉県

有限会社石川工務店 埼玉県

石﨑 大介 埼玉県

株式会社イデアファクトリー 埼玉県

株式会社井上運送 埼玉県

株式会社井上建築工学設計事務所 埼玉県

岩下 一三 埼玉県

植松 敦史 埼玉県

ＨＳプラン株式会社 埼玉県

株式会社エイトプランニング 埼玉県

有限会社エクステリアウエーブ 埼玉県

有限会社エムテック 埼玉県

株式会社おうちＬＡＢＯ 埼玉県

株式会社大塚 埼玉県

株式会社ガーデンクラフト 埼玉県

ガーデンスタイル株式会社 埼玉県

有限会社皆心住建 埼玉県

株式会社カネコホーム 埼玉県

有限会社川越ホーム 埼玉県

関越建設株式会社 埼玉県
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2020年4月30日

事業者名 都道府県

関東図書株式会社 埼玉県

株式会社菊池造園土木 埼玉県

株式会社北町機械 埼玉県

木元 英明 埼玉県

有限会社きもの処つるや 埼玉県

共栄建築有限会社 埼玉県

株式会社共英測量設計 埼玉県

医療法人社団健進会 埼玉県

医療法人健友会 埼玉県

医療法人社団光志会 埼玉県

光和空調株式会社 埼玉県

株式会社ＧＯＬＤ 埼玉県

こぐれ建設株式会社 埼玉県

コスモプリンツ株式会社 埼玉県

小林 正道 埼玉県

有限会社近藤建材店 埼玉県

株式会社彩生 埼玉県

坂詰 和彦 埼玉県

サッカードットコム株式会社 埼玉県

サンライズ工業株式会社 埼玉県

株式会社シバタホームズ 埼玉県

ジビキ建設株式会社 埼玉県

株式会社昭好 埼玉県

昭和地所株式会社 埼玉県

有限会社新生測量設計社 埼玉県

税理士法人シン中央会計 埼玉県

株式会社セイコービル管理 埼玉県

太平洋航業株式会社 埼玉県

高江洲 義也 埼玉県

有限会社高橋ダイカスト工業所 埼玉県

有限会社宅開測量 埼玉県

社会福祉法人秩父正峰会 埼玉県

千葉 桂介 埼玉県

株式会社ティー・エム・サーベイ 埼玉県

德橋 俊雄 埼玉県

戸田精密工業株式会社 埼玉県
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2020年4月30日

事業者名 都道府県

株式会社中原工業 埼玉県

株式会社中村植産造園 埼玉県

株式会社名取製作所 埼玉県

西田 一之 埼玉県

西山 健司 埼玉県

株式会社貫井産業 埼玉県

株式会社ネツシン 埼玉県

野澤 真也 埼玉県

ハウス・エージェント株式会社 埼玉県

羽生測量設計株式会社 埼玉県

学校法人母の会 埼玉県

有限会社パラヴィ 埼玉県

有限会社ビー・メイクス 埼玉県

株式会社平井板金 埼玉県

平岡 俊郎 埼玉県

平川 雄二 埼玉県

医療法人社団ブライトデンタルケア 埼玉県

プラネット株式会社 埼玉県

ＰＬＡＭＯ株式会社 埼玉県

有限会社フリー・ガーデン 埼玉県

株式会社ベルワールド 埼玉県

有限会社マシックス 埼玉県

株式会社アーバン企画 埼玉県

山口建設株式会社 埼玉県

株式会社山崎工務店 埼玉県

有限会社山城工務店 埼玉県

ヤママンリフォーム株式会社 埼玉県

有限会社山本美創 埼玉県

株式会社ユニ・アート設計事務所 埼玉県

医療法人社団陽隆会 埼玉県

株式会社吉野造園 埼玉県

株式会社ライフタイムサポート 埼玉県

株式会社ランドワークス 埼玉県

ＲＯＹＡＬ３５８株式会社 埼玉県

株式会社ｙ’ｓ 埼玉県

株式会社和銅鉱泉旅館 埼玉県
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事業者名 都道府県

株式会社相関鳥獣店 千葉県

医療法人社団彩里会 千葉県

株式会社イワキ産業 千葉県

有限会社内山測量事務所 千葉県

株式会社浦安石勘 千葉県

株式会社エアスケープ建築設計事務所 千葉県

エステージ株式会社 千葉県

株式会社オカムラホーム 千葉県

ＯＫＩ建設株式会社 千葉県

株式会社柏工房 千葉県

神岡 徹 千葉県

キレイ救便サービス株式会社 千葉県

株式会社ｋｕｒｏｓａｗａ　ｋａｗａｒａｔｅｎ 千葉県

ケアフル株式会社 千葉県

広風苑株式会社 千葉県

株式会社小関建築設計事務所 千葉県

税理士法人坂本会計 千葉県

株式会社サポートユニット 千葉県

株式会社三協リール 千葉県

株式会社三融警備保障 千葉県

有限会社山葉測量 千葉県

株式会社上信水道工業所 千葉県

杉本 宏 千葉県

鈴木 晋 千葉県

医療法人社団晴咲会 千葉県

株式会社Ｚｅｒｕｋ 千葉県

創建住販株式会社 千葉県

有限会社大千園 千葉県

ダイナミック株式会社 千葉県

株式会社竹中機械製作所 千葉県

田中 義之 千葉県

東進ホーム株式会社 千葉県

トーヨー住機株式会社 千葉県

徳南エクスプレス株式会社 千葉県

株式会社ＮＩＳＨＩＨＡＲＡ 千葉県

株式会社ネクスト 千葉県
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事業者名 都道府県

株式会社のうえんプランニング 千葉県

株式会社ハウスパートナーホールディングス 千葉県

有限会社ハウスフィット 千葉県

社会福祉法人フラット 千葉県

株式会社ＢＵＬＬ 千葉県

税理士法人フロイデ 千葉県

有限会社北葉設備 千葉県

有限会社牧野測量 千葉県

松戸市上下水道管工事業協同組合 千葉県

有限会社ミカサプラミング 千葉県

株式会社ユニペン 千葉県

株式会社米倉工業 千葉県

株式会社ラクオーレ 千葉県

株式会社リード 千葉県

株式会社Ｌｕｉｂ 千葉県

株式会社若菜設備 千葉県

渡邉 信幸 千葉県

株式会社ワンストーン 千葉県

株式会社アークライト 東京都

株式会社アース建築設計工房 東京都

医療法人社団ＩＷＨ 東京都

有限会社アイファーム 東京都

税理士法人赤坂共同事務所 東京都

株式会社アクセル 東京都

株式会社アクセルオート 東京都

アクティベートジャパン税理士法人 東京都

浅田 顕司 東京都

旭商事株式会社 東京都

株式会社アスレタ 東京都

株式会社アセント 東京都

株式会社アドップ 東京都

株式会社あどばる 東京都

アド．プランニング株式会社 東京都

株式会社アトリエハレトケ 東京都

株式会社ＡＥＶＩＣ 東京都

有限会社アビリティーホーム 東京都

13 / 69 ページ



2020年4月30日

事業者名 都道府県

阿部 舜 東京都

税理士法人アミカ 東京都

株式会社アルテ＆ラール 東京都

株式会社ＡＲＥＴＥＣＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ 東京都

株式会社塩梅 東京都

株式会社井島建築板金 東京都

和泉保全有限会社 東京都

株式会社１４４Ｌａｂ 東京都

株式会社イッセイカネコ 東京都

税理士法人イデアコンサルティング 東京都

株式会社イデアプラス 東京都

今井 信吾 東京都

医療法人社団ウィミンズ・ウェルネス 東京都

株式会社ＷＯＯＲＯＭ． 東京都

株式会社上野パーツセンター 東京都

上原株式会社 東京都

梅澤 太陽 東京都

株式会社ＡＭＬジャパン 東京都

エイチ・アンド・エフ・インターナショナル株式会社 東京都

合同会社８Ｙ８ 東京都

株式会社ＡＶｉＣ 東京都

株式会社Ａ．Ｉ．グローバル 東京都

税理士法人ＡＳＣ 東京都

株式会社エージーテクノス 東京都

有限会社エクスプローラー 東京都

株式会社ｅｃｔｅｃｔ 東京都

株式会社ＳＰ総合経営グループ 東京都

税理士法人Ｓ－ＬＩＮＫパートナーズ 東京都

ＮＨＢ税理士法人 東京都

株式会社ＭＡＳＳ 東京都

株式会社エリオニクス 東京都

エル・アバンダンス株式会社 東京都

株式会社ＬＣ 東京都

有限会社ＬＤＵ 東京都

オータ事務所株式会社 東京都

オーツカ飲料株式会社 東京都
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大野 博文 東京都

大原 将土 東京都

小川建装株式会社 東京都

奥瀬 敏之 東京都

税理士法人おしうみ総合会計事務所 東京都

株式会社和建築設計事務所 東京都

加藤 慎吾 東京都

加藤 宏幸 東京都

金子 滋 東京都

金子 智則 東京都

カネニ建設株式会社 東京都

株式会社カレント 東京都

株式会社河田工業 東京都

医療法人社団希翔幸会 東京都

木下 昌 東京都

有限会社キムラ工業 東京都

株式会社キュリエ 東京都

株式会社京扇 東京都

株式会社協立エンジニアリング 東京都

クアトロンプラス株式会社 東京都

國松 偉公子 東京都

倉田 琢哉 東京都

倉田 亮次郎 東京都

Ｃｒｅｗｗ株式会社 東京都

株式会社グレイスプラス 東京都

株式会社黒坂鍍金工業所 東京都

株式会社ケイオー 東京都

医療法人社団慶治会 東京都

株式会社ケーズリビング 東京都

株式会社Ｋ－ＰＬＡＮ 東京都

社会福祉法人欅会 東京都

監物 真 東京都

株式会社小池工務店 東京都

交建株式会社 東京都

廣告社株式会社 東京都

医療法人社団晃進会 東京都
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株式会社ＫＯＧＡＯ 東京都

株式会社国書刊行会 東京都

古敷谷 昇 東京都

古高 崇幸 東京都

株式会社ゴッホ・スタイリングス 東京都

株式会社小山弓具 東京都

齊木 智輝 東京都

酒井 拓郎 東京都

有限会社坂田工務店 東京都

さきがけ税理士法人 東京都

櫻井 健 東京都

佐々木 康貴 東京都

株式会社佐藤宏尚建築デザイン事務所 東京都

佐藤 義昭 東京都

株式会社ＳＡＮＮ 東京都

有限会社三協不動産 東京都

