
2021年10月29日

事業者名 都道府県 市区町村

有限会社サイクル小野サッポロ 北海道 札幌市
株式会社Ｔ・Ａ・Ｃ構造設計 北海道 札幌市
株式会社ノースクリエイト 北海道 札幌市
株式会社ノース建築設計 北海道 札幌市
北関電気工事株式会社 北海道 札幌市
株式会社ホーム企画センター 北海道 札幌市
株式会社村田塗料店 北海道 札幌市
税理士法人大西会計事務所 北海道 札幌市
医療法人社団德有 北海道 札幌市
株式会社日弘ヒーテイング 北海道 札幌市
株式会社ＭＦＰ 北海道 札幌市
株式会社マキタ設計事務所 北海道 札幌市
医療法人社団いちご会 北海道 札幌市
医療法人社団博愛会 北海道 札幌市
結雪工業株式会社 北海道 札幌市
大昭通信機サービス株式会社 北海道 札幌市
有限会社フォーサイト 北海道 札幌市
北包連株式会社 北海道 札幌市
医療法人社団糖友会栗原内科 北海道 札幌市
社会福祉法人札幌蒼生会 北海道 札幌市
医療法人社団樹会 北海道 札幌市
樺電工業株式会社 北海道 函館市
医療法人社団多田内科医院 北海道 函館市
橘水産株式会社 北海道 函館市
社会福祉法人禎人会 北海道 函館市
日東電気工事株式会社 北海道 函館市
株式会社村上建設 北海道 函館市
株式会社マルハ橋本商会 北海道 小樽市
株式会社内田歯科材料店 北海道 旭川市
株式会社表金属商事 北海道 旭川市
株式会社總北海 北海道 旭川市
ホッコウ資材株式会社 北海道 旭川市
室蘭開発株式会社 北海道 室蘭市
株式会社リラィアブル 北海道 釧路市
熱原設備株式会社 北海道 帯広市
小谷産業株式会社 北海道 岩見沢市
白鳥建設工業株式会社 北海道 留萌市
三浦造園株式会社 北海道 苫小牧市
株式会社小原電装工業 北海道 江別市
有限会社ダスキン江別 北海道 江別市
有限会社プランナーズ・ワン 北海道 江別市
建成ホーム株式会社 北海道 登別市
株式会社寿浅 北海道 伊達市
北海道熊さん株式会社 北海道 北広島市
株式会社ホクビー 北海道 石狩市
藤商事株式会社 北海道 北斗市
株式会社岩本製作所 北海道 森町
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株式会社ワイエス海商 北海道 森町
ツバメ工業株式会社 北海道 八雲町
渡部建設株式会社 北海道 沼田町
特定非営利活動法人南宗谷ひだまりの会 北海道 枝幸町
社会福祉法人 天寿会 北海道 白老町
株式会社マルデン 北海道 えりも町
大江運送株式会社 北海道 新ひだか町
猪股 慶久 北海道
西崎 公一 北海道
藤井 久美 北海道
青森ヤクルト販売株式会社 青森県 青森市
有限会社小笠原重機建設 青森県 青森市
有限会社ケイエスメディカル 青森県 青森市
有限会社慶友建設 青森県 青森市
有限会社渋谷種苗店 青森県 青森市
有限会社新世計画 青森県 青森市
協業組合弘前車検センター 青森県 弘前市
株式会社齋藤建設 青森県 弘前市
有限会社東北打設産業 青森県 弘前市
株式会社菓子卸センター坂下商店 青森県 八戸市
島倉水産株式会社 青森県 八戸市
株式会社吉田屋 青森県 八戸市
株式会社浜中土木 青森県 むつ市
有限会社小関機械 青森県 平内町
社会福祉法人外ヶ浜町社会福祉協議会 青森県 外ヶ浜町
有限会社マル吉建設 青森県 藤崎町
中居 満穂 青森県
株式会社あっとホーム 岩手県 盛岡市
有限会社プロ・ハウス心 岩手県 盛岡市
株式会社プロハウス不動産 岩手県 盛岡市
株式会社山清商店 岩手県 盛岡市
株式会社伊藤石材 岩手県 宮古市
株式会社ウッティかわい 岩手県 宮古市
銀河フーズ株式会社 岩手県 花巻市
プラント工業株式会社 岩手県 北上市
株式会社キクコウストア 岩手県 遠野市
上山製紙株式会社 岩手県 一関市
有限会社佐藤重機 岩手県 一関市
株式会社村上建築工業 岩手県 一関市
横田建設株式会社 岩手県 一関市
株式会社白山 岩手県 釜石市
株式会社古舘運輸 岩手県 二戸市
一般社団法人八幡平市観光協会 岩手県 八幡平市
株式会社サイバーバンク 岩手県 奥州市
水沢ガス株式会社 岩手県 奥州市
株式会社近藤設備 岩手県 西和賀町
株式会社田中建設 岩手県 西和賀町
メフレ株式会社 岩手県 金ケ崎町
うちでのこづち地域創造株式会社 岩手県 大槌町
佐々木 一弥 岩手県
八木 美苗 岩手県
株式会社キンキホーム 宮城県 仙台市
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医療法人社団広安会 宮城県 仙台市
公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会 宮城県 仙台市
小野リース株式会社 宮城県 仙台市
株式会社つばめマネジメント 宮城県 仙台市
株式会社テクノカミオカ 宮城県 仙台市
東邦メッキ株式会社 宮城県 仙台市
株式会社鐘崎 宮城県 仙台市
株式会社スカイ環境研究所 宮城県 仙台市
隼電気株式会社 宮城県 仙台市
株式会社ファインエステート 宮城県 仙台市
協工業株式会社 宮城県 仙台市
株式会社共伸 宮城県 気仙沼市
株式会社にしき食品 宮城県 岩沼市
有限会社鈴正建設 宮城県 登米市
山下建設工業株式会社 宮城県 東松島市
有限会社スリー・エム 宮城県 富谷市
株式会社柴田造園 宮城県 柴田町
株式会社　伊具緑化 宮城県 丸森町
株式会社ミトベ測量土木 宮城県 山元町
メルコジャパン株式会社 宮城県 山元町
東北ミート販売株式会社 宮城県 利府町
医療法人優和会 宮城県 利府町
中島設備工業株式会社 宮城県 加美町
有限会社菅野電気 宮城県 涌谷町
板橋 敬吾 宮城県
木下 美樹 宮城県
宮内 昭穂 宮城県
八島 徳子 宮城県
有限会社ＴＡＧＵＣＨＩコーポレーション 秋田県 秋田市
社会福祉法人樹園 秋田県 男鹿市
株式会社池田 秋田県 由利本荘市
社会福祉法人正和会 秋田県 潟上市
北林 潤司 秋田県
医療法人社団泰道会 山形県 山形市
新成産業（株） 山形県 山形市
株式会社原田製作所 山形県 山形市
山形小松フオークリフト株式会社 山形県 山形市
株式会社県南クリーニングセンター 山形県 米沢市
有限会社土屋工務店 山形県 米沢市
株式会社アトリエ比加曽 山形県 酒田市
酒田米菓株式会社 山形県 酒田市
株式会社コバヤシ 山形県 寒河江市
医療法人西原歯科医院 山形県 長井市
株式会社武田園芸 山形県 東根市
山本 隆 山形県
社会福祉法人愛和会 福島県 福島市
株式会社亀岡工務店 福島県 福島市
株式会社あい 福島県 会津若松市
株式会社江戸屋 福島県 会津若松市
株式会社　共同設計 福島県 会津若松市
株式会社二丸屋山口商店 福島県 会津若松市
光塗装株式会社 福島県 会津若松市

3 / 32 ページ



2021年10月29日

事業者名 都道府県 市区町村

株式会社レイバーサポートシステム 福島県 会津若松市
株式会社月光温泉 福島県 郡山市
株式会社新和調査設計 福島県 郡山市
有限会社七洋電設 福島県 郡山市
有限会社村田電工 福島県 郡山市
株式会社アスム 福島県 いわき市
株式会社西部 福島県 いわき市
有限会社テクノサンショウ 福島県 いわき市
株式会社山崎工業 福島県 いわき市
有限会社木羽屋製粉 福島県 二本松市
小浜製作所有限会社 福島県 南相馬市
伊達貨物運送株式会社 福島県 伊達市
福島セラミック株式会社 福島県 伊達市
暁精機株式会社 福島県 下郷町
有限会社セイワ技建 福島県 石川町
医療法人さいとう医院 福島県 小野町
坂井 哲 福島県
鈴木 葉一 福島県
渡辺 多巳夫 福島県
一般社団法人茨城県環境管理協会 茨城県 水戸市
株式会社大貫工務店 茨城県 水戸市
株式会社関根工務店 茨城県 水戸市
株式会社デンタルアート 茨城県 水戸市
株式会社水戸酒類販売 茨城県 水戸市
株式会社ロングライフ 茨城県 水戸市
医療法人財団縣南病院 茨城県 土浦市
栗山電気株式会社 茨城県 龍ケ崎市
医療法人社団　白峰会 茨城県 下妻市
株式会社コーエー 茨城県 取手市
医療法人社団宗仁会 茨城県 取手市
MIRAIE株式会社 茨城県 牛久市
社会福祉法人若竹会 茨城県 牛久市
株式会社カイテキホーム 茨城県 つくば市
株式会社田﨑 茨城県 つくば市
特定非営利活動法人チア・アート 茨城県 つくば市
株式会社アキラ建装 茨城県 潮来市
株式会社田崎技術 茨城県 潮来市
株式会社スーパーヒロセヤ 茨城県 那珂市
伸栄工業株式会社 茨城県 かすみがうら市
株式会社フィルド食品 茨城県 行方市
株式会社光洋測量設計事務所 茨城県 鉾田市
株式会社ニッケン 茨城県 つくばみらい市
株式会社シマムラ工業 茨城県 小美玉市
株式会社松坂屋 茨城県 小美玉市
井坂合名会社 茨城県 東海村
山西 榮 茨城県
学校法人宇都宮美術学院 栃木県 宇都宮市
株式会社サンユー 栃木県 宇都宮市
株式会社シャルクレール 栃木県 宇都宮市
有限会社整工社 栃木県 宇都宮市
丸田商事株式会社 栃木県 宇都宮市
明進工業株式会社 栃木県 宇都宮市
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株式会社五十部整染工場 栃木県 足利市
株式会社金子建設 栃木県 足利市
ジーケーエス株式会社 栃木県 足利市
東武冶金株式会社 栃木県 足利市
