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事業者名 都道府県 市区町村

特許業務法人ＩＰアシスト特許事務所 北海道 札幌市
株式会社ＡＫＩ　ＮＡＧＡＯ 北海道 札幌市
サン・ミート株式会社 北海道 札幌市
株式会社ジェイシークリエイティヴ 北海道 札幌市
株式会社ジェンテックス 北海道 札幌市
有限会社鈴木商店 北海道 札幌市
セイカン株式会社 北海道 札幌市
紡株式会社 北海道 札幌市
株式会社はるやまチェーン 北海道 札幌市
合同会社ＨＩＧＥ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 北海道 札幌市
株式会社ファンズコムテック 北海道 札幌市
社会福祉法人蜂友会 北海道 札幌市
北汪建設株式会社 北海道 札幌市
株式会社UNILEAD 北海道 札幌市
ＬＡＵＧＨＴＥＲ　ＪＡＰＡＮ株式会社 北海道 札幌市
リノベーション株式会社 北海道 札幌市
株式会社スペース企画管理 北海道 函館市
医療法人社団正樹会 北海道 函館市
有限会社道南エネルギーサービス 北海道 函館市
株式会社ＮＳニッセイ 北海道 小樽市
ダイキ工業株式会社 北海道 小樽市
株式会社旭川総合宅建 北海道 旭川市
株式会社旭川ラジエーター 北海道 旭川市
株式会社イガラシ工事測量 北海道 旭川市
エステート総宅有限会社 北海道 旭川市
株式会社北ダンレイ 北海道 旭川市
くまだ株式会社 北海道 旭川市
弘徳建設株式会社 北海道 旭川市
坂田植木株式会社 北海道 旭川市
株式会社どんぐり調剤薬局 北海道 旭川市
パートナーズ株式会社 北海道 旭川市
株式会社丸善三番舘 北海道 旭川市
株式会社モリタ 北海道 旭川市
米澤建設株式会社 北海道 旭川市
株式会社振興電気 北海道 帯広市
株式会社大地 北海道 帯広市
株式会社きんにくや 北海道 北見市
有限会社ティンカー・ベル 北海道 北見市
医療法人社団上田歯科医院 北海道 苫小牧市
綠豊建設株式会社 北海道 苫小牧市
学校法人浅井学園 北海道 江別市
株式会社坂下組 北海道 名寄市
株式会社室山建設工業 北海道 千歳市
アイクス株式会社 北海道 登別市
株式会社菅設計企画 北海道 伊達市
有限会社カネヤマ上山建設 北海道 北斗市
有限会社足立電気自動車工業所 北海道 八雲町
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株式会社丸北北海道 北海道 美瑛町
土橋工業株式会社 北海道 斜里町
有限会社佐藤石材店 北海道 遠軽町
株式会社岡本建設 北海道 幕別町
奥 貴博 北海道
長村 茂 北海道
高橋 大志 北海道
田中 純 北海道
土田 美佳 北海道
林 理 北海道
株式会社青森花卉 青森県 青森市
株式会社青南エンジニア 青森県 弘前市
株式会社石のふくしま 青森県 八戸市
有限会社八戸マイホームセンター 青森県 八戸市
有限会社まやま建築研究室 青森県 八戸市
株式会社小山内車輌 青森県 五所川原市
有限会社根岸工務店 青森県 十和田市
有限会社ダイワ自動車商会 青森県 三沢市
三浦自動車株式会社 青森県 三沢市
有限会社久保田電機 青森県 中泊町
青野 正人 青森県
小関 寅次郎 青森県
浪岡 正剛 青森県
有限会社オミコシウエルケアサービス 岩手県 盛岡市
南洋建材株式会社 岩手県 宮古市
株式会社エフアンドディ 岩手県 八幡平市
有限会社高橋電器 岩手県 八幡平市
有限会社タキザワフーズ 岩手県 滝沢市
東杜産業株式会社 岩手県 滝沢市
株式会社テイトラスト 岩手県 紫波町
株式会社ノースコンサル 岩手県 矢巾町
有限会社カーセンター車堂 岩手県 金ケ崎町
有限会社岩泉マッカラー商会 岩手県 岩泉町
有限会社横道海産 岩手県 洋野町
充利建設株式会社 宮城県 仙台市
仙台やしろ商事株式会社 宮城県 仙台市
第一観光トラベル株式会社 宮城県 仙台市
株式会社ツバサ 宮城県 仙台市
有限会社ハウスニセン 宮城県 仙台市
株式会社マイホームデザイン 宮城県 仙台市
株式会社ＮＳＡ 宮城県 石巻市
有限会社丸京自動車 宮城県 石巻市
株式会社東部環境 宮城県 東松島市
パズルハウス株式会社 宮城県 東松島市
合名会社寒梅酒造 宮城県 大崎市
有限会社石井商事 宮城県 富谷市
菊池 佳晴 宮城県
木村 康 宮城県
玄永 友康 宮城県
西塚 秀市 宮城県
株式会社笠原商店 秋田県 横手市
有限会社安部自動車整備工業 秋田県 大館市
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株式会社加藤組 秋田県 大館市
株式会社高喜 秋田県 仙北市
株式会社ユタカ建築 秋田県 八峰町
ケミカル産業株式会社 山形県 山形市
東和測量設計株式会社 山形県 山形市
有限会社美・中川工務店 山形県 山形市
株式会社色摩縫製 山形県 米沢市
グリーンメタル株式会社 山形県 鶴岡市
有限会社池保建板工業 山形県 酒田市
株式会社四釜製作所 山形県 長井市
有限会社尾崎建築 山形県 天童市
三協コンサルタント株式会社 山形県 天童市
有限会社西尾工務店 山形県 天童市
有限会社遠田技研 山形県 鮭川村
株式会社ファイン 山形県 高畠町
山村自動車株式会社 山形県 高畠町
永田 秀昭 山形県
末廣酒造株式会社 福島県 会津若松市
株式会社上石自動車 福島県 郡山市
光和建材株式会社 福島県 郡山市
株式会社山元工業所 福島県 郡山市
桜乳業株式会社 福島県 白河市
有限会社近内工務店 福島県 須賀川市
株式会社山田製作所 福島県 須賀川市
草野建設株式会社 福島県 相馬市
有限会社黒潮海苔店 福島県 南相馬市
有限会社菅野自動車 福島県 桑折町
有限会社三協ハイヤー 福島県 桑折町
株式会社小林 福島県 川俣町
有限会社吾妻食品 福島県 猪苗代町
有限会社矢祭自動車整備工場 福島県 矢祭町
有限会社雅建築設計事務所 福島県 石川町
近内 清 福島県
三瓶 清司 福島県
山澤 誠広 福島県
渡邉 博 福島県
飯島プレス有限会社 茨城県 水戸市
ＳＬＩＮＥ株式会社 茨城県 水戸市
株式会社園部電気 茨城県 水戸市
株式会社村沢自動車 茨城県 水戸市
医療法人ＳＨＰＩ 茨城県 日立市
株式会社菊池精機 茨城県 日立市
医療法人恭倭会 茨城県 日立市
株式会社アポロ電器 茨城県 土浦市
有限会社栄商店 茨城県 土浦市
トーヨーレンタカー株式会社 茨城県 土浦市
有限会社丸勝建設 茨城県 古河市
株式会社長谷川工務店 茨城県 石岡市
福智建設工業株式会社 茨城県 龍ケ崎市
ファームガーデン株式会社 茨城県 下妻市
県西建設業協同組合 茨城県 常総市
丸三商事工業株式会社 茨城県 常総市
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有限会社飛田組 茨城県 常陸太田市
株式会社愛郷園 茨城県 笠間市
有限会社ヒラヤマ建設 茨城県 笠間市
湯原興業株式会社 茨城県 牛久市
株式会社AS IT IS 茨城県 つくば市
株式会社第一地所 茨城県 つくば市
東昌産業株式会社 茨城県 ひたちなか市
株式会社双葉電機製作所 茨城県 ひたちなか市
株式会社エコワンファーム 茨城県 潮来市
有限会社フジ電化工業 茨城県 潮来市
那北建設株式会社 茨城県 常陸大宮市
石田道路株式会社 茨城県 筑西市
有限会社島村土建 茨城県 筑西市
株式会社関城造園 茨城県 筑西市
有限会社シンエイ商事 茨城県 稲敷市
株式会社駒館石商 茨城県 桜川市
丸和建設株式会社 茨城県 桜川市
やまと技研株式会社 茨城県 桜川市
株式会社塙建鉄工業 茨城県 神栖市
株式会社谷田川鐵工所 茨城県 鉾田市
株式会社茨城もぎたてファクトリー 茨城県 茨城町
株式会社夏海造園 茨城県 大洗町
環境保全事業株式会社 茨城県 東海村
小竹建設工業有限会社 茨城県 八千代町
株式会社有德 茨城県 境町
加藤建設工業株式会社 茨城県 境町
石川 直樹 茨城県
市野澤 宏志 茨城県
中田 典光 茨城県
山﨑 茂仁 茨城県
アイファースト株式会社 栃木県 宇都宮市
株式会社エネ創 栃木県 宇都宮市
株式会社大久保 栃木県 宇都宮市
有限会社菊池建材工業 栃木県 宇都宮市
有限会社久保田鉄工所 栃木県 宇都宮市
株式会社シノザキ 栃木県 宇都宮市
株式会社武田塗装工業 栃木県 宇都宮市
野代建築株式会社 栃木県 佐野市
有限会社秋沢栄祐商店 栃木県 鹿沼市
川上建設株式会社 栃木県 鹿沼市
株式会社古川看板塗装 栃木県 小山市
株式会社最上製作所 栃木県 小山市
株式会社不動産開発事務所 栃木県 真岡市
株式会社青木建設 栃木県 大田原市
有限会社木のくに家 栃木県 大田原市
株式会社星野測量 栃木県 大田原市
株式会社佐藤工務店 栃木県 矢板市
株式会社梅澤建設 栃木県 那須塩原市
株式会社グローバルステップフォーワード 栃木県 那須塩原市
有限会社ヘンミ 栃木県 那須塩原市
大蔵商業株式会社 栃木県 壬生町
株式会社高久組 栃木県 那須町
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那須南森林組合 栃木県 那珂川町
荒川 卓哉 栃木県
磯貝 庸介 栃木県
大野 友明 栃木県
鈴木 喜世司 栃木県
都鹿野 威 栃木県
有限会社駒形造園 群馬県 前橋市
株式会社崇洋 群馬県 前橋市
株式会社コンクスハウジング 群馬県 高崎市
有限会社近藤金庫店 群馬県 高崎市
日本コミュニティホテルズ株式会社 群馬県 高崎市
有限会社布施商店 群馬県 高崎市
コジマ石材工業株式会社 群馬県 桐生市
有限会社銅林工業所 群馬県 桐生市
有限会社シンコー 群馬県 伊勢崎市
有限会社スズキアリーナ伊勢崎中央店 群馬県 伊勢崎市
有限会社町田モーターサイクル 群馬県 伊勢崎市
有限会社宮内組 群馬県 伊勢崎市
株式会社エィビック 群馬県 太田市
株式会社オーエーサイン 群馬県 太田市
株式会社モデスト 群馬県 太田市
有限会社和泉測量 群馬県 渋川市
株式会社新井外構 群馬県 富岡市
株式会社Ｍ＆Ｃ 群馬県 みどり市
小林産業株式会社 群馬県 みなかみ町
有限会社山本自動車工業 群馬県 みなかみ町
伊部 覚祐 群馬県
大友 拓也 群馬県
齊藤 修一 群馬県
渡辺 肇 群馬県
株式会社アズマ 埼玉県 さいたま市
株式会社Ａ－ＬＩＮＥ 埼玉県 さいたま市
株式会社Ｎ＆Ｎ 埼玉県 さいたま市
有限会社埼新鐵工 埼玉県 さいたま市
桜田電設株式会社 埼玉県 さいたま市
株式会社住田光学ガラス 埼玉県 さいたま市
株式会社ＺＥＭＳ 埼玉県 さいたま市
創彩有限会社 埼玉県 さいたま市
医療法人社団つばさ会 埼玉県 さいたま市
株式会社東神運輸 埼玉県 さいたま市
野妻建設株式会社 埼玉県 さいたま市