株式会社サンコー 東京都

株式会社三宝工業 東京都

三和システムエンジニアリング株式会社 東京都

株式会社ジーエスワークス 東京都

ＧＴｅｃｈ株式会社 東京都

株式会社ＣＢＩＴ 東京都

株式会社ＪＥＭ 東京都

実用春日ホーム株式会社 東京都

四宮 博文 東京都

渋谷税理士法人 東京都

株式会社清水構造計画 東京都

霜鳥 博一 東京都

株式会社シュガー・ラッシュ 東京都

株式会社シュガープラネット 東京都

株式会社昭立造園 東京都

株式会社食楽 東京都

株式会社シリアルゲームズ 東京都

陣之内 宏成 東京都

シンプル株式会社 東京都

株式会社神明堂 東京都
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信和設計株式会社 東京都

Ｓｗｉｔｃｈ税理士法人 東京都

Ｓｏｏｇｏｌ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ株式会社 東京都

鈴木自工株式会社 東京都

ストラーダ税理士法人 東京都

有限会社砂川土地 東京都

株式会社スポーツマリオ 東京都

医療法人社団聖恵会 東京都

医療法人社団清慈会 東京都

誠将興業株式会社 東京都

株式会社清和光学製作所 東京都

関口 恭貴 東京都

株式会社セキュアスカイ・テクノロジー 東京都

セルプロモート株式会社 東京都

税理士法人センチュリーパートナーズ 東京都

相互建設株式会社 東京都

株式会社ＳＯＰＨＩＡＳ 東京都

有限会社大勝工業 東京都

株式会社大五商会 東京都

株式会社大信製作所 東京都

医療法人社団泰大会 東京都

有限会社大東鉄工 東京都

株式会社タウン 東京都

高岡 謙次 東京都

医療法人社団タカラ会 東京都

株式会社田島商店 東京都

有限会社タナカ製作所 東京都

社会福祉法人千歳会 東京都

知野 彰一 東京都

有限会社中央フォトサービス 東京都

医療法人社団直伸会 東京都

株式会社ツアーサポート 東京都

株式会社柘製作所 東京都

株式会社ＴＩＡＮ 東京都

株式会社ＴＭリンク 東京都

ＤＥＫＩＲＵ株式会社 東京都
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株式会社デニム 東京都

寺田 利久 東京都

株式会社デルタソリューションズ 東京都

株式会社天狗鮨 東京都

株式会社天狗フーズ 東京都

株式会社天王洲ゴルフ倶楽部 東京都

トイカツ合同会社 東京都

東京シンコール株式会社 東京都

株式会社東京税経センター 東京都

東京中央税理士法人 東京都

株式会社東設土木コンサルタント 東京都

税理士法人ＴＯＴＡＬ 東京都

株式会社ｔｏｍｏｒｕ 東京都

株式会社トラヤ 東京都

ＴＯＷＡ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ株式会社 東京都

有限会社中澤測量 東京都

中 信二 東京都

株式会社ナカツー 東京都

社会福祉法人南風会 東京都

医療法人社団日心会 東京都

日本ビニールコード株式会社 東京都

日本フォームサービス株式会社 東京都

有限会社人形町志乃多寿司 東京都

根本 惠司 東京都

野田 智大朗 東京都

延島 一知 東京都

Ｖｅｒｓ株式会社 東京都

株式会社ハイペリオン 東京都

萩口 義治 東京都

橋場鐵工株式会社 東京都

有限会社橋本石材 東京都

長谷川 純子 東京都

株式会社林順孝建築設計事務所 東京都

株式会社早美 東京都

株式会社ビオータ 東京都

株式会社光精機製作所 東京都
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医療法人社団飛成会 東京都

株式会社ビッグヨーサン 東京都

有限会社平野オートボディー 東京都

ヒロ株式会社 東京都

株式会社ファスコ 東京都

株式会社ファン・ファクトリー 東京都

株式会社ファンアプリ 東京都

ファンズソリューション株式会社 東京都

フォーチュンスープ株式会社 東京都

福島 秀一 東京都

税理士法人福田・安斎事務所 東京都

富国工業株式会社 東京都

藤澤 宗徳 東京都

医療法人社団ブライトスマイル 東京都

株式会社プリンセススクゥエアー 東京都

社会福祉法人平成会 東京都

株式会社ベネテックス 東京都

株式会社ホームマックス 東京都

保髙 一成 東京都

株式会社マイスタッフ 東京都

税理士法人町田パートナーズ 東京都

松木 光洋 東京都

馬目 時宗 東京都

株式会社丸昭 東京都

株式会社丸善 東京都

丸芳木材工業株式会社 東京都

医療法人社団溝口歯科医院 東京都

有限会社宮里 東京都

宮本 庸一 東京都

村田 和重 東京都

株式会社村山建設 東京都

ＭａｋｅＨｏｕｓｅ株式会社 東京都

株式会社メカニカル技研 東京都

医療法人社団ＭＥＤＩＱＯＬ 東京都

医療法人社団モルゲンロート 東京都

税理士法人矢﨑会計事務所 東京都

19 / 69 ページ



2020年4月30日

事業者名 都道府県

株式会社山﨑興業 東京都

山藤建設工業株式会社 東京都

株式会社ｅｕ－ｃｏｕｎｔｒｙ 東京都

医療法人社団祐清会 東京都

医療法人社団有生会 東京都

湯谷 裕行 東京都

有限会社永永舎 東京都

株式会社ＹＯＬＯ 東京都

吉澤精機工業株式会社 東京都

吉場 靖司 東京都

吉本環境設計株式会社 東京都

ラーニングエッジ株式会社 東京都

株式会社ライツスタイル 東京都

株式会社Ｌｉｆｅｌｏｎｇ　Ｋｉｎｄｅｒｇａｒｔｅｎ 東京都

有限会社リーフ 東京都

リフレクトアート株式会社 東京都

株式会社リンクス 東京都

類巣 火見路 東京都

ロード建設株式会社 東京都

税理士法人ＹＦＰクレア 東京都

和宏体育施設株式会社 東京都

ワンパーソン株式会社 東京都

株式会社アイ・ディー・エクス 神奈川県

秋山 修一 神奈川県

有限会社阿部測量設計事務所 神奈川県

株式会社イーアーキ 神奈川県

株式会社イージス 神奈川県

株式会社イクシス 神奈川県

税理士法人石黒会計事務所 神奈川県

株式会社石原興業 神奈川県

株式会社イメンス 神奈川県

いわた環境計画株式会社 神奈川県

株式会社インテックス 神奈川県

株式会社ウィッシュコーポレーション 神奈川県

株式会社ヴェリタスジャパン 神奈川県

株式会社Ｈ＆Ｃエンジニアリング 神奈川県
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Ａ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｌａｂ株式会社 神奈川県

医療法人笑顔を育む会 神奈川県

株式会社エス・エフエンジニアリング 神奈川県

医療法人社団ＳＤＯ 神奈川県

株式会社エフ・トレード 神奈川県

株式会社大久保恒産 神奈川県

大澤 輝久 神奈川県

有限会社大貫産業 神奈川県

岡野 耕兒 神奈川県

有限会社小川自動車工業 神奈川県

郭 旬子 神奈川県

神奈川中央養鶏農業協同組合 神奈川県

株式会社金子設計 神奈川県

株式会社カミケン 神奈川県

株式会社カム 神奈川県

北沢建設株式会社 神奈川県

株式会社キャドエル 神奈川県

協同電子エンジニアリング株式会社 神奈川県

協和工業株式会社 神奈川県

有限会社空間設計技研なごみはうす 神奈川県

栗原木材株式会社 神奈川県

京浜電設株式会社 神奈川県

有限会社ケイファクトリー 神奈川県

医療法人社団慶和会 神奈川県

医療法人社団健生会 神奈川県

株式会社広伸ホーム 神奈川県

こうへい企画株式会社 神奈川県

株式会社コラム建設 神奈川県

佐々木 欽悦 神奈川県

山京建設株式会社 神奈川県

社会福祉法人讃助の会 神奈川県

サンノー技研有限会社 神奈川県

医療法人サンライズ 神奈川県

清水 春雄 神奈川県

株式会社下田商会 神奈川県

社会福祉法人松宝苑 神奈川県
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株式会社ジョブテラス 神奈川県

神鋼産業株式会社 神奈川県

有限会社鈴木アトリエ 神奈川県

鈴木建設株式会社 神奈川県

株式会社スリーハイ 神奈川県

成活ハウスサービス株式会社 神奈川県

医療法人社団成隆会 神奈川県

有限会社関田商事 神奈川県

医療法人社団颯和会 神奈川県

株式会社大洋電機エンジニアリング 神奈川県

株式会社高井工務店 神奈川県

株式会社高橋製作所 神奈川県

高橋 伸尚 神奈川県

株式会社種市工務店 神奈川県

株式会社中央銘板 神奈川県

有限会社Ｔ＆Ａ企画 神奈川県

株式会社東明サイエンス 神奈川県

株式会社中村鋼業 神奈川県

日鉄工営株式会社 神奈川県

株式会社野坂建築設計 神奈川県

株式会社ビルドアート 神奈川県

税理士法人Ｆａｒｒｏｗ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ 神奈川県

株式会社フィオーロ 神奈川県

株式会社袋内興業 神奈川県

有限会社芳甘菓豆芳 神奈川県

株式会社豊明石材 神奈川県

北辰建設株式会社 神奈川県

株式会社ホテル横須賀 神奈川県

有限会社三浦重機 神奈川県

医療法人社団三島会 神奈川県

株式会社みなと住建 神奈川県

宮田 保之 神奈川県

山口 英生 神奈川県

株式会社山路フードシステム 神奈川県

株式会社山本松五郎商店 神奈川県

株式会社ユナイト 神奈川県
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株式会社ヨシナガ工業 神奈川県