第一印刷株式会社 栃木県 栃木市
医療法人木水会 栃木県 栃木市
ワタレイ株式会社 栃木県 栃木市
有限会社白井製作所 栃木県 佐野市
伊藤商事株式会社 栃木県 小山市
株式会社長工業 栃木県 小山市
株式会社小畑工業社 栃木県 那須塩原市
株式会社栄伸工業 栃木県 下野市
日東産業株式会社 栃木県 茂木町
株式会社ペニーレイン 栃木県 那須町
小林 康彦 栃木県
永木 有里 栃木県
森田 聡 栃木県
株式会社アジアトレーディング 群馬県 前橋市
株式会社新井酒店 群馬県 前橋市
有限会社井上建設 群馬県 前橋市
開発技術株式会社 群馬県 前橋市
株式会社黒岩測量設計事務所 群馬県 前橋市
紅陵造園株式会社 群馬県 前橋市
新構造株式会社 群馬県 前橋市
医療法人積心会 群馬県 前橋市
株式会社髙橋造園土木 群馬県 前橋市
ニチレイ設備株式会社 群馬県 前橋市
富士レンタ・リース株式会社 群馬県 前橋市
新井調査設計株式会社 群馬県 高崎市
株式会社イタガキ建工 群馬県 高崎市
オリヒロマテリアル株式会社 群馬県 高崎市
有限会社角田商店 群馬県 高崎市
株式会社環境技研 群馬県 高崎市
有限会社戸塚興業 群馬県 高崎市
株式会社モハラテクニカ 群馬県 高崎市
株式会社桐生スイミングスクール 群馬県 桐生市
有限会社花ぶさ 群馬県 桐生市
株式会社五十木工業 群馬県 伊勢崎市
株式会社サイテックス 群馬県 太田市
株式会社西岡設計 群馬県 太田市
有限会社メディアフェイス 群馬県 太田市
有限会社桑原燃料 群馬県 沼田市
有限会社羽山組 群馬県 沼田市
目黒建設有限会社 群馬県 沼田市
雪国アグリ株式会社 群馬県 沼田市
株式会社ハウス管理 群馬県 安中市
東洋ケアサービス株式会社 群馬県 吉岡町
有限会社亮高設備 群馬県 中之条町
株式会社清紫園 群馬県 嬬恋村
尾崎建設株式会社 群馬県 板倉町
大塚 直樹 群馬県
加藤 幸一 群馬県
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栗原 修 群馬県
桒原 慎一 群馬県
下山 英雄 群馬県
永井 利明 群馬県
山木 幹彦 群馬県
株式会社アール 埼玉県 さいたま市
日豊機工株式会社 埼玉県 さいたま市
株式会社アストライズ 埼玉県 さいたま市
社会福祉法人弘優尽会 埼玉県 さいたま市
株式会社金久保製作所 埼玉県 さいたま市
医療法人孝友会 埼玉県 川越市
コスモ測量設計株式会社 埼玉県 川越市
株式会社マツザキ 埼玉県 川越市
株式会社石原住宅設備 埼玉県 熊谷市
有限会社ナトーライフコンサルタント 埼玉県 熊谷市
株式会社沼尻電機 埼玉県 熊谷市
株式会社梅林堂 埼玉県 熊谷市
大和屋株式会社 埼玉県 熊谷市
株式会社安藤設備工業 埼玉県 川口市
株式会社工藤鉄工所 埼玉県 川口市
三英電気工業株式会社 埼玉県 川口市
風雲商事株式会社 埼玉県 川口市
株式会社水上三洋商会 埼玉県 川口市
小川工業株式会社 埼玉県 行田市
大和輸送株式会社 埼玉県 行田市
永和建設株式会社 埼玉県 所沢市
有限会社シンコー精密 埼玉県 所沢市
綜合美装建設株式会社 埼玉県 所沢市
株式会社虎彰 埼玉県 所沢市
ニーズ企画株式会社 埼玉県 所沢市
株式会社SEENO 埼玉県 加須市
マスコー運輸有限会社 埼玉県 加須市
ラバファルト株式会社 埼玉県 加須市
医療法人柏成会 埼玉県 本庄市
モリヤ株式会社 埼玉県 東松山市
株式会社オガワ総業 埼玉県 春日部市
株式会社埼玉管工 埼玉県 春日部市
有限会社ワカバ技研 埼玉県 春日部市
山晃測量設計株式会社 埼玉県 狭山市
サンコー設備工業株式会社 埼玉県 狭山市
有限会社森川電気 埼玉県 鴻巣市
株式会社カワタ石英硝子 埼玉県 深谷市
社会福祉法人埼玉のぞみの園 埼玉県 深谷市
古郡建設株式会社 埼玉県 深谷市
医療法人社団大志 埼玉県 上尾市
株式会社早田工務店 埼玉県 上尾市
有限会社高中板金工業 埼玉県 草加市
ティーエスフーズ株式会社 埼玉県 草加市
医療法人燦史会 埼玉県 越谷市
株式会社昭電エンジニアリング 埼玉県 越谷市
株式会社リーブル 埼玉県 戸田市
株式会社樋口ダイカスト 埼玉県 新座市
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株式会社カザマ 埼玉県 久喜市
亀井機材株式会社 埼玉県 八潮市
株式会社寿技研 埼玉県 八潮市
株式会社ＳＵＮ－ＮＥＴＷＯＲＫ 埼玉県 富士見市
社会福祉法人富士見市社会福祉協議会 埼玉県 富士見市
株式会社岡庭重機 埼玉県 三郷市
有限会社丸山製作所 埼玉県 蓮田市
有限会社新和技術 埼玉県 坂戸市
株式会社愛波 埼玉県 吉川市
株式会社東栄 埼玉県 伊奈町
有限会社　関根木工 埼玉県 越生町
麻井 大 埼玉県
飯田 彰男 埼玉県
池田 玄一 埼玉県
岡本 正義 埼玉県
鹿島 敏子 埼玉県
角濱 哲也 埼玉県
紺野 聡 埼玉県
髙柳 吉男 埼玉県
當間 祥隆 埼玉県
長沼 健 埼玉県
中村 文男 埼玉県
西田 麻子 埼玉県
畠山 洋一 埼玉県
森田 祐孝 埼玉県
山本 竜介 埼玉県
株式会社環境設備計画 千葉県 千葉市
株式会社カンナ 千葉県 千葉市
新日本工業株式会社 千葉県 千葉市
若石建設株式会社 千葉県 千葉市
千葉造園土木株式会社 千葉県 千葉市
社会福祉法人首都圏光の村 千葉県 千葉市
多田工業株式会社 千葉県 千葉市
株式会社イツキ 千葉県 千葉市
株式会社タジマ建設 千葉県 市川市
時田コンクリート工業株式会社 千葉県 市川市
株式会社ＴＲＹ　ｐｉｅｃｅ 千葉県 市川市
株式会社カネマタ薬局 千葉県 船橋市
しのはらプレスサービス株式会社 千葉県 船橋市
医療法人社団エム・エイチ・ケイ 千葉県 船橋市
医療法人社団千葉秀心会 千葉県 船橋市
布川産業株式会社 千葉県 船橋市
有限会社谷津商事 千葉県 船橋市
カワモトフーズ株式会社 千葉県 木更津市
株式会社エーアイ測量設計 千葉県 松戸市
高塚設備工業株式会社 千葉県 松戸市
株式会社青野商店 千葉県 成田市
有限会社佐倉第一ホテル 千葉県 佐倉市
八紘測量開発株式会社 千葉県 東金市
有限会社アクティブ 千葉県 旭市
有限会社藤井造園土木 千葉県 習志野市
ＥＶＥＲライン株式会社 千葉県 柏市
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株式会社岡田工業所 千葉県 柏市
株式会社柏工房 千葉県 柏市
グリーンテック株式会社 千葉県 柏市
株式会社ＫＥＮ－ＬＯＣＫ 千葉県 柏市
株式会社サン商会 千葉県 柏市
株式会社相馬 千葉県 柏市
株式会社森本造園 千葉県 市原市
社会福祉法人心聖会 千葉県 八千代市
東京化学機械株式会社 千葉県 八千代市
一角株式会社 千葉県 富津市
富二電機株式会社 千葉県 富津市
株式会社ＣＡＲ　ＩＮＣ 千葉県 四街道市
医療法人社団愛慈会 千葉県 印西市
山喜工業有限会社 千葉県 匝瑳市
佐原三菱自動車販売株式会社 千葉県 香取市
フルカワ工業株式会社 千葉県 山武市
有限会社山之口瓦店 千葉県 山武市
株式会社ＴＳ測建 千葉県 大網白里市
篠原 弘 千葉県
滝田 一裕 千葉県
谷口 勇 千葉県
中台 卓司 千葉県
畠山 正徳 千葉県
松居 毅 千葉県
松丸 隆一 千葉県
村田 洋之 千葉県
株式会社アマネク 東京都 千代田区
岩波不動産株式会社 東京都 千代田区
英商株式会社 東京都 千代田区
株式会社エス・アイザックス商会 東京都 千代田区
株式会社ＫＩＮＵＪＯ　ＪＡＰＡＮ 東京都 千代田区
株式会社グラム 東京都 千代田区
医療法人財団同仁記念会 東京都 千代田区
株式会社シーエヌイーエフエーシステムズ 東京都 千代田区
株式会社自治日報社 東京都 千代田区
シムウェルマン株式会社 東京都 千代田区
有限会社大東鉄工 東京都 千代田区
株式会社トゥーヴァージンズ 東京都 千代田区
日東リース株式会社 東京都 千代田区
株式会社ＰＥＲＳＯＬＡＴＩＯＮ 東京都 千代田区
株式会社三木森 東京都 千代田区
株式会社ユニテスコ 東京都 千代田区
青野管システム工業株式会社 東京都 中央区
株式会社イーストアップ 東京都 中央区
大内新興化学工業株式会社 東京都 中央区
株式会社化學工業日報社 東京都 中央区
株式会社川口屋 東京都 中央区
株式会社銀座十字屋 東京都 中央区
株式会社サン・アクトレス 東京都 中央区
セオリアファーマ株式会社 東京都 中央区
株式会社白水社 東京都 中央区
株式会社ＨＲＯＴＴＩ 東京都 中央区
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株式会社明日香設計 東京都 港区
株式会社Ｉ－ｔｏ 東京都 港区
株式会社ＭＩＴ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　Ａｄｖｉｓｏｒｙ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ 東京都 港区
株式会社エム・ピー・ソリューション 東京都 港区
株式会社コルピエロ 東京都 港区
株式会社西原ネオ 東京都 港区
株式会社ノアビルディング 東京都 港区
株式会社ハーミットクラブデザイン 東京都 港区
バディーズ株式会社 東京都 港区
プロパティー・パートナーズ株式会社 東京都 港区