有限会社与野日立電器商会 埼玉県 さいたま市
ライフ・ネット・ホーム株式会社 埼玉県 さいたま市
有限会社バイパー 埼玉県 川越市
有限会社松代建設 埼玉県 川越市
株式会社ユーアート 埼玉県 川越市
株式会社アセンティア 埼玉県 熊谷市
株式会社グリーンステージ 埼玉県 熊谷市
株式会社エビナ電機製作所 埼玉県 川口市
医療法人社団高歯会 埼玉県 川口市
株式会社時園製作所 埼玉県 川口市
医療法人奉優会 埼玉県 川口市
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しのぶ自動車販売株式会社 埼玉県 行田市
株式会社ダイエー自動車販売 埼玉県 行田市
東洋測地調査株式会社 埼玉県 行田市
有限会社中新土建工業 埼玉県 行田市
株式会社ＨＣホーム’ｓ 埼玉県 所沢市
平岩建設株式会社 埼玉県 所沢市
株式会社ヒロ建工 埼玉県 所沢市
株式会社児玉造園土木 埼玉県 本庄市
東松山運輸有限会社 埼玉県 東松山市
有限会社サプライ 埼玉県 春日部市
株式会社裕建設 埼玉県 春日部市
株式会社酒商増田屋 埼玉県 狭山市
株式会社ｃｈａｍｂｒｅｔｔｅ 埼玉県 狭山市
株式会社長沢組 埼玉県 羽生市
有限会社アートクリーン 埼玉県 鴻巣市
株式会社花園たまや 埼玉県 深谷市
ＲＯＳＥ　ＬＡＢＯ株式会社 埼玉県 深谷市
株式会社井口工業 埼玉県 上尾市
有限会社佐藤工務店 埼玉県 上尾市
有限会社篠塚自動車 埼玉県 草加市
大地ホーム株式会社 埼玉県 草加市
株式会社ヤマト 埼玉県 草加市
有限会社神代工務店 埼玉県 越谷市
株式会社山中建設工業 埼玉県 越谷市
有限会社創美総合設計 埼玉県 戸田市
直治薬品株式会社 埼玉県 朝霞市
株式会社市之瀬工務店 埼玉県 志木市
有限会社真開建設 埼玉県 志木市
株式会社ふくしセンター・絆 埼玉県 久喜市
株式会社川村建設工業 埼玉県 北本市
有限会社手島興業 埼玉県 北本市
有限会社ディフェイ 埼玉県 八潮市
モック株式会社 埼玉県 八潮市
株式会社ヤシオ設計 埼玉県 八潮市
株式会社カトー 埼玉県 富士見市
株式会社ユーアイ社 埼玉県 三郷市
株式会社登志工務店 埼玉県 蓮田市
有限会社高田商店 埼玉県 幸手市
株式会社赤堀建築設計事務所 埼玉県 鶴ヶ島市
合同会社沖正 埼玉県 吉川市
菊地工業株式会社 埼玉県 吉川市
株式会社富士精工 埼玉県 ふじみ野市
フルカワ電設株式会社 埼玉県 三芳町
毛呂山メタルテック株式会社 埼玉県 毛呂山町
株式会社空環工房 埼玉県 滑川町
エデュシップ株式会社 埼玉県 嵐山町
三美金属工業株式会社 埼玉県 鳩山町
有限会社秩父建材工業 埼玉県 皆野町
有限会社小池商店 埼玉県 美里町
浅井 宗記 埼玉県
岩田 ひろみ 埼玉県
宇田川 誠 埼玉県
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大須賀 薫 埼玉県
恩田 栄 埼玉県
武井 秀男 埼玉県
根岸 康徳 埼玉県
林 英治 埼玉県
増山 哲平 埼玉県
渡辺 大輔 埼玉県
株式会社金澤石油 千葉県 千葉市
株式会社クリエイトホーム 千葉県 千葉市
三英化学株式会社 千葉県 千葉市
株式会社ＮＯ’ｓ 千葉県 千葉市
テイケイハウス株式会社 千葉県 市川市
株式会社船橋水道センター 千葉県 船橋市
優和地所株式会社 千葉県 船橋市
有限会社木更津清掃社 千葉県 木更津市
株式会社ワイズデザイン 千葉県 木更津市
税理士法人栗原会計 千葉県 松戸市
株式会社清水組 千葉県 茂原市
株式会社ビームスファクトリー 千葉県 茂原市
山和建設工業株式会社 千葉県 茂原市
株式会社エヌテック 千葉県 成田市
株式会社ＩＣＳイノベーション 千葉県 東金市
株式会社シューベルト 千葉県 東金市
医療法人社団恵樹会 千葉県 柏市
株式会社シャイン 千葉県 柏市
ナノキャリア株式会社 千葉県 柏市
株式会社Ｐａｌｅ　Ｂｌｕｅ 千葉県 柏市
株式会社むとう工務店 千葉県 柏市
友藍サイエンス株式会社 千葉県 柏市
有限会社ジャパンオート販売 千葉県 市原市
株式会社東創プランニングサービス 千葉県 市原市
株式会社ピイ・アンド・アイ・エンタープライズ 千葉県 市原市
有限会社ループコーポレーション 千葉県 市原市
株式会社愛生 千葉県 八千代市
合同会社ＣＲＴ 千葉県 我孫子市
有限会社カネシチ水産 千葉県 鴨川市
東葛食品株式会社 千葉県 鎌ケ谷市
株式会社シエルライン 千葉県 浦安市
株式会社エコウッド 千葉県 四街道市
有限会社サンワイズ 千葉県 四街道市
社会福祉法人七色の翼 千葉県 印西市
株式会社カワムラ 千葉県 白井市
有限会社伊藤タイル工業 千葉県 富里市
新栄建設株式会社 千葉県 富里市
株式会社ふじもと 千葉県 南房総市
株式会社芳太屋 千葉県 匝瑳市
有限会社押田石材工業 千葉県 いすみ市
株式会社安藤産業 千葉県 多古町
青木 征一郎 千葉県
石井 広志 千葉県
倉島 英俊 千葉県
田尾 昌之 千葉県
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高山 烝治 千葉県
菱木 等 千葉県
株式会社ボーンデジタル 東京都 千代田区
株式会社Ｌｉｎｋ－Ｕ 東京都 千代田区
株式会社ルリアン 東京都 千代田区
株式会社ロビー 東京都 千代田区
株式会社アッセ 東京都 中央区
伊沢商事株式会社 東京都 中央区
ウインベスト株式会社 東京都 中央区
医療法人ＯＤＣ 東京都 中央区
一般社団法人佐藤康行研究所 東京都 中央区
合同会社ＧＳ 東京都 中央区
株式会社ジールアソシエイツ 東京都 中央区
株式会社ゼロワン 東京都 中央区
ゼンフーズジャパン株式会社 東京都 中央区
株式会社ＷＱ 東京都 中央区
株式会社ナチュラルサイエンス 東京都 中央区
株式会社Ｐｌａｃｅｓ 東京都 中央区
株式会社ＹＯＲＵＧＯＳ 東京都 中央区
株式会社愛宕トレーディング 東京都 港区
株式会社エクセル・コミュニティー 東京都 港区
株式会社エヌ・エイ・シー 東京都 港区
オフィックス株式会社 東京都 港区
株式会社グレイスニューズ 東京都 港区
株式会社シンリー・ジャパン 東京都 港区
株式会社ｃｈｉｋｙｕｂｉｔｏ 東京都 港区
株式会社ＨＵＧ 東京都 港区
医療法人社団日坂会 東京都 港区
Ｆｉｎｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｏｏｄｓ株式会社 東京都 港区
株式会社リンクス 東京都 港区
株式会社レグルスインターナショナル 東京都 港区
Ｌｅｓ　Ｍｉｌｌｓ　Ｊａｐａｎ合同会社 東京都 港区
Ａ　Ｒｅｌａｔｉｏｎ合同会社 東京都 新宿区
株式会社ＭＧＭ 東京都 新宿区
株式会社オノ・エーワン 東京都 新宿区
有限会社ケイアンドアイ 東京都 新宿区
東和警備保障株式会社 東京都 新宿区
株式会社新田 東京都 新宿区
ニューダイヤ産業株式会社 東京都 文京区
Ｆａｉｒｙ　Ｄｅｖｉｃｅｓ株式会社 東京都 文京区
阿部水道工業株式会社 東京都 台東区
伸和商事株式会社 東京都 台東区
株式会社東邦産業 東京都 台東区
ネクスト株式会社 東京都 台東区
合資会社馬嶋屋菓子道具店 東京都 台東区
株式会社吾嬬製作所 東京都 墨田区
株式会社小倉メリヤス製造所 東京都 墨田区
株式会社ズーム 東京都 墨田区
ティー・ディー・ハウジング株式会社 東京都 墨田区
フヨー株式会社 東京都 墨田区
ＬＩＦＥ　ＢＯＮＤＳ合同会社 東京都 墨田区
株式会社　アムニス 東京都 江東区
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有限会社小船工建 東京都 江東区
紳栄建設株式会社 東京都 江東区
株式会社フイールドサービス 東京都 江東区
株式会社Ｉ．Ｂ 東京都 品川区
株式会社アスリード 東京都 品川区
イケダ工機株式会社 東京都 品川区
有限会社マシャ 東京都 品川区
扇屋食品販売株式会社 東京都 目黒区
株式会社ｐｒｉｍｅＮｕｍｂｅｒ 東京都 目黒区
株式会社池上植木 東京都 大田区
株式会社石田金型製作所 東京都 大田区
株式会社オールウェイモーター 東京都 大田区
有限会社精工超硬 東京都 大田区
株式会社瀬島 東京都 大田区
株式会社ＤＥＬＩもっと 東京都 大田区
トーヨー金網株式会社 東京都 大田区
富士陸送株式会社 東京都 大田区
有限会社不動彫工所 東京都 大田区
株式会社マキノ製作所 東京都 大田区
イワヤ産業株式会社 東京都 世田谷区
株式会社芝江電機上野毛店 東京都 世田谷区
株式会社Ｓｈｉｆｔ 東京都 世田谷区
信林オートモーティブ株式会社 東京都 世田谷区
医療法人社団哲祐会 東京都 世田谷区
株式会社ハウジングナビ 東京都 世田谷区
株式会社ハウジングプラザ 東京都 世田谷区
株式会社ラディクス 東京都 世田谷区
葵プラクティス株式会社 東京都 渋谷区
株式会社ＭＤＣイノベーション 東京都 渋谷区
株式会社オネスト・アンド・パートナーズ 東京都 渋谷区
株式会社カレイドスコープ 東京都 渋谷区
株式会社キビングアス 東京都 渋谷区
株式会社グランデッド 東京都 渋谷区
株式会社シーラ 東京都 渋谷区
株式会社ＴＣＷ 東京都 渋谷区
株式会社てっぺん 東京都 渋谷区
株式会社日本生物製剤 東京都 渋谷区
ノマドマーケティング株式会社 東京都 渋谷区
株式会社ＨＵＧＥ 東京都 渋谷区
株式会社ファインブリック 東京都 渋谷区
株式会社補助金ポータル 東京都 渋谷区
株式会社ＭＡＯ＆Ｃｏ． 東京都 渋谷区
株式会社友和貿易 東京都 渋谷区
株式会社アイエスシー 東京都 中野区
株式会社飛鳥 東京都 中野区
医療法人社団渡辺会 東京都 中野区
株式会社飯尾工務店 東京都 杉並区
中央土建工業株式会社 東京都 杉並区
株式会社丸和不動産 東京都 北区
株式会社ムトウ 東京都 北区
株式会社タイシンフーズ 東京都 荒川区
日本青銅株式会社 東京都 荒川区
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事業者名 都道府県 市区町村

有限会社加賀屋商事 東京都 板橋区
有限会社光栄解体工業 東京都 板橋区
株式会社スタンパックス 東京都 板橋区
株式会社トーコネ 東京都 板橋区
医療法人社団徳信会 東京都 板橋区
ステイホーム株式会社 東京都 練馬区
株式会社ピースホーム 東京都 練馬区
株式会社Ｌａｋｋｅ 東京都 練馬区
有限会社Ｒｕｔｔｕ 東京都 練馬区
株式会社アイテック 東京都 葛飾区
双葉ライン株式会社 東京都 葛飾区
株式会社リライト 東京都 葛飾区
有限会社アクティブ・ジェネレーション 東京都 江戸川区
伊藤自動車鈑金工業株式会社 東京都 江戸川区
株式会社三協電機 東京都 江戸川区
株式会社土田製作所 東京都 江戸川区
