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事業者名 都道府県 市区町村

株式会社黒の５０ 北海道 札幌市
株式会社Ｓａｌｅｓ　Ｌａｂ 北海道 札幌市
株式会社プリズム 北海道 札幌市
公益社団法人北海道宅地建物取引業協会 北海道 札幌市
医療法人社団ほっとステーション 北海道 札幌市
株式会社岡田住設 北海道 札幌市
医療法人社団翠和会 北海道 札幌市
ＳＫ電気工事株式会社 北海道 札幌市
株式会社大阪商会 北海道 札幌市
株式会社セイショウ 北海道 札幌市
日吉建設株式会社 北海道 札幌市
株式会社ＣＩＮ．ｃｏ 北海道 札幌市
株式会社本間解体工業 北海道 札幌市
株式会社まほろば 北海道 札幌市
株式会社ワンセルフ 北海道 札幌市
医療法人社団函館脳神経セントラルクリニック 北海道 函館市
株式会社健貴舎 北海道 旭川市
株式会社高組 北海道 旭川市
株式会社チェリー 北海道 旭川市
株式会社食創 北海道 帯広市
千葉電気工事株式会社 北海道 岩見沢市
なかせき商事株式会社 北海道 稚内市
オホーツクソーテック株式会社 北海道 紋別市
有限会社三栄アグリ 北海道 士別市
有限会社中央園芸 北海道 恵庭市
株式会社砂子組 北海道 奈井江町
空知日石株式会社 北海道 栗山町
石橋商事株式会社 北海道 枝幸町
佐竹 将玄 北海道
山本 洋樹 北海道
株式会社蝦名商事 青森県 青森市
株式会社三勝建設 青森県 青森市
サンライズ産業株式会社 青森県 弘前市
株式会社ディアレストケア 青森県 八戸市
有限会社マルコー田中商店 青森県 八戸市
有限会社類政設備工務店 青森県 八戸市
齋勝建設株式会社 青森県 五所川原市
有限会社岩渕測量設計 青森県 むつ市
株式会社あづま 青森県 七戸町
岩手三菱自動車販売株式会社 岩手県 盛岡市
株式会社ケア・テック 岩手県 盛岡市
正三建設株式会社 岩手県 大船渡市
株式会社リオ・ホテルズ花巻 岩手県 花巻市
株式会社小田嶋塗装 岩手県 北上市
有限会社松村内装 岩手県 久慈市
株式会社斎藤松月堂 岩手県 一関市
有限会社千厩自動車整備工場 岩手県 一関市
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大宝商事株式会社 岩手県 一関市
株式会社前村車体 岩手県 一関市
株式会社ＳＳ総建 岩手県 釜石市
協友建設株式会社 岩手県 奥州市
共和設備工業株式会社 岩手県 奥州市
大和重機株式会社 岩手県 奥州市
株式会社深沢ツール 岩手県 滝沢市
株式会社菓匠三全 宮城県 仙台市
株式会社住コーポレーション 宮城県 仙台市
電通テクノ株式会社 宮城県 仙台市
株式会社堀西工業 宮城県 仙台市
有限会社酒仙堂かとう 宮城県 仙台市
株式会社センソクコンサルタント 宮城県 仙台市
公益社団法人宮城県バス協会 宮城県 仙台市
宮城三菱自動車販売株式会社 宮城県 仙台市
一般社団法人思箭 宮城県 仙台市
大成印刷株式会社 宮城県 仙台市
中田電気工事株式会社 宮城県 仙台市
株式会社ライフレコードアーキテクツ 宮城県 仙台市
高和コーポレーション株式会社 宮城県 仙台市
株式会社大島建設 宮城県 気仙沼市
有限会社佐幸建築店 宮城県 白石市
今慶興産株式会社 宮城県 名取市
山孝建材株式会社 宮城県 名取市
有限会社亀谷商店 宮城県 角田市
株式会社心星電気工業 宮城県 多賀城市
株式会社太田組 宮城県 登米市
タカハター株式会社 宮城県 栗原市
株式会社本田組 宮城県 丸森町
沼倉電気工事株式会社 宮城県 色麻町
阿部 隆之 宮城県
鎌田 正己 宮城県
鈴木 宏治 宮城県
森 真一 宮城県
秋田県信用組合 秋田県 秋田市
株式会社タカアキ 山形県 山形市
山形日産自動車販売株式会社 山形県 鶴岡市
株式会社槇本鋳造所 山形県 寒河江市
株式会社アビーズ 山形県 天童市
株式会社家具のオツタカ 山形県 天童市
株式会社山本製作所 山形県 天童市
株式会社緑茶園 山形県 天童市
医療法人延世会 山形県 東根市
大金電子工業株式会社 山形県 尾花沢市
有限会社佐藤ぶどう酒 山形県 南陽市
城東機械製造株式会社 山形県 河北町
精華商事株式会社 福島県 福島市
株式会社ｌｉｔｔｌｅ　ｂｅａｒ　ｇａｒｄｅｎ 福島県 福島市
株式会社スターライン 福島県 会津若松市
株式会社灯り 福島県 郡山市
株式会社四季工房 福島県 郡山市
有限会社中部測量 福島県 郡山市
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藤寿産業株式会社 福島県 郡山市
中野電工株式会社 福島県 郡山市
株式会社バースランド 福島県 郡山市
Ｖサポート株式会社 福島県 郡山市
株式会社グリーンサポート 福島県 いわき市
本多建設有限会社 福島県 いわき市
株式会社ベスト 福島県 喜多方市
田村森林組合 福島県 田村市
伊藤冷機工業株式会社 福島県 南相馬市
有限会社宮本屋 福島県 下郷町
株式会社木崎鉄工建設 福島県 会津美里町
太田 純一 福島県
白岩 儀一 福島県
株式会社純進建設 茨城県 水戸市
株式会社杉山商店 茨城県 水戸市
センター電機株式会社 茨城県 水戸市
株式会社ダステック 茨城県 水戸市
根本製菓株式会社 茨城県 水戸市
有限会社イーフレッツ 茨城県 古河市
有限会社北山商店 茨城県 古河市
有限会社八郷衛生 茨城県 石岡市
大昭建設株式会社 茨城県 龍ケ崎市
株式会社五浦観光ホテル 茨城県 北茨城市
有限会社福栄丸漁業 茨城県 北茨城市
株式会社石井建装 茨城県 取手市
さくら建設株式会社 茨城県 取手市
株式会社エンポール 茨城県 牛久市
株式会社泰平 茨城県 牛久市
株式会社あおぞら 茨城県 つくば市
大塚工業株式会社 茨城県 つくば市
合同会社マリア・カサブランカ 茨城県 つくば市
株式会社柴建設 茨城県 筑西市
株式会社青木測量設計 茨城県 坂東市