株式会社Ｙ．Ｄ．Ｌ 神奈川県

株式会社池井組 新潟県

株式会社石六石材店 新潟県

有限会社市川建築店 新潟県

株式会社井恒興業 新潟県

株式会社井上材木店 新潟県

内山 愛一郎 新潟県

Ａ＆Ｍ新潟賃貸株式会社 新潟県

株式会社大場工務店 新潟県

株式会社生越土建 新潟県

株式会社オンダ建築デザイン事務所 新潟県

株式会社加藤重機 新潟県

金子 友幸 新潟県

株式会社上村建設 新潟県

北本建設株式会社 新潟県

株式会社栗原金商 新潟県

株式会社氣輪工業 新潟県

株式会社高菱 新潟県

有限会社近建材 新潟県

株式会社近藤組 新潟県

近藤 豊 新潟県

株式会社佐藤さく井設備 新潟県

税理士法人サンライズ 新潟県

上新開発株式会社 新潟県

新菖工業株式会社 新潟県

株式会社シンワ歯研 新潟県

有限会社大清建設 新潟県

株式会社田中組 新潟県

社会福祉法人桐鈴会 新潟県

有限会社新潟保全サービス 新潟県

株式会社日建緑地 新潟県

ｈａｋｋａｉ株式会社 新潟県

ＢＤコーポレーション株式会社 新潟県

株式会社堀内組 新潟県

株式会社源建設 新潟県
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株式会社モリタ装芸 新潟県

有限会社山伸 新潟県

株式会社ユーホームズ 新潟県

株式会社若杉造園 新潟県

有限会社若林建設 新潟県

赤江 豊 富山県

朝野工業株式会社 富山県

イセ株式会社 富山県

株式会社牛島屋 富山県

エステアール株式会社 富山県

株式会社折橋商店 富山県

金 孝春 富山県

株式会社河畠造園 富山県

木村産業株式会社 富山県

くろべ漁業協同組合 富山県

株式会社五郎工務店 富山県

株式会社斉藤組 富山県

三久建設株式会社 富山県

三笑楽酒造株式会社 富山県

正栄ウェルフェア株式会社 富山県

株式会社神高 富山県

株式会社スパック 富山県

株式会社竹部工業 富山県

医療法人社団長樹会あみたに医院 富山県

砺波工業株式会社 富山県

羽岡 克規 富山県

福島 浩志 富山県

松 定夫 富山県

株式会社丸米製菓 富山県

吉原建設株式会社 富山県

アイブレーン株式会社 石川県

株式会社アメニテック 石川県

株式会社一家 石川県

一松建設株式会社 石川県

芋塚 定信 石川県

大口水産株式会社 石川県
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株式会社鼎建設 石川県

株式会社金澤ブルワリー 石川県

協和リビング株式会社 石川県

株式会社グリーン 石川県

株式会社済田工務店 石川県

櫻井建設株式会社 石川県

株式会社春香園 石川県

大栄商事株式会社 石川県

大和建設株式会社 石川県

有限会社高浜自動車整備工場 石川県

有限会社武井モータース 石川県

株式会社中越自動車商会 石川県

中出 智也 石川県

野尻 孝司 石川県

八交自動車工業株式会社 石川県

株式会社林組 石川県

株式会社ハラ自動車 石川県

伴石材株式会社 石川県

有限会社平石工業 石川県

株式会社フジタ 石川県

北陸エクステリア株式会社 石川県

松浦酒造有限会社 石川県

株式会社宮野勇吉商店 石川県

山川 秀一 石川県

株式会社山下モーター 石川県

株式会社山本組 石川県

株式会社ＵＳＤＭ 石川県

有限会社よこい青果 石川県

横川 一郎 石川県

株式会社Ｌｉｆｅ　Ｃｒｅａｔｏｒ 石川県

株式会社ＬＵＡＮＥＣＴｐｌａｎｎｉｎｇ 石川県

株式会社赤堀 福井県

イーゲート株式会社 福井県

越前株式会社 福井県

上中ガス株式会社 福井県

川口電気株式会社 福井県
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キムラ株式会社 福井県

株式会社クラップ 福井県

医療法人三西会 福井県

柴田商事株式会社 福井県

大和建設株式会社 福井県

株式会社トミックス 福井県

中日本土木株式会社 福井県

永森建設株式会社 福井県

ハシモトモータース株式会社 福井県

藤田さく泉工業株式会社 福井県

本多木材株式会社 福井県

株式会社ＭＹ　ＦＯＯＴ 福井県

株式会社未來住建 福井県

株式会社吉島組 福井県

株式会社リバーフォレスト 福井県

医療法人わかすぎ歯科クリニック 福井県

安藤 登 山梨県

有限会社飯田建材 山梨県

井上建設株式会社 山梨県

今村 健一 山梨県

小俣 文生 山梨県

株式会社岳麓自動車教習所 山梨県

金丸 佳正 山梨県

有限会社敷島緑化土木 山梨県

神宮字 今朝春 山梨県

株式会社光富士 山梨県

株式会社ＡＬＰＲＥＸ 長野県

株式会社石の晃和 長野県

井坪建設株式会社 長野県

株式会社エムズ・ファクトリー 長野県

金井 仁 長野県

株式会社健祥 長野県

有限会社小泉精機製作所 長野県

更埴エルピーガス協同組合 長野県

有限会社公陽ハウジング 長野県

株式会社小林建設 長野県
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株式会社駒ヶ根電化 長野県

有限会社石匠宮下 長野県

高田 明俊 長野県

医療法人田中歯科医院 長野県

東京モートロニクス株式会社 長野県

成迫社会保険労務士法人 長野県

株式会社バルクス 長野県

有限会社ビックイン 長野県

株式会社プラスアース 長野県

株式会社前田鉄工所 長野県

株式会社丸冨士 長野県

有限会社山岸石材 長野県

有限会社横嶋商店 長野県

株式会社六協 長野県

ＹＨＫプラン株式会社 長野県

株式会社ワイドデンタル 長野県

株式会社アクトクリエイティブトラスト 岐阜県

株式会社東建設 岐阜県

株式会社アドバンテックマルダイ 岐阜県

安藤設備工業株式会社 岐阜県

株式会社ＩＫＥＭＯＫＵ 岐阜県

株式会社一建 岐阜県

有限会社稲垣石碑専門店 岐阜県

揖斐昭和建設株式会社 岐阜県

揖斐土木建築工業株式会社 岐阜県

有限会社ヴェローチェ 岐阜県

瓜巣 洋輔 岐阜県

株式会社エスペランサ 岐阜県

株式会社恵那テクニカ 岐阜県

エヌティ測量設計株式会社 岐阜県

ＭＭＰＣ税理士法人 岐阜県

有限会社奥田石材店 岐阜県

各務建設株式会社 岐阜県

樫原 兼正 岐阜県

株式会社叶不動産 岐阜県

株式会社木嶋プロパン 岐阜県

27 / 69 ページ



2020年4月30日

事業者名 都道府県

株式会社岐阜道路 岐阜県

株式会社共栄製作所 岐阜県

共栄土木建築株式会社 岐阜県

久納 玄揮 岐阜県

株式会社窪江建築設計事務所 岐阜県

株式会社Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｆｉｅｌｄ 岐阜県

有限会社河野水道工業 岐阜県

株式会社ゴーアヘッドワークス 岐阜県

株式会社ゴトー・マン 岐阜県

株式会社小林製作所 岐阜県

株式会社さくら酒店 岐阜県

株式会社シモダ道路 岐阜県

株式会社匠建 岐阜県

合同会社水都 岐阜県

医療法人社団瑞鳳会 岐阜県

瑞明建設有限会社 岐阜県

セイノウ設備株式会社 岐阜県

清和陶器株式会社 岐阜県

株式会社セカンド 岐阜県

曽根 壽夫 岐阜県

ダーナ有限会社 岐阜県

高山米穀協業組合 岐阜県

竜美電気株式会社 岐阜県

玉田建設株式会社 岐阜県

有限会社土田商店 岐阜県

株式会社ＤＭテクノス 岐阜県

株式会社ディマンシェ 岐阜県

株式会社テクノシステム 岐阜県

東海窯炉サービス株式会社 岐阜県

巴産業株式会社 岐阜県

株式会社中山理研 岐阜県

有限会社名里興業 岐阜県

西山建設株式会社 岐阜県

株式会社Ｎｅｗｉｎｉｚｉｏ 岐阜県

庭紋奥村造園有限会社 岐阜県

株式会社ハイメック 岐阜県
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萩原建材株式会社 岐阜県

羽島顆粒工業株式会社 岐阜県

株式会社林組 岐阜県

株式会社雛屋建設社 岐阜県

有限会社平瀬酒造店 岐阜県

株式会社ひらめきカンパニー 岐阜県

プリクション合同会社 岐阜県

穂積建設株式会社 岐阜県

株式会社マキナ 岐阜県

合資会社増井商店 岐阜県

株式会社丸亀工務 岐阜県

丸立工業株式会社 岐阜県

株式会社丸東 岐阜県

株式会社マルトトマツ 岐阜県

株式会社水谷木工 岐阜県

溝口 則男 岐阜県

有限会社無為自然 岐阜県

株式会社　名濃エンジニアリング 岐阜県

株式会社安江土建 岐阜県

山内 豊 岐阜県

株式会社山晃 岐阜県

株式会社ユーディーエー建築設計 岐阜県

有限会社ヨシダホーム 岐阜県

龍王ホームサービス株式会社 岐阜県

六原建設株式会社 岐阜県

ワイ・ケー・ピー工業株式会社 岐阜県

和仁産業株式会社 岐阜県

株式会社わんなかまんま村 岐阜県

有限会社アヴァンス 静岡県

アスター株式会社 静岡県

株式会社イシヤマ 静岡県

一色機材株式会社 静岡県

井出運送有限会社 静岡県

有限会社入政建築 静岡県

株式会社栄久建設 静岡県

株式会社HKS 静岡県
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株式会社エス・テイ・ケイ 静岡県

株式会社ＭＣＧサービス 静岡県

有限会社大木工業所 静岡県

株式会社オオハタ 静岡県

株式会社ＯＤＡＭＡＫＩ 静岡県

有限会社かねた 静岡県

加茂 浩介 静岡県

株式会社カワイ 静岡県

グッドリビング株式会社 静岡県

株式会社久野金型製作所 静岡県

建築工房コウセー有限会社 静岡県

株式会社小塚建設 静岡県

株式会社コプレック 静岡県

小松観光株式会社 静岡県

株式会社小松建設 静岡県

医療法人社団サーフサイドメディカルケア 静岡県

斎藤 雅俊 静岡県

佐藤建設株式会社 静岡県

株式会社三永 静岡県

山栄建設株式会社 静岡県

三基精工株式会社 静岡県

株式会社シーエス技研 静岡県

有限会社静岡フスマ商会 静岡県

株式会社七𠀋設計 静岡県

杉浦建設株式会社 静岡県

鈴や玩具株式会社 静岡県

スペースプランニング株式会社 静岡県

有限会社関也建設 静岡県

竹内 清貴 静岡県

玉川産業株式会社 静岡県

司道路株式会社 静岡県

土谷 尚之 静岡県

株式会社テクニカルエコサービス 静岡県

有限会社テクノデザイン 静岡県

寺田 昌史 静岡県

株式会社東部自動車学校 静岡県
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有限会社トーシン 静岡県

戸﨑建設株式会社 静岡県

株式会社友田組 静岡県

株式会社ナカミチ 静岡県

中山 博英 静岡県

株式会社西尾組 静岡県

日興工業有限会社 静岡県

株式会社にわとり不動産 静岡県

沼津石材株式会社 静岡県

長谷川建設株式会社 静岡県

株式会社双葉園 静岡県

株式会社マルイチ 静岡県

有限会社マルハ白都建設 静岡県

有限会社丸福造園土木 静岡県

有限会社明工電気 静岡県

株式会社望月設備 静岡県

本橋建設株式会社 静岡県

森精工株式会社 静岡県

株式会社ヤマグチ機械 静岡県

山口 剛史 静岡県

山田 弘司 静岡県

山本 豪 静岡県

吉岡 康治 静岡県

株式会社吉野工務店 静岡県

有限会社ラグデザイン 静岡県

株式会社ラズビック 静岡県

有限会社和田商事 静岡県

渡辺建設株式会社 静岡県

アーキテックス株式会社 愛知県

株式会社アーキネット 愛知県

株式会社アイチ金属 愛知県

愛知鋼業株式会社 愛知県

株式会社アイレクスリテイル 愛知県

安達建築株式会社 愛知県

アダチ電気株式会社 愛知県

Ａｈａ　ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ株式会社 愛知県
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株式会社安藤建築設計 愛知県