三浦総業株式会社 東京都 港区
株式会社リアルエステート・エージェント・ジャパン 東京都 港区
株式会社アールイープラネット 東京都 新宿区
株式会社ウルテック 東京都 新宿区
株式会社　音練 東京都 新宿区
新日本技術株式会社 東京都 新宿区
大光税理士法人 東京都 新宿区
株式会社ティ・エス・サービス 東京都 新宿区
株式会社ディオントーキョー 東京都 新宿区
日本リビング保証株式会社 東京都 新宿区
株式会社広島メタル＆マシナリー 東京都 新宿区
Ｈｏｓａｎｎａ　Ａｃａｄｅｍｙ株式会社 東京都 新宿区
株式会社ヤマキュウリネンサプライ 東京都 新宿区
ＵＥ株式会社 東京都 新宿区
株式会社ＩＮＡ新建築研究所 東京都 文京区
合同会社ぽ 東京都 文京区
株式会社丸芝 東京都 文京区
久盛実業株式会社 東京都 台東区
タグシステム株式会社 東京都 台東区
株式会社本間總合建築 東京都 台東区
吉田電材工業株式会社 東京都 台東区
杉田メリヤス工業株式会社 東京都 墨田区
株式会社ヒダン 東京都 墨田区
ホッティーポリマー株式会社 東京都 墨田区
有限会社アド 東京都 江東区
株式会社オレンジホームワークス 東京都 江東区
株式会社五分利屋 東京都 江東区
株式会社ワークイット・ブレインズ 東京都 江東区
株式会社アトリエミヨシ 東京都 品川区
株式会社和泉金型 東京都 品川区
株式会社ＳＡＣ 東京都 品川区
株式会社小野電機製作所 東京都 品川区
Ｓｕｒｅｌｙ株式会社 東京都 品川区
株式会社ジョイカルジャパン 東京都 品川区
株式会社バイオフィリア 東京都 品川区
株式会社ピノ・コーポレーシヨン 東京都 品川区
米山化学株式会社 東京都 品川区
株式会社ラジアン 東京都 品川区
株式会社伊庭工務店 東京都 目黒区
クリント株式会社 東京都 目黒区
ダイヤエステート株式会社 東京都 目黒区
株式会社ナイスケア 東京都 目黒区
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株式会社ファイブ・エフ 東京都 目黒区
株式会社ＡＲＣ．Ｂｒｉｄｇｅ 東京都 大田区
株式会社ＡＧＮＡ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 東京都 大田区
株式会社アゼット 東京都 大田区
金子コード株式会社 東京都 大田区
有限会社斎藤精機製作所 東京都 大田区
三恵製薬株式会社 東京都 大田区
医療法人社団歯健誠会 東京都 大田区
タケマサ工業株式会社 東京都 大田区
株式会社ユニックス 東京都 大田区
有限会社加藤自動車工業 東京都 世田谷区
株式会社柴畜 東京都 世田谷区
株式会社ＭＡＣＨＩＹＡ　ＧＲＡＰＨＩＣＳ 東京都 世田谷区
有限会社アース・ムーヴァー 東京都 渋谷区
株式会社ＭＳデジタル 東京都 渋谷区
カエルム株式会社 東京都 渋谷区
株式会社コムシ・コムサ 東京都 渋谷区
全国理容生活衛生同業組合連合会 東京都 渋谷区
ホワイトエッセンス株式会社 東京都 渋谷区
有限会社マスターピース 東京都 渋谷区
株式会社 電 測 東京都 中野区
株式会社アーキシンクデザイン 東京都 杉並区
アクセスホーム株式会社 東京都 杉並区
株式会社沖建 東京都 杉並区
株式会社シルビア 東京都 杉並区
株式会社西東京管財 東京都 杉並区
株式会社リビング住販 東京都 杉並区
株式会社ＥＴＳホールディングス 東京都 豊島区
株式会社長田製作所 東京都 豊島区
株式会社ＱＨホリデー 東京都 豊島区
有限会社小金沢経営サポートセンター 東京都 豊島区
医療法人社団聖智会 東京都 豊島区
株式会社住信建託 東京都 豊島区
株式会社テクノ 東京都 豊島区
株式会社Ｍａｒｋｕｓ 東京都 豊島区
村上工業株式会社 東京都 豊島区
株式会社ライン設計 東京都 豊島区
有限会社イチパーセント 東京都 北区
株式会社マエダ 東京都 北区
有限会社ユニット・エース 東京都 北区
株式会社中條 東京都 荒川区
株式会社エイ・ケイ・コーポレーション 東京都 板橋区
四光電気工事株式会社 東京都 板橋区
株式会社ルケオ 東京都 板橋区
野口興産株式会社 東京都 練馬区
株式会社浅香工業 東京都 足立区
株式会社第一冷暖房 東京都 足立区
株式会社アクティ・ハウス 東京都 葛飾区
株式会社ｗｕｎｄｏｕ 東京都 葛飾区
有限会社川田製作所 東京都 葛飾区
有限会社柴又丸仁 東京都 葛飾区
株式会社アシスト 東京都 江戸川区
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アポロ建材株式会社 東京都 江戸川区
株式会社インテリアスペース・ゼロ 東京都 江戸川区
株式会社オックス 東京都 江戸川区
医療法人社団伸治歯整会 東京都 江戸川区
株式会社チーム建築設計 東京都 江戸川区
株式会社テクノクラート 東京都 江戸川区
株式会社ラルジュ 東京都 江戸川区
株式会社ＲＴ 東京都 八王子市
シルバーサポート株式会社 東京都 八王子市
山下電装株式会社 東京都 八王子市
合同会社Hummingbird 東京都 三鷹市
有限会社テクノム 東京都 青梅市
医療法人社団康美会 東京都 調布市
世田谷精機株式会社 東京都 町田市
株式会社Ｎｅｏｘ 東京都 町田市
株式会社空間設計社 東京都 小平市
株式会社セルビス 東京都 小平市
株式会社藍設計室 東京都 東村山市
株式会社ＴＡＭＡ建築設備設計 東京都 東村山市
医療法人社団章学会 東京都 国分寺市
医療法人社団浩央会 東京都 国立市
株式会社藤和設計 東京都 東大和市
有限会社岩崎商店 東京都 清瀬市
社会福祉法人　至愛協会 東京都 多摩市
医療法人社団秀邦会 東京都 多摩市
株式会社ＴＥＳＫＯ 東京都 多摩市
スーパーレジン工業株式会社 東京都 稲城市
野崎酒造株式会社 東京都 あきる野市
株式会社インターネット不動産 東京都 西東京市
株式会社Ｓｙｍｍｅｔｒｙ　Ｈｏｕｓｅ 東京都 西東京市
株式会社東峯設備 東京都 瑞穂町
佐久間建設株式会社 東京都 奥多摩町
石井 春生 東京都
植田 光治 東京都
大島 正浩 東京都
木藤 美和子 東京都
坂本 眞理子 東京都
清水 修子 東京都
杉山 一朗 東京都
竹居 泰子 東京都
田中 伸介 東京都
東郷 亮輔 東京都
船田 淳子 東京都
森 俊一 東京都
柳 陽一 東京都
矢作 眞大 東京都
山下 健太 東京都
山田 泰 東京都
有限会社サカエ・グラスサービス 神奈川県 横浜市
株式会社ショウエイワークス 神奈川県 横浜市
白岩物産株式会社 神奈川県 横浜市
横浜改良土センター株式会社 神奈川県 横浜市
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株式会社アセゾネ 神奈川県 横浜市
株式会社エーアイネット・テクノロジ 神奈川県 横浜市
株式会社加藤組鉄工所 神奈川県 横浜市
株式会社ふたばリーガルサーベイ 神奈川県 横浜市
株式会社イムジオク 神奈川県 横浜市
ＡＣＭ株式会社 神奈川県 横浜市
共和建物管理株式会社 神奈川県 横浜市
社会福祉法人恵友会 神奈川県 横浜市
株式会社ＣＬＳ 神奈川県 横浜市
医療法人社団三州会 神奈川県 横浜市
株式会社第一ホーム 神奈川県 横浜市
株式会社ダイデン 神奈川県 横浜市
株式会社旅コレクション 神奈川県 横浜市
株式会社Ｂａｓｉｃ 神奈川県 横浜市
株式会社カンザイ 神奈川県 横浜市
医療法人社団大藤歯科医院 神奈川県 横浜市
株式会社クレイン 神奈川県 横浜市
株式会社高桑 神奈川県 横浜市
株式会社横浜スポーツマンクラブ 神奈川県 横浜市
株式会社なかじま 神奈川県 横浜市
株式会社エー・ピー・オー 神奈川県 横浜市
株式会社エムズ 神奈川県 横浜市
株式会社蒲原商会 神奈川県 横浜市
先端技研株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社ワタナベ建材 神奈川県 横浜市
株式会社ショウワ 神奈川県 横浜市
有限会社エスケイ社 神奈川県 横浜市
ＭＲテクノス株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社サクラ測地 神奈川県 横浜市
株式会社鈴木設備工業 神奈川県 横浜市
株式会社ワタナベ福祉設計 神奈川県 横浜市
キタ工業株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社平井製作所 神奈川県 横浜市
株式会社ソーシエ 神奈川県 横浜市
株式会社中養母電気産業 神奈川県 横浜市
株式会社鈴木製作所 神奈川県 横浜市
株式会社本興製工所 神奈川県 横浜市
横浜標識株式会社 神奈川県 横浜市
栄光テクニカルサービス株式会社 神奈川県 川崎市
協山電設株式会社 神奈川県 川崎市
第一パイプ工業株式会社 神奈川県 川崎市
有限会社野原プラスチックス 神奈川県 川崎市
山崎金型株式会社 神奈川県 川崎市
和光産業株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社颯葉 神奈川県 川崎市
松栄産業株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社ヨシナガ 神奈川県 川崎市
有限会社ジェイラップ 神奈川県 川崎市