株式会社木村電気 茨城県 かすみがうら市
鹿島臨海産業株式会社 茨城県 神栖市
廣屋水産株式会社 茨城県 神栖市
有限会社たかくま商店 茨城県 利根町
小野精密株式会社 栃木県 宇都宮市
医療法人なでしこ 栃木県 宇都宮市
株式会社不二ドライ 栃木県 宇都宮市
医療法人正美会 栃木県 足利市
株式会社スタイリッシュハウス 栃木県 足利市
医療法人太陽会 栃木県 足利市
株式会社緑化造園 栃木県 鹿沼市
株式会社和光 栃木県 那須塩原市
株式会社石川電工 栃木県 さくら市
株式会社恵伸精密 栃木県 那須烏山市
社会福祉法人協同福祉会 群馬県 前橋市
マニハ食品株式会社 群馬県 前橋市
株式会社嶋屋 群馬県 高崎市
株式会社ピーエルエム 群馬県 桐生市
株式会社ヒカリＳ．Ｅ 群馬県 伊勢崎市
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石川技研株式会社 群馬県 太田市
荻原建設株式会社 群馬県 太田市
株式会社林製作所 群馬県 沼田市
三川建設株式会社 群馬県 沼田市
有限会社星野自動車整備工場 群馬県 渋川市
塚本建設株式会社 群馬県 藤岡市
株式会社コウハウス 群馬県 みどり市
三和運榮有限会社 群馬県 みどり市
株式会社加藤エンジニア 群馬県 昭和村
株式会社大山 群馬県 明和町
荻野 純一 群馬県
塚田 耕司 群馬県
株式会社多賀製作所 埼玉県 さいたま市
株式会社ミライズ 埼玉県 さいたま市
医療法人恭和会 埼玉県 さいたま市
株式会社麻友 埼玉県 川越市
三輪精機株式会社 埼玉県 川越市
有限会社高橋工業 埼玉県 熊谷市
株式会社中山製作所 埼玉県 熊谷市
サンライズ機械株式会社 埼玉県 川口市
埼玉ゴム工業株式会社 埼玉県 加須市
有限会社光環境 埼玉県 加須市
株式会社ケアサービス彩松 埼玉県 東松山市
株式会社細村建設 埼玉県 東松山市
埼玉マルヰガス株式会社 埼玉県 春日部市
日生流通運輸倉庫株式会社 埼玉県 上尾市
株式会社潤製作所 埼玉県 草加市
有限会社のどか測量設計 埼玉県 越谷市
ミナトエンジニアリング株式会社 埼玉県 越谷市
株式会社荻野精機製作所 埼玉県 蕨市
第一ビジネス・フォーム株式会社 埼玉県 戸田市
株式会社文祥流通センター 埼玉県 朝霞市
株式会社清水製作所 埼玉県 吉川市
有限会社シン建装 埼玉県 吉川市
株式会社モリタ東京製作所 埼玉県 伊奈町
アーティクルキャリー株式会社トーコー 埼玉県 川島町
長谷川建設株式会社 埼玉県 美里町
黒石 正明 埼玉県
柴﨑 哲也 埼玉県
成田 裕紀 埼玉県
根本 幸一 埼玉県
伯谷 哲雄 埼玉県
森川産業株式会社 千葉県 千葉市
株式会社イズミ・コンストラクション 千葉県 千葉市
有限会社門馬工業 千葉県 千葉市
医療法人社団ＴＨＹ 千葉県 千葉市
有限会社大塚ゴム工業所 千葉県 銚子市
株式会社ビスト 千葉県 銚子市
株式会社マルソク 千葉県 市川市
千倉水産加工販売株式会社 千葉県 船橋市
合同会社ピースマイル 千葉県 船橋市
有限会社和光測量設計 千葉県 木更津市
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株式会社紳商 千葉県 野田市
株式会社わだち 千葉県 茂原市
成田測量株式会社 千葉県 成田市
社会福祉法人ひまわりの里 千葉県 佐倉市
安藤興業株式会社 千葉県 東金市
株式会社かせ緑化土木 千葉県 東金市
社会福祉法人いづみ 千葉県 柏市
株式会社調転社 千葉県 柏市
株式会社リンケージフィールド 千葉県 柏市
ＪＥＮＺ合同会社 千葉県 市原市
有限会社三義工業 千葉県 市原市
社会福祉法人愛生会 千葉県 八千代市
有限会社朝生建設興業 千葉県 君津市
株式会社ムスビト 千葉県 八街市
株式会社Ｒ．Ｃ．Ｙ 千葉県 白井市
株式会社片野運輸 千葉県 富里市
有限会社平野屋分店 千葉県 匝瑳市
株式会社和光 千葉県 大網白里市
Ｌ－ＯＮＥＳ株式会社 千葉県 九十九里町
株式会社カイホ 千葉県 横芝光町
小倉 誉之 千葉県
落合 昭 千葉県
中村 隆 千葉県
久 智行 千葉県
株式会社アクティブ・ワーク 東京都 千代田区
株式会社アドバイザーズ 東京都 千代田区
株式会社グランデックス 東京都 千代田区
大洋ホールディングス株式会社 東京都 千代田区
株式会社東京クリアセンター 東京都 千代田区
株式会社トラベルスタンドジャパン 東京都 千代田区
株式会社バンガードエンタープライズ 東京都 千代田区
株式会社ブレーンネット 東京都 千代田区
医療法人社団鴎盟会 東京都 中央区
株式会社オネスト 東京都 中央区
東京マツダ販売株式会社 東京都 中央区
日昌グラシス株式会社 東京都 中央区
有限会社三浦慎建築設計室 東京都 中央区
株式会社みつわ 東京都 中央区
ラディウス株式会社 東京都 中央区
医療法人社団わかと会 東京都 中央区
株式会社エメ・マギー 東京都 港区
黒部工業株式会社 東京都 港区
興人フィルム＆ケミカルズ株式会社 東京都 港区
株式会社第一コンピュータサービス 東京都 港区
株式会社太新 東京都 港区
株式会社ナス・アグリ・サービス 東京都 港区
株式会社パック・エックスホールディングス 東京都 港区
株式会社ビタブリッドジャパン 東京都 港区
株式会社プロポライフグループ 東京都 港区
ＹＵＩＭＥ株式会社 東京都 港区
株式会社アイエス 東京都 新宿区
株式会社いえらぶパートナーズ 東京都 新宿区
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株式会社ＩＲＯＴＯ 東京都 新宿区
ＩＮＳＩＧＨＴ　ＬＡＢ株式会社 東京都 新宿区
株式会社ウェルファー 東京都 新宿区
株式会社ガイドワークス 東京都 新宿区
新日本創業株式会社 東京都 新宿区
大京警備保障株式会社 東京都 新宿区
ながはる株式会社 東京都 新宿区
有限会社美術工芸松崎 東京都 新宿区
株式会社白夜書房 東京都 新宿区