飯尾 裕光 愛知県

井高建築株式会社 愛知県

イシダ総合システム株式会社 愛知県

株式会社イシハラ 愛知県

税理士法人伊勢山会計 愛知県

株式会社一刀 愛知県

伊藤 勝義 愛知県

株式会社いとう建匠 愛知県

株式会社伊藤製作所 愛知県

伊藤造船株式会社 愛知県

株式会社ヴァーチュ 愛知県

有限会社ウィズビズインターナショナル 愛知県

株式会社ウィズホーム 愛知県

株式会社ウサミ建工 愛知県

株式会社梅谷技研 愛知県

ウラベ自動車販売株式会社 愛知県

株式会社エイチ－プラス 愛知県

有限会社エー・ラウンド 愛知県

株式会社Ａ．Ｌ．Ｓ 愛知県

株式会社エコフォレスト 愛知県

株式会社ＳＫベネフィット 愛知県

株式会社ＦＫトレードジャパン 愛知県

株式会社エムワイ 愛知県

大石 佳明 愛知県

岡 宗一 愛知県

有限会社小川 愛知県

小椋 貴夫 愛知県

尾崎 円茂 愛知県

尾関 源太郎 愛知県

株式会社オフィスアサイ 愛知県

株式会社カーマッチ 愛知県

株式会社梶田設備 愛知県

有限会社柏弥紙店 愛知県

株式会社カネイ 愛知県

カネトヨ株式会社 愛知県
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株式会社かねなか架設工業 愛知県

有限会社神谷石油店 愛知県

神谷 孝生 愛知県

株式会社北川建設 愛知県

株式会社木全造苑 愛知県

木村 博視 愛知県

合同会社グレイスランド 愛知県

株式会社螢雪社 愛知県

有限会社ケー・エス・ピー 愛知県

医療法人広充会 愛知県

甲村 雄二 愛知県

コクネ製作株式会社 愛知県

株式会社近藤石材店 愛知県

斎藤建設株式会社 愛知県

斎藤 浩基 愛知県

栄コンサルタント株式会社 愛知県

サンズシステムソリューション株式会社 愛知県

有限会社サンポート 愛知県

サンワ株式会社 愛知県

株式会社Ｊフロンティア 愛知県

株式会社システックス 愛知県

株式会社柴田工業 愛知県

株式会社白菊保険事務所 愛知県

株式会社伸和 愛知県

株式会社信和産業 愛知県

菅原工業株式会社 愛知県

株式会社菅原設備 愛知県

株式会社杉井鉄工所 愛知県

株式会社杉山設計事務所 愛知県

鈴木 一成 愛知県

株式会社ＳＴＵＤＩＯ　ＦＥＥＬ’Ｚ 愛知県

土地家屋調査士法人スペース設計 愛知県

税理士法人スマッシュ経営 愛知県

一般社団法人生前整理普及協会 愛知県

株式会社精版印刷 愛知県

有限会社創工舎 愛知県
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株式会社Ｓｏｇｎｏ　Ｓｔｙｌｅ 愛知県

ＳＯＲＡＰＬＵＳ株式会社 愛知県

株式会社大中環境 愛知県

株式会社大八総合センター 愛知県

税理士法人高須会計事務所 愛知県

株式会社高畑自動車サービス 愛知県

株式会社たかふね工業 愛知県

タクトシステム株式会社 愛知県

株式会社たくみ暖設 愛知県

有限会社辰已機工 愛知県

株式会社多摩建工 愛知県

株式会社中建設計 愛知県

有限会社中部美装 愛知県

株式会社ツカサディザインコマース 愛知県

株式会社ＤＩＺＥＲＩＯ 愛知県

有限会社テクノアート 愛知県

株式会社デザインセンターオワリヤ 愛知県

有限会社デザイン・データ・ビルド 愛知県

東海鋼管株式会社 愛知県

東洋工業株式会社 愛知県

トーワ株式会社 愛知県

医療法人徳心会 愛知県

株式会社戸松電気工業所 愛知県

株式会社冨田組 愛知県

富永 めぐみ 愛知県

株式会社トライエッティング 愛知県

トラスト運輸有限会社 愛知県

株式会社トリニティ 愛知県

株式会社長野電気工業所 愛知県

名古屋工業株式会社 愛知県

株式会社日美 愛知県

株式会社日建ホームズ 愛知県

ニワホーム株式会社 愛知県

株式会社ハートイノベーション 愛知県

株式会社服部歯車 愛知県

パパママハウス株式会社 愛知県
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株式会社林工務店 愛知県