有限会社平楽商事 神奈川県 川崎市
医療法人社団守成会 神奈川県 相模原市
株式会社創日 神奈川県 相模原市
日本サーモニクス株式会社 神奈川県 相模原市
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Next scaena(株) 神奈川県 相模原市
社会福祉法人慈恵療育会 神奈川県 相模原市
日神機工株式会社 神奈川県 横須賀市
文化興業株式会社 神奈川県 横須賀市
六浦工業株式会社 神奈川県 横須賀市
株式会社アーバン 神奈川県 平塚市
株式会社榮家 神奈川県 藤沢市
組田工専株式会社 神奈川県 藤沢市
株式会社シーデザインパートナーズ 神奈川県 小田原市
株式会社しいの食品 神奈川県 小田原市
有限会社だいご 神奈川県 小田原市
株式会社西山製作所 神奈川県 小田原市
日本ベストミート株式会社 神奈川県 小田原市
ハマーホーム株式会社 神奈川県 小田原市
株式会社守屋電機 神奈川県 小田原市
亀井工業ホールディングス株式会社 神奈川県 茅ヶ崎市
ショコー産業株式会社 神奈川県 茅ヶ崎市
株式会社フォーシーズンズランド 神奈川県 茅ヶ崎市
株式会社フジプロ 神奈川県 茅ヶ崎市
オリエンタル設備工業株式会社 神奈川県 厚木市
ラス・スーパーフライ株式会社 神奈川県 厚木市
株式会社誠和マザック 神奈川県 大和市
神谷コーポレーション湘南株式会社 神奈川県 伊勢原市
株式会社ＦＷＴ　ＬＯＧＩＳＴＩＣＳ 神奈川県 海老名市
株式会社グローバル技研 神奈川県 海老名市
株式会社スタンダード運輸 神奈川県 海老名市
株式会社ビクトリーホーム 神奈川県 南足柄市
株式会社多摩川電子 神奈川県 綾瀬市
ベインワークス株式会社 神奈川県 葉山町
トルク工業株式会社 神奈川県 松田町
有限会社ちもと 神奈川県 箱根町
綾部 恵 神奈川県
内田 博之 神奈川県
神永 崇 神奈川県
佐々木 正信 神奈川県
寺尾 准 神奈川県
株式会社クリエイトセンター 新潟県 新潟市
三共消毒株式会社 新潟県 新潟市
ホテル朱鷺メッセ株式会社 新潟県 新潟市
株式会社リオ・ホテルズ関越 新潟県 新潟市
株式会社山内葬祭 新潟県 新潟市
医療法人社団みよし会 新潟県 新潟市
新潟麦酒株式会社 新潟県 新潟市
大和運送建設株式会社 新潟県 柏崎市
有限会社遠間鉄工所 新潟県 燕市
ユタカ電子工業株式会社 新潟県 燕市
社会福祉法人ひすい福祉会 新潟県 糸魚川市
株式会社杉政建設 新潟県 上越市
株式会社堂谷組 新潟県 佐渡市
刈共株式会社 新潟県 刈羽村
池田 隆 新潟県
日本アメニティー株式会社 富山県 富山市

13 / 32 ページ



2021年10月29日

事業者名 都道府県 市区町村

株式会社野上緑化 富山県 富山市
有限会社日和 富山県 富山市
北陸コンサルタント株式会社 富山県 富山市
株式会社みらい薗 富山県 富山市
株式会社三幸 富山県 高岡市
株式会社黒田精型 富山県 魚津市
株式会社沢田製作所 富山県 滑川市
西陵株式会社 富山県 砺波市
株式会社ゼフィール 富山県 小矢部市
株式会社林商店 富山県 南砺市
稲村 睦美 富山県
藤野 人志 富山県
株式会社アドバンス北陸サービス 石川県 金沢市
株式会社木村精工 石川県 金沢市
有限会社シティ・エイト・ナカデン 石川県 金沢市
有限会社伸栄館 石川県 金沢市
株式会社スパーテル 石川県 金沢市
株式会社髙田組 石川県 金沢市
株式会社ニック 石川県 金沢市
前田鋼材株式会社 石川県 金沢市
有限会社池端漆香堂 石川県 輪島市
小中出建設株式会社 石川県 加賀市
よろづや観光株式会社 石川県 加賀市
株式会社笠間製本印刷 石川県 白山市
ＳＡＱＬＡＳ株式会社 石川県 野々市市
株式会社稲岡建設 石川県 志賀町
株式会社米木工務店 石川県 志賀町
中建設株式会社 石川県 宝達志水町
四十澤 宏治 石川県
寺田 和弘 石川県
中出 喜美男 石川県
医療法人五大清歯会 福井県 福井市
轟建設株式会社 福井県 福井市
福井県環境保全協業組合 福井県 福井市
福日機電株式会社 福井県 福井市
三崎屋電工株式会社 福井県 福井市
敦賀ガス株式会社 福井県 敦賀市
株式会社シマキ工業 福井県 勝山市
株式会社協同 福井県 坂井市
坪由織物株式会社 福井県 坂井市
有限会社やま甚 福井県 坂井市
株式会社ディーウエスト 福井県 南越前町
鯖江精機株式会社 福井県 越前町
有限会社宮川住設 福井県 美浜町
奥平 誠一郎 福井県
山下 輝 福井県
株式会社阿部精工 山梨県 甲府市
有限会社キャラット 山梨県 甲府市
社会福祉法人くだま福祉会 山梨県 甲府市
株式会社ゴープラス 山梨県 甲府市
株式会社山市成工 山梨県 甲府市
有限会社スーパーＴＡＣ 山梨県 富士吉田市
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スマイル設備株式会社 山梨県 富士吉田市
ティーアンドエム測量設計株式会社 山梨県 富士吉田市
有限会社ギコウ製作所 山梨県 大月市
小林ニットウエア株式会社 山梨県 南アルプス市
医療法人高原会 山梨県 南アルプス市
株式会社神宮司測量 山梨県 笛吹市
白百合醸造株式会社 山梨県 甲州市
株式会社ＡＳフーズ 山梨県 中央市
一般財団法人中央市農業振興公社 山梨県 中央市
町田 順一 山梨県
有限会社三愛商会 長野県 長野市
有限会社篠ノ井自動車 長野県 長野市
有限会社峰村設備 長野県 長野市
シナノカメラ工業株式会社 長野県 松本市
株式会社大和ホーム工業 長野県 松本市
特定非営利活動法人結いの街 長野県 松本市
医療法人横西産婦人科 長野県 松本市
株式会社ワイドデンタル 長野県 松本市
有限会社中部自動車 長野県 岡谷市
山岸建設株式会社 長野県 岡谷市
飯田エポック株式会社 長野県 飯田市
有限会社池田自動車 長野県 飯田市
医療法人にいみ歯科医院 長野県 飯田市
株式会社南信美装 長野県 諏訪市
合資会社竜東ボデー 長野県 伊那市
有限会社原冷熱工業 長野県 駒ヶ根市
有限会社サクライ薬局 長野県 中野市
有限会社リペアオート美麻 長野県 大町市
南新電気工業株式会社 長野県 茅野市
株式会社Lily 長野県 茅野市
浅間佐久自動車学校株式会社 長野県 佐久市
株式会社共栄製作所 長野県 佐久市
有限会社宗明会 長野県 安曇野市
冨士工業株式会社 長野県 箕輪町
高井林産工業株式会社 長野県 高山村
小島 亜矢子 長野県
齋藤 良 長野県
須永 次郎 長野県
中山 貴史 長野県
株式会社印刷工房 岐阜県 岐阜市
株式会社岡本 岐阜県 岐阜市
岐阜食品青果協同組合 岐阜県 岐阜市
タケムラ商事株式会社 岐阜県 岐阜市
株式会社ダットマス 岐阜県 岐阜市
東海エポック株式会社 岐阜県 岐阜市
株式会社野原電建 岐阜県 岐阜市
ベンハーはかり株式会社 岐阜県 岐阜市
株式会社ホテルパーク 岐阜県 岐阜市
森井建設株式会社 岐阜県 岐阜市
株式会社ハイメック 岐阜県 大垣市
株式会社日の丸繊維 岐阜県 大垣市
株式会社フジマシン 岐阜県 大垣市
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株式会社いちいコンサルタント 岐阜県 高山市
株式会社エレクス 岐阜県 高山市
株式会社Ｓｕｎ　ａｉｒ 岐阜県 多治見市
名古屋モザイク工業株式会社 岐阜県 多治見市
株式会社パックマン 岐阜県 関市
株式会社新田製作所 岐阜県 中津川市
有限会社小川電気商会 岐阜県 美濃市
株式会社東海化成 岐阜県 美濃市
桐井陶器産業株式会社 岐阜県 瑞浪市
瑞明建設有限会社 岐阜県 瑞浪市
有限会社マルモ加藤陶器 岐阜県 瑞浪市
株式会社正海金型 岐阜県 羽島市
恵那高原開発株式会社 岐阜県 恵那市
有限会社大沢電気 岐阜県 恵那市
株式会社山銀 岐阜県 土岐市
株式会社旭合成 岐阜県 各務原市
株式会社サンワ空調 岐阜県 各務原市
株式会社ライン精工 岐阜県 各務原市
株式会社岩城 岐阜県 可児市
中部日本警備保障株式会社 岐阜県 可児市
ハートフルマンション株式会社 岐阜県 可児市
株式会社ハイビックス 岐阜県 瑞穂市
社会医療法人白鳳会 岐阜県 郡上市
株式会社畑中水道 岐阜県 郡上市
株式会社三島組 岐阜県 郡上市
瀬口綜合設備株式会社 岐阜県 海津市
ＤＳＲ株式会社 岐阜県 岐南町
株式会社大橋組 岐阜県 養老町
関ケ原イーテック株式会社 岐阜県 関ケ原町
医療法人ほさか 岐阜県 大野町
有限会社松浦モータース 岐阜県 八百津町
糸魚川 篤史 岐阜県
大澤 由紀子 岐阜県
小松 健太 岐阜県
松本 祐介 岐阜県
株式会社石垣モータース 静岡県 静岡市
医療法人社団橘桜会 静岡県 静岡市
株式会社祥瑞 静岡県 静岡市
株式会社マルワトレーディング 静岡県 静岡市
市川土木株式会社 静岡県 静岡市
有限会社加瀬澤製版 静岡県 静岡市
白石雛具株式会社 静岡県 静岡市
株式会社スルガコンサル 静岡県 静岡市
ソーアイ造園株式会社 静岡県 静岡市
株式会社岩間工業所 静岡県 静岡市
有限会社片山食品 静岡県 静岡市
東名鍛工株式会社 静岡県 静岡市
長澤瓦商店株式会社 静岡県 静岡市
株式会社アイジーコンサルティング 静岡県 浜松市
有限会社共和製作所 静岡県 浜松市
有限会社国晃 静岡県 浜松市
株式会社日進 静岡県 浜松市