株式会社ヘルセ 東京都 新宿区
村松楽器販売株式会社 東京都 新宿区
株式会社アコヤ 東京都 台東区
株式会社クレイ・パートナーシップ 東京都 台東区
株式会社東京ヒップ 東京都 台東区
株式会社岩崎電機工事 東京都 墨田区
株式会社ａｅｒ 東京都 江東区
アスコ適判株式会社 東京都 品川区
エーラインフーズ株式会社 東京都 大田区
株式会社光屋 東京都 大田区
株式会社梅沢建築構造研究所 東京都 世田谷区
株式会社天山工務店 東京都 世田谷区
林薬品機械株式会社 東京都 世田谷区
株式会社扶翼 東京都 世田谷区
株式会社Ａｍｉｅｌｙ 東京都 渋谷区
株式会社ＣＯＬＯＲＦＵＬＬＹ 東京都 渋谷区
ＳＥＮＳＥ　ＯＦ　ＧＲＡＣＥ株式会社 東京都 渋谷区
医療法人社団ＰＵＲＥ 東京都 渋谷区
株式会社アーキスタジオ 東京都 中野区
株式会社アートブレーンカンパニー 東京都 中野区
株式会社紀の國屋商店 東京都 杉並区
株式会社コムウェル 東京都 杉並区
株式会社コアマガジン 東京都 豊島区
有限会社白十字クリーニング 東京都 豊島区
税理士法人二重作会計事務所 東京都 豊島区
社会福祉法人豊川保育園 東京都 北区
理研ダイヤモンド工業株式会社 東京都 荒川区
株式会社音研 東京都 板橋区
ユニット株式会社 東京都 板橋区
株式会社ドンレミー 東京都 足立区
山商リフォームサービス株式会社 東京都 足立区
有限会社コォ，ディア 東京都 葛飾区
株式会社大坂 東京都 江戸川区
医療法人社団ティースガーデン 東京都 江戸川区
医療法人社団同愛会病院 東京都 江戸川区
株式会社エリオニクス 東京都 八王子市
税理士法人ＶＥＲＴＥＸ 東京都 八王子市
株式会社グランドホーム 東京都 武蔵野市
株式会社フォルテ 東京都 武蔵野市
株式会社ナガセ 東京都 昭島市
株式会社ＰＬＡＶＩＳＩＯＮ 東京都 昭島市
株式会社ヤマデン 東京都 昭島市
株式会社井桁屋Ｅ＆Ｒ 東京都 調布市
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京ｅｌｅ株式会社 東京都 福生市
医療法人社団宏和会 東京都 東大和市
株式会社西武住販 東京都 羽村市
株式会社濱口建設 東京都 大島町
石井 健太 東京都
井上 眞一 東京都
岩井 潔 東京都
小川 勝 東京都
小塩 久之 東京都
小原 百合子 東京都
佐藤 明弘 東京都
滝口 みずき 東京都
原崎 郁子 東京都
堀内 正優 東京都
小倉運輸有限会社 神奈川県 横浜市
社会福祉法人孝楽会 神奈川県 横浜市
有限会社デンテックヨコハマ 神奈川県 横浜市
株式会社伊勢隆 神奈川県 横浜市
株式会社Ｎ＆Ｍ 神奈川県 横浜市
株式会社ランド 神奈川県 横浜市
特定非営利活動法人レスパイト・ケアサービス萌 神奈川県 横浜市
アトライズ技研株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社Ｆ．Ｌ．Ｐ 神奈川県 横浜市
株式会社三陽物産 神奈川県 横浜市
鈴和工業株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社横浜国際ゴルフ倶楽部 神奈川県 横浜市
有限会社コマツ・マシーン・クラフト 神奈川県 横浜市
医療法人社団サルーテ 神奈川県 横浜市
医療法人社団仁和会 神奈川県 横浜市
株式会社ケイテック 神奈川県 横浜市
株式会社アダチ 神奈川県 横浜市
株式会社エムケイ 神奈川県 横浜市
有限会社エスエスシー 神奈川県 川崎市
カワフルテクノ株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社富田電機製作所 神奈川県 川崎市
有限会社菱沼工業所 神奈川県 川崎市
株式会社星野和建設 神奈川県 川崎市
株式会社荒川商会 神奈川県 川崎市
株式会社タカファクトリー 神奈川県 川崎市
株式会社コート設計社 神奈川県 川崎市
株式会社植義 神奈川県 相模原市
有限会社清水製作所 神奈川県 相模原市
株式会社カネヒデ 神奈川県 相模原市
中央液化ガス株式会社 神奈川県 相模原市
神奈川青果株式会社 神奈川県 相模原市
有限会社相模測建 神奈川県 相模原市
株式会社田川 神奈川県 横須賀市
株式会社ホテル横須賀 神奈川県 横須賀市
有限会社大島工業 神奈川県 平塚市
株式会社丸越工具 神奈川県 平塚市
合資会社荒井屋本店 神奈川県 鎌倉市
株式会社湘南営繕協会 神奈川県 藤沢市
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合同会社オフィスいとう 神奈川県 厚木市
医療法人やすらぎの樹 神奈川県 大和市
株式会社眞正 神奈川県 海老名市
社会福祉法人座間市社会福祉協議会 神奈川県 座間市
渋谷測量株式会社 神奈川県 綾瀬市
合資会社大門商店 神奈川県 葉山町
株式会社ホテルおかだ 神奈川県 箱根町
熱田 直也 神奈川県
荒木 広文 神奈川県
伊丹 真也 神奈川県
岡田 豊太 神奈川県
室伏 昭宏 神奈川県
白勢商事株式会社 新潟県 新潟市
有限会社アクア・プロテクター 新潟県 新潟市
デュラクト株式会社 新潟県 新潟市
株式会社新研基礎コンサルタント 新潟県 新潟市
誠和測量設計株式会社 新潟県 新潟市
株式会社早川設備 新潟県 新潟市
柏露酒造株式会社 新潟県 長岡市
株式会社北陸製作所 新潟県 長岡市
渡長建設株式会社 新潟県 長岡市
株式会社諏訪田製作所 新潟県 三条市
株式会社高義製作所 新潟県 三条市
株式会社磯部ハイテック 新潟県 新発田市
有限会社協和工業 新潟県 新発田市
株式会社ジェピニ 新潟県 新発田市
阿部幸製菓株式会社 新潟県 小千谷市
社会福祉法人おぢや福祉会 新潟県 小千谷市
株式会社小林屋 新潟県 見附市
株式会社中越加工 新潟県 見附市
ツバメロジス株式会社 新潟県 燕市
矢代工機株式会社 新潟県 燕市
株式会社ユメール・エム・ジェー・ピー 新潟県 燕市
有限会社亜伊美 新潟県 上越市