林 高弘 愛知県

パワーテックス株式会社 愛知県

株式会社ｂｐコンサルティング 愛知県

日置興業株式会社 愛知県

株式会社ビオサプライ 愛知県

光電気工事株式会社 愛知県

株式会社美建 愛知県

株式会社ビシュウ 愛知県

株式会社七番組 愛知県

日比 準 愛知県

株式会社ヒラテ技研 愛知県

平野 永 愛知県

平野 裕昭 愛知県

平場 宣子 愛知県

福留 健治 愛知県

株式会社不二興産 愛知県

有限会社富士商会 愛知県

株式会社フナツ工業 愛知県

ＢＬＩＳＳ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社 愛知県

株式会社ＢＬＯＯＭ 愛知県

株式会社Ｐｒｏｇｒｅｓｓ 愛知県

株式会社プロバイド 愛知県

ホーム建材株式会社 愛知県

ホームデコール設計事務所合同会社 愛知県

株式会社ホームパーティ 愛知県

ボールズ建築カンパニー株式会社 愛知県

有限会社星山建築 愛知県

有限会社堀田ビジネス商会 愛知県

穂積商事株式会社 愛知県

株式会社マスターズ 愛知県

株式会社マタドール 愛知県

合同会社マリンラボ 愛知県

丸豊化成株式会社 愛知県

有限会社マンボ 愛知県

有限会社みずのかぐ 愛知県
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株式会社水野商会 愛知県

有限会社ミナミ 愛知県

社会福祉法人みなみ福祉会 愛知県

有限会社三輪高資商店 愛知県

株式会社名翔テック 愛知県

株式会社メイトデザイン 愛知県

株式会社メック 愛知県

山﨑電機有限会社 愛知県

株式会社山田製作所 愛知県

有限会社ユウ電 愛知県

ユニバーサルエコロジー株式会社 愛知県

株式会社夢のおてつだい 愛知県

株式会社ヨツ葉 愛知県

株式会社ライフイノベーション 愛知県

株式会社リーディング．ラボ 愛知県

株式会社リノテック 愛知県

リ・ライフ株式会社 愛知県

株式会社りんねしゃ 愛知県

ルクラ株式会社 愛知県

医療法人玲聖会 愛知県

鷲尾 直紀 愛知県

株式会社ワナミテック 愛知県

株式会社アーベイン 三重県

株式会社赤塚塗装店 三重県

株式会社明の星建想 三重県

株式会社アサヒ電設 三重県

株式会社エイシン 三重県

株式会社エムライン 三重県

株式会社おにぎりの桃太郎 三重県

勝田 宗宏 三重県

株式会社クスキデザイン 三重県

株式会社興紀管工 三重県

株式会社幸泉 三重県

合同会社小坂製作所 三重県

株式会社ゴトー商会 三重県

株式会社五味建設 三重県
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小村 国大 三重県

株式会社近藤建設 三重県

株式会社近藤設計 三重県

株式会社桜井組 三重県

ＣＭＫ株式会社 三重県

株式会社ジーネクスト 三重県

総合建築浦上株式会社 三重県

株式会社創地堂 三重県

大輝工業株式会社 三重県

有限会社大幸 三重県

ＴＡＫＡ設計株式会社 三重県

株式会社辻プロテック工業 三重県

東新電機工業株式会社 三重県

ＴＯＴＡＬＭＡＳＴＥＲＳ株式会社 三重県

株式会社とわの巧創 三重県

中川電装株式会社 三重県

中谷工業株式会社 三重県

株式会社中美建設 三重県

株式会社ナヤデン 三重県

濵田建設株式会社 三重県

有限会社廣塚鉄工 三重県

ホームデザインキャスリー株式会社 三重県

株式会社北斗エス・イー・シー 三重県

株式会社前田組 三重県

マルフク食品株式会社 三重県

株式会社村上商店 三重県

株式会社山博運送 三重県

ヨシダ建設有限会社 三重県

株式会社Ｙ’ｓ　ｈｏｍｅ 三重県

愛美装株式会社 滋賀県

アトラスブレース有限会社 滋賀県

株式会社アルサスエンジニアリング 滋賀県

株式会社イチダ 滋賀県

株式会社ＦＰ測量プラネット 滋賀県

株式会社遠藤製作所 滋賀県

株式会社オーエムテクノ 滋賀県
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太田 昌男 滋賀県

株式会社尾賀亀 滋賀県

岡田 治子 滋賀県

株式会社オクテック 滋賀県

株式会社カクキチ 滋賀県

株式会社片山 滋賀県

株式会社北村 滋賀県

株式会社甲西測量 滋賀県

株式会社小﨑工業 滋賀県

株式会社サポート 滋賀県

株式会社澤村 滋賀県

株式会社滋賀集成材センター 滋賀県

志賀 法幸 滋賀県

株式会社清水鐵工所 滋賀県

新江州株式会社 滋賀県

高橋 賢司 滋賀県

タカヒサ不動産株式会社 滋賀県

社会福祉法人達真会 滋賀県

株式会社天誠運輸 滋賀県

株式会社夏見工務店 滋賀県

法面プロテクト株式会社 滋賀県

林フォーム工業株式会社 滋賀県

マザーレイク株式会社 滋賀県

有限会社松田精工 滋賀県

株式会社山克電工 滋賀県

株式会社リハビリ・パートナーズ 滋賀県

アイクリエイト株式会社 京都府

株式会社イー住まい 京都府

株式会社石寅 京都府

上島建設株式会社 京都府

株式会社上山工務店 京都府

株式会社ウォーネクト 京都府

株式会社エイチ・アンド・ティー 京都府

ＮＫＥ株式会社 京都府

株式会社オーク 京都府

株式会社大西商店 京都府
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大原種苗株式会社 京都府

株式会社岡田造園 京都府

オリエントハウス株式会社 京都府

ガーデン株式会社 京都府

ガーデングローブ株式会社 京都府

株式会社金森製作所 京都府

川村 頼久 京都府

河本 泰行 京都府

有限会社協伸金型工業 京都府

税理士法人京都財務サポート 京都府

公益財団法人京都労働者総合会館 京都府

日下部 光則 京都府

株式会社ケー・エー・シー 京都府

株式会社建登 京都府

協同組合光正会館 京都府

公正産業株式会社 京都府

小嶋織物株式会社 京都府

小森 彰 京都府

古山 隼也 京都府

医療法人さかの歯科 京都府

株式会社サンキュー 京都府

株式会社山翠園 京都府

有限会社三丹住宅機器販売 京都府

サンワ産業株式会社 京都府

株式会社ＧＳクラフト 京都府

株式会社シュルード設計 京都府

株式会社城陽モータース 京都府

株式会社設計京北 京都府

株式会社大門 京都府

医療法人高尾歯科医院 京都府

株式会社タキノ組 京都府

タケダ工芸株式会社 京都府

東洋竹工株式会社 京都府

株式会社徳本組 京都府

株式会社永田工務店 京都府

永平 光一 京都府
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西谷 元希 京都府

株式会社ＮＩＳＨＩＭＵＲＡ 京都府

株式会社西村工業 京都府

日本通信機器株式会社 京都府

医療法人八仁会 京都府

株式会社ビーパックス 京都府

ひかり税理士法人 京都府

株式会社ビジョンナビ・サービス 京都府

有限会社人見建築 京都府

株式会社兵藤製作所 京都府

株式会社ビルド・ワークス 京都府

廣井 増生 京都府

福田 知樹 京都府

株式会社藤井合金製作所 京都府

株式会社ブレインズ総研 京都府

株式会社マイベイ 京都府

株式会社前川デンタルラボ 京都府

株式会社松井測量設計事務所 京都府

株式会社マツダ 京都府

水谷建設株式会社 京都府

株式会社都給食 京都府

株式会社みやこ設備設計 京都府

ミヤビック株式会社 京都府

株式会社ミラノ工務店 京都府

紫野税理士法人 京都府

吉田 進 京都府

株式会社Ｌｉｐｓ 京都府

株式会社和敬 京都府

渡辺製菓株式会社 京都府

株式会社アークスマイル 大阪府

有限会社アーシェル 大阪府

アートウインズ・シートメタル株式会社 大阪府

株式会社アーバンプランニング 大阪府

有限会社Ｒ・Ｄ・Ｙ 大阪府

株式会社茜屋 大阪府

アコーレ株式会社 大阪府
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株式会社あさデイリーサポート 大阪府

有限会社足立電話商会 大阪府

株式会社アップロード 大阪府

医療法人アトランティック 大阪府

Ａｎｉｍｏ株式会社 大阪府

株式会社アフェクション 大阪府

株式会社安部測量登記事務所 大阪府

株式会社アルシュ 大阪府

株式会社アルタイル 大阪府

株式会社アルファーテクノロジー 大阪府

アルファライン株式会社 大阪府

株式会社池上金属製作所 大阪府

池田 圭 大阪府

磯部 宗潤 大阪府

一級建築士事務所ハナハウス株式会社 大阪府

株式会社稲田香樹園 大阪府

有限会社印南倉庫 大阪府

茨木精機株式会社 大阪府

株式会社今木組 大阪府

株式会社入澤建設 大阪府

岩崎 章浩 大阪府

岩崎運輸株式会社 大阪府

株式会社インジェンツ 大阪府

株式会社インデックス 大阪府

株式会社ウイング 大阪府

上園緑地建設株式会社 大阪府

浦井 伸介 大阪府

株式会社永晃 大阪府

株式会社ＨＣＩ 大阪府

エース・クリエイト株式会社 大阪府

有限会社Ｓ．Ｉ．Ｋ． 大阪府

ＳＫＨ株式会社 大阪府

株式会社エヌシークラフト 大阪府

戎交通株式会社 大阪府

ＦＩＣ合同会社 大阪府

株式会社エブリワンダイン 大阪府
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エム・アイ・エー・アーキテクツ有限会社 大阪府

税理士法人ｍ２ａｃ 大阪府

株式会社エンビック 大阪府

大井 孝友 大阪府

株式会社オーエヌテクノロジー 大阪府

株式会社オーケー商工 大阪府

大島 敏美 大阪府

有限会社オートプラザ辻本 大阪府

株式会社オールドギア 大阪府

岡本 三惠子 大阪府

荻田 明男 大阪府

株式会社小椋工業 大阪府

株式会社お弁当の浜乃家 大阪府

合同会社ＣａｒＣａｒｅＰｉｔ 大阪府

株式会社ガーデンプランニング 大阪府

海洋船具株式会社 大阪府

カタシモワインフード株式会社 大阪府

株式会社型久堂 大阪府

金平 恵介 大阪府

ＫＡＮＯ　ＣＥＮＴＥＲ株式会社 大阪府

株式会社花音 大阪府

カワソーテクセル株式会社 大阪府

株式会社河原工房 大阪府

株式会社関西国際学園 大阪府

カンパニートラスト株式会社 大阪府

医療法人輝笑会 大阪府

株式会社キャピタルスポーツ 大阪府

医療法人清誠 大阪府

株式会社組無垢 大阪府

株式会社クライオバック 大阪府

株式会社クリエ 大阪府

呉羽製鋼株式会社 大阪府

けあねっと株式会社 大阪府

株式会社景匠館 大阪府

有限会社ケイツー・プロダクト 大阪府

株式会社ケーツー・クロージング 大阪府
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株式会社ケーティアイ建設工業 大阪府

株式会社ゲット・ワン 大阪府

有限会社ゲホウ店装企画 大阪府

医療法人健英会 大阪府

株式会社ＫＥＮ建築工房 大阪府

謙徳産業株式会社 大阪府

株式会社コーエイ配送センター 大阪府

小段金属株式会社 大阪府

五嶋 常二 大阪府

株式会社寿精密 大阪府

小林木材株式会社 大阪府

株式会社こまめや 大阪府

株式会社ザ・デイ・スパ 大阪府

株式会社西鶴 大阪府

坂上 茂 大阪府

有限会社佐野金型製作所 大阪府

沢井鈑金株式会社 大阪府

株式会社三栄テック 大阪府

株式会社サンエース 大阪府

三起鉄工株式会社 大阪府

株式会社サンコーハウス 大阪府

株式会社三友自動車工業 大阪府

株式会社Ｇａ企画 大阪府

株式会社ＧＭＡＣ 大阪府

有限会社ジェイジェイドリーム 大阪府

株式会社ＳＹＮＥＲＧＹ　ＪＡＰＡＮ 大阪府

株式会社ジャパンスポーツネット 大阪府

株式会社Ｊａｐａｎ　Ｖｅｎｔｕｒｅ　Ａｇｅｎｃｙ 大阪府

医療法人純正会 大阪府

正栄工業株式会社 大阪府

上新住研株式会社 大阪府

株式会社昭和プロダクション 大阪府

昭和プロダクツ株式会社 大阪府

昭和プロダクツ徳島株式会社 大阪府

株式会社昭和丸筒 大阪府

税理士法人城会計事務所 大阪府
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株式会社　新栄 大阪府

新栄建設株式会社 大阪府

株式会社伸幸精密金型製作所 大阪府

株式会社スウィング 大阪府

杉澤 章嘉 大阪府

杉山 隆司 大阪府

株式会社スタートーク 大阪府

株式会社セイユーコーポレーション 大阪府

セプト株式会社 大阪府

ゼロ・アーキテクト・パートナーズ株式会社 大阪府

千商ハウス株式会社 大阪府

千田建設株式会社 大阪府

株式会社総建 大阪府

有限会社創建工房 大阪府

相和精機株式会社 大阪府

株式会社組織デザイン研究所 大阪府

株式会社ゾンケコスメティクス 大阪府

株式会社第一パートナー 大阪府

大晃重量株式会社 大阪府

大幸綜合建設株式会社 大阪府

大誠開発株式会社 大阪府

大成住宅株式会社 大阪府

ダイパック株式会社 大阪府

株式会社太陽オート 大阪府

株式会社タウンメイト 大阪府

株式会社高橋建築設計事務所 大阪府

髙濱 育子 大阪府

鷹塀 悠樹 大阪府

工位 健 大阪府

株式会社竹弘鉄建 大阪府

有限会社田中会計事務所 大阪府

田中 須磨子 大阪府

谷口 博信 大阪府

谷本 啓三 大阪府

株式会社創 大阪府

辻田 智博 大阪府
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ＴＳＡコンサルティング株式会社 大阪府

株式会社Ｔ－Ｐｌａｎ 大阪府

有限会社データワイズテック 大阪府

天満紙器株式会社 大阪府

土井 美貴 大阪府

東栄建物販売株式会社 大阪府

株式会社東作 大阪府

東洋食品株式会社 大阪府

有限会社冨田測量設計 大阪府

とも榮広告株式会社 大阪府

豊田 宣彦 大阪府

トラストバンク株式会社 大阪府

ドリームスペース有限会社 大阪府

中井機械工業株式会社 大阪府

株式会社中川製作所 大阪府

株式会社中鉃 大阪府

株式会社ナセバナル 大阪府

ナチュラルバック株式会社 大阪府

株式会社ナニワプロジェックス 大阪府

株式会社ナリ・エンタープライズ 大阪府

南北ビルセイビ株式会社 大阪府

株式会社ニシオ金型製作所 大阪府

株式会社西日本エンジニアリング 大阪府

株式会社西山組 大阪府

日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 大阪府

一般社団法人日本ケアーズ 大阪府

株式会社ＮＯＲＴＨ　ＳＩＤＥ 大阪府

有限会社野島商事 大阪府

株式会社ノダＲＦテクノロジーズ 大阪府

株式会社野田テック 大阪府

株式会社野田電気 大阪府

有限会社ノムソク 大阪府

株式会社ＨａｉＳａｉ 大阪府

株式会社ハイテック 大阪府

医療法人白水会 大阪府

株式会社パックプラス 大阪府
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株式会社ＢＡＴＯＮ 大阪府