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株式会社丸文製作所 静岡県 浜松市
Ａｄａｍａｓ株式会社 静岡県 浜松市
遠州電装株式会社 静岡県 浜松市
医療法人社団厚友会 静岡県 浜松市
浜名湖生コン株式会社 静岡県 浜松市
株式会社東成流通サービス 静岡県 沼津市
株式会社特電 静岡県 沼津市
西家運送有限会社 静岡県 沼津市
有限会社ロイヤルエンジニアリング 静岡県 沼津市
株式会社ＳＨＡＰＥＳ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｌａｂ 静岡県 三島市
東洋印刷株式会社 静岡県 三島市
有限会社拓昇測量 静岡県 富士宮市
株式会社岡山商店 静岡県 島田市
西東アカウントサービス株式会社 静岡県 島田市
浜建工業株式会社 静岡県 島田市
立華株式会社 静岡県 富士市
株式会社芦工匠 静岡県 富士市
有限会社磐田板金工業 静岡県 磐田市
株式会社小室電機 静岡県 磐田市
旭測量設計株式会社 静岡県 焼津市
鈴重工業株式会社 静岡県 焼津市
駿南鉄工株式会社 静岡県 焼津市
株式会社焼津フーズ 静岡県 焼津市
有限会社酒のすぎむら 静岡県 掛川市
農事組合法人山東茶業組合 静岡県 掛川市
静岡田村薬品株式会社 静岡県 藤枝市
株式会社リカバリー 静岡県 藤枝市
有限会社菅沼製作所 静岡県 湖西市
株式会社アイディー 静岡県 伊豆市
有限会社大石建材 静岡県 牧之原市
有限会社イチカワプランニング 静岡県 清水町
株式会社クメタ製作所 静岡県 吉田町
有限会社鈴精機 静岡県 森町
神山 美津夫 静岡県
萩間 昭宏 静岡県
松浦 一雄 静岡県
山田 秀司 静岡県
山中 勝則 静岡県
吉池 眞奈美 静岡県
玉三屋食品株式会社 愛知県 名古屋市
医療法人優寿会 愛知県 名古屋市
株式会社ＯＴＳＬ 愛知県 名古屋市
メディカル８株式会社 愛知県 名古屋市
医療法人青葉会 愛知県 名古屋市
株式会社杉山製作所 愛知県 名古屋市
株式会社東涼建設 愛知県 名古屋市
有限会社愛成通信 愛知県 名古屋市
株式会社トーメーコーポレーション 愛知県 名古屋市
ナガイホールディングス株式会社 愛知県 名古屋市
ニコー物産株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社萩電気 愛知県 名古屋市
平凡運輸株式会社 愛知県 名古屋市
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株式会社アクションパワー 愛知県 名古屋市
株式会社クラッソーネ 愛知県 名古屋市
三協紙業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社三治製作所 愛知県 名古屋市
株式会社坪井利三郎商店 愛知県 名古屋市
東海商事株式会社 愛知県 名古屋市
有限会社未来縫製 愛知県 名古屋市
合資会社ヤスイペイント工芸所 愛知県 名古屋市
株式会社ｔｍｋアーキワークス 愛知県 名古屋市
丸美デザイン＆コンストラクション株式会社 愛知県 名古屋市
中京陸運株式会社 愛知県 名古屋市
サン自動車工業株式会社 愛知県 名古屋市
医療法人Ｃｉｔｙ　Ｃａｒｅ 愛知県 名古屋市
中野ハガネ株式会社 愛知県 名古屋市
名古屋電話株式会社 愛知県 名古屋市
名晶興産株式会社 愛知県 名古屋市
有限会社南陽運送 愛知県 名古屋市
株式会社原田プレシジョン 愛知県 名古屋市
福崎鋼業(有) 愛知県 名古屋市
株式会社南組 愛知県 名古屋市
株式会社竜製作所 愛知県 名古屋市
株式会社愛環 愛知県 名古屋市
有限会社修理屋 愛知県 名古屋市
株式会社フタバ 愛知県 名古屋市
社会福祉法人貴愛会 愛知県 名古屋市
株式会社小島産業 愛知県 名古屋市
株式会社あじわい亭 愛知県 豊橋市
株式会社イタザワ工業社 愛知県 豊橋市
牛川自動車株式会社 愛知県 豊橋市
特定非営利活動法人クオーレ 愛知県 豊橋市
神野建設株式会社 愛知県 豊橋市
本多電子株式会社 愛知県 豊橋市
有限会社三浦設計事務所 愛知県 豊橋市
株式会社ユニ技研 愛知県 豊橋市
横田工業株式会社 愛知県 豊橋市
有限会社生駒組 愛知県 岡崎市
株式会社稲垣屋 愛知県 岡崎市
株式会社川澄鉄工所 愛知県 岡崎市
白濱建設株式会社 愛知県 岡崎市
株式会社すぎた 愛知県 岡崎市
株式会社スタジオホワイトルーム 愛知県 岡崎市
東洋ウェルフェア株式会社 愛知県 岡崎市
株式会社三河建設総合企業 愛知県 岡崎市
ＵｎｉｖｅｒｓａｌＷｉｌｌ株式会社 愛知県 岡崎市
浪漫酒創庫あつみ有限会社 愛知県 岡崎市
医療法人健口会 愛知県 一宮市
誠美社工業株式会社 愛知県 瀬戸市
有限会社Ｊ．Ｃ．Ｏ中部 愛知県 春日井市
水野土木株式会社 愛知県 春日井市
株式会社ＩＴＯ 愛知県 豊川市
一宮工業株式会社 愛知県 豊川市
株式会社戸苅工業 愛知県 豊川市
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株式会社まきやす 愛知県 豊川市
近藤工業株式会社 愛知県 刈谷市
株式会社アクティス 愛知県 豊田市
株式会社エスケー 愛知県 豊田市
株式会社ロイヤルフレンドシップ 愛知県 豊田市
毎味水産株式会社 愛知県 西尾市
小田株式会社 愛知県 蒲郡市
有限会社あいしん工業 愛知県 犬山市
医療法人健幸会 愛知県 常滑市
株式会社石井金型 愛知県 江南市
有限会社浅田自動車 愛知県 小牧市
ダイサンドット株式会社 愛知県 小牧市
有限会社ビレイパレス 愛知県 稲沢市
落合ライト化学株式会社 愛知県 東海市
株式会社仙敷工業 愛知県 東海市
愛知精工株式会社 愛知県 大府市
瓦滝工業株式会社 愛知県 大府市
株式会社ａｓｃｅｎｓｉｏｎ 愛知県 知立市
表屋株式会社 愛知県 知立市
アサヒ工業株式会社 愛知県 尾張旭市
株式会社タチ基ホーム 愛知県 尾張旭市
株式会社天野研磨工業所 愛知県 豊明市
ホリー精器株式会社 愛知県 豊明市
ファースト化工株式会社 愛知県 清須市
サン樹脂株式会社 愛知県 北名古屋市
株式会社ＩＫＫＩ 愛知県 みよし市
株式会社ＫＡＲＵＮＡ　ＴＲＡＤＩＮＧ 愛知県 あま市
株式会社村瀬製菓 愛知県 あま市
株式会社小池 愛知県 長久手市
株式会社ＫＫＩ 愛知県 豊山町
有限会社ＫＫＩ製造部 愛知県 豊山町
株式会社ｓｐｒｅａｄ 愛知県 豊山町
名古屋バナナ加工株式会社 愛知県 豊山町
有限会社エヌエスケイ 愛知県 大口町
石川 輔 愛知県
植田 弘一 愛知県
太田 英男 愛知県
大羽 康弘 愛知県
黒栁 伸一 愛知県
鷹津 文麿 愛知県
竹村 洋志 愛知県
東福 大輔 愛知県
新美 敬太 愛知県
西部 研志 愛知県
藤本 明伸 愛知県
古川 清治 愛知県
水野 満 愛知県
森川 道也 愛知県
吉岡 喜久雄 愛知県
與那城 治 愛知県
アール・エフ・ヤマカワ株式会社 三重県 津市
旭鍍金株式会社 三重県 津市
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有限会社幸設備工業 三重県 津市
オーエムシー株式会社 三重県 四日市市
希代建設株式会社 三重県 四日市市
株式会社ＳＥＥＤ 三重県 四日市市
三重電設株式会社 三重県 四日市市
近畿開発測量株式会社 三重県 伊勢市
有限会社長谷川電気土木 三重県 伊勢市
株式会社カギテック 三重県 松阪市
株式会社カネイ 三重県 松阪市
鈴定燃料株式会社 三重県 松阪市
株式会社センチュリークリエイティブ 三重県 桑名市
加藤コンサルタント株式会社 三重県 鈴鹿市
有限会社ミエテック 三重県 鈴鹿市
株式会社モリワキエンジニアリング 三重県 鈴鹿市
社会福祉法人弘仁会 三重県 名張市
福祉開発株式会社 三重県 志摩市
イシダフーズ株式会社 三重県 伊賀市
上出運輸株式会社 三重県 伊賀市
北三重運送有限会社 三重県 菰野町
株式会社高洋セカンド 三重県 玉城町
有限会社玉城調剤センター 三重県 玉城町
岡部 祐二 三重県
有限会社イヤサカ整体オフィス 滋賀県 大津市
株式会社永楽屋 滋賀県 彦根市
株式会社上田商事 滋賀県 長浜市
株式会社アダムスセキュリティ 滋賀県 草津市
株式会社エッセン 滋賀県 草津市
株式会社横江自動車 滋賀県 草津市
オメガテクノ株式会社 滋賀県 守山市
株式会社片山 滋賀県 東近江市
大島電気工事株式会社 京都府 京都市
株式会社ジョイナス 京都府 京都市
アサヒ紙業株式会社 京都府 京都市
株式会社ＳＴＡＧＥ２ＨＯＬＤＩＮＧＳ 京都府 京都市
株式会社アルク 京都府 京都市
株式会社インターナショナルパブリックアート 京都府 京都市
有限会社うめだ 京都府 京都市
株式会社ステップ 京都府 京都市
堀金箔粉株式会社 京都府 京都市
株式会社井筒八ツ橋本舗 京都府 京都市
株式会社スリーグッド 京都府 京都市
京都エレベータ株式会社 京都府 京都市
鹿野産業株式会社 京都府 京都市
株式会社玉屋 京都府 京都市
株式会社ファイブ 京都府 京都市
株式会社ＵＮＯ 京都府 京都市
扶桑管工業株式会社 京都府 京都市
有限会社豊 京都府 京都市
株式会社小池製作所 京都府 京都市
西村貿易株式会社 京都府 京都市
ライナーワークス株式会社 京都府 京都市
しのぶや造園株式会社 京都府 京都市