有限会社寺社木村建設 新潟県 阿賀野市
有限会社平成測量 新潟県 佐渡市
株式会社アーキファクトリー 新潟県 湯沢町
株式会社アールズリンク 富山県 富山市
株式会社矢郷米 富山県 富山市
有限会社三協自動車 富山県 高岡市
北陸醗酵工業株式会社 富山県 滑川市
第一編物株式会社 富山県 砺波市
株式会社エイゼット 富山県 小矢部市
農事組合法人小山 富山県 南砺市
金沢セメント商事株式会社 石川県 金沢市
株式会社秀晃建設 石川県 金沢市
有限会社のさか 石川県 金沢市
株式会社千味堂 石川県 加賀市
株式会社キュービクス 石川県 白山市
株式会社共和建設 石川県 白山市
ジャパンテクニクス株式会社 石川県 白山市
株式会社中川鉄工所 石川県 白山市
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株式会社グッドステーション 石川県 能美市
有限会社モリヘイ 石川県 能美市
鶴島 秀樹 石川県
中村 謙吾 石川県
横江 通夫 石川県
株式会社ビーンズ 福井県 福井市
福井矢崎サービス株式会社 福井県 福井市
株式会社アシュワ 福井県 小浜市
有限会社宮澤建設 福井県 大野市
グリーン開発株式会社 福井県 勝山市
株式会社ヒューマック 山梨県 甲府市
株式会社アクタス広瀬 山梨県 富士吉田市
有限会社鈴木設備工業 山梨県 南アルプス市
株式会社エスティ設計 山梨県 甲州市
株式会社西山温泉慶雲館 山梨県 早川町
株式会社電溶工業 山梨県 昭和町
藤精機株式会社 山梨県 昭和町
株式会社河口湖オルゴールの森 山梨県 富士河口湖町
ＩＣＳ－ｎｅｔ株式会社 長野県 長野市
長野板販株式会社 長野県 長野市
株式会社山﨑工業所 長野県 長野市
株式会社倉橋建築計画事務所 長野県 松本市
松本ガス株式会社 長野県 松本市
株式会社長野チャイルド 長野県 上田市
東陽興業株式会社 長野県 飯田市
有限会社阿部設備 長野県 諏訪市
株式会社ユウワ 長野県 小諸市
有限会社　赤玉 長野県 伊那市
有限会社井田屋酒店 長野県 伊那市
株式会社島崎組 長野県 大町市
合同会社ラフィス 長野県 茅野市
木下建工株式会社 長野県 佐久市
株式会社サワイ 長野県 佐久市
吉田工業株式会社 長野県 佐久市
株式会社山上丸山商店 長野県 安曇野市
シブキヤ建設株式会社 長野県 松川町
株式会社湯川酒造店 長野県 木祖村
有限会社萬屋酒店 長野県 信濃町
上島 昌 長野県
原 秀也 長野県
株式会社ウィル 岐阜県 岐阜市
株式会社産建 岐阜県 岐阜市
大建設計株式会社 岐阜県 岐阜市
株式会社ユーディーエー建築設計 岐阜県 岐阜市
株式会社フジマシン 岐阜県 大垣市
医療法人健やか会 岐阜県 多治見市
株式会社ひかりホールディングス 岐阜県 多治見市
株式会社大坪通信設備 岐阜県 中津川市
医療法人社団岐友会 岐阜県 恵那市
株式会社ＫＯＵＢＯ 岐阜県 可児市
株式会社天狗 岐阜県 下呂市
有限会社雄臣電設工業 岐阜県 岐南町
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揖斐建設株式会社 岐阜県 揖斐川町
株式会社天池モールド 岐阜県 富加町
佐伯電気工事株式会社 岐阜県 川辺町
株式会社医心堂 静岡県 静岡市
株式会社オレンジハウス 静岡県 静岡市
株式会社タイコウ 静岡県 静岡市
株式会社東邦テクノス 静岡県 静岡市
ネオテクノス株式会社 静岡県 浜松市
有限会社丸井配管工業 静岡県 浜松市
ベルプロジェクト有限会社 静岡県 浜松市
株式会社ティー・エス 静岡県 浜松市
有限会社明誠工業 静岡県 浜松市
栄和化学工業株式会社 静岡県 沼津市
小原自動車工業株式会社 静岡県 沼津市
株式会社ＭＹグループ 静岡県 三島市
株式会社オリーブ 静岡県 三島市
小林機械工業株式会社 静岡県 三島市
株式会社そがや 静岡県 伊東市
有限会社丸松住設 静岡県 伊東市
菊翠茶農業協同組合 静岡県 島田市
吹木茶農業協同組合 静岡県 島田市
有限会社アフターホーム 静岡県 富士市
中島医設有限会社 静岡県 富士市
不二軽窓販売株式会社 静岡県 富士市
有限会社富士産業 静岡県 磐田市
株式会社山本製作所 静岡県 掛川市
有限会社仲田工務店 静岡県 藤枝市
有限会社なのはな薬局 静岡県 御殿場市
シャインテック株式会社 静岡県 湖西市
有限会社仲道商店 静岡県 伊豆市
川﨑工業株式会社 静岡県 菊川市
有限会社長谷山機販 静岡県 菊川市
有限会社トシズ 静岡県 牧之原市
函南タクシー株式会社 静岡県 函南町
カメヤ食品株式会社 静岡県 清水町
大同電気株式会社 静岡県 吉田町
サンケイ工業株式会社 静岡県 森町
大瀬 眞人 静岡県
永田 央 静岡県
野中 達己 静岡県
山本 譲二 静岡県
有限会社天風 愛知県 名古屋市
ヒカリカンパニー株式会社 愛知県 名古屋市
医療福祉すまいマネジメント有限会社 愛知県 名古屋市
中央株式会社 愛知県 名古屋市
岩田紙器株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社中部サナ流通 愛知県 名古屋市
株式会社ハートラクト 愛知県 名古屋市
株式会社泉広 愛知県 名古屋市
イリエ制作所株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社カワサキ 愛知県 名古屋市
東海イーシー株式会社 愛知県 名古屋市
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株式会社まる 愛知県 名古屋市
株式会社ユーホーム 愛知県 名古屋市
株式会社ラクネット 愛知県 名古屋市
有限会社ハヤセウエルド 愛知県 名古屋市
株式会社キクテック 愛知県 名古屋市
有限会社キック 愛知県 名古屋市
株式会社デンユウ 愛知県 名古屋市
株式会社Ｎｅｘｔ　ｇｒｏｗｔｈ 愛知県 名古屋市