株式会社安西建築事務所 東京都 八王子市
ＷｉＬＬ株式会社 東京都 八王子市
ＳＹＣＡＴＵＳ株式会社 東京都 八王子市
株式会社下島愛生堂薬局 東京都 八王子市
株式会社テクノメイト 東京都 八王子市
有限会社ポッパナ 東京都 八王子市
株式会社外装企画 東京都 立川市
株式会社ＳＨＩＭＩＺＵ 東京都 立川市
医療法人社団翔幸会 東京都 立川市
株式会社ＴＲＵＳＴＹ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 東京都 立川市
有限会社錦自動車 東京都 立川市
株式会社ＮＥＷＴＯＮ 東京都 立川市
株式会社アルアール東京 東京都 武蔵野市
サンプライズ株式会社 東京都 三鷹市
有限会社成康工務店 東京都 青梅市
株式会社コスモ 東京都 府中市
タイヨー電子株式会社 東京都 府中市
有限会社山謙 東京都 府中市
河辺印刷株式会社 東京都 昭島市
東京プラント株式会社 東京都 昭島市
医療法人社団ＰＲＩＤＥ会 東京都 調布市
株式会社ｐｒｏｖｅ　ｗｏｒｋｓ 東京都 町田市
前田ＥＸ株式会社 東京都 町田市
医療法人社団佑良会 東京都 町田市
株式会社河野工務店 東京都 東村山市
有限会社エクスパラダ 東京都 国分寺市
有限会社フレッシュショップコサカ 東京都 国分寺市
ＤｅｓｉｇｎＯｆｆｉｃｅ．Ｊａｐａｎ株式会社 東京都 国立市
株式会社ＲｉＢＥＲＡ 東京都 福生市
株式会社Ｎ－ＴＥＣＨ 東京都 武蔵村山市
株式会社クローバーガーデン 東京都 武蔵村山市
有限会社佐藤製作所 東京都 武蔵村山市
合同会社タモツエナジー 東京都 武蔵村山市
株式会社エコミナミ 東京都 稲城市
ヒューマンテクノス株式会社 東京都 あきる野市
有限会社河村 東京都 西東京市
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株式会社Ｎｏｖａ　Ｆｏｒｅｓｔａ 東京都 西東京市
青木 要介 東京都
遊馬 将人 東京都
飯嶋 幸弘 東京都
生田 剛史 東京都
池原 洸 東京都
石橋 琢磨 東京都
大島 好明 東京都
岡野 昌治 東京都
小川 慎二郎 東京都
具志堅 巨人 東京都
小柳 達郎 東京都
坂田 香里 東京都
坂本 貞樹 東京都
佐々木 雄一 東京都
佐藤 耕己 東京都
椎葉 洋子 東京都
実方 晴美 東京都
瀬尾 裕広 東京都
関 健太 東京都
関矢 泰樹 東京都
高木 尊正 東京都
田部 小百合 東京都
田村 修一 東京都
中野 貴文 東京都
橋本 祥吾 東京都
濱窪 洋平 東京都
丸石 隆行 東京都
村岡 学 東京都
村田 謙 東京都
森 俊樹 東京都
柳 哲雄 東京都
吉田 耕三 東京都
魯 政一 東京都
渡邉 文久 東京都
株式会社アヴァンサール 神奈川県 横浜市
アリキリリフォーム株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社飯島製作所 神奈川県 横浜市
insyo合同会社 神奈川県 横浜市
株式会社植照 神奈川県 横浜市
医療法人社団永明会 神奈川県 横浜市
株式会社ＡＥホーム 神奈川県 横浜市
有限会社エム・オリドプロジェクト 神奈川県 横浜市
株式会社エリア・エステート 神奈川県 横浜市
株式会社ＣＯＬＯＲ 神奈川県 横浜市
有限会社クラフト 神奈川県 横浜市
医療法人社団光和会 神奈川県 横浜市
有限会社斉藤石材店 神奈川県 横浜市
有限会社伸興設備 神奈川県 横浜市
一般社団法人全国個室ユニット型施設推進協議会 神奈川県 横浜市
株式会社高棟建設工業 神奈川県 横浜市
トーレック株式会社 神奈川県 横浜市
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株式会社西村建設 神奈川県 横浜市
根本建設株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社白寿会 神奈川県 横浜市
有限会社原田電気 神奈川県 横浜市
医療法人社団ヒロ横浜デンタル 神奈川県 横浜市
株式会社前田興業 神奈川県 横浜市
株式会社未来 神奈川県 横浜市
株式会社みらいアーキテクト 神奈川県 横浜市
横浜運送株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社横浜ニュータウン建設 神奈川県 横浜市
横浜ベイブルーイング株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社リベラル建築工房 神奈川県 横浜市
株式会社レイト商会 神奈川県 横浜市
和田工業株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社アン・パブリシティ 神奈川県 川崎市
株式会社カワサキ不動産 神奈川県 川崎市
医療法人敬人会 神奈川県 川崎市
株式会社鈴城製作所 神奈川県 川崎市
株式会社砂子工務店 神奈川県 川崎市
太陽電音株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社ＤＡＯ．ＣＣ 神奈川県 川崎市
株式会社チームＤ 神奈川県 川崎市
医療法人ＢＭＢ 神奈川県 川崎市
北部丸一株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社マキナエンジニアリング 神奈川県 川崎市
有限会社丸晴工務店 神奈川県 川崎市
株式会社宮原建築 神奈川県 川崎市
株式会社和光 神奈川県 川崎市
井剛建設株式会社 神奈川県 相模原市
有限会社加藤工業 神奈川県 相模原市
有限会社グリーンアメニティ 神奈川県 相模原市
有限会社トータルハウジング久野 神奈川県 相模原市
ラシクデザイン株式会社 神奈川県 相模原市
株式会社住まい工房 神奈川県 横須賀市
有限会社玉城建設 神奈川県 横須賀市
株式会社勝工務店 神奈川県 平塚市
株式会社露木工務店 神奈川県 平塚市
株式会社プリムシーズ 神奈川県 平塚市
株式会社ミサワコーポレーション 神奈川県 平塚市
株式会社ワンエイト 神奈川県 平塚市
株式会社トラストハウス 神奈川県 鎌倉市
アルシアコンサルティング株式会社 神奈川県 藤沢市
有限会社犬塚商事 神奈川県 藤沢市
株式会社楓工業 神奈川県 藤沢市
五右衛門株式会社 神奈川県 藤沢市
有限会社久野石材 神奈川県 小田原市
重本電気工芸株式会社 神奈川県 小田原市
ワークス株式会社 神奈川県 小田原市
有限会社協栄産業 神奈川県 茅ヶ崎市
医療法人社団啓裕会 神奈川県 茅ヶ崎市
株式会社小浜土地建物 神奈川県 茅ヶ崎市
株式会社ＳＨＯＢＵ 神奈川県 茅ヶ崎市
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株式会社ＴＫＫ 神奈川県 茅ヶ崎市
有限会社Ｔｏｎｏホーム 神奈川県 茅ヶ崎市
株式会社　新和防災 神奈川県 秦野市
有限会社原造園土木 神奈川県 秦野市
株式会社リブート 神奈川県 秦野市
サクラ建設株式会社 神奈川県 厚木市
医療法人田園会 神奈川県 大和市
村山工業株式会社 神奈川県 伊勢原市
株式会社エレニックス 神奈川県 座間市
医療法人社団ナチュラルハーモニクス 神奈川県 綾瀬市
株式会社ヌマタ 神奈川県 葉山町
天野 晃秀 神奈川県
池田 美智子 神奈川県
稲 龍之 神奈川県
今村 真也 神奈川県
河村 真臣 神奈川県
久保 尚武 神奈川県
小菅 剛 神奈川県
齋藤 広幸 神奈川県
東海林 志保美 神奈川県
関 光博 神奈川県
高木 隆夫 神奈川県
田辺 悠一 神奈川県
德永 宣明 神奈川県
中村 正幸 神奈川県
西崎 悟 神奈川県
原田 優子 神奈川県
藤﨑 香奈子 神奈川県
藤田 博司 神奈川県
平安名 辰也 神奈川県
眞島 隆一 神奈川県
森田 武彦 神奈川県
渡辺 誠 神奈川県
安達建設興業株式会社 新潟県 新潟市
社会福祉法人岡山福祉会 新潟県 新潟市
有限会社木村工務店 新潟県 新潟市
株式会社佐藤造園 新潟県 新潟市
有限会社須田組 新潟県 新潟市
株式会社土田自動車 新潟県 新潟市
株式会社ハートライク 新潟県 新潟市
株式会社レアーアイズ 新潟県 新潟市
株式会社河田建設 新潟県 長岡市
株式会社志田材木店 新潟県 長岡市
株式会社シマキュウ 新潟県 長岡市
有限会社大誠工機 新潟県 長岡市
外山産業株式会社 新潟県 三条市
有限会社山七商店 新潟県 三条市
有限会社坂上美建 新潟県 新発田市
株式会社福島建設 新潟県 十日町市
有限会社小山石油 新潟県 燕市
株式会社鈴木組 新潟県 燕市
株式会社若井製作所 新潟県 燕市
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株式会社日建不動産 新潟県 上越市
株式会社光建設 新潟県 阿賀野市
株式会社山口工務店 新潟県 阿賀野市
株式会社コイデン 新潟県 魚沼市
斎藤 信秋 新潟県
長谷川 哲雄 新潟県
山﨑 一弘 新潟県
医療法人社団桜仁会 富山県 富山市
有限会社上山建築 富山県 富山市
呉羽興業株式会社 富山県 富山市
株式会社スクランブルエッグ 富山県 富山市
住吉工業株式会社 富山県 富山市
大日造園株式会社 富山県 富山市
株式会社創建築事務所 富山県 高岡市
株式会社森建設 富山県 高岡市
株式会社オカベ 富山県 南砺市
株式会社殿井新聞販売 富山県 射水市
株式会社酒喜組 富山県 上市町
中川 昇 富山県
株式会社リアン 石川県 金沢市
株式会社武田工業所 石川県 小松市
株式会社余助総建 石川県 小松市
村井建築株式会社 石川県 加賀市
株式会社中村産業 石川県 かほく市
株式会社イーピーエム・グループ 石川県 白山市
株式会社イナバエンジニア 石川県 白山市
株式会社Kuroco. 石川県 白山市
高木鉄工株式会社 石川県 白山市
有限会社和田屋 石川県 白山市
株式会社Ｔ・Ｔ・Ｏ 石川県 能美市
能登石油株式会社 石川県 志賀町
株式会社モアグリーン 石川県 能登町
岩渕 大地 石川県
有限会社川端工業 福井県 福井市
合同ホーム株式会社 福井県 福井市
医療法人たきなみ歯科クリニック 福井県 福井市
税理士法人ＭＯＶＥ　ＯＮ 福井県 福井市
株式会社ウチイケ 福井県 敦賀市
株式会社五十嵐造林 福井県 鯖江市
有限会社山本楽器店 福井県 越前市
株式会社藤井造園 福井県 坂井市
株式会社梶間幸建 福井県 越前町
有限会社やまうちモータース 福井県 越前町
株式会社ＦＵＫＵＩ 福井県 おおい町
田中 秀和 福井県
内藤 信幸 福井県
野村 叡治 福井県
有限会社ケンソウ 山梨県 甲府市
株式会社坂本建運 山梨県 甲府市
有限会社西東京観光サービス 山梨県 甲府市
株式会社富士科学 山梨県 甲府市
株式会社二葉屋 山梨県 富士吉田市