花田建設株式会社 大阪府

株式会社阪南住宅 大阪府

東岸和田総合開発株式会社 大阪府

株式会社ヒューマンドリーム 大阪府

株式会社ヒューマンプロデュース・ジャパン 大阪府

株式会社ビルディー 大阪府

株式会社ファ－スト 大阪府

有限会社ファーストプランテクノ 大阪府

株式会社ファインロジック 大阪府

医療法人富歯会 川上歯科パンジョ診療所 大阪府

深谷 清裕 大阪府

福田 泰明 大阪府

株式会社伏尾の鮎茶屋 大阪府

藤﨑エンジニアリング株式会社 大阪府

扶桑工業株式会社 大阪府

株式会社プライムムーバー 大阪府

株式会社プラステコ 大阪府

株式会社ぷらす２ 大阪府

株式会社フルタ 大阪府

有限会社プロメイド 大阪府

扶和ドローン株式会社 大阪府

株式会社Ｂｅｃｑｕｅｒｅｌ 大阪府

株式会社ベッセル工業 大阪府

株式会社ペット・クイーン 大阪府

北條 明宏 大阪府

株式会社ＨＯＬＵＳ 大阪府

株式会社ホテルアンドアソシエイツ 大阪府

株式会社本きもの松葉 大阪府

有限会社ボンドストリート 大阪府

マークオプト株式会社 大阪府

株式会社牧野製作所 大阪府

松本 義彦 大阪府

丸五工業株式会社 大阪府

株式会社丸松製作所 大阪府

ミカネ工業有限会社 大阪府
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水原 慶治 大阪府

有限会社南歯車製作所 大阪府

ミヤタ株式会社 大阪府

株式会社宮本工務店 大阪府

ミリオンペイント株式会社 大阪府

医療法人名山会 大阪府

森内塗装株式会社 大阪府

森川 義人 大阪府

ヤシマ株式会社 大阪府

矢野 豊幸 大阪府

山内鉄工株式会社 大阪府

株式会社山形鉄工所 大阪府

有限会社山川工務店 大阪府

山口 陽一 大阪府

山田住設株式会社 大阪府

山田 弘行 大阪府

株式会社山本建築設計事務所 大阪府

株式会社ユアーショップ 大阪府

株式会社ＵＲパートナーズ 大阪府

医療法人優暉会 大阪府

ユーグロップ株式会社 大阪府

有限会社ＵＴＥＣＨ 大阪府

雪定ホームガス株式会社 大阪府

株式会社ゆめすみか 大阪府

湯本電機株式会社 大阪府

横山 久高 大阪府

横山 一城 大阪府

株式会社ヨシダオートサービス 大阪府

芳武印刷株式会社 大阪府

吉田 徹 大阪府

吉田 幸雄 大阪府

株式会社ライズ 大阪府

ライフインダストリー株式会社 大阪府

ラディックス株式会社 大阪府

株式会社ラフト 大阪府

株式会社ＲＥＡＲＳ 大阪府
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株式会社リグランツ 大阪府

株式会社Ｒｉｃｈｅ 大阪府

株式会社リトルグラウンド 大阪府

菱江ロジスティクス株式会社 大阪府

株式会社ルゥ・ディ・スタッフ 大阪府

株式会社ワールドアイコーポレーション 大阪府

株式会社ワイエムエス 大阪府

株式会社私の家工房 大阪府

株式会社わやま工務店 大阪府

株式会社アースＪ 兵庫県

株式会社アイキホーム 兵庫県

ｉＣＯＭ技研株式会社 兵庫県

有限会社青葉 兵庫県

株式会社旭テクノロジー 兵庫県

株式会社アタイム 兵庫県

足立 猛広 兵庫県

医療法人社団アップル歯科クリニック 兵庫県

株式会社アテネエンタープライズ 兵庫県

尼崎ビジネスフォーム印刷株式会社 兵庫県

株式会社アルファ・クラフト 兵庫県

池端商事有限会社 兵庫県

株式会社磯辺住研 兵庫県

伊藤建設株式会社 兵庫県

株式会社伊藤テック 兵庫県

井上 雄介 兵庫県

株式会社彩葉 兵庫県

岩倉 正典 兵庫県

医療法人社団牛嶋歯科医院 兵庫県

株式会社ウッドプラン 兵庫県

株式会社エスアイシーコーポレーション 兵庫県

株式会社エステートホーム 兵庫県

Ｎ－ＳＴＹＬＥ株式会社 兵庫県

株式会社圓奈 兵庫県

株式会社扇土建 兵庫県

オーガニックスタジオ兵庫株式会社 兵庫県

太田土建株式会社 兵庫県
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オーリス株式会社 兵庫県

株式会社小川農具製作所 兵庫県

小川 裕右 兵庫県

税理士法人オグシ会計事務所 兵庫県

株式会社越智工務店 兵庫県

有限会社海彩園 兵庫県

株式会社片岡建設 兵庫県

株式会社カタリスト 兵庫県

株式会社桂野工務店 兵庫県

苅田建設工業株式会社 兵庫県

株式会社　季節の詩 兵庫県

株式会社國森 兵庫県

合同会社空世宇 兵庫県

株式会社ケイ・ティー・エス 兵庫県

社会福祉法人敬寿記念会 兵庫県

ＫＴリフォーム株式会社 兵庫県

Ｋ＆Ｐ税理士法人 兵庫県

神戸化成株式会社 兵庫県

光海株式会社 兵庫県

弘和建設株式会社 兵庫県

サウンズファン株式会社 兵庫県

サカクラ株式会社 兵庫県

株式会社佐野鉄工所 兵庫県

サノヒロ株式会社 兵庫県

佐用カントリーホテルアンドリゾート株式会社 兵庫県

山陰造園土木株式会社 兵庫県

三洋建設工業株式会社 兵庫県

株式会社ジー・キューブ 兵庫県

重 和正 兵庫県

嶋田 常治 兵庫県

島田 美佳 兵庫県

新興電機工業株式会社 兵庫県

株式会社神報建設工業所 兵庫県

医療法人社団青山会 兵庫県

株式会社セイトー 兵庫県

大一電機工業株式会社 兵庫県
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株式会社大喜建設 兵庫県

高井建設株式会社 兵庫県

株式会社高翔 兵庫県

高野 知視 兵庫県

株式会社田口建設 兵庫県

竹田 臣征 兵庫県

有限会社武元重機 兵庫県

株式会社武尊 兵庫県

株式会社田島組 兵庫県

株式会社田中工務店 兵庫県

株式会社谷工務店 兵庫県

塚田印刷株式会社 兵庫県

つるでん株式会社 兵庫県

株式会社テルミック 兵庫県

株式会社堂脇工業所 兵庫県

株式会社都市・計画・設計研究所 兵庫県

有限会社ドディチ・ドディチ 兵庫県

中筋 政孝 兵庫県

西垣 進 兵庫県

西日本工測株式会社 兵庫県

西村製作有限会社 兵庫県

株式会社日林マテリアル 兵庫県

日光建設工業株式会社 兵庫県

日新工業株式会社 兵庫県

株式会社鳩自動車 兵庫県

原石材株式会社 兵庫県

原田建設株式会社 兵庫県

有限会社ビーウェル不動産 兵庫県

株式会社東影建築設計事務所 兵庫県

氷上運送有限会社 兵庫県

平尾電工株式会社 兵庫県

特定非営利活動法人福祉ネット寿 兵庫県

フコク機械工業株式会社 兵庫県

藤井 真二 兵庫県

藤原 孝生 兵庫県

株式会社ヴェネックス 兵庫県
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株式会社ホームドライ 兵庫県

北摂ガーデン有限会社 兵庫県

株式会社細見互福グループ 兵庫県

マーテック株式会社 兵庫県

医療法人社団真心会ふくおか歯科 兵庫県

有限会社マツモト 兵庫県

水田 直樹 兵庫県

三住興産株式会社 兵庫県

溝口建設株式会社 兵庫県

村上 哲朗 兵庫県

株式会社メルカーション 兵庫県

ヤノ運動用品株式会社 兵庫県

山上 勝也 兵庫県

有限会社山之内造園 兵庫県

株式会社山弘 兵庫県

株式会社ヨシダ建工 兵庫県

吉見 祐二 兵庫県

特定非営利活動法人リーフグリーン 兵庫県

六島 嘉一 兵庫県

株式会社ワイジェイグループ 兵庫県

株式会社渡辺工務店 兵庫県

株式会社あおぞらホーム 奈良県

有限会社エナジーテック 奈良県

株式会社介護和愛 奈良県

株式会社香芝木材センター 奈良県

北川 浩 奈良県

株式会社クボテック 奈良県

株式会社クレイル 奈良県

佐藤 将太 奈良県

サンディスト株式会社 奈良県

昭和化成工業株式会社 奈良県

株式会社スペースマイン 奈良県

有限会社奈良アシスト 奈良県

株式会社なら工務店 奈良県

西辻 永 奈良県

株式会社日高造園 奈良県
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株式会社平野木材 奈良県

株式会社福本設計 奈良県

株式会社プレミアムダイニング 奈良県

堀本 和希 奈良県

株式会社マイ工務店 奈良県

株式会社前昌建設 奈良県

株式会社丸木建築設計事務所 奈良県

丸山繊維産業株式会社 奈良県

山本 漢権 奈良県

株式会社結美緑化 奈良県

株式会社吉川国工業所 奈良県

株式会社リビングイワイ 奈良県

株式会社浅井良工務店 和歌山県

株式会社いずみ電機商会 和歌山県

大浦 基伸 和歌山県

岡﨑 美羅 和歌山県

株式会社狩谷電気店 和歌山県

有限会社静川建設 和歌山県

神出建設企業株式会社 和歌山県

大伸化学工業株式会社 和歌山県

株式会社和み 和歌山県

有限会社西庄西本建設 和歌山県

有限会社西原塗装工業 和歌山県

株式会社Ｈｏｕｓｅｌａｎｄ 和歌山県

株式会社阪和スタンダードサービス 和歌山県

株式会社阪和総合防災 和歌山県

株式会社日高測地 和歌山県

丸幸建設株式会社 和歌山県

株式会社丸和商会 和歌山県

三原 一寛 和歌山県

株式会社ｗｏｒｌｄ　ｏｆ　ｓｔａｒ 和歌山県

株式会社和秋建設 和歌山県

株式会社アース 鳥取県

株式会社アート建工 鳥取県

アプライトコーポレーション有限会社 鳥取県

株式会社彩家 鳥取県
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永興電業株式会社 鳥取県

株式会社ＡＧ　Ｈｏｕｓｅ 鳥取県

太田 達男 鳥取県

株式会社キラら・きっず 鳥取県

有限会社藤原建築工務店 鳥取県

有限会社前田石材 鳥取県

有限会社八木製作所 鳥取県

渡邊 賢志 鳥取県

石見空港ターミナルビル株式会社 島根県

有限会社川角工務店 島根県

株式会社蔵西 島根県

特定非営利活動法人コミュニティサポートいずも 島根県

有限会社杉原本店 島根県

社会福祉法人仁摩福祉会 島根県

林谷工業株式会社 島根県

有限会社斐川水道 島根県

陽吉建設有限会社 島根県

株式会社山興 島根県

有限会社浅田組 岡山県

朝日税理士法人 岡山県

株式会社荒木組 岡山県

株式会社石津建築設計事務所 岡山県

株式会社イチマルホーム 岡山県

株式会社井原エンタープライズ 岡山県

入間 マリエ 岡山県

株式会社植田板金店 岡山県

株式会社ウッディワールドのざき 岡山県

株式会社エイコー堂 岡山県

株式会社エソラ 岡山県

税理士法人おかやま創研 岡山県

奥山建設株式会社 岡山県

株式会社オザキアンドサンズ 岡山県

梶田礦業運輸株式会社 岡山県

カジノン株式会社 岡山県

嘉美心酒造株式会社 岡山県

河元 勝成 岡山県
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岸本建設株式会社 岡山県

岸本石材工業株式会社 岡山県

倉敷総合物流有限会社 岡山県

倉敷中央石材株式会社 岡山県

倉地 祐二 岡山県

有限会社クリエイトハウス 岡山県

健楼工務店株式会社 岡山県

株式会社岡西建設 岡山県

株式会社小林朱雲堂 岡山県

株式会社近藤建設興業 岡山県

酒津商事株式会社 岡山県

サンテック株式会社 岡山県

有限会社シー・ケー・マキビ二三零 岡山県

昭和被服総業株式会社 岡山県

有限会社スナミ製作所 岡山県

株式会社生興運送 岡山県

有限会社生和ハウジング 岡山県

大成運輸株式会社 岡山県

太陽高速輸送株式会社 岡山県

高橋金属株式会社 岡山県

竹久夢二本舗敷島堂株式会社 岡山県

株式会社中央設備 岡山県

Ｔ　ＰＬＵＳ株式会社 岡山県

株式会社デザイナーズハウス木屋 岡山県

東和運輸株式会社 岡山県

有限会社中桐建築設計事務所 岡山県

有限会社中西電気工事 岡山県

有限会社ナサ 岡山県

日本ケイテック株式会社 岡山県

合同会社バイオマスサプライ 岡山県

ハイサンテック株式会社 岡山県

橋本義肢製作株式会社 岡山県

有限会社橋本土木 岡山県

有限会社ハチスイ 岡山県

林 直樹 岡山県

株式会社ＢＡＬＡＮＣＥ． 岡山県
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株式会社ＢＭＵ 岡山県