スペースインダストリー株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社香流運輸 愛知県 名古屋市
株式会社ＡＣＴ建築設計 愛知県 豊橋市
株式会社アグリ技研 愛知県 豊橋市
株式会社新栄マイカーセンター 愛知県 豊橋市
株式会社大仙 愛知県 豊橋市
株式会社デライト 愛知県 豊橋市
株式会社イケミズ 愛知県 岡崎市
有限会社クリーン・マスター 愛知県 岡崎市
株式会社三葵コーポレーション 愛知県 岡崎市
丸栄工業株式会社 愛知県 岡崎市
株式会社山口土木 愛知県 岡崎市
岩田食品株式会社 愛知県 一宮市
グローバルリンケージ株式会社 愛知県 一宮市
佐野塗装株式会社 愛知県 一宮市
株式会社東海エンジニアリング 愛知県 一宮市
不二技研株式会社 愛知県 一宮市
医療法人松原クリニック 愛知県 一宮市
株式会社三光セラミック 愛知県 瀬戸市
成田工業株式会社 愛知県 瀬戸市
筒井工業株式会社 愛知県 半田市
株式会社三明製作所 愛知県 春日井市
株式会社吉田設備 愛知県 春日井市
株式会社Ｏｎｅｒｅｖｏ 愛知県 春日井市
豊川タクシー株式会社 愛知県 豊川市
株式会社山口晃建築設計事務所 愛知県 豊川市
株式会社Ｒｅ．ｃｈａｒｇｅ 愛知県 豊川市
株式会社シーメック 愛知県 刈谷市
鈴置印刷株式会社 愛知県 刈谷市
水野産業株式会社 愛知県 刈谷市
豊田東海警備株式会社 愛知県 豊田市
豊田ドライケミカル株式会社 愛知県 豊田市
株式会社プラスエイチ 愛知県 豊田市
マルシバタイヤ株式会社 愛知県 豊田市
特定非営利活動法人愛知ネット 愛知県 安城市
有限会社鈴木アクアライフ 愛知県 西尾市
株式会社中部エアークリーナー 愛知県 西尾市
美乃又住宅設備合資会社 愛知県 犬山市
スチールテック株式会社 愛知県 大府市
インフィニティマーケット株式会社 愛知県 高浜市
株式会社三琇エンジニアリングサービス 愛知県 高浜市
株式会社クリモト 愛知県 岩倉市
株式会社アクティブ 愛知県 日進市
株式会社リョクリン 愛知県 日進市
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株式会社ＫＡＮＫＹＯ　ＨＡＮＤＳ 愛知県 愛西市
有限会社フジ空調 愛知県 北名古屋市
株式会社かね貞 愛知県 みよし市
株式会社美和建装 愛知県 あま市
山勝工業株式会社 愛知県 あま市
エムアールティースポーツインスティテュート株式会社 愛知県 長久手市
トミダ不動産株式会社 愛知県 長久手市
豊桑産業株式会社 愛知県 扶桑町
医療法人赫和会 愛知県 武豊町
井田 安彦 愛知県
岩田 顕彦 愛知県
岡村 信一 愛知県
小久保 長門 愛知県
高塚 一人 愛知県
中野 友義 愛知県
早川 良雄 愛知県
株式会社朝日管清興業 三重県 津市
三昌物産株式会社 三重県 四日市市
萩野メタルワークス株式会社 三重県 四日市市
ＣＳＧコンサルタント株式会社 三重県 伊勢市
株式会社エンジョイ 三重県 鈴鹿市
鈴鹿インター株式会社 三重県 鈴鹿市
株式会社明和プラテック 三重県 明和町
株式会社ナカミチ 三重県 紀北町
大津観光株式会社 滋賀県 大津市
株式会社ヤスザワ設計 滋賀県 彦根市
新木産業株式会社 滋賀県 長浜市
荒木電子工業株式会社 滋賀県 長浜市
株式会社ティアンドティ・コーポレーション 滋賀県 長浜市
長浜浪漫ビール株式会社 滋賀県 長浜市
サーガス土地販売株式会社 滋賀県 草津市
宝泉イーサービス株式会社 滋賀県 草津市
株式会社WORLDｓ 滋賀県 草津市
株式会社かめやクリーニング 滋賀県 守山市
谷口興業株式会社 滋賀県 甲賀市
北島酒造株式会社 滋賀県 湖南市
有限会社西村測量設計 滋賀県 竜王町
株式会社岡村本家 滋賀県 豊郷町
株式会社フクイ工務店 京都府 京都市
株式会社オオミヤ薬局 京都府 京都市
マツヤ株式会社 京都府 京都市
株式会社川喜商店 京都府 京都市
市川甚商事株式会社 京都府 京都市
株式会社浦田建装 京都府 京都市
有限会社大栄高橋商店 京都府 京都市
株式会社タキモト 京都府 京都市
医療法人川村医院 京都府 京都市
株式会社クラウディアコスチュームサービス 京都府 京都市
株式会社三橋製作所 京都府 京都市
玉乃光酒造株式会社 京都府 京都市
アユミワールド合同会社 京都府 京都市
株式会社オーエムケーエス 京都府 京都市
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株式会社ティーンネイジドリーマーズ 京都府 京都市
株式会社足立設備 京都府 福知山市
株式会社ウチラ 京都府 宇治市
株式会社天橋立ホテル 京都府 宮津市
株式会社ケイテイエフ 京都府 城陽市
有限会社アークス 京都府 京田辺市
株式会社山陰土建 京都府 南丹市
株式会社建築房ＷＡ 京都府 木津川市
田中鉄筋工業株式会社 京都府 井手町
鈴木 啓祐 京都府
山本 信行 京都府
吉原 正規 京都府
池田金属工業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社エムアイシー・コンサルティング 大阪府 大阪市
東興産業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社中道 大阪府 大阪市
株式会社マークス＆ラン 大阪府 大阪市
株式会社ＲＩＳＥＦ 大阪府 大阪市
株式会社クロノス 大阪府 大阪市
株式会社美想空間不動産 大阪府 大阪市
うえろく株式会社 大阪府 大阪市
株式会社プライメッジ 大阪府 大阪市
株式会社明成孝橋美術 大阪府 大阪市
ＡＰＰＬＥ　ＴＲＥＥ株式会社 大阪府 大阪市
合同会社ＳＫＴ 大阪府 大阪市
株式会社久留美 大阪府 大阪市
清友軌道工業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社国際興業大阪 大阪府 大阪市
医療法人山樹会 大阪府 大阪市