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有限会社宮重土建 山梨県 富士吉田市
富士商工株式会社 山梨県 山梨市
株式会社アトリエいろは一級建築士事務所 山梨県 韮崎市
株式会社ケイソク 山梨県 韮崎市
オルケア株式会社 山梨県 北杜市
株式会社巨摩ファーム 山梨県 北杜市
株式会社こはくフーズ 山梨県 笛吹市
まるき葡萄酒株式会社 山梨県 甲州市
有限会社望月建設 山梨県 身延町
株式会社甲州土木 山梨県 富士川町
株式会社セブナ装機 山梨県 富士川町
株式会社マツダ建築工房 山梨県 昭和町
有限会社美美楽楽 山梨県 西桂町
奥野 直樹 山梨県
千野 祐亮 山梨県
有限会社アクアリング 長野県 長野市
アスク工業株式会社 長野県 長野市
池田建設株式会社 長野県 長野市
株式会社栄明 長野県 長野市
株式会社岡沢石材 長野県 長野市
将栄株式会社 長野県 長野市
株式会社玉井工務店 長野県 長野市
株式会社フカサワイール 長野県 松本市
株式会社優彩 長野県 松本市
株式会社今井ガラス建材 長野県 岡谷市
小竹建設有限会社 長野県 飯田市
株式会社伍福園 長野県 飯田市
ダイワ建設株式会社 長野県 須坂市
株式会社山一精工 長野県 須坂市
株式会社タクト 長野県 茅野市
株式会社大井 長野県 佐久市
株式会社ヒラバヤシ 長野県 安曇野市
ビジョンクリエイツ株式会社 長野県 軽井沢町
株式会社松井 長野県 軽井沢町
株式会社ワークスゼロ 長野県 下諏訪町
有限会社竹入自動車 長野県 辰野町
金子土建株式会社 長野県 大桑村
有限会社石川組 長野県 生坂村
赤田工業株式会社 長野県 池田町
株式会社アステック 長野県 坂城町
佐藤 明夫 長野県
出羽 洋一 長野県
徳山 岳志 長野県
長峯 一成 長野県
宮澤 元 長野県
株式会社佳局社 岐阜県 岐阜市
株式会社真栄 岐阜県 岐阜市
医療法人社団青友会 岐阜県 岐阜市
株式会社長良園 岐阜県 岐阜市
有限会社フジタ 岐阜県 岐阜市
株式会社フルタ 岐阜県 岐阜市
合同会社マカロンブティック 岐阜県 岐阜市
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株式会社マキレディ 岐阜県 岐阜市
アシタバ株式会社 岐阜県 大垣市
有限会社伊藤工機製作所 岐阜県 大垣市
グリーンワークス株式会社 岐阜県 大垣市
株式会社プロレア 岐阜県 大垣市
株式会社美濃建設 岐阜県 大垣市
山中電機工業株式会社 岐阜県 大垣市
有限会社阪本建設 岐阜県 高山市
株式会社加納 岐阜県 多治見市
ひかりハウジング株式会社 岐阜県 多治見市
有限会社広見建設 岐阜県 関市
酒井水道株式会社 岐阜県 中津川市
株式会社辰喜建築工芸 岐阜県 中津川市
株式会社日建建設 岐阜県 中津川市
株式会社加納水道工事店 岐阜県 羽島市
株式会社シグサスホーム 岐阜県 羽島市
株式会社堀井工務店 岐阜県 恵那市
有限会社協伸運輸 岐阜県 美濃加茂市
株式会社カケフ住建 岐阜県 可児市
江川建築有限会社 岐阜県 山県市
株式会社加藤総建 岐阜県 山県市
横山プラスチック工業株式会社 岐阜県 山県市
株式会社サンロード 岐阜県 飛騨市
澤崎建設株式会社 岐阜県 郡上市
株式会社谷口商店 岐阜県 郡上市
有限会社ゴトウ 岐阜県 下呂市
株式会社高瀬鐵工 岐阜県 下呂市
海津工業株式会社 岐阜県 海津市
株式会社エイワ 岐阜県 垂井町
株式会社アクアテック 岐阜県 神戸町
有限会社アーステック 岐阜県 安八町
株式会社東海エクスターナル 岐阜県 大野町
有限会社勝野木工ガラスセンター 岐阜県 池田町
株式会社ＯＲＩＢＥ 岐阜県 富加町
太洋化学工業株式会社 岐阜県 富加町
株式会社アクア東海 岐阜県 白川町
有限会社庄川水道 岐阜県 白川村
高木 雄基 岐阜県
辻 邦昌 岐阜県
永野 守 岐阜県
英君酒造株式会社 静岡県 静岡市
株式会社きたがわ宝石 静岡県 静岡市
株式会社ＣＲＥＡ　ＦＡＲＭ 静岡県 静岡市
タナカ石材株式会社 静岡県 静岡市
有限会社東豊造園 静岡県 静岡市
株式会社ドリームプラザ 静岡県 静岡市
株式会社アーキプラス 静岡県 浜松市
アスム株式会社 静岡県 浜松市
株式会社Ｓ．Ｇ．Ｍ 静岡県 浜松市
株式会社グッドライフ 静岡県 浜松市
株式会社シーズ静岡 静岡県 浜松市
株式会社辻鐵 静岡県 浜松市
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株式会社鳥善 静岡県 浜松市
株式会社西村組 静岡県 浜松市
株式会社春野コーポレーション 静岡県 浜松市
株式会社フソー 静岡県 浜松市
株式会社松下建設 静岡県 浜松市
株式会社ル・グラン・ミラージュ 静岡県 浜松市
有限会社三和サトウ 静岡県 沼津市
日建建設株式会社 静岡県 沼津市
有限会社野村商店 静岡県 沼津市
有限会社コバリ設備 静岡県 三島市
有限会社三輪建設 静岡県 三島市
有限会社二の宮石材 静岡県 富士宮市
蓮海工業株式会社 静岡県 富士宮市
株式会社セイコークリエイト 静岡県 富士市
株式会社羽生組 静岡県 富士市
株式会社松井農機製作所 静岡県 富士市
株式会社マツダ 静岡県 富士市
株式会社悠木建設 静岡県 富士市
株式会社大塚建設 静岡県 磐田市
株式会社スカイ 静岡県 磐田市
有限会社造園研究所風夢 静岡県 磐田市
有限会社秋山設備 静岡県 焼津市
トダホームサービス株式会社 静岡県 掛川市
有限会社ＹＡＭＡＳＨＯ 静岡県 掛川市
カワイ樹園株式会社 静岡県 藤枝市
株式会社ビーエスエム 静岡県 藤枝市
株式会社蒼設計 静岡県 御殿場市
アポロ精工株式会社 静岡県 御殿場市
有限会社御殿場自動車学校 静岡県 御殿場市
株式会社兼子建設 静岡県 袋井市
株式会社立正電気 静岡県 袋井市
三渡工業株式会社 静岡県 裾野市
株式会社アスナ 静岡県 湖西市
有限会社白井製作所 静岡県 湖西市
株式会社売茶坊まるよ 静岡県 御前崎市
ＭＥＩＫＯ夢ハウス株式会社 静岡県 菊川市
矢田工業株式会社 静岡県 伊豆の国市
ｉ－ｗｏｏｄ株式会社 静岡県 函南町
株式会社鈴紘建設 静岡県 函南町
有限会社山田土建 静岡県 長泉町
村澤建築株式会社 静岡県 森町
久保井 智也 静岡県
杉山 尚樹 静岡県
墨岡 英治 静岡県
平野 孝道 静岡県
増田 昌弘 静岡県
株式会社藹企画 愛知県 名古屋市
株式会社秋田屋 愛知県 名古屋市
アサヒ工業株式会社 愛知県 名古屋市
一般社団法人アジアコンサルティングスイート連合会 愛知県 名古屋市
阿部建設株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社稲葉家 愛知県 名古屋市
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株式会社井上 愛知県 名古屋市
Ａ・Ｐ・Ｓ株式会社 愛知県 名古屋市
江口株式会社 愛知県 名古屋市
大澤ワックス株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社オゼキヤ 愛知県 名古屋市
小畠電気株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社神谷商会 愛知県 名古屋市
株式会社北川組 愛知県 名古屋市
Ｋ’ｓ　ｌｉｎｅ合同会社 愛知県 名古屋市
有限会社糀屋 愛知県 名古屋市
有限会社ジェイズプランニング 愛知県 名古屋市
株式会社城野 愛知県 名古屋市
神建設株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ＳＵＰＥＲ　ＦＡＣＴＯＲＹ 愛知県 名古屋市
ゼロホールディングス株式会社 愛知県 名古屋市
大協電機株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社タイホー 愛知県 名古屋市
株式会社タイヨー 愛知県 名古屋市
株式会社知多善 愛知県 名古屋市
中日裝業株式会社 愛知県 名古屋市
ツキアイ株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社デコール 愛知県 名古屋市
株式会社同和 愛知県 名古屋市
医療法人とみた歯科クリニック 愛知県 名古屋市
株式会社ＴＯＲＩＳＴ 愛知県 名古屋市
特定非営利活動法人名古屋さくら会 愛知県 名古屋市
名古屋電装株式会社 愛知県 名古屋市
名古屋不動産株式会社 愛知県 名古屋市
丹建株式会社 愛知県 名古屋市
ニケンハウジング株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社日東電気商会 愛知県 名古屋市
株式会社野村建築 愛知県 名古屋市
株式会社ハイウェイ・エンジニアリング 愛知県 名古屋市
株式会社プリアートコーポレーション 愛知県 名古屋市
丸山建設株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社水建 愛知県 名古屋市
株式会社妙香園 愛知県 名古屋市
株式会社モリタ 愛知県 名古屋市
株式会社モルフ 愛知県 名古屋市
株式会社山口商会 愛知県 名古屋市
株式会社吉桂 愛知県 名古屋市
ワディ建装株式会社 愛知県 名古屋市
内田建設株式会社 愛知県 豊橋市
有限会社エクステリア明日香 愛知県 豊橋市
株式会社弘和建商 愛知県 豊橋市
合同会社スカイラビット 愛知県 豊橋市
医療法人スマイルデンタルクリニック 愛知県 豊橋市
有限会社大弘電機 愛知県 豊橋市
医療法人松井歯科医院 愛知県 豊橋市
八洲熱学株式会社 愛知県 豊橋市
谷脇工業株式会社 愛知県 岡崎市
株式会社通建 愛知県 岡崎市
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株式会社建築工房ｓａｋｕｒａ 愛知県 一宮市
株式会社佐和建設 愛知県 一宮市
株式会社シーディアイ 愛知県 一宮市
医療法人至純会 愛知県 一宮市
有限会社チューブガレージ 愛知県 一宮市
株式会社ハイスタイル 愛知県 一宮市
株式会社平和住建 愛知県 一宮市
株式会社ワールドエッチング 愛知県 一宮市
株式会社丸幸 愛知県 瀬戸市
株式会社アクシス 愛知県 半田市
株式会社アニバーサリーホーム半田 愛知県 半田市
医療法人創喜会 愛知県 半田市
株式会社協和コーポレーション 愛知県 春日井市
株式会社Ｓａｖｅ　ｔｈｅ　Ｏｃｅａｎ 愛知県 春日井市
株式会社富窪精機 愛知県 春日井市
株式会社イトコー 愛知県 豊川市
株式会社ノムラモータース 愛知県 津島市
株式会社イズ・ファーム 愛知県 刈谷市
株式会社エイトエンジニアリング 愛知県 刈谷市
安藤建設株式会社 愛知県 豊田市
エスケイエム株式会社 愛知県 豊田市