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医療法人静寿会 京都府 福知山市
京都ケータリング株式会社 京都府 舞鶴市
有限会社公建 京都府 舞鶴市
新和建設株式会社 京都府 舞鶴市
有限会社新成建装 京都府 宇治市
合同会社ＡＣＴ 京都府 向日市
相互ビジネスフォーム株式会社 京都府 八幡市
株式会社カーライフ京丹後 京都府 京丹後市
有限会社コテラ企画 京都府 南丹市
有限会社寺井左官工業 京都府 久御山町
株式会社西島工務店 京都府 精華町
株式会社森忠建設造園 京都府 精華町
株式会社ローカルフラッグ 京都府 与謝野町
伊藤 直子 京都府
大森 剛 京都府
角野 泉 京都府
北村 光一郎 京都府
竹内 正美 京都府
萩 恒夫 京都府
人見 晃平 京都府
松井 佳幸 京都府
山田 博也 京都府
株式会社エーアイシステム 大阪府 大阪市
大谷株式会社 大阪府 大阪市
株式会社なないろ 大阪府 大阪市
井上自動車興業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社米の脇坂 大阪府 大阪市
堀内商事株式会社 大阪府 大阪市
株式会社明来エンタープライズ 大阪府 大阪市
株式会社クロスサービス 大阪府 大阪市
株式会社コスモデザイン企画 大阪府 大阪市
株式会社三興商会 大阪府 大阪市
株式会社東和ステージ 大阪府 大阪市
株式会社西大阪自動車 大阪府 大阪市
株式会社ネオグラフィック 大阪府 大阪市
ばいこう堂株式会社 大阪府 大阪市
ピースクルーズ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社Ｂｌｏｏｍ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 大阪府 大阪市
株式会社ランタン 大阪府 大阪市
有限会社アクティブアカウンティング 大阪府 大阪市
学校法人エール学園 大阪府 大阪市
株式会社オリエンタルベーカリー 大阪府 大阪市
小厚化成株式会社 大阪府 大阪市
松陸運輸株式会社 大阪府 大阪市
有限会社和泉テック 大阪府 大阪市
株式会社井原工業所 大阪府 大阪市
株式会社メインサービス 大阪府 大阪市
株式会社レーザーテック 大阪府 大阪市
ネオ・ルーフィング株式会社 大阪府 大阪市
株式会社マキノ薬局 大阪府 大阪市
ヤマショウ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社月光 大阪府 大阪市

21 / 32 ページ



2021年10月29日

事業者名 都道府県 市区町村

株式会社ＧＢ 大阪府 大阪市
寺西化学工業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社アイデック 大阪府 大阪市
株式会社ツクモア 大阪府 大阪市
株式会社マツモト 大阪府 大阪市
株式会社ライズワン 大阪府 大阪市
株式会社マクスジャパン 大阪府 大阪市
株式会社アシスト 大阪府 大阪市
株式会社東光機械 大阪府 大阪市
大阪圧搾コルク株式会社 大阪府 大阪市
株式会社クーバル 大阪府 大阪市
構造物設計株式会社 大阪府 大阪市
テクノロジー・ジョイント株式会社 大阪府 大阪市
株式会社東亜電機製作所 大阪府 大阪市
株式会社ビーバーレコード 大阪府 大阪市
株式会社Ｂｌａｎｃ 大阪府 大阪市
医療法人豊歯科医院 大阪府 大阪市
森川産業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社成美 大阪府 大阪市
株式会社タナテック 大阪府 大阪市
ドリームファクトリー株式会社 大阪府 大阪市
阪神プラスチツクス工業株式会社 大阪府 大阪市
アイ・ディー・エー株式会社 大阪府 大阪市
株式会社アッカ 大阪府 大阪市
株式会社井上模型製作所 大阪府 大阪市
ななし株式会社 大阪府 大阪市
株式会社Ｌｉｆｅ－ｄｏ．Ｐｌｕｓ 大阪府 大阪市
株式会社エスアール設計 大阪府 大阪市
株式会社大橋会計センター 大阪府 大阪市
オリオン株式会社 大阪府 大阪市
株式会社加貫ローラ製作所 大阪府 大阪市
環境設計株式会社 大阪府 大阪市
共立繊維株式会社 大阪府 大阪市
株式会社共和技術研究所 大阪府 大阪市
株式会社クオーレ 大阪府 大阪市
グッドモーニングコミュニケーション株式会社 大阪府 大阪市
株式会社コッカ 大阪府 大阪市
ＣＪ　Ｌｉｎｋ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ストーン 大阪府 大阪市
ダイヤホームズ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社三谷建築工舎 大阪府 大阪市
医療法人淳康会 大阪府 堺市
医療法人清澄会 大阪府 堺市
株式会社壱心 大阪府 堺市
医療法人雄愛会 大阪府 堺市
株式会社泉乃井 大阪府 堺市
楠永自動車株式会社 大阪府 堺市
有限会社やぶ内商店 大阪府 堺市
株式会社ヨシダオートサービス 大阪府 堺市
株式会社カンダマシナリー 大阪府 岸和田市
岸和田ステンレス株式会社 大阪府 岸和田市
株式会社木山合金 大阪府 豊中市
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株式会社サンワード 大阪府 豊中市
有限会社ティーエスティー測量企画 大阪府 池田市
オッペン化粧品株式会社 大阪府 吹田市
有限会社金川土木 大阪府 吹田市
テックマート株式会社 大阪府 吹田市
一般社団法人日本歯科厚生協会 大阪府 吹田市
株式会社ＨＩＧＨ　ＦＩＥＬＤ 大阪府 吹田市
守山建設株式会社 大阪府 吹田市
株式会社アネスト 大阪府 泉大津市
株式会社タカラ 大阪府 泉大津市
株式会社土田組 大阪府 泉大津市
株式会社Ｋｉｍｕｒａ 大阪府 守口市
共延工業株式会社 大阪府 守口市
有限会社国本土木 大阪府 守口市
木谷電器株式会社 大阪府 枚方市
株式会社　初亀 大阪府 枚方市
クリエイト研究会株式会社 大阪府 茨木市
有限会社伸晃興業 大阪府 茨木市
株式会社　緒方製作所 大阪府 八尾市
長谷川金網株式会社 大阪府 八尾市
米田精工有限会社 大阪府 八尾市
社会保険労務士法人石井事務所 大阪府 泉佐野市
先進機設株式会社 大阪府 泉佐野市
株式会社ユーエムアール 大阪府 泉佐野市
株式会社川下機工 大阪府 寝屋川市
株式会社カンパニーズ 大阪府 寝屋川市
有限会社木村家石材店 大阪府 寝屋川市
太盛工業株式会社 大阪府 寝屋川市
株式会社ＩＷＴカンパニー 大阪府 松原市
社会医療法人阪南医療福祉センター 大阪府 松原市
株式会社一竜小野建築 大阪府 和泉市
エースシステム株式会社 大阪府 和泉市
南開物流株式会社 大阪府 和泉市
有限会社旭金型製作所 大阪府 門真市
株式会社大日商会 大阪府 門真市
株式会社ロードカンパニー 大阪府 門真市
摂津運輸株式会社 大阪府 摂津市
株式会社ウィズファーマ 大阪府 藤井寺市
株式会社プログレスデザイン 大阪府 藤井寺市
株式会社エムワン 大阪府 東大阪市
株式会社大阪減速機製作所 大阪府 東大阪市
有限会社グリーンヘルス 大阪府 東大阪市
株式会社山和建設 大阪府 東大阪市
竹野株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社東海ドライ 大阪府 東大阪市
株式会社中土居工務店 大阪府 東大阪市
株式会社ニチドウ企画 大阪府 東大阪市
株式会社ＮＥＸＴ　ＰＬＥＡＳＵＲＥ 大阪府 東大阪市
株式会社野中製作所 大阪府 東大阪市
株式会社メタルファンテック 大阪府 東大阪市
ユニオン設計株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社レゴリス 大阪府 東大阪市
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医療法人河野歯科 大阪府 四條畷市
島田化成株式会社 大阪府 交野市
有限会社親生 大阪府 交野市
株式会社ヒライシテクノ 大阪府 大阪狭山市
株式会社野間工務店 大阪府 熊取町
有限会社ヤマテック 大阪府 太子町
石田 明 大阪府
太田 千景 大阪府
岡室 勝則 大阪府
佐々木 年郎 大阪府
島本 幸夫 大阪府
鈴木 和彦 大阪府
住吉 一起 大阪府
高井 清史 大阪府
竹内 淳 大阪府
友綱 満 大阪府
西本 雅彦 大阪府
西山 孝信 大阪府
灰原 幸男 大阪府
畑見 昭雄 大阪府
原田 英行 大阪府
廣瀬 沙耶佳 大阪府
株式会社建設計画 兵庫県 神戸市
トヨタカローラ兵庫株式会社 兵庫県 神戸市
有限会社ハナオ商会 兵庫県 神戸市
松尾電設工業株式会社 兵庫県 神戸市
まや鋼業株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社ＡＳＵＫＡ 兵庫県 神戸市
ＵＳＵＩ　ＢＲＵＳＨ株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社神戸ポートピアホテル 兵庫県 神戸市
株式会社サツマ薬局 兵庫県 神戸市
株式会社東天閣 兵庫県 神戸市
株式会社アド 兵庫県 神戸市