宏文印刷株式会社 大阪府 大阪市
大阪電気機工株式会社 大阪府 大阪市
株式会社マツダ 大阪府 大阪市
株式会社加藤酒食料品店 大阪府 大阪市
茶平工業株式会社 大阪府 大阪市
有限会社うらしま介護サービス 大阪府 大阪市
株式会社オズケン 大阪府 大阪市
株式会社ＧｏｏｄＨｉｌｌ　Ｒｅａｌ　Ｅｓｔａｔｅ 大阪府 大阪市
株式会社Ｇｏｏｄ　Ｆａｃｅ　Ｇｒｏｕｐ 大阪府 大阪市
株式会社清風マネジメント 大阪府 大阪市
原田ウエルデイング株式会社 大阪府 大阪市
阪神警備保障株式会社 大阪府 大阪市
株式会社一心工業 大阪府 大阪市
植田鍍金工業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ケーズ 大阪府 大阪市
株式会社ハーゲット 大阪府 大阪市
有限会社福田研磨工業 大阪府 大阪市
株式会社もっと 大阪府 大阪市
株式会社きちりホールディングス 大阪府 大阪市
ＣＬＩＦＦ　Ｄｅｓｉｇｎ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ケイズ 大阪府 大阪市
株式会社サン・フレール 大阪府 大阪市
株式会社サンメイ 大阪府 大阪市

13 / 21 ページ



2022年1月26日

事業者名 都道府県 市区町村

株式会社トリニティ・ワールド 大阪府 大阪市
株式会社マ・メール 大阪府 大阪市
株式会社ユニ・ロット 大阪府 大阪市
株式会社浜田 大阪府 堺市
和興設備株式会社 大阪府 堺市
今井工業株式会社 大阪府 堺市
株式会社トンボ 大阪府 堺市
株式会社レイズ 大阪府 堺市
株式会社メイホウ 大阪府 豊中市
株式会社エムクリエイト 大阪府 池田市
有限会社エスディーワイ 大阪府 吹田市
株式会社極東技工コンサルタント 大阪府 吹田市
株式会社サンパーク 大阪府 吹田市
株式会社前野電気 大阪府 吹田市
株式会社中島本店 大阪府 高槻市
株式会社ニュー千里 大阪府 高槻市
泉南乳業株式会社 大阪府 貝塚市
ラディックス株式会社 大阪府 守口市
合同会社Ｉ．ファクトリー 大阪府 枚方市
医療法人イワサクリニック 大阪府 枚方市
株式会社ソウ・ツー 大阪府 枚方市
株式会社ビジョンアイ 大阪府 茨木市
三和金属株式会社 大阪府 八尾市
八尾トーヨー住器株式会社 大阪府 八尾市
株式会社ヤマヒデ 大阪府 八尾市
社会福祉法人来友会 大阪府 泉佐野市
株式会社谷組 大阪府 河内長野市
株式会社昌和発條製作所 大阪府 松原市
小林精工株式会社 大阪府 大東市
吉田機工株式会社 大阪府 大東市
医療法人おかべ歯科医院 大阪府 門真市
株式会社三協電材製作所 大阪府 摂津市
有限会社土師電工 大阪府 藤井寺市
株式会社ＳＤＩイドタセイイチアトリエ 大阪府 東大阪市
株式会社エフロジ 大阪府 東大阪市
セイケムジャパン合同会社 大阪府 東大阪市
太閤木下建設株式会社 大阪府 東大阪市
有限会社大東コーポレーション 大阪府 東大阪市
天瞳株式会社 大阪府 東大阪市
日本スチール工業株式会社 大阪府 東大阪市
社会福祉法人花園精舎 大阪府 東大阪市
株式会社Ｉプラン 大阪府 交野市
株式会社クロダテック 大阪府 交野市
東洋インダストリー株式会社 大阪府 大阪狭山市
朝田 昇 大阪府
今井 晶子 大阪府
金岡 和彦 大阪府
杉本 菜穗子 大阪府
竹内 伸幸 大阪府
田中 美希 大阪府
中塚 壽一 大阪府
堀 陽浩 大阪府
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前田 結香 大阪府
柚下 良祐 大阪府
有限会社山陽メディカル 兵庫県 神戸市
中村水産株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社山本幸次郎商店 兵庫県 神戸市
株式会社伍魚福 兵庫県 神戸市
株式会社小野電気 兵庫県 神戸市
株式会社コウヨウビジネス 兵庫県 神戸市
有限会社塩屋台企画 兵庫県 神戸市
株式会社大輝 兵庫県 神戸市
医療法人社団孔生会 兵庫県 神戸市
株式会社戸田工務店 兵庫県 神戸市
株式会社エスグロー 兵庫県 神戸市
株式会社ＳＫ　ＬＯＧＩ 兵庫県 神戸市
株式会社興設計 兵庫県 神戸市
株式会社カスカード 兵庫県 神戸市
株式会社観音屋 兵庫県 神戸市
株式会社後藤回漕店 兵庫県 神戸市
日本総業株式会社 兵庫県 神戸市
黒住電気工事株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社西尾設備 兵庫県 神戸市
株式会社赤鹿建設 兵庫県 姫路市
有限会社アトリエケー 兵庫県 姫路市
株式会社池内商店 兵庫県 姫路市
今村建設株式会社 兵庫県 姫路市
三和機工株式会社 兵庫県 姫路市
株式会社西村商会 兵庫県 姫路市
日高食品工業株式会社 兵庫県 姫路市
株式会社Ａｍａｄｅｎ 兵庫県 尼崎市
グッドベンディング株式会社 兵庫県 尼崎市
フクダ住建株式会社 兵庫県 尼崎市
株式会社リュウナ 兵庫県 尼崎市
株式会社ＷＡＤＥＣＯ 兵庫県 尼崎市
乙女草株式会社 兵庫県 西宮市
医療法人社団しげしたデンタルクリニック 兵庫県 西宮市
株式会社萩 兵庫県 西宮市
株式会社ルメード・サンテ 兵庫県 西宮市
有限会社福井合金鋳造所 兵庫県 洲本市
芦屋福丸水産株式会社 兵庫県 芦屋市
株式会社ｋｔ一級建築士事務所 兵庫県 芦屋市
有限会社神野調剤薬局 兵庫県 加古川市
関西通信電線株式会社 兵庫県 宝塚市
北神鋼材株式会社 兵庫県 三田市
北垣建設株式会社 兵庫県 養父市
株式会社森田工務店 兵庫県 丹波市
株式会社リバティテック 兵庫県 加東市
株式会社アイテック西岡 兵庫県 香美町
小谷 達也 兵庫県
篠原 丈裕 兵庫県
瀧下 勤 兵庫県
田口 喜章 兵庫県
立花 正昭 兵庫県
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仲野 収 兵庫県