株式会社山豊工建 愛知県 豊田市
有限会社杉浦ワールド自動車 愛知県 豊田市
高岡造園土木株式会社 愛知県 豊田市
タカオカワークス有限会社 愛知県 豊田市
安城木材市場株式会社 愛知県 安城市
株式会社エノキオート 愛知県 安城市
株式会社太陽エンジニアリング 愛知県 安城市
株式会社トータルサポート 愛知県 安城市
有限会社マエダ技研 愛知県 安城市
株式会社豊和 愛知県 西尾市
山庄株式会社 愛知県 西尾市
上村建設株式会社 愛知県 蒲郡市
青山建設株式会社 愛知県 犬山市
名古屋特殊鋼株式会社 愛知県 犬山市
株式会社ウッドライフ 愛知県 常滑市
株式会社大北工務店 愛知県 常滑市
有限会社ヒダ技研 愛知県 常滑市
株式会社サカイ 愛知県 江南市
有限会社光建 愛知県 小牧市
株式会社笹森産業 愛知県 小牧市
有限会社緑樹苑 愛知県 稲沢市
株式会社首藤鉄工所 愛知県 大府市
株式会社フカヤプレス 愛知県 大府市
株式会社緑技研 愛知県 大府市
株式会社プラネットカンパニー 愛知県 高浜市
豊明花き株式会社 愛知県 豊明市
柳田建設株式会社 愛知県 田原市
有限会社旭建工 愛知県 清須市
株式会社グランドワークス 愛知県 清須市
株式会社放電エンジニアリング 愛知県 清須市
昭栄電器販売株式会社 愛知県 あま市
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株式会社早川塗料販売 愛知県 あま市
株式会社オリエンタル・スタンダード 愛知県 長久手市
ラフテル株式会社 愛知県 長久手市
株式会社酒井建築 愛知県 大口町
株式会社ラ・カーサ・デリ 愛知県 大口町
株式会社キクチ商会 愛知県 扶桑町
扶桑自動車株式会社 愛知県 扶桑町
株式会社中富 愛知県 南知多町
大栄産業株式会社 愛知県 美浜町
伊藤 秀憲 愛知県
岩花 秀次 愛知県
岡田 貞義 愛知県
尾関 豊生 愛知県
多賀 寛将 愛知県
竹内 朗 愛知県
中野 晴幸 愛知県
西 浩彰 愛知県
服部 健児 愛知県
福島 康夫 愛知県
藤井 崇司 愛知県
松原 資典 愛知県
山岸 武志 愛知県
株式会社ＬＩＦＥＱＵＡＲＴＥＴ 三重県 津市
Ｒｅホーム株式会社 三重県 津市
社会福祉法人愛育会 三重県 四日市市
株式会社アローズ 三重県 四日市市
株式会社大藤工務店 三重県 四日市市
株式会社ティアラ 三重県 四日市市
株式会社ビバ 三重県 四日市市
株式会社フォレスト・ファニチャー 三重県 四日市市
有限会社富士クラッチ工業所 三重県 四日市市
斎藤建設株式会社 三重県 松阪市
有限会社タケガワ塗装 三重県 松阪市
株式会社Ｅ’ｃｏｎ 三重県 桑名市
有限会社桑名環境サービス 三重県 桑名市
株式会社小林薬局 三重県 桑名市
有限会社フリー・ワールド 三重県 桑名市
有限会社美清園 三重県 鈴鹿市
医療法人あたらし会 三重県 名張市
医療法人社団亀井歯科医院 三重県 名張市
株式会社大道建設 三重県 名張市
多田工業株式会社 三重県 名張市
株式会社野村建設 三重県 亀山市
有限会社マルミ商会 三重県 鳥羽市
有限会社スリーネット 三重県 志摩市
丸仙製パン株式会社 三重県 志摩市
アイビーエー株式会社 三重県 伊賀市
株式会社岡村建設 三重県 伊賀市
セントラル技研株式会社 三重県 菰野町
水谷 英二 三重県
石井開発株式会社 滋賀県 大津市
株式会社加祥 滋賀県 大津市
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有限会社キッズエンタープライズ 滋賀県 大津市
株式会社瑞光 滋賀県 大津市
株式会社ハシナリー 滋賀県 大津市
合同会社Ｒａｘｉｓ 滋賀県 大津市
株式会社イケダ光音堂 滋賀県 長浜市
ＳＫＦサービス合同会社 滋賀県 近江八幡市
有限会社あんしん会計 滋賀県 草津市
湖都建設株式会社 滋賀県 守山市
株式会社Ｌ－ｐｌａｎｎｉｎｇ 滋賀県 栗東市
株式会社サンキ 滋賀県 栗東市
千代工業株式会社 滋賀県 湖南市
有限会社白浜荘 滋賀県 高島市
アールアシスト株式会社 滋賀県 東近江市
株式会社Ａ－ＢＥＳＴ 滋賀県 東近江市
株式会社玉水燃料店 滋賀県 東近江市
有限会社縄正商店 滋賀県 東近江市
株式会社マエダクリーニング 滋賀県 東近江市
有限会社醤油屋喜代治商店 滋賀県 米原市
株式会社ヒロセ 滋賀県 日野町
株式会社木の家専門店谷口工務店 滋賀県 竜王町
松瀬酒造株式会社 滋賀県 竜王町
大野 和夫 滋賀県
見津 誠 滋賀県
小西 香 滋賀県
高寺 智之 滋賀県
出路 渉 滋賀県
福原 裕人 滋賀県
山元 亮太朗 滋賀県
株式会社アコー 京都府 京都市
アドライフ京都株式会社 京都府 京都市
株式会社Ａ－ＰＬＵＳ 京都府 京都市
株式会社エフアンドピー 京都府 京都市
医療法人かきみ歯科医院 京都府 京都市
株式会社ＫＡＫＥＧＯＥ 京都府 京都市
株式会社京繊 京都府 京都市
キョウトテックス株式会社 京都府 京都市
有限会社Ｋ．グロース 京都府 京都市
株式会社ＫＰホールディングス 京都府 京都市
興和地所株式会社 京都府 京都市
株式会社蔡建設 京都府 京都市
株式会社坂本電気工事 京都府 京都市
株式会社サポートどれみ 京都府 京都市
株式会社サワムラデンキサービス 京都府 京都市
株式会社ＴＨＡＮ 京都府 京都市
有限会社三和通信 京都府 京都市
株式会社昭和建設 京都府 京都市
株式会社城谷自動車工作所 京都府 京都市
株式会社Ｓｔｙｌｅ 京都府 京都市
株式会社Ｓｅｃｏｎｄ　Ｓｔｙｌｅ 京都府 京都市
株式会社椿 京都府 京都市
ＤＤＳ株式会社 京都府 京都市
株式会社電技工業 京都府 京都市
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Ｔｏ－ｄｏ株式会社 京都府 京都市
株式会社東峰 京都府 京都市
都廣興業株式会社 京都府 京都市
株式会社南部工務店 京都府 京都市
株式会社ハウスクエスト 京都府 京都市
株式会社フェイム 京都府 京都市
株式会社プロシード 京都府 京都市
株式会社ＭＡＸ 京都府 京都市
松本建設株式会社 京都府 京都市
株式会社宮野商事 京都府 京都市
株式会社ユージェーグローイングアップ 京都府 京都市
医療法人融和会 京都府 京都市
株式会社ＲＩＺＥ 京都府 京都市
株式会社ロイヤル住建 京都府 京都市
株式会社ＹＫＴ企画 京都府 京都市
有限会社ワンダーランド 京都府 京都市
有限会社鉄尾石材店 京都府 舞鶴市
株式会社山鉄 京都府 舞鶴市
株式会社ヤマモト工務店 京都府 舞鶴市
有限会社金山工業 京都府 綾部市
有限会社小倉オートサービス 京都府 宇治市
有限会社ミタ工業 京都府 宇治市
株式会社山政小山園 京都府 宇治市
有限会社アサダ産業 京都府 亀岡市
有限会社ＬＦＭ 京都府 亀岡市
株式会社Ｋ・Ａｕｔｏ・Ｐｒｏｄｕｃｅ 京都府 亀岡市
株式会社遊飛人 京都府 亀岡市
山城鉄工株式会社 京都府 亀岡市
株式会社ナガオカ 京都府 長岡京市
株式会社ユニバーサルホームサービス 京都府 長岡京市
株式会社セイコー 京都府 八幡市
株式会社キタセ 京都府 京田辺市
株式会社大村工務店 京都府 京丹後市
サンリゾートダイドウ株式会社 京都府 京丹後市
株式会社マルサン 京都府 京丹後市
大平建設株式会社 京都府 南丹市
モナトリエ株式会社 京都府 南丹市
青井 俊季 京都府
赤西 博正 京都府
今福 裕貴 京都府
梅本 達矢 京都府
勝井 裕 京都府
北澤 達夫 京都府
キン ミョンジ 京都府
竹村 一孝 京都府
橘 龍太 京都府
辰己 卓司 京都府
永田 禄己 京都府
並河 雅也 京都府
畠山 和子 京都府
堀井 里見 京都府
松井 恭子 京都府
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吉田 靖司 京都府
株式会社イースマイル 大阪府 大阪市
株式会社乾造園 大阪府 大阪市
Ｖｉｓｔａ　Ｊａｐａｎ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ヴェネト 大阪府 大阪市
株式会社エムスタイル 大阪府 大阪市
株式会社Ｕｎ　ｈｅｒｍａｎｏ 大阪府 大阪市
株式会社扇機械製作所 大阪府 大阪市
株式会社太田石材店 大阪府 大阪市
株式会社オールライフクリエイト 大阪府 大阪市
岡自動車工業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社岡本工務店 大阪府 大阪市
医療法人尾崎歯科医院 大阪府 大阪市
株式会社ＫＡＲＪＳ 大阪府 大阪市
Ｃａｒ　Ｔｅｃｈｎｏ　Ｊａｐａｎ　Ａｓｓｉｓｔ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社関西建設 大阪府 大阪市
有限会社きくすい 大阪府 大阪市
株式会社木村製作所 大阪府 大阪市
株式会社グラフィニック 大阪府 大阪市
宏和金属株式会社 大阪府 大阪市
株式会社コスモエステート 大阪府 大阪市
株式会社三友纎維 大阪府 大阪市
株式会社三和サニタリー 大阪府 大阪市
株式会社人材革新 大阪府 大阪市
有限会社スタイルキューブ 大阪府 大阪市
株式会社　スタジオＳＯＵ 大阪府 大阪市
ゼネラル化成株式会社 大阪府 大阪市
総合医療サービス株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ダイセン 大阪府 大阪市
株式会社大納言 大阪府 大阪市
株式会社ダイレオ 大阪府 大阪市
ダイワ販売株式会社 大阪府 大阪市
拓南産業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社武田ライト工業所 大阪府 大阪市
株式会社ツチヨシ・マテック 大阪府 大阪市
ＤＲＣ株式会社 大阪府 大阪市
テレック株式会社 大阪府 大阪市
浪芳庵株式会社 大阪府 大阪市
ナルラジャパン有限会社 大阪府 大阪市
公益社団法人日本眼鏡技術者協会 大阪府 大阪市
株式会社ニューコンセプト 大阪府 大阪市
有限会社Ｎｅｔ．Ｍａｋｅｒｓ　Ｏｎｌｉｎｅ 大阪府 大阪市
株式会社ハーモニック 大阪府 大阪市
株式会社バックボーン 大阪府 大阪市
株式会社八臂人財 大阪府 大阪市
Ｂ＆Ｂ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ビークル管理サービス 大阪府 大阪市
株式会社ビーバーハウス 大阪府 大阪市
有限会社ビランチャ 大阪府 大阪市
税理士法人ファーストオピニオン 大阪府 大阪市
ＦｉＢ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社フードリンク・サービス 大阪府 大阪市