神戸ヘルス・プランニング有限会社 兵庫県 神戸市
アプリコット株式会社 兵庫県 姫路市
株式会社勝好商事 兵庫県 姫路市
株式会社カマタニ 兵庫県 姫路市
株式会社冠婚葬祭こころの会 兵庫県 姫路市
株式会社サン測量設計 兵庫県 姫路市
株式会社辻一平商店 兵庫県 姫路市
日新産業株式会社 兵庫県 姫路市
日向土木興業株式会社 兵庫県 姫路市
株式会社みどり不動産 兵庫県 姫路市
株式会社ＲＯＯ 兵庫県 姫路市
株式会社ヤブサダイナミックス 兵庫県 尼崎市
有限会社アルファープラス 兵庫県 西宮市
社会福祉法人一羊会 兵庫県 西宮市
株式会社越智工務店 兵庫県 西宮市
株式会社コーナン・メディカル 兵庫県 西宮市
さくらオートマット株式会社 兵庫県 西宮市
廣岡屋商事株式会社 兵庫県 西宮市
医療法人社団悠好会 兵庫県 洲本市
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株式会社松盛園 兵庫県 伊丹市
株式会社てとてと 兵庫県 伊丹市
株式会社きたむら 兵庫県 加古川市
株式会社陽春園植物場 兵庫県 宝塚市
シンワ設備株式会社 兵庫県 三木市
西村興産株式会社 兵庫県 三木市
株式会社丸尾エンジニアリング 兵庫県 高砂市
吉永建設株式会社 兵庫県 川西市
株式会社ヤリエ 兵庫県 三田市
株式会社大市住宅産業 兵庫県 丹波篠山市
竹内薬品株式会社 兵庫県 丹波市
株式会社ひやく 兵庫県 丹波市
社会福祉法人恵心福祉会 兵庫県 朝来市
有限会社藤原板金 兵庫県 宍粟市
山崎生コン株式会社 兵庫県 宍粟市
株式会社Ｈ．Ｉ．Ｔ 兵庫県 上郡町
有賀 憲一 兵庫県
池端 徳幸 兵庫県
岩田 政行 兵庫県
岡 昭平 兵庫県
表 伸哉 兵庫県
角田 義和 兵庫県
鈴江 明寛 兵庫県
高見 敏昭 兵庫県
佃 政憲 兵庫県
中山 雅博 兵庫県
藤森 康至 兵庫県
細川 豊 兵庫県
細見 健二 兵庫県
本田 恵三 兵庫県
三木 敏朗 兵庫県
和田 ゆかり 兵庫県
株式会社東豊技建 奈良県 奈良市
株式会社ハピネス 奈良県 奈良市
株式会社桝谷設計 奈良県 奈良市
株式会社ライフアートプランテック 奈良県 奈良市
有限会社樫本設計 奈良県 橿原市
株式会社中作 奈良県 宇陀市
株式会社ハクリュウ 奈良県 宇陀市
鳳隆建設株式会社 奈良県 宇陀市
日東紙器工業株式会社 奈良県 斑鳩町
株式会社吉川電機製作所 奈良県 田原本町
南工業株式会社 奈良県 吉野町
木村 敏也 奈良県
前川 弘昭 奈良県
上野山鉄工株式会社 和歌山県 和歌山市
医療法人青松会 和歌山県 和歌山市
和歌山高齢者生活協同組合 和歌山県 和歌山市
株式会社ユニカル 和歌山県 橋本市
有限会社日廣技研 和歌山県 御坊市
有限会社田村滑石工業所 和歌山県 紀の川市
株式会社くるまだるまや 和歌山県 岩出市
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有限会社シバモリ 和歌山県 かつらぎ町
有限会社福亀堂 和歌山県 白浜町
華山運送株式会社 和歌山県 那智勝浦町
東濵 正昌 和歌山県
医療法人社団三樹会 鳥取県 鳥取市
有限会社森板ダクトシステム 鳥取県 鳥取市
株式会社アイテック 鳥取県 米子市
学校法人にしき幼稚園 鳥取県 米子市
株式会社ホームズ 鳥取県 倉吉市
有限会社平岡組 鳥取県 湯梨浜町
大谷酒造株式会社 鳥取県 琴浦町
ステンレス工機株式会社 鳥取県 日吉津村
柴田 昌美 鳥取県
株式会社金見工務店 島根県 松江市
株式会社コーアガス島根 島根県 松江市
株式会社ひらぎの 島根県 松江市
川上医科器械株式会社 島根県 出雲市
有限会社オンダクリーニング 島根県 雲南市
大鵬建設有限会社 島根県 川本町
株式会社青山商会 岡山県 岡山市
株式会社ＺＥＲＯ－ＯＮＥ 岡山県 岡山市
立森建設株式会社 岡山県 岡山市
株式会社やまばと 岡山県 岡山市
株式会社岡田商運 岡山県 岡山市
株式会社創拓 岡山県 岡山市
社会福祉法人旭東愛児会 岡山県 岡山市
株式会社エル・エー・ピー 岡山県 岡山市
カウントアップ・カンパニー株式会社 岡山県 岡山市
有限会社光南台土建 岡山県 岡山市
株式会社ナガヤマ設備設計 岡山県 岡山市
株式会社江口電機 岡山県 倉敷市
株式会社共和技研 岡山県 倉敷市
株式会社クールウエスト 岡山県 倉敷市
大永運輸倉庫株式会社 岡山県 倉敷市
橋本防水工業有限会社 岡山県 倉敷市
株式会社丸文 岡山県 倉敷市
株式会社アイテック・ツリタニ 岡山県 津山市
田中実業株式会社 岡山県 新見市
有限会社原田組 岡山県 新見市
有限会社相沢組 岡山県 瀬戸内市
斎藤教材株式会社 岡山県 里庄町
株式会社　一心工業 広島県 広島市
協同組合広県繊 広島県 広島市
株式会社ゲンバカンリシステムズ 広島県 広島市
株式会社みつ葉測量設計 広島県 広島市
税理士法人若宮＆パートナーズ 広島県 広島市
株式会社中野 広島県 広島市
株式会社広島リバイン 広島県 広島市
株式会社ユニックス 広島県 広島市
医療法人さつき歯科クリニック 広島県 広島市
有限会社ヨーキ 広島県 広島市
医療法人秀仁会 広島県 広島市
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大成ナグバス株式会社 広島県 広島市
沼田建設株式会社 広島県 広島市
株式会社丸和製作所 広島県 広島市
エビオス株式会社 広島県 広島市
有限会社美鈴造園 広島県 広島市
エイトエステート株式会社 広島県 呉市
大森運送株式会社 広島県 呉市
公益財団法人呉市体育振興財団 広島県 呉市
山陽海運株式会社 広島県 呉市
株式会社第一技研 広島県 呉市
株式会社オカモトテクノ 広島県 竹原市
株式会社カーコーポレーション 広島県 尾道市
日工株式会社 広島県 尾道市
岡田石材株式会社 広島県 福山市
株式会社シントミ 広島県 福山市
株式会社ティエロー 広島県 福山市
日本畜産株式会社 広島県 福山市
ハルクホールディングス株式会社 広島県 福山市
株式会社備南自動車学校 広島県 福山市
株式会社ヨコセロ 広島県 福山市
株式会社和田製作所 広島県 福山市
クラフトマンジャパン株式会社 広島県 府中市
中川製袋化工株式会社 広島県 大竹市
医療法人北原会 広島県 廿日市市
津田高速運輸株式会社 広島県 廿日市市
株式会社住吉 広島県 安芸高田市
株式会社武田建設 広島県 安芸高田市
株式会社おか半 広島県 熊野町
医療法人社団光羅会 広島県 世羅町
石井 光道 広島県
甲斐 修一郎 広島県
倉田 潤平 広島県
高橋 史夫 広島県
守本 明彦 広島県
株式会社いのけん 山口県 下関市
木屋川建設株式会社 山口県 下関市
医療法人山陽会 山口県 下関市
株式会社デコス 山口県 下関市
中川拓工有限会社 山口県 下関市
株式会社西島組 山口県 下関市
株式会社宇部日報社 山口県 宇部市
株式会社Ｅｍｂｅｌｌｉｒ　ａｍｉ 山口県 山口市
株式会社村上組 山口県 山口市
株式会社湯田かめ福 山口県 山口市
有限会社木原建設 山口県 萩市
大海電機株式会社 山口県 防府市
株式会社無限 山口県 防府市
株式会社上昇 山口県 下松市
中川建設株式会社 山口県 岩国市
学校法人山口松陰学園 山口県 岩国市
株式会社黒瀬組 山口県 長門市
有限会社すみれ薬局 山口県 柳井市
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薬仙運輸株式会社 山口県 美祢市
株式会社よしの 山口県 美祢市
株式会社イタミ 山口県 周南市
社会福祉法人光仁会 山口県 周南市
有限会社スバル販売徳山 山口県 周南市
株式会社徳山コーヒーボーイ 山口県 周南市
株式会社ＭＩＮＡＴＯ 山口県 山陽小野田市
片山 寛明 山口県
金田 隆文 山口県
株式会社コウエイハウジング 徳島県 徳島市
徳島大水冷蔵株式会社 徳島県 徳島市
徳島美装工業株式会社 徳島県 徳島市
株式会社パッケージ松浦 徳島県 徳島市
鳴門ガス株式会社 徳島県 鳴門市
宮城ガス株式会社 徳島県 小松島市
医療法人タナベ歯科医院 徳島県 阿南市
友心建設株式会社 徳島県 阿波市
株式会社津川組 徳島県 美馬市
社会福祉法人愛育会 徳島県 松茂町
株式会社四国車体 徳島県 北島町
有限会社誉建設 徳島県 板野町
阿讃開発株式会社 徳島県 上板町
矢田 卓司 徳島県
株式会社エイシン 香川県 高松市
エヌケー建設株式会社 香川県 高松市
株式会社喜多猿八 香川県 高松市
旭洋鉄工株式会社 香川県 高松市
医療法人昭和会 香川県 高松市
有限会社ミナト製作所 香川県 高松市
株式会社一鶴 香川県 丸亀市
新光電装株式会社 香川県 丸亀市
四国タクシー株式会社 香川県 坂出市
医療法人社団西山脳神経外科病院 香川県 坂出市
社会福祉法人松寿会 香川県 坂出市
株式会社北四国グラビア印刷 香川県 観音寺市
社会福祉法人詫間福祉会 香川県 三豊市
合同会社ＧＬＯＢＡＬ・ＳＵＰＰＯＲＴ 香川県 宇多津町
株式会社Ｃｉｕｄａｄ 香川県 多度津町
山下 辰典 香川県
ウィズア株式会社 愛媛県 松山市
SKP株式会社 愛媛県 松山市
株式会社愛媛経済レポート 愛媛県 松山市
株式会社小笠原工業所 愛媛県 松山市
株式会社高橋測量設計事務所 愛媛県 松山市
金栄丸港運株式会社 愛媛県 新居浜市