株式会社ビサン 岡山県

備福電気通信建設有限会社 岡山県

有限会社福富建設 岡山県

株式会社ふじい 岡山県

株式会社藤岡エンジニアリング 岡山県

藤幸工業株式会社 岡山県

株式会社フジックス 岡山県

フジテクノ有限会社 岡山県

株式会社フレスカ 岡山県

株式会社やなぎ建築設計事務所 岡山県

山本 行男 岡山県

株式会社ｌｉｆｅコーポレーション 岡山県

株式会社リトルランド 岡山県

有限会社料治建築設計事務所 岡山県

有限会社アーキ・フロンティアホーム 広島県

株式会社アイ・エル・シー 広島県

アイトフース株式会社 広島県

赤司 淳平 広島県

有限会社安芸エンジニアリング 広島県

株式会社朝日倉庫 広島県

株式会社あすか 広島県

有限会社阿吹運送店 広島県

荒岡建設株式会社 広島県

今川 忠男 広島県

株式会社エンヴィジョン 広島県

大迫 勇人 広島県

大田 雅也 広島県

岡本建設株式会社 広島県

医療法人おひさま歯科・小児歯科 広島県

有限会社熊谷ステンレス工業 広島県

クリエイティブ・エージェント株式会社 広島県

株式会社くるま生活 広島県

桒田 三秀 広島県

株式会社後藤商店 広島県

三栄産業株式会社 広島県
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株式会社三四五屋 広島県

山陽建工株式会社 広島県

山陽食品株式会社 広島県

有限会社山陽テープ 広島県

有限会社サンルック 広島県

Ｇクレイン株式会社 広島県

株式会社ジェーイーエル 広島県

有限会社重政石材店 広島県

株式会社住研社 広島県

ジョイフル・ファミリー株式会社 広島県

シンクコンストラクション株式会社 広島県

税理士法人ＳｋｙＳｈｉｐ 広島県

医療法人社団精彩会 広島県

株式会社セトファニチャー 広島県

一般社団法人Ｓｅｎ 広島県

社会福祉法人双樹会 広島県

株式会社大喜 広島県

大伸工業株式会社 広島県

株式会社Ｔａｉｓｅｉ 広島県

高橋工務店株式会社 広島県

田原 泰浩 広島県

東陽ハウジング株式会社 広島県

有限会社ナカモト建設 広島県

株式会社ナック 広島県

橋本建設株式会社 広島県

株式会社八紘 広島県

株式会社ハナブサ 広島県

広島市場冷蔵株式会社 広島県

広島資材株式会社 広島県

株式会社フェイス・ワン 広島県

藤坂 倫成 広島県

株式会社プレゼントデザイン 広島県

株式会社ＦＲＯＮＴ　ＭＩＳＳＩＯＮ 広島県

本瓦造船株式会社 広島県

前浜工業株式会社 広島県

有限会社松岡組 広島県
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松本管材株式会社 広島県

まるか食品株式会社 広島県

マルタヤ電機株式会社 広島県

有限会社丸津商店 広島県

有限会社みらい総合コンサルタント 広島県

有限会社村尾組 広島県

有限会社モリタ 広島県

横山建設工業株式会社 広島県

株式会社ライフステージ 広島県

株式会社ランドハウス 広島県

レタープレス株式会社 広島県

株式会社アミックス・ハラダ 山口県

株式会社池田建設 山口県

株式会社井原組 山口県

有限会社ウエノお志ぼり商会 山口県

株式会社エムラ 山口県

大田造船株式会社 山口県

株式会社奥野工務店 山口県

有限会社金子信華園 山口県

株式会社コープ葬祭 山口県

善甫 公雅 山口県

田戸 俊也 山口県

田中建設株式会社 山口県

有限会社田辺設備テクノ 山口県

田村 一夫 山口県

有限会社中野商会 山口県

株式会社中村鉄工所 山口県

野村 靜雄 山口県

株式会社はとコンサルタント 山口県

株式会社原田屋 山口県

株式会社ひびき精機 山口県

株式会社ヒロノハウジング 山口県

有限会社正木建築設計 山口県

有限会社森岡燃料店 山口県

安本建設株式会社 山口県

株式会社山縣本店 山口県
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吉次産業有限会社 山口県

株式会社ＮＤＫ 徳島県

片山 賢 徳島県

株式会社かみくぼ住宅 徳島県

北川 一郎 徳島県

医療法人こもだ歯科医院 徳島県

有限会社島田建設 徳島県

有限会社新宅建設 徳島県

有限会社ストウ住建 徳島県

株式会社林建築事務所 徳島県

株式会社フィット 徳島県

税理士法人マスエージェント 徳島県

株式会社安岐水産 香川県

株式会社和泉商会 香川県

株式会社エイデン 香川県

株式会社オーキッド 香川県

オートモールジャパン株式会社 香川県

加藤工業株式会社 香川県

加藤 整 香川県

建築工房ライズ株式会社 香川県

高陽建設株式会社 香川県

高陽ホームテクノ株式会社 香川県

斉藤 孝 香川県

三共運輸株式会社 香川県

株式会社サンシコク 香川県

株式会社讃匠 香川県

株式会社三条総業 香川県

合同会社しん吉 香川県

株式会社セレス 香川県

株式会社創真 香川県

有限会社副島工業 香川県

高松ライフシステム株式会社 香川県

株式会社富山総合建築 香川県

豊嶋建設株式会社 香川県

株式会社トヨシマハウジング 香川県

株式会社トヨシマライフスタイル 香川県
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Ｐｉｎｅ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社 香川県

橋本運輸株式会社 香川県

樋口工業有限会社 香川県

有限会社Ｐｒｉｓｍ　Ｃｒｅａｔｅ 香川県

有限会社ブロードキャスト・サービス 香川県

特定非営利活動法人ほととぎすの会 香川県

株式会社まるくに石工房 香川県

有限会社Ｙａｍａｕｃｈｉ 香川県

株式会社山倉建設 香川県

株式会社Ｌｉｆｅ　ｃｏｕｎｔｒｙ 香川県

有限会社リアライズ 香川県

株式会社リフォームセンター三野 香川県

ロットサービス有限会社 香川県

株式会社アイワ技研 愛媛県

有限会社青木住巧 愛媛県

有限会社アドバンス宅建 愛媛県

株式会社アベレージ 愛媛県

株式会社ウエデン 愛媛県

株式会社栄和測量設計 愛媛県

大谷 康喜 愛媛県

株式会社川下建設 愛媛県

社会福祉法人共生福祉会 愛媛県

株式会社クリエイト伸 愛媛県

篠原 茂広 愛媛県

株式会社大工建設 愛媛県

有限会社立花仏壇店 愛媛県

株式会社ＤＩＳＴＡＮＣＥ 愛媛県

有限会社東予住建 愛媛県

西川建設株式会社 愛媛県

一般社団法人西日本中小企業人財育成能力開発支援機構 愛媛県

有限会社バイクハウス阿部 愛媛県

東建設株式会社 愛媛県

福田電工株式会社 愛媛県

有限会社ふじやクリーニング店 愛媛県

有限会社丸電工業 愛媛県

特定非営利活動法人ゆいねっと新居浜 愛媛県
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株式会社ライフベース 愛媛県

株式会社リビング椿 愛媛県

株式会社菱進 愛媛県

株式会社植田住宅設備 高知県

有限会社小笠原工務店 高知県

株式会社建匠 高知県

株式会社西部技研 高知県

大和建設株式会社 高知県

有限会社谷脇興業 高知県

株式会社トライ 高知県

中勝建設株式会社 高知県

株式会社中成 高知県

中 宏文 高知県

有限会社前里工務店 高知県

有限会社三谷工務店 高知県

向井 章 高知県

株式会社ライフラインサービス 高知県

株式会社アーリークロス 福岡県

株式会社アイル 福岡県

株式会社麻生工務店 福岡県

アネーラ税理士法人 福岡県

株式会社アルク建築 福岡県

アルスグリーン株式会社 福岡県

株式会社アンダール 福岡県

アントメンテナンスサービス株式会社 福岡県

株式会社井形 福岡県

株式会社イシモク・コーポレーション 福岡県

井樋建設株式会社 福岡県

株式会社今泉設備 福岡県

税理士法人井村アンドパートナーズ 福岡県

株式会社梅野工務店 福岡県

株式会社エイチ・アイ・デー 福岡県

株式会社栄和メンテナンス 福岡県

株式会社ａｓｅ． 福岡県

株式会社エコラ 福岡県

エコワークス株式会社 福岡県
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株式会社ＳＯＴコンサルティング 福岡県

株式会社エヌファクトリー 福岡県

蛭子屋合名会社 福岡県

株式会社エフ・ジョブ 福岡県

株式会社エフォート 福岡県

税理士法人エム・エイ・シー 福岡県

株式会社ＭＡイノベーションズ 福岡県

株式会社ＥＮＪＯＩＮＴ 福岡県

株式会社尾家興産 福岡県

株式会社オートプロニーズちくご 福岡県

株式会社大藪組 福岡県

株式会社オカベイ 福岡県

奥永 尊仁 福岡県

株式会社カスタムグラビア 福岡県

粕屋殖産株式会社 福岡県

兼貞物産株式会社 福岡県

體株式会社 福岡県

ＫＥＹｅｓ株式会社 福岡県

木村 昭文 福岡県

株式会社キャリアシステム 福岡県

株式会社九コン 福岡県

九州洗罐工事株式会社 福岡県

株式会社九州緑化産業 福岡県

有限会社旭永設計 福岡県

國行 正一 福岡県

株式会社熊丸組 福岡県

株式会社幸栄住宅 福岡県

小倉織物製造株式会社 福岡県

小倉設備工業株式会社 福岡県

株式会社堺整骨院西 福岡県

株式会社佐藤技建 福岡県

株式会社サンエー 福岡県

三幸設計株式会社 福岡県

株式会社ジェイテック 福岡県

篠原・植田税理士法人 福岡県

株式会社上成 福岡県
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株式会社シンコー 福岡県

信成建設有限会社 福岡県

株式会社新日南 福岡県

医療法人翠甲会 福岡県

株式会社ステップアップ 福岡県

医療法人星樹会 福岡県

株式会社測技 福岡県

園田 晋平 福岡県

株式会社ソ．ラ．コンサルティング 福岡県

有限会社大栄建設 福岡県

大翔建設株式会社 福岡県

株式会社髙山不動産 福岡県

株式会社拓建ホーム 福岡県

筑水建設株式会社 福岡県

株式会社鶴建築設計事務所 福岡県

株式会社ｔｅｎ 福岡県

株式会社東亜コンサルタント 福岡県

株式会社東部産業 福岡県

中島 敬介 福岡県

株式会社中野ボールト工場 福岡県

医療法人社団にこにこ会 福岡県

有限会社西日本グリーンプラン 福岡県

西日本パブリック株式会社 福岡県

西 博美 福岡県

日本エスエム株式会社 福岡県

日本海経済交流事業協同組合 福岡県

野村織物有限会社 福岡県

有限会社博多クマモト照明 福岡県

協同組合バックステージ 福岡県

花本 千里 福岡県

林田 敏治 福岡県

株式会社萬歳自動車工場 福岡県

株式会社ビー・エイド中西 福岡県

株式会社ＢｅＧｏｏｄリフォーム 福岡県

株式会社平川建設 福岡県

株式会社ビルディングＤｒ． 福岡県
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有限会社ファインライフ 福岡県