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株式会社フォーサイス 大阪府 大阪市
株式会社フジカナ 大阪府 大阪市
株式会社フジケン 大阪府 大阪市
冨士興業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ＢＲＡＮＤＩＮＧ 大阪府 大阪市
株式会社ブルー企画 大阪府 大阪市
株式会社ブルーシャトウ 大阪府 大阪市
株式会社ブルーム 大阪府 大阪市
株式会社ブロンズマート 大阪府 大阪市
有限会社文丘堂 大阪府 大阪市
株式会社ベスト 大阪府 大阪市
株式会社ベルマン 大阪府 大阪市
マツナガニット株式会社 大阪府 大阪市
松本鉱泉株式会社 大阪府 大阪市
マリング商事株式会社 大阪府 大阪市
株式会社丸よし水産 大阪府 大阪市
株式会社ミクラ 大阪府 大阪市
株式会社未知インターナショナル 大阪府 大阪市
株式会社源実業 大阪府 大阪市
株式会社ＭＯＯＮ 大阪府 大阪市
株式会社メディコビーイング 大阪府 大阪市
株式会社ＭＯＳＴ 大阪府 大阪市
株式会社山喜 大阪府 大阪市
山崎住建株式会社 大阪府 大阪市
株式会社山中機械工作所 大阪府 大阪市
山仁薬品株式会社 大阪府 大阪市
有限会社ユーティ 大阪府 大阪市
裕和薬品株式会社 大阪府 大阪市
ユタカ空調株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ライフナチュレ 大阪府 大阪市
株式会社ラビットクリエイティブ 大阪府 大阪市
有限会社龍ノ巣 大阪府 大阪市
株式会社ルナエステート 大阪府 大阪市
合同会社ＲＡＳＥ 大阪府 大阪市
税理士法人Ｙ．Ｋ．Ｃ． 大阪府 大阪市
株式会社Ｗｏｎｄｅｒ　Ｃｒａｆｔ 大阪府 大阪市
ウィルハウス株式会社 大阪府 堺市
エナ・ホーム株式会社 大阪府 堺市
株式会社ＴＸ企画 大阪府 堺市
有限会社ティーツーカンパニー 大阪府 堺市
株式会社ドイデン 大阪府 堺市
トワロン株式会社 大阪府 堺市
株式会社ＰｒｏＣａｒｅ 大阪府 堺市
株式会社ＢＲＯＳ　Ｗｏｒｋｅｒｓ 大阪府 堺市
株式会社ＭＩＵＴＹＢＡＬ 大阪府 堺市
株式会社夢広 大阪府 堺市
株式会社りぶりす 大阪府 堺市
医療法人亜佐日会 大阪府 岸和田市
カメヤグローバル株式会社 大阪府 岸和田市
株式会社坂本工務店 大阪府 岸和田市
株式会社樂 大阪府 岸和田市
株式会社Ｒ＆Ａホールディングス 大阪府 豊中市
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株式会社ＲＬ 大阪府 豊中市
株式会社アイマックスコンサルティング 大阪府 豊中市
アサヒ技研株式会社 大阪府 豊中市
株式会社あさひ建装 大阪府 豊中市
丸藤建設株式会社 大阪府 豊中市
株式会社井上昇商店 大阪府 吹田市
ウエダチャンネル株式会社 大阪府 吹田市
エスシステム株式会社 大阪府 吹田市
株式会社千両商事 大阪府 吹田市
株式会社高橋ゴムパツキング製作所 大阪府 吹田市
八千代工業株式会社 大阪府 吹田市
ライズワークス株式会社 大阪府 貝塚市
有限会社寿寿ファミリー 大阪府 守口市
辻本メディカル株式会社 大阪府 守口市
株式会社西田製作所 大阪府 守口市
株式会社ワイエイチケイジー 大阪府 守口市
株式会社アーキライト建築設計事務所 大阪府 枚方市
株式会社オールスクリエーション 大阪府 枚方市
株式会社３０３ 大阪府 枚方市
医療法人清療会 大阪府 茨木市
株式会社谷兼製作所 大阪府 茨木市
医療法人船戸医院 大阪府 茨木市
合同会社ミーシャ 大阪府 茨木市
有限会社板原金属 大阪府 八尾市
栄和産業株式会社 大阪府 八尾市
株式会社ＭＯＮＤＩＡＬ 大阪府 八尾市
番久タオル合資会社 大阪府 泉佐野市
吉川タイル株式会社 大阪府 泉佐野市
株式会社ハウスケアパートナー 大阪府 富田林市
石原グループ株式会社 大阪府 寝屋川市
株式会社オンザテーブル 大阪府 寝屋川市
関西マネジ興業株式会社 大阪府 寝屋川市
株式会社サン建材 大阪府 寝屋川市
株式会社島名設計 大阪府 寝屋川市
株式会社ヒラオ 大阪府 寝屋川市
株式会社石駒 大阪府 河内長野市
株式会社大晃 大阪府 河内長野市
株式会社テック・ワン 大阪府 松原市
株式会社アーディック 大阪府 大東市
株式会社ウォーターサプライ住道商会 大阪府 大東市
株式会社サンライズコーポレーション 大阪府 大東市
株式会社市兵衛 大阪府 和泉市
株式会社グレイスアップ 大阪府 和泉市
小杉善株式会社 大阪府 箕面市
株式会社セラピア 大阪府 羽曳野市
株式会社雅総合技建 大阪府 羽曳野市
株式会社小野木鉄工 大阪府 門真市
有限会社鈴木自動車 大阪府 門真市
田中オートサービス株式会社 大阪府 門真市
内外紙工株式会社 大阪府 門真市
株式会社富田工作所 大阪府 摂津市
ロイヤルホーム株式会社 大阪府 摂津市
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株式会社大浜組 大阪府 東大阪市
株式会社澤田工業 大阪府 東大阪市
三晃テイエピー株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社ジェーピー 大阪府 東大阪市
株式会社スリーウェイグッド 大阪府 東大阪市
株式会社大和精機 大阪府 東大阪市
株式会社ＴＥＣＮＥＳ 大阪府 東大阪市
中山精工株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社西尾商店 大阪府 東大阪市
株式会社ビゼン 大阪府 東大阪市
株式会社不動産情報館 大阪府 東大阪市
株式会社ホームテック 大阪府 東大阪市
川真工業株式会社 大阪府 大阪狭山市
有限会社　福岡住建 大阪府 大阪狭山市
株式会社大森自動車 大阪府 忠岡町
笠井 博之 大阪府
川村 秀一 大阪府
木下 勝廣 大阪府
木林 博之 大阪府
城岡 諭 大阪府
辻尾 茂 大阪府
冨川 和將 大阪府
中長 武史 大阪府
中畑 明代 大阪府
軌保 卓也 大阪府
橋本 政明 大阪府
福田 享 大阪府
間定 明良 大阪府
丸岡 昭文 大阪府
山本 勉 大阪府
株式会社Ｉ’ｓ 兵庫県 神戸市
株式会社アキヅキ 兵庫県 神戸市
株式会社アップワーズ 兵庫県 神戸市
有限会社いつき屋 兵庫県 神戸市
株式会社イナガワ整備 兵庫県 神戸市
有限会社大池自動車 兵庫県 神戸市
有限会社木船建設 兵庫県 神戸市
株式会社Ｋ＆Ｌ　Ｇｒｏｕｐ 兵庫県 神戸市
小泉製麻株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社澤野商店 兵庫県 神戸市
シティネット株式会社 兵庫県 神戸市
新星造園土木株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社ストラクト 兵庫県 神戸市
株式会社大黒屋 兵庫県 神戸市
帝国信栄株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社ＶＲＳサービス 兵庫県 神戸市
明和タクシー株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社安福冷暖 兵庫県 神戸市
医療法人ユアーズオーラルクリニック 兵庫県 神戸市
株式会社ユーズサイクル 兵庫県 神戸市
吉岡興業株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社力丸 兵庫県 神戸市
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有限会社リベロ 兵庫県 神戸市
菱神運輸株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社イシダスタジオ 兵庫県 姫路市
株式会社ウィルコン 兵庫県 姫路市
ａ．テック．ホーム株式会社 兵庫県 姫路市
エーデル・アイ株式会社 兵庫県 姫路市
芝浜株式会社 兵庫県 姫路市
株式会社シンテック 兵庫県 姫路市
株式会社高谷工務店 兵庫県 姫路市
株式会社ナカネ工作所 兵庫県 姫路市
プラクシス有限会社 兵庫県 姫路市
株式会社ミヤケコーポレーション 兵庫県 姫路市
株式会社ヤスヒラ 兵庫県 姫路市
尼崎市自動車整備協業組合 兵庫県 尼崎市
株式会社エリート 兵庫県 尼崎市
シンエスサービス株式会社 兵庫県 尼崎市
株式会社誠進 兵庫県 尼崎市
マインフーズサービス株式会社 兵庫県 尼崎市
株式会社　メロディ 兵庫県 尼崎市
ワイエスフィルタージャパン株式会社 兵庫県 尼崎市
有限会社河合自動車工業所 兵庫県 明石市
株式会社ヒューマン 兵庫県 明石市
株式会社アミュゼ 兵庫県 西宮市
有限会社太田ジオリサーチ 兵庫県 西宮市
株式会社豊 兵庫県 西宮市
有限会社淡陽自動車教習所 兵庫県 洲本市
株式会社ニチメイ不動産販売 兵庫県 伊丹市
ベイリソース株式会社 兵庫県 相生市
株式会社西村モータース 兵庫県 豊岡市
株式会社ライフィット 兵庫県 豊岡市
株式会社尾上ゴルフセンター 兵庫県 加古川市
ジービーハウス株式会社 兵庫県 加古川市
株式会社丸萬 兵庫県 西脇市
株式会社イニシオ・ライフサービス 兵庫県 宝塚市
医療法人歯聖会 兵庫県 宝塚市
株式会社マナファーレ 兵庫県 宝塚市
有限会社アミナカ 兵庫県 三木市
株式会社エデュガルエステート 兵庫県 川西市
株式会社めりーほーむ 兵庫県 川西市
医療法人社団さくら会 兵庫県 小野市
株式会社スマイルケアジャパン社 兵庫県 小野市
株式会社スマートイコカ 兵庫県 丹波市
有限会社金山製麺 兵庫県 南あわじ市
有限会社ナンセキ 兵庫県 朝来市
有限会社潮崎自動車 兵庫県 淡路市
株式会社アクト 兵庫県 宍粟市
俊成株式会社 兵庫県 たつの市
正城自工株式会社 兵庫県 たつの市
株式会社細井建設 兵庫県 たつの市
一般社団法人ＹＡＮＥＳＥＫＯ　ＪＡＰＡＮ 兵庫県 播磨町
中井綜合印刷株式会社 兵庫県 福崎町
西播産業株式会社 兵庫県 太子町
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井上モータース有限会社 兵庫県 上郡町
今村 浩二 兵庫県
篠倉 洋一 兵庫県
長峯 隆史 兵庫県
平野 泰嗣 兵庫県
細見 陽平 兵庫県
本出 一正 兵庫県
宮崎 幸二 兵庫県
株式会社岩井商店 奈良県 奈良市
株式会社楓工務店 奈良県 奈良市
株式会社ファーマシー木のうた 奈良県 奈良市
堀田晃和株式会社 奈良県 大和高田市
株式会社アルク 奈良県 橿原市
株式会社ゆうび建設 奈良県 橿原市
株式会社堀山自動車工業所 奈良県 桜井市