仲野 昌利 兵庫県
八木 宏道 兵庫県
株式会社野矢設備工業所 奈良県 奈良市
株式会社飯塚製作所 奈良県 大和高田市
株式会社ＲｅａｌＳｔｙｌｅ 奈良県 大和高田市
共栄産業株式会社 奈良県 五條市
有限会社農悠舎 奈良県 五條市
株式会社栃窪建材技研 奈良県 宇陀市
株式会社エレガンスヨシダ 奈良県 王寺町
有限会社ウイング 奈良県 広陵町
株式会社田代工務店 奈良県 広陵町
北門 忠行 奈良県
多喜建設株式会社 和歌山県 和歌山市
社会福祉法人やつなみ 和歌山県 和歌山市
社会福祉法人南紀のぞみ会 和歌山県 田辺市
株式会社みやび 和歌山県 田辺市
庄司 昌生 和歌山県
辻 毅 和歌山県
株式会社栗山組 鳥取県 鳥取市
澤田工業株式会社 鳥取県 鳥取市
公益財団法人鳥取県造林公社 鳥取県 鳥取市
株式会社松山 鳥取県 鳥取市
株式会社ゼロアクションアーキテクト 鳥取県 米子市
伯耆生コン株式会社 鳥取県 米子市
株式会社ミテック 鳥取県 米子市
打吹建設株式会社 鳥取県 倉吉市
株式会社ＮＥ製作所 鳥取県 岩美町
福山 英雄 鳥取県
サンベ電気株式会社 島根県 松江市
株式会社大幸電設 島根県 松江市
矢野建築設計事務所有限会社 島根県 松江市
マルハマ食品株式会社 島根県 浜田市
有限会社環境設備計画 島根県 出雲市
株式会社よろずやサービス 島根県 出雲市
平井建設株式会社 島根県 安来市
飯塚 康雄 島根県
鳥谷 秀和 島根県
アール空調システムズ株式会社 岡山県 岡山市
株式会社ヴィータ・デザイン 岡山県 岡山市
株式会社ＳＮＧ 岡山県 岡山市
株式会社岡山熔接所 岡山県 岡山市
有限会社ブルズ・エージェンシー 岡山県 岡山市
株式会社ＢＥＳＴ 岡山県 岡山市
有限会社ボルテック 岡山県 岡山市
有限会社水テック 岡山県 岡山市
株式会社中原製作所 岡山県 岡山市
社会福祉法人センチュリー岡山 岡山県 岡山市
株式会社智商運輸 岡山県 岡山市
株式会社花島建設 岡山県 岡山市
旭商工株式会社 岡山県 岡山市
岡山県電気工事工業組合 岡山県 岡山市
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株式会社開敷 岡山県 岡山市
三洋建材株式会社 岡山県 岡山市
株式会社ティーエス物流 岡山県 岡山市
有限会社でいとな 岡山県 岡山市
株式会社アクセル 岡山県 倉敷市
カネミツ工業株式会社 岡山県 倉敷市
株式会社シフト 岡山県 倉敷市
富田ケアセンター有限会社 岡山県 倉敷市
株式会社勝浦建設工業 岡山県 津山市
有限会社郡組 岡山県 玉野市
児島建設株式会社 岡山県 玉野市
株式会社エッジトラスト 岡山県 笠岡市
有限会社山田産業 岡山県 新見市
株式会社山陽設備システム 岡山県 赤磐市
有限会社ツボイ自工 岡山県 赤磐市
社会福祉法人西粟倉村社会福祉協議会 岡山県 西粟倉村
有限会社森下建測 岡山県 西粟倉村
上牧 武史 岡山県
北 ふみ 岡山県
宮原 智則 岡山県
株式会社かね千代 広島県 広島市
三洋スーパースタンド株式会社 広島県 広島市
中国電設工業株式会社 広島県 広島市
株式会社恵実 広島県 広島市
景山産業株式会社 広島県 広島市
有限会社共和発條 広島県 広島市
株式会社エヌ・イーサポート 広島県 広島市
医療法人社団玉章会 広島県 広島市
株式会社コーエイ 広島県 広島市
株式会社ツチヨシ産業 広島県 広島市
株式会社志和工業 広島県 広島市
株式会社ニチデン 広島県 呉市
ビルックス株式会社 広島県 呉市
株式会社中国工業開発 広島県 竹原市
株式会社津田建設 広島県 三原市
株式会社味昆 広島県 尾道市
三藤医療器株式会社 広島県 尾道市
株式会社木村砕石 広島県 福山市
株式会社明電 広島県 福山市
有限会社デイズ 広島県 府中市
関光汽船株式会社 山口県 下関市
極東興産株式会社 山口県 下関市
有限会社ミサキ冷熱 山口県 宇部市
合同会社トラストインテグレータ 山口県 山口市
公益社団法人山口県畜産振興協会 山口県 山口市
株式会社原工務店 山口県 防府市
株式会社梅松建設 山口県 光市
株式会社中国建機 山口県 柳井市
株式会社宮原龍一ＰＬＵＳ建築設計室 山口県 周南市
西日本医療サービス株式会社 山口県 山陽小野田市
社会福祉法人城南学園 山口県 田布施町
芳川 修栄 山口県
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石原金属株式会社 徳島県 徳島市
株式会社ニッキーファーム 徳島県 徳島市
株式会社横山測量 徳島県 阿南市
医療法人 谷本歯科医院 徳島県 吉野川市
株式会社三木組 徳島県 吉野川市
株式会社中央設計 徳島県 板野町
井村 修子 徳島県
島田 覚司 徳島県
横田 則人 徳島県
有限会社岩崎商事 香川県 高松市
特定非営利活動法人きぼうの木 香川県 高松市
有限会社國村不動産 香川県 高松市
医療法人社団慈和会 香川県 高松市
末澤緑地株式会社 香川県 高松市
株式会社プラムコンサルタント 香川県 高松市
株式会社村上製作所 香川県 高松市
株式会社湯谷機械製作所 香川県 高松市
有限会社岡崎商店 香川県 坂出市
橋本運輸株式会社 香川県 善通寺市
四国物産株式会社 香川県 観音寺市
かがわ調剤薬局株式会社 香川県 さぬき市
砂川スチール工業株式会社 香川県 さぬき市
長谷川 忠司 香川県
山地 圭二 香川県
一般社団法人えひめ若年人材育成推進機構 愛媛県 松山市
株式会社ガリレオコーポレーション 愛媛県 松山市
株式会社ツダ企画 愛媛県 松山市
株式会社円クリエーション 愛媛県 松山市
株式会社真鍋設計事務所 愛媛県 松山市
医療法人みちだ矯正小児歯科 愛媛県 松山市
愛和印刷株式会社 愛媛県 今治市
株式会社長井商会 愛媛県 今治市
ウワジマ空調株式会社 愛媛県 宇和島市
有限会社第一住設 愛媛県 新居浜市
株式会社輝 愛媛県 西条市
合資会社竹本商店 愛媛県 四国中央市