ファウンテン・デリ株式会社 福岡県

合同会社Ｆａｉｔｈ 福岡県

株式会社福岡工務店 福岡県

株式会社福岡養鰻 福岡県

学校法人藤川学園 福岡県

富士岐工産株式会社 福岡県

株式会社富士製作所 福岡県

株式会社不動産中央情報センター 福岡県

芙蓉ディベロップメント株式会社 福岡県

株式会社ホームラボ 福岡県

株式会社本田開発コンサルタント 福岡県

株式会社マイサ 福岡県

株式会社マツオ 福岡県

株式会社松山建築設計室 福岡県

株式会社真鍋組 福岡県

有限会社丸忠 福岡県

丸野 正利 福岡県

三ツ和金属株式会社 福岡県

みのり施工有限会社 福岡県

森盛緑地建設株式会社 福岡県

有限会社安河内商店 福岡県

矢部 陽典 福岡県

株式会社山内工務店 福岡県

株式会社百合 福岡県

有限会社横地組 福岡県

ラインナップ株式会社 福岡県

有限会社ラボラトリーズ 福岡県

力丸 宣康 福岡県

株式会社隆工業 福岡県

株式会社ルミナス 福岡県

有限会社若松緑地建設 福岡県

株式会社和田工務店 福岡県

渡邊 治友 福岡県

和唐 雄一 福岡県

朝日Ｉ＆Ｒリアルティ株式会社 佐賀県
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石堂建設株式会社 佐賀県

株式会社石橋建築事務所 佐賀県

梅﨑 修 佐賀県

有限会社大塚建設 佐賀県

鐘ヶ江 義孝 佐賀県

株式会社キョーワ 佐賀県

株式会社栗原木材店 佐賀県

株式会社栗山組 佐賀県

株式会社クレセントホーム 佐賀県

株式会社孝和建設 佐賀県

医療法人清香会 佐賀県

太平商工株式会社 佐賀県

田代 賢治 佐賀県

株式会社堤鐵工所 佐賀県

ディライツホーム株式会社 佐賀県

有限会社飛松建設 佐賀県

中島建設株式会社 佐賀県

有限会社中園建設 佐賀県

有限会社宮副建設 佐賀県

森鉄工株式会社 佐賀県

横尾 慎哉 佐賀県

吉永建設株式会社 佐賀県

株式会社麻生測量設計 長崎県

一設備工業株式会社 長崎県

エコワンホーム株式会社 長崎県

株式会社枝吉組 長崎県

有限会社オートガレージエム 長崎県

面高建設株式会社 長崎県

上戸 務 長崎県

川田建設工業株式会社 長崎県

九州テクノ株式会社 長崎県

九州ビルド株式会社 長崎県

株式会社工藤測量設計 長崎県

有限会社くに設計室 長崎県

株式会社コンサルタント・オオクボ 長崎県

有限会社島原内装 長崎県
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菅 英富 長崎県

株式会社青電メンテナンス 長崎県

株式会社第百不動産 長崎県

宅島建設株式会社 長崎県

株式会社庭建 長崎県

株式会社豊坂建設 長崎県

税理士法人ネクスト・プラス 長崎県

社会福祉法人梅仁会 長崎県

株式会社ハウジングロビー 長崎県

株式会社萩原組 長崎県

有限会社プラノ設計 長崎県

医療法人まつしま歯科医院 長崎県

丸高商事株式会社 長崎県

有限会社ミウラ美装 長崎県

溝田 昌晴 長崎県

社会福祉法人宮共生会 長崎県

社会福祉法人民生会 長崎県

株式会社本澤崇設計事務所 長崎県

有限会社山内住建 長崎県

株式会社ヤマサキ 長崎県

有限会社秋吉興業 熊本県

天草石油株式会社 熊本県

株式会社荒木重機 熊本県

粟田 亨 熊本県

有限会社芋生工務店 熊本県

株式会社岩瀬建設工業 熊本県

株式会社ＨＬＣ 熊本県

社会福祉法人江津福祉会 熊本県

株式会社Ｏｆｆｉｃｅ　Ａｓｈｉｂｉ 熊本県

株式会社魁興業 熊本県

環境技研株式会社 熊本県

有限会社九州朝日運輸 熊本県

株式会社九州文化財研究所 熊本県

橋梁塗装株式会社 熊本県

熊本クミアイプロパン株式会社 熊本県

株式会社くまもと健康支援研究所 熊本県
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株式会社緑倶良部 熊本県

源田 正樹 熊本県

株式会社ＣＯＺＹ 熊本県

株式会社伍勝建設 熊本県

株式会社ＳＵＮＳＭＩＬＥ 熊本県

社会福祉法人山清福祉会 熊本県

三和建設株式会社 熊本県

株式会社シーフォ 熊本県

室内美装さいとう株式会社 熊本県

島村 啓正 熊本県

株式会社住管理システム 熊本県

有限会社植翠園 熊本県

有限会社心理診断統計センター 熊本県

有限会社新和工業 熊本県

大栄通信施設株式会社 熊本県

有限会社太陽電気工業所 熊本県

髙嶋 純一 熊本県

社会福祉法人託麻南福祉会 熊本県

株式会社丹建設 熊本県

株式会社ツカモト 熊本県

株式会社トライスト 熊本県

有限会社長浜屋商店 熊本県

株式会社西村工業 熊本県

株式会社八光電業 熊本県

服部 隆一朗 熊本県

有限会社福田園芸場 熊本県

藤井 紀子 熊本県

社会福祉法人朋岳園 熊本県

株式会社マック 熊本県

松本土建合資会社 熊本県

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ・Ｓｕｐｐｏｒｔ株式会社 熊本県

溝田建築設計株式会社 熊本県

株式会社湊建設 熊本県

株式会社南阿蘇解体 熊本県

美濃田 弘志 熊本県

未來工房株式会社 熊本県
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社会福祉法人芳野福祉会 熊本県

有限会社ライフプランニング 熊本県

株式会社アーススマート 大分県

合資会社臼杵建設 大分県

社会福祉法人別府永生会 大分県

大分事務器株式会社 大分県

有限会社大山建設 大分県

杵築測量設計株式会社 大分県

佐伯建工株式会社 大分県

株式会社坂井建設 大分県

坂上 光雄 大分県

株式会社大好産業 大分県

太陽テック株式会社 大分県

株式会社トップホーム 大分県

西日本グッドパートナー株式会社 大分県

西日本土木株式会社 大分県

株式会社原田土木 大分県

水内 哲男 大分県

合同会社夢ソリューションズ 大分県

株式会社井福建設 宮崎県

岩﨑 義郎 宮崎県

株式会社エム・ティ・ピィ設計 宮崎県

有限会社川越建設コーポレーション 宮崎県

有限会社﨑田工務店 宮崎県

有限会社サンロード 宮崎県

株式会社千人 宮崎県

株式会社ナカノ 宮崎県

花ハウス株式会社 宮崎県

はやま建設株式会社 宮崎県

株式会社星山設計 宮崎県

松本建設株式会社 宮崎県

株式会社山本組 宮崎県

株式会社粹家創房 鹿児島県

内村 匡宏 鹿児島県

株式会社小田平建設 鹿児島県

社会福祉法人落穂会 鹿児島県
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折田 準二 鹿児島県

有限会社輝広 鹿児島県

株式会社健康家族 鹿児島県

株式会社佐伯運送 鹿児島県

有限会社三反田技建 鹿児島県

社会福祉法人山陵会 鹿児島県

社会福祉法人下水流福祉会 鹿児島県

医療法人社団春陽会 鹿児島県

株式会社新日本技術コンサルタント 鹿児島県

合同会社ダイバーシティ鹿児島 鹿児島県

有限会社竹内建設 鹿児島県

Ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆｆｉｃｅ　Ａｄｏｎｉｓ株式会社 鹿児島県

徳留 雄三 鹿児島県

株式会社南光堂 鹿児島県

株式会社西野設計 鹿児島県

株式会社ニュー西野ビル 鹿児島県

平田建設株式会社 鹿児島県

株式会社平政建設 鹿児島県

株式会社ひろ建設 鹿児島県

有限会社ぷらんねっと 鹿児島県

株式会社前田組 鹿児島県

マエダハウス株式会社 鹿児島県

有限会社マルタ建設 鹿児島県

株式会社南九州タイホー 鹿児島県

有限会社ワタセ食鳥 鹿児島県

株式会社アイセル沖縄 沖縄県

アイワ企画株式会社 沖縄県

アットモア株式会社 沖縄県

井口 千秋 沖縄県

有限会社イスト 沖縄県

株式会社いちご 沖縄県

株式会社エッジ 沖縄県

株式会社沖創建設 沖縄県

加藤 陵 沖縄県

株式会社鏡原組 沖縄県

有限会社國建設 沖縄県
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税理士法人グローアップサポート 沖縄県

有限会社構研テクノス 沖縄県

株式会社謝花組 沖縄県

有限会社清光建設 沖縄県

株式会社瀬底土建 沖縄県

株式会社大匠アーキプロ 沖縄県

平良 力 沖縄県

タマキホーム株式会社 沖縄県

株式会社Ｔ＆Ｔ 沖縄県

有限会社とまとハウジング 沖縄県

株式会社日興建設コンサルタント 沖縄県

株式会社ＰＨＯＥＮＩＸ 沖縄県

藤原 亮 沖縄県

株式会社双葉測量設計 沖縄県

株式会社正吉建設 沖縄県

税理士法人やまたい税務会計事務所 沖縄県

株式会社ユカルヒ 沖縄県

株式会社琉球ヘルシーフーズ 沖縄県

株式会社レキオスホーム 沖縄県
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