有限会社オーエムカンパニー 奈良県 生駒市
有限会社東島鉄工 奈良県 生駒市
ロードサービス・イコマ株式会社 奈良県 生駒市
株式会社人楽 奈良県 香芝市
株式会社ＤＡＩ－ＳＥＩ 奈良県 香芝市
良家株式会社 奈良県 香芝市
一心建設株式会社 奈良県 斑鳩町
木村 好広 奈良県
貞光 謙一郎 奈良県
竹川 雅浩 奈良県
有限会社オートハウスヒロ 和歌山県 和歌山市
有限会社カーペイントサカモト 和歌山県 和歌山市
有限会社松栄工作所 和歌山県 和歌山市
株式会社中口板金工作所 和歌山県 和歌山市
有限会社ハートフルコーポレーション 和歌山県 和歌山市
株式会社向井中工務店 和歌山県 和歌山市
有限会社山宮瓦商店 和歌山県 和歌山市
株式会社東亜プロパン商事 和歌山県 有田市
有限会社自治会印刷所 和歌山県 田辺市
株式会社赤井工作所 和歌山県 岩出市
有限会社恩地弘成堂 和歌山県 高野町
三洋住宅株式会社 和歌山県 有田川町
株式会社平岡鉄工所 和歌山県 有田川町
株式会社池辺工務店 和歌山県 上富田町
株式会社湯川建築 和歌山県 すさみ町
岩本 昌也 和歌山県
岡野 祐己 和歌山県
小川 さだ 和歌山県
小川 利孝 和歌山県
中前 輝義 和歌山県
尾藤 拓志 和歌山県
株式会社昂和 鳥取県 鳥取市
鳥取紙工株式会社 鳥取県 鳥取市
株式会社Ｂｒｕｓｈ　Ｕｐ　Ｃｏｍｐａｎｙ 鳥取県 鳥取市
株式会社アクセルオート 鳥取県 米子市
株式会社大丸水機 鳥取県 米子市
株式会社十色 鳥取県 米子市
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こおげ建設株式会社 鳥取県 八頭町
有限会社丸善オート 島根県 松江市
有限会社森脇モータース 島根県 松江市
株式会社栗栖組 島根県 浜田市
株式会社いづも農縁 島根県 出雲市
山陰設備工業株式会社 島根県 出雲市
株式会社住いる建築工房 島根県 出雲市
株式会社テクノシステム 島根県 出雲市
有限会社浜村石材店 島根県 出雲市
株式会社ひょうま 島根県 益田市
有限会社アンドー 島根県 安来市
有限会社石田工務店 島根県 江津市
有限会社森本石材 島根県 津和野町
有限会社池田材木店 島根県 隠岐の島町
飯塚 忠一 島根県
愛コンサルティング株式会社 岡山県 岡山市
医療法人社団三樹会 岡山県 岡山市
つばめガス株式会社 岡山県 岡山市
株式会社つばめ不動産 岡山県 岡山市
株式会社パオワオ２号 岡山県 岡山市
株式会社松下建設 岡山県 岡山市
株式会社マルダ設計 岡山県 岡山市
有限会社サポートスタッフ時栄 岡山県 倉敷市
サンヨーマイカーセンター株式会社 岡山県 倉敷市
ＴＥＮＫＩ株式会社 岡山県 倉敷市
株式会社大谷商店 岡山県 津山市
株式会社大環 岡山県 津山市
フォーチュンタカクラ合同会社 岡山県 津山市
白石興業株式会社 岡山県 笠岡市
有限会社エヌ・ファクトリー 岡山県 総社市
有限会社大森石材店 岡山県 総社市
有限会社成羽自動車 岡山県 高梁市
株式会社イクタ電気設備サービス 岡山県 新見市
株式会社中西設備 岡山県 赤磐市
有限会社遠藤工務店 岡山県 真庭市
有限会社菅原鴻石材 岡山県 真庭市
Ａ＆Ｃ株式会社 岡山県 美作市
有限会社栃山石材店 岡山県 美作市
株式会社斎藤撚糸 岡山県 鏡野町
有限会社原自動車 岡山県 鏡野町
入谷 敏 岡山県
茅野 勉 岡山県
近藤 宣茂 岡山県
菅原 一行 岡山県
中島 悠 岡山県
西川 剛司 岡山県
皆木 裕介 岡山県
吉岡 聡子 岡山県
吉田 穣人 岡山県
株式会社オムエル 広島県 広島市
有限会社木本モータース 広島県 広島市
株式会社クルマフィクス 広島県 広島市
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株式会社コンプリート・サークル 広島県 広島市
株式会社サンセイ 広島県 広島市
株式会社Ｃ＆Ｅコーポレーション 広島県 広島市
西部熱機株式会社 広島県 広島市
中国コイケ株式会社 広島県 広島市
株式会社トランスデザイン 広島県 広島市
株式会社パイプデザイン 広島県 広島市
株式会社羽田建築設計事務所 広島県 広島市
株式会社ブラックシャドー 広島県 広島市
松岡クリーナー株式会社 広島県 広島市
株式会社ｍｕｕｔｏｓ 広島県 広島市
有限会社ムッシムパネン 広島県 広島市
株式会社ゆたか 広島県 広島市
有限会社コーシン 広島県 呉市
大貴建設株式会社 広島県 呉市
株式会社和家 広島県 呉市
菅建設株式会社 広島県 三原市
有限会社池永経営会計事務所 広島県 福山市
株式会社オーテック 広島県 福山市
株式会社サトウシステム 広島県 福山市
三洋建材株式会社 広島県 福山市
大和ツキ板産業株式会社 広島県 福山市
株式会社ろんでんアトリエ 広島県 福山市
株式会社ワンダーウォール 広島県 福山市
有限会社中村無線 広島県 府中市
株式会社大伸建設 広島県 大竹市
湖畔株式会社 広島県 東広島市
株式会社ひまわり石材 広島県 東広島市
正建設工業株式会社 広島県 東広島市
橋本鉄工株式会社 広島県 安芸高田市
株式会社広島北ホテル 広島県 北広島町
宇津戸建設有限会社 広島県 世羅町
北林 晋 広島県
竹光 亮彦 広島県
玉田 誠 広島県
田村 祐二 広島県
中森 優太 広島県
平澤 知穂 広島県
廣重 克己 広島県
有限会社今村青果 山口県 下関市
古賀産業株式会社 山口県 下関市
株式会社酒井建設 山口県 下関市
三和地所株式会社 山口県 下関市
株式会社ＴＥＹ’Ｓ 山口県 下関市
有限会社弘中製作所 山口県 下関市
株式会社かなめ工房 山口県 宇部市
株式会社ガレージコトシバ 山口県 宇部市
株式会社吉祥 山口県 宇部市
有限会社福永商会 山口県 山口市
田中建設株式会社 山口県 萩市
有限会社江先石材店 山口県 岩国市
日栄興業株式会社 山口県 岩国市
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株式会社村中工務店 山口県 岩国市
岩本砂利有限会社 山口県 光市
有限会社藤井建設 山口県 柳井市
有限会社小田工務店 山口県 美祢市
奥西コンサルタント株式会社 山口県 周南市
有限会社すぴぃーど 山口県 周南市
有限会社徳山機工 山口県 周南市
株式会社くろき建築工房 山口県 周防大島町
株式会社神田建設 山口県 周防大島町
有限会社原田水産 山口県 上関町
櫛﨑 智也 山口県
株式会社共誠 徳島県 徳島市
株式会社高亜リアルティ 徳島県 徳島市
株式会社トップスタイル 徳島県 徳島市
中道鉄工株式会社 徳島県 徳島市
ハナブサ厨房株式会社 徳島県 徳島市
医療法人和田歯科医院 徳島県 鳴門市
株式会社アルス製作所 徳島県 小松島市
たいようホーム株式会社 徳島県 阿南市
宍喰建設工業株式会社 徳島県 海陽町
有限会社ナルト紙料センター 徳島県 松茂町
辰巳屋食品株式会社 徳島県 藍住町
坂東 睦弘 徳島県
アイラックホーム株式会社 香川県 高松市
有限会社亀田土建 香川県 高松市
株式会社ＣＵＡＴＲＯ 香川県 高松市
株式会社高杉自動車 香川県 高松市
有限会社保険ネットワークセンター 香川県 高松市
松野不動産株式会社 香川県 高松市
株式会社リュウキ建設 香川県 高松市
株式会社ワタナベ 香川県 高松市
株式会社木谷仏壇 香川県 丸亀市
讃岐煉瓦株式会社 香川県 観音寺市
株式会社高建巧房 香川県 観音寺市
社会福祉法人徳樹会 香川県 観音寺市
サングローブ株式会社 香川県 東かがわ市
丸木自動車株式会社 香川県 東かがわ市
株式会社ＨＩＲＯモータース 香川県 三豊市
有限会社藤田総業 香川県 三豊市
池田漁業協同組合 香川県 小豆島町
西條 明彦 香川県
眞鍋 清高 香川県
榮光酒造株式会社 愛媛県 松山市
株式会社茶玻瑠 愛媛県 松山市
株式会社びるり 愛媛県 松山市
株式会社悠遊社 愛媛県 松山市
有限会社石丸建設 愛媛県 今治市
有限会社近見電気 愛媛県 今治市
愛媛バス株式会社 愛媛県 西条市
三瀬建設株式会社 愛媛県 大洲市
株式会社四国クオリティ 愛媛県 四国中央市
有限会社宇都宮組 愛媛県 伊方町
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株式会社岸之上工務店 高知県 高知市
株式会社はるが建設 高知県 高知市
有限会社ボディショップイケノウエ 高知県 宿毛市
株式会社ウイング 高知県 四万十市
有限会社谷渕住設 高知県 四万十町
秋森 広吉 高知県
市川 貴康 高知県
有限会社アリカン 福岡県 北九州市
株式会社エスティーロ 福岡県 北九州市
株式会社折園 福岡県 北九州市
株式会社光優 福岡県 北九州市
新興電機株式会社 福岡県 北九州市
株式会社第一 福岡県 北九州市
田中石材株式会社 福岡県 北九州市
東宝ホーム株式会社 福岡県 北九州市
株式会社富士精工 福岡県 北九州市
松木産業株式会社 福岡県 北九州市
南建設株式会社 福岡県 北九州市
ＵｎｉｒＴｅｃｈｎｉｃａ株式会社 福岡県 北九州市
株式会社夢織 福岡県 北九州市
有限会社アージュ 福岡県 福岡市
医療法人あおき歯科クリニック 福岡県 福岡市
株式会社旭造園 福岡県 福岡市
株式会社アビオス 福岡県 福岡市
有限会社Ａ・Ｇ・Ｓ 福岡県 福岡市
株式会社ＮＫ　ｗｏｒｋｓ 福岡県 福岡市
Ｍｉコーポレーション株式会社 福岡県 福岡市
合同会社ＬＲ 福岡県 福岡市
株式会社エル三和 福岡県 福岡市
健康住宅株式会社 福岡県 福岡市
株式会社采建築社 福岡県 福岡市
株式会社Ｓａｉ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔ 福岡県 福岡市
株式会社サンラインズ 福岡県 福岡市
シーサイドリアルエステート株式会社 福岡県 福岡市
しゅうにん株式会社 福岡県 福岡市
株式会社西和 福岡県 福岡市
有限会社漸建築設計室 福岡県 福岡市
株式会社先崎測量 福岡県 福岡市
株式会社総和電通 福岡県 福岡市
医療法人たかの歯科クリニック 福岡県 福岡市
株式会社ＤＲ・エステート 福岡県 福岡市
株式会社ＴＫエンタープライズ 福岡県 福岡市
株式会社トレップ 福岡県 福岡市
有限会社なかしま 福岡県 福岡市
はなみずき株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ピークスマインド 福岡県 福岡市
株式会社Ｂｅ　ｂｌｏｏｍ 福岡県 福岡市
株式会社ヒロケンｃｏｒｐ． 福岡県 福岡市
株式会社ＦＩＥＲＴＥ 福岡県 福岡市
株式会社フクスイ 福岡県 福岡市
株式会社Ｂｒａｖｅｒｉｄｇｅ 福岡県 福岡市
株式会社ホームランド 福岡県 福岡市
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有限会社堀内工務店 福岡県 福岡市