株式会社電気工事高電 愛媛県 新居浜市
有限会社一城企画 愛媛県 西条市
株式会社ＷＥＳＴ 愛媛県 四国中央市
ジャスティン株式会社 愛媛県 四国中央市
イワキテック株式会社 愛媛県 上島町
大西 正 愛媛県
高岡 克典 愛媛県
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株式会社高知県中央青果市場 高知県 高知市
株式会社城西館 高知県 高知市
株式会社スリーキューブ 高知県 高知市
藤本塗料興業株式会社 高知県 高知市
有限会社三井サービス 高知県 高知市
山下産業株式会社 高知県 高知市
企業組合宇佐もん工房 高知県 土佐市
株式会社佐藤建設 高知県 香南市
橋本食品株式会社 福岡県 北九州市
株式会社アダチ 福岡県 北九州市
西部ビル管理株式会社 福岡県 北九州市
アヴァンティ株式会社 福岡県 北九州市
有限会社川原建設 福岡県 北九州市
北九州興産株式会社 福岡県 北九州市
株式会社シートス 福岡県 北九州市
大同建設株式会社 福岡県 北九州市
株式会社毎日メディアサービス 福岡県 北九州市
株式会社共立 福岡県 北九州市
株式会社大成メント 福岡県 北九州市
有限会社安部電気商会 福岡県 北九州市
株式会社石松商会 福岡県 北九州市
医療法人新生会 福岡県 北九州市
八幡アパレルサービス株式会社 福岡県 北九州市
正晃ホールディングス株式会社 福岡県 福岡市
パスハ・メディック株式会社 福岡県 福岡市
パワーハウス株式会社 福岡県 福岡市
株式会社エルアールエス 福岡県 福岡市
株式会社九州三田技術コンサルタンツ 福岡県 福岡市
株式会社コスモ 福岡県 福岡市
創ネット株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ヒカリ 福岡県 福岡市
株式会社プロステック 福岡県 福岡市
社会保険労務士法人プロネット 福岡県 福岡市
株式会社優輝総合コンサル 福岡県 福岡市
株式会社ヴェントゥーノ 福岡県 福岡市
株式会社Ｇｒｏｗｔｈ　ｃａｎｖａｓ 福岡県 福岡市
株式会社テックウィンエンジニアリングセンター 福岡県 福岡市
株式会社はたらくぞ．ｃｏｍ 福岡県 福岡市
株式会社ＦＡＮＦＡＲＥ 福岡県 福岡市
株式会社フューチャーアドバイザーズ 福岡県 福岡市
隆財株式会社 福岡県 福岡市
有限会社タカラ薬局 福岡県 福岡市
社会福祉法人福岡光明会 福岡県 福岡市
株式会社マトリックス 福岡県 福岡市
株式会社ワークオン 福岡県 福岡市
株式会社末広福祉会 福岡県 福岡市
株式会社大和技研 福岡県 福岡市
有限会社くすりのかも川 福岡県 福岡市
株式会社ＳＯＦＴ 福岡県 福岡市
株式会社大建 福岡県 福岡市
株式会社フードウェイ 福岡県 福岡市
たべものパッケージ株式会社 福岡県 久留米市
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有限会社ヤマト建設 福岡県 久留米市
医療法人産婦人科・麻酔科すどうクリニック 福岡県 飯塚市
株式会社フォース 福岡県 田川市
社会福祉法人柏原福祉会 福岡県 八女市
株式会社古賀製茶本舗 福岡県 八女市
有限会社橋村住設 福岡県 八女市
栗原プランニング有限会社 福岡県 行橋市
栄進工業株式会社 福岡県 筑紫野市
株式会社グリーン企画 福岡県 宗像市
株式会社ＣＪクリエイト 福岡県 太宰府市
太宰府ニュータウン株式会社 福岡県 太宰府市
有限会社名稚子産業 福岡県 福津市
株式会社エフ・テクノ 福岡県 朝倉市
有限会社藤木建設 福岡県 糸島市
ケイエルテック株式会社 福岡県 宇美町
株式会社冨創設備工業 福岡県 宇美町
有限会社須恵塗装工業 福岡県 須恵町
株式会社ナップ 福岡県 粕屋町
社会福祉法人筑前会 福岡県 遠賀町
社会福祉法人光和苑 福岡県 苅田町
上野 温子 福岡県
山本 史樹 福岡県
佐賀県造園協同組合 佐賀県 佐賀市
医療法人祥和会 佐賀県 佐賀市
医療法人松尾歯科医院 佐賀県 伊万里市
西海製薬株式会社 佐賀県 基山町
有限会社奥田工業所 長崎県 長崎市
株式会社長南 長崎県 長崎市
医療法人同仁会 長崎県 長崎市
学校法人長崎南山学園 長崎県 長崎市
ナガセン電機株式会社 長崎県 長崎市
医療法人鶴清会シミズ小児歯科クリニック 長崎県 佐世保市
島原食糧販売株式会社 長崎県 島原市
医療法人敬天会 長崎県 諫早市
株式会社長崎空港倉庫 長崎県 大村市
松浦物産株式会社 長崎県 松浦市
株式会社壱岐カントリー倶楽部 長崎県 壱岐市
医療法人平成会 長崎県 長与町
アジアプランニング株式会社 熊本県 熊本市
株式会社さかもと教文社 熊本県 熊本市
西邦電気工事株式会社 熊本県 熊本市
ムーンムーン株式会社 熊本県 熊本市
株式会社アクティブ 熊本県 熊本市
有限会社教材のアラキ 熊本県 熊本市
山王株式会社 熊本県 熊本市
株式会社Ｓｐａｃｅ　Ｌａｂ． 熊本県 熊本市
株式会社丹波建設 熊本県 熊本市
天稀株式会社 熊本県 熊本市
株式会社肉の大塚 熊本県 熊本市
有限会社九州ホールセール 熊本県 熊本市
ＮＰＯ法人くまもと福祉フードタウン 熊本県 熊本市
医療法人社団優和会 熊本県 熊本市
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吉田産業株式会社 熊本県 熊本市
医療法人社団井上会 熊本県 熊本市
株式会社凛 熊本県 熊本市
株式会社クリアード・Ｋ 熊本県 熊本市
有限会社田尻工業 熊本県 熊本市
株式会社白石 熊本県 八代市
有限会社阿蘇品組 熊本県 山鹿市
有限会社クリーン健康社 熊本県 山鹿市
株式会社ジェイエイ熊本山鹿青果 熊本県 山鹿市
有限会社ステンレス山鹿 熊本県 山鹿市
ＮＰＯ法人ブレス 熊本県 山鹿市
株式会社美麗建設工業 熊本県 菊池市
社会福祉法人姫戸ひかり会 熊本県 上天草市
熊本鉄構株式会社 熊本県 宇城市
社会福祉法人尚英会 熊本県 宇城市
亀井工業株式会社 熊本県 和水町
肥後木村組株式会社 熊本県 大津町
社会福祉法人南小国町社会福祉協議会 熊本県 南小国町
有限会社小田工務店 熊本県 錦町
球磨酪農農業協同組合 熊本県 相良村
岩井 清人 熊本県
道上 和良 熊本県
株式会社麻生塗装 大分県 大分市
株式会社イトダネーム 大分県 大分市
株式会社建設コンサルタントサニー 大分県 大分市
株式会社大有設計 大分県 大分市
有限会社道路施設 大分県 日田市
有限会社ヒグチ企画 大分県 日田市
西日本畜産株式会社 大分県 佐伯市
株式会社佐々木精工 大分県 豊後高田市
株式会社シモセ 大分県 豊後高田市
株式会社緑笑大分 大分県 豊後高田市
有限会社アカネ建設工業 大分県 宇佐市
犬飼運送有限会社 大分県 豊後大野市
九州精米機販売株式会社 大分県 由布市
株式会社西日本ハウス 大分県 由布市
竹下 尚之 大分県
有限会社小戸電工 宮崎県 宮崎市
旭洋建設株式会社 宮崎県 宮崎市
有限会社センバメディカル 宮崎県 宮崎市
株式会社宮崎日日新聞社 宮崎県 宮崎市
都城運輸株式会社 宮崎県 都城市
株式会社サカプロ 宮崎県 小林市
株式会社エヌズ・アーキテクト 宮崎県 高鍋町
有限会社黒木自動車 宮崎県 都農町
江口 英利 宮崎県
山元 康匠 宮崎県
株式会社永代建設 鹿児島県 鹿児島市
有限会社勝恵会 鹿児島県 鹿児島市
医療法人仁風会 鹿児島県 鹿児島市
株式会社創健 鹿児島県 鹿児島市
有限会社俵積田鉄筋 鹿児島県 枕崎市
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出水運輸センター株式会社 鹿児島県 出水市
有限会社清水石油ガス 鹿児島県 垂水市
株式会社橋口運輸 鹿児島県 日置市
有限会社ヒガシマル運輸 鹿児島県 日置市
有限会社ＭＩＫＩ物流 鹿児島県 日置市
株式会社久木野組 鹿児島県 曽於市
株式会社霧島自販 鹿児島県 霧島市
特定非営利活動法人真愛会 鹿児島県 霧島市
株式会社津田組 鹿児島県 霧島市
有限会社徳重瓦工場 鹿児島県 いちき串木野市
奄美産業開発有限会社 鹿児島県 奄美市
有限会社中部砕石 鹿児島県 奄美市
有限会社安楽建設 鹿児島県 南九州市
株式会社大和葬儀社 鹿児島県 姶良市
株式会社 興洋 鹿児島県 徳之島町
佐藤 崇之 鹿児島県
圖師 英史 鹿児島県
株式会社ＨＲＳトラスト 沖縄県 那覇市
有限会社神谷産業 沖縄県 那覇市
株式会社新建 沖縄県 那覇市
有限会社大地建設 沖縄県 那覇市
株式会社浜崎ペイント 沖縄県 那覇市
株式会社ＬＵＶ　ＤＥＮＴ 沖縄県 那覇市
株式会社和デンタル・ラボ 沖縄県 浦添市
那覇酒類販売株式会社 沖縄県 浦添市
株式会社崎浜商店 沖縄県 名護市
株式会社マシキ商会 沖縄県 糸満市
有限会社協築 沖縄県 沖縄市
第一農薬株式会社 沖縄県 沖縄市
特定非営利活動法人Ｔｏｉ　Ｔｏｉ 沖縄県 沖縄市
学校法人アミークス国際学園 沖縄県 うるま市
株式会社カーボディタカセ 沖縄県 うるま市
宮嶋建設株式会社 沖縄県 宮古島市
株式会社丸孝組 沖縄県 大宜味村
株式会社Ｋ＆Ｓ 沖縄県 読谷村
岡 正 沖縄県
片岡 恵一 沖縄県
根間 玄隆 沖縄県
花城 卓巳 沖縄県
福原 義隆 沖縄県
前田 克也 沖縄県
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