株式会社アピタ 高知県 高知市
有限会社大寿建設 高知県 高知市
有限会社モクテック 高知県 高知市
株式会社フタガミ 高知県 南国市
有限会社矢正建設 高知県 須崎市
伊藤 猛 高知県
北代 智惠 高知県
ＭＨＣＦ株式会社 福岡県 北九州市
株式会社勝山工作所 福岡県 北九州市
株式会社川口屋 福岡県 北九州市
コイルセンター国光株式会社 福岡県 北九州市
株式会社白翠園 福岡県 北九州市
株式会社紙資源 福岡県 福岡市
ｃｏｎｎｅｃｔｉｅｒ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社サポスル 福岡県 福岡市
株式会社ランド・ワークス 福岡県 福岡市

18 / 21 ページ



2022年1月26日

事業者名 都道府県 市区町村

ＩＢＳ即戦力人財株式会社 福岡県 福岡市
株式会社極東フーズコーポレーション 福岡県 福岡市
株式会社ミライカ美術 福岡県 福岡市
社会福祉法人信和会 福岡県 福岡市
株式会社カギシィ 福岡県 福岡市
株式会社倉重ポンプ商会 福岡県 久留米市
株式会社フチガミ 福岡県 久留米市
株式会社関谷 福岡県 直方市
株式会社モーブル 福岡県 大川市
協同組合行橋京都エルピーガス保安センター 福岡県 行橋市
株式会社あおい空調 福岡県 大野城市
株式会社エアーロードテック 福岡県 大野城市
社会福祉法人宗恵福祉会 福岡県 福津市
株式会社GATE 福岡県 うきは市
株式会社伊都ハイランド 福岡県 糸島市
株式会社矢野特殊自動車 福岡県 新宮町
赤村森林組合 福岡県 赤村
境 俊之 福岡県
桝﨑 亜紀 福岡県
株式会社ソロン 佐賀県 佐賀市
有限会社スプリード 佐賀県 唐津市
マツキン醸造株式会社 佐賀県 唐津市
有限会社メディクリーン 佐賀県 唐津市
株式会社酒井組 佐賀県 鳥栖市
株式会社高取造園土木 佐賀県 鳥栖市
株式会社もろふじ 佐賀県 鳥栖市
株式会社小田建設 佐賀県 武雄市
株式会社田中丸設備 佐賀県 小城市
南里土木株式会社 佐賀県 小城市
株式会社小川組 佐賀県 嬉野市
深川製磁株式会社 佐賀県 有田町
有限会社ヨシオカ 佐賀県 白石町
株式会社夜灯見荘 佐賀県 太良町
株式会社井筒造船所 長崎県 長崎市
株式会社大誠 長崎県 長崎市
株式会社中央環境 長崎県 長崎市
長米株式会社 長崎県 長崎市
長崎文化放送株式会社 長崎県 長崎市
有限会社東長崎スイミングスクール 長崎県 長崎市
株式会社三山不動産 長崎県 長崎市
有限会社ワコー紙業 長崎県 長崎市
永晃株式会社 長崎県 佐世保市
双峰設備株式会社 長崎県 佐世保市
社会福祉法人葉山会 長崎県 佐世保市
株式会社公精プラント 長崎県 島原市
株式会社太陽光機 長崎県 大村市
海興水産株式会社 長崎県 五島市
田中 大輔 長崎県
有限会社エヌ・ティー・シィー 熊本県 熊本市
合同会社ネクスト 熊本県 熊本市
株式会社プランニング 熊本県 熊本市
ミリーヴ株式会社 熊本県 熊本市
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株式会社吉田工業 熊本県 熊本市
株式会社Ｒｅｐａｉｒ　Ｆａｃｔｏｒｙ　ＺＥＲＯ 熊本県 熊本市
有限会社熊日駅前販売センター 熊本県 熊本市
株式会社タイヨー緑化工業 熊本県 熊本市
天草渚亭株式会社 熊本県 上天草市
有限会社入江鉄工 熊本県 宇城市
株式会社栗﨑建設 熊本県 宇城市
ナガイ総合実業株式会社 熊本県 宇城市
株式会社オオマス 熊本県 天草市
合同会社しずく企画 熊本県 合志市
有限会社ファースト保険企画 熊本県 大津町
有限会社阿蘇中央調剤薬局 熊本県 小国町
株式会社南陽建設 熊本県 南阿蘇村
有限会社島文シャーリング 熊本県 御船町
株式会社ＧｌｏＬａｂｏ 熊本県 嘉島町
合資会社　中島石油 熊本県 嘉島町
愛浩土木株式会社 熊本県 益城町
橋本 陽壽 熊本県
株式会社グリーン 大分県 大分市
株式会社スケッチ 大分県 大分市
株式会社NEXTA 大分県 大分市
有限会社河野庭園 大分県 豊後高田市
株式会社海花ガーデン 宮崎県 宮崎市
医療法人社団敬寿会 宮崎県 宮崎市
株式会社セキュリティロード 宮崎県 宮崎市
高木鉄工株式会社 宮崎県 都城市
株式会社伊織林業 宮崎県 延岡市
株式会社エースコンサルタント 宮崎県 延岡市
株式会社協和精機 宮崎県 日南市
株式会社ミウラ工業 宮崎県 日向市
有限会社共栄設備 宮崎県 五ヶ瀬町
株式会社栄電社 鹿児島県 鹿児島市
鹿児島県森林組合連合会 鹿児島県 鹿児島市
医療法人光智会 鹿児島県 鹿児島市
株式会社サクラバイオ 鹿児島県 鹿児島市
有限会社スペース・コモド 鹿児島県 鹿児島市
株式会社ゼネラルエンヂニヤリング 鹿児島県 鹿児島市
中央工業株式会社 鹿児島県 鹿児島市
日本ガスエネルギー株式会社 鹿児島県 鹿児島市
大丸建設株式会社 鹿児島県 鹿屋市
有限会社Ｗｉｌｌ 鹿児島県 出水市
株式会社ＦＭきりしま 鹿児島県 霧島市
社会福祉法人幸尋会 鹿児島県 南さつま市
有限会社大黒 鹿児島県 志布志市
山佐ホールディングス株式会社 鹿児島県 肝付町
社会福祉法人大和村社会福祉協議会 鹿児島県 大和村
株式会社モリ 鹿児島県 徳之島町
有限会社咲尚建設 沖縄県 那覇市
株式会社新共電気工業 沖縄県 那覇市
株式会社祖慶電設工業 沖縄県 那覇市
株式会社沖縄環境分析センター 沖縄県 宜野湾市
東江開発株式会社 沖縄県 沖縄市
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株式会社中部和厚園 沖縄県 沖縄市
株式会社仲本工業 沖縄県 沖縄市
有限会社協進技研 沖縄県 南城市
有限会社丸政設備 沖縄県 恩納村
有限会社山川電工 沖縄県 金武町
赤嶺 雅和 沖縄県
島袋 徹志 沖縄県
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