株式会社ホンダ企画 福岡県 福岡市
株式会社馬渡ホーム 福岡県 福岡市
株式会社ミライアル 福岡県 福岡市
株式会社勇輝の郷 福岡県 福岡市
ｒｅｐｌｕｓ合同会社 福岡県 福岡市
株式会社アメニティ 福岡県 大牟田市
株式会社緒方材木店 福岡県 大牟田市
株式会社琥珀建設 福岡県 大牟田市
ＳＡＫＡＩ株式会社 福岡県 大牟田市
株式会社橋本工務店 福岡県 大牟田市
有限会社アイコン総合企画 福岡県 久留米市
株式会社石の山本 福岡県 久留米市
サカイ工業株式会社 福岡県 久留米市
株式会社都市開発コンサルタント 福岡県 久留米市
株式会社豊福組 福岡県 久留米市
株式会社Ｎａｌｕ 福岡県 久留米市
株式会社福幸測量設計 福岡県 直方市
社会福祉法人明見会 福岡県 飯塚市
株式会社太平産業 福岡県 田川市
株式会社堤工務店 福岡県 八女市
株式会社アキヤマ 福岡県 筑後市
株式会社飛鳥警備 福岡県 筑後市
大一舗道株式会社 福岡県 筑後市
株式会社サンコウ 福岡県 大川市
有限会社渡辺鉄工 福岡県 中間市
有限会社アツキ 福岡県 小郡市
株式会社中山建設 福岡県 筑紫野市
株式会社ファインディア 福岡県 筑紫野市
松永工業株式会社 福岡県 筑紫野市
株式会社みらい 福岡県 春日市
株式会社リンクス 福岡県 春日市
株式会社久保建設 福岡県 宗像市
株式会社タツナリース 福岡県 古賀市
株式会社長崎材木店リアルエステート 福岡県 古賀市
医療法人社団花咲 福岡県 福津市
株式会社藤弘建設 福岡県 うきは市
中田プロパン有限会社 福岡県 宮若市
株式会社手嶋組 福岡県 朝倉市
中島自動車株式会社 福岡県 みやま市
株式会社一関技建 福岡県 那珂川市
有限会社米田建設 福岡県 那珂川市
株式会社ジーワイ・オート 福岡県 宇美町
株式会社アイテック 福岡県 粕屋町
株式会社英建設 福岡県 小竹町
株式会社オリオンガス 福岡県 桂川町
添田液化ガス事業協同組合 福岡県 添田町
荒木 英隆 福岡県
飯笹 豪 福岡県
井本 新太郎 福岡県
上原 香織 福岡県
兼子 伸浩 福岡県
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川添 桜士 福岡県
岸本 光平 福岡県
坂田 康浩 福岡県
竹田 真志 福岡県
中垣 裕明 福岡県
西村 寛史 福岡県
樋口 法義 福岡県
廣末 健士朗 福岡県
堀江 博司 福岡県
三坂 康二 福岡県
三嶋 勇太 福岡県
山口 剛志 福岡県
株式会社イチケン 佐賀県 佐賀市
株式会社井手解体実業 佐賀県 佐賀市
株式会社中野建設 佐賀県 佐賀市
野中建設株式会社 佐賀県 佐賀市
株式会社ＶＥＲＹ 佐賀県 佐賀市
社会福祉法人掘江保育園 佐賀県 佐賀市
合同会社グリーンパワーみなと 佐賀県 唐津市
株式会社スムスム 佐賀県 唐津市
学校法人光薫学園 佐賀県 鳥栖市
ＩＭＡＲＩ株式会社 佐賀県 伊万里市
有限会社ミヤハラ工務店 佐賀県 武雄市
株式会社塩田陶土 佐賀県 嬉野市
有限会社実松製作所 佐賀県 神埼市
株式会社イマムラ開発 佐賀県 みやき町
株式会社シオザキ 佐賀県 みやき町
上田 昭彦 佐賀県
福島 裕一 佐賀県
株式会社　稲佐山観光ホテル 長崎県 長崎市
堀田建設株式会社 長崎県 長崎市
有限会社森総業 長崎県 長崎市
有限会社勇進建設 長崎県 長崎市
株式会社ＥａｒｔｈＯｎｅＢｅａｕｔｉｆｕｌ 長崎県 佐世保市
株式会社Ｓ・Ｒ・Ｓ 長崎県 佐世保市
株式会社ＭＪＶ 長崎県 佐世保市
建設環境研究所株式会社 長崎県 佐世保市
有限会社広輝 長崎県 佐世保市
有限会社幸和工業 長崎県 佐世保市
株式会社サカグチ 長崎県 佐世保市
株式会社ジェイ・エスさせぼ 長崎県 佐世保市
株式会社しぼりや 長崎県 佐世保市
親永産業株式会社 長崎県 佐世保市
株式会社大日ジオテック 長崎県 佐世保市
社会保険労務士法人竹内事務所 長崎県 佐世保市
学校法人谷川学園 長崎県 佐世保市
株式会社戸田総合保険事務所 長崎県 佐世保市
株式会社古川電機製作所 長崎県 佐世保市
株式会社未来 長崎県 佐世保市
株式会社森川建設 長崎県 佐世保市
有限会社山崎・技建 長崎県 佐世保市
株式会社山新 長崎県 佐世保市

34 / 37 ページ



2021年6月15日

事業者名 都道府県 市区町村

株式会社田上自動車 長崎県 島原市
株式会社池田建設 長崎県 諫早市
株式会社古賀電気工事 長崎県 諫早市
有限会社新栄空調 長崎県 諫早市
高来建設株式会社 長崎県 諫早市
合名会社立川酸素プロパン 長崎県 諫早市
株式会社立鳶工業 長崎県 諫早市
株式会社虹の設備 長崎県 諫早市
株式会社溝上建装 長崎県 諫早市
株式会社池田開発 長崎県 大村市
株式会社新生電気 長崎県 大村市
株式会社タメナガ造園 長崎県 大村市
株式会社福まん家 長崎県 大村市
大坪建設株式会社 長崎県 平戸市
有限会社田平プロパン商会 長崎県 平戸市
有限会社アドバンス 長崎県 松浦市
合同会社ＭＴＹ 長崎県 松浦市
株式会社梅野組 長崎県 対馬市
株式会社クボタ 長崎県 西海市
株式会社コバ測量設計 長崎県 西海市
長冷工業有限会社 長崎県 長与町
株式会社杉原エンジニアリング 長崎県 時津町
株式会社スムホーム 長崎県 時津町
藤和建設有限会社 長崎県 時津町
有限会社木田自動車 長崎県 佐々町
有限会社スエオカ 長崎県 佐々町
株式会社ダイキ 長崎県 佐々町
金子 芳雄 長崎県
林 秀幸 長崎県
村尾 優磨 長崎県
有限会社あだち 熊本県 熊本市
株式会社衛藤設計 熊本県 熊本市
株式会社ＯＲＡＮＧＥＣＯＵＮＴＹ 熊本県 熊本市
株式会社九州医薬 熊本県 熊本市
株式会社キヨナガ 熊本県 熊本市
公益社団法人熊本県看護協会 熊本県 熊本市
株式会社熊本不動産ネット 熊本県 熊本市
五領建設株式会社 熊本県 熊本市
学校法人第一学園 熊本県 熊本市
株式会社Ｔｏｍａｔｏ　Ｈｏｍｅ 熊本県 熊本市
社会福祉法人はちす福祉会 熊本県 熊本市
合同会社ＰＦＣプラン 熊本県 熊本市
有限会社増田ガス産業 熊本県 熊本市
ヨカイエ株式会社 熊本県 熊本市
有限会社にしだ 熊本県 八代市
株式会社アーバンライク 熊本県 荒尾市
立尾電設株式会社 熊本県 水俣市
株式会社井手口建設 熊本県 玉名市
有限会社九憲土木 熊本県 山鹿市
株式会社九州ファーム 熊本県 菊池市
株式会社フロンティア熊本 熊本県 宇土市
合資会社古田ガス 熊本県 上天草市
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株式会社シマヅテック 熊本県 宇城市
株式会社宮田設計 熊本県 宇城市
株式会社武藤建設 熊本県 菊陽町
株式会社丸立 熊本県 南阿蘇村
株式会社丸菱ホールディングス 熊本県 益城町
赤星 一郎 熊本県
金本 和久 熊本県
名越 和敏 熊本県
渡辺 洋 熊本県
インホープ株式会社 大分県 大分市
株式会社九州グリーンサービス 大分県 大分市
有限会社コーリン建設 大分県 大分市
株式会社サンウッド 大分県 大分市
新日本消防設備株式会社 大分県 大分市
医療法人信明会 大分県 大分市
株式会社長岡建設工業 大分県 大分市
有限会社　マコト工業 大分県 大分市
株式会社榮建トータル・ハウジング 大分県 別府市
有限会社榮建リフォーム・システム 大分県 別府市
株式会社大島電設 大分県 別府市
有限会社小野建設 大分県 中津市
Ｄ－ｓｍａｒｔ株式会社 大分県 中津市
有限会社深野建設 大分県 佐伯市
株式会社樹の家こころ舎 大分県 臼杵市
社会福祉法人明峰会 大分県 宇佐市
公月測量設計株式会社 大分県 玖珠町
有限会社園田組 大分県 玖珠町
佐藤 慎也 大分県
楢原 浩郎 大分県
渡邊 隆博 大分県
株式会社海幸大和 宮崎県 宮崎市
有限会社鉱脈社 宮崎県 宮崎市
有限会社高福 宮崎県 宮崎市
株式会社ピースホーム 宮崎県 宮崎市
有限会社森下工建社 宮崎県 宮崎市
有限会社笠野石油店 宮崎県 都城市
株式会社キュウコーポレーション 宮崎県 都城市
新興不動産有限会社 宮崎県 都城市
株式会社Ｔａｋａｈａｓｈｉ 宮崎県 都城市
株式会社谷口工業 宮崎県 都城市
株式会社南九州不動産 宮崎県 都城市
株式会社Ｒｉｖｅｒ　Ｈｏｕｓｉｎｇ 宮崎県 都城市
株式会社麻生・高須組 宮崎県 延岡市
有限会社木村佛具店 宮崎県 延岡市
株式会社中園工業所 宮崎県 延岡市
杉村物産株式会社 宮崎県 日南市
若松建設株式会社 宮崎県 日南市
オートショップＨＯＬＹ株式会社 宮崎県 串間市
マテリアルセンター有限会社 宮崎県 国富町
有限会社雅庭園 宮崎県 国富町
株式会社ナステック 宮崎県 椎葉村
株式会社アウトリガ 宮崎県 美郷町
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有限会社かみのや 宮崎県 高千穂町
中井上 孝 宮崎県
株式会社梅木緑光園 鹿児島県 鹿児島市
株式会社エコスペース 鹿児島県 鹿児島市
郷栄工業株式会社 鹿児島県 鹿児島市
株式会社三反田建設 鹿児島県 鹿児島市
有限会社シンタケ自動車整備工場 鹿児島県 鹿児島市
東亜建硝株式会社 鹿児島県 鹿児島市
株式会社南国ハウス 鹿児島県 鹿児島市
株式会社フルカワ 鹿児島県 鹿児島市
株式会社ベガハウス 鹿児島県 鹿児島市
株式会社三ツ矢ホーム 鹿児島県 鹿児島市
有限会社新留建設 鹿児島県 鹿屋市
有限会社浜田産業 鹿児島県 鹿屋市
有限会社蒲地電氣 鹿児島県 枕崎市
株式会社前田住設工業 鹿児島県 出水市
株式会社日新仮設 鹿児島県 薩摩川内市
有限会社大茂土木 鹿児島県 日置市
南州道路サービス株式会社 鹿児島県 日置市
株式会社つぐホーム 鹿児島県 曽於市
株式会社プロエイト 鹿児島県 南九州市
株式会社ワン・ツリー 鹿児島県 姶良市
株式会社中島測量設計 鹿児島県 湧水町
有限会社永吉石材工業 鹿児島県 東串良町
株式会社Ｅｐｏｑｕｅ 沖縄県 那覇市
医療法人新里歯科医院 沖縄県 那覇市
医療法人てぃーだ 沖縄県 那覇市
株式会社ゆいプラン 沖縄県 那覇市
株式会社ＷＪＯスターコーポレーション 沖縄県 宜野湾市
農業生産法人有限会社ゆいまーる牧場 沖縄県 石垣市
株式会社アトリエ海風 沖縄県 沖縄市
株式会社沖縄計測 沖縄県 沖縄市
有限会社安ゲ名自動車学校 沖縄県 うるま市
株式会社ＩＮＡＭＩ 沖縄県 うるま市
フェイス沖縄株式会社 沖縄県 うるま市
医療法人アマカ会 沖縄県 宮古島市
株式会社川平土木 沖縄県 南城市
株式会社ＧＥＭＩＮＩ 沖縄県 北中城村
知念 祐樹 沖縄県
花城 肇 沖縄県
宮城 弘樹 沖縄県
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