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事業者名 都道府県 市区町村

株式会社イセヤ 北海道 札幌市
株式会社岩見田・設計 北海道 札幌市
株式会社ＷｉｎＧｒｏｗ 北海道 札幌市
株式会社ＧｒｏｗＳｕｐｐｏｒｔ 北海道 札幌市
株式会社ＣｏｎｎｅｃｔＥａｒｔｈ 北海道 札幌市
株式会社彩生堂 北海道 札幌市
株式会社彩蔵 北海道 札幌市
サムライナレッジ株式会社 北海道 札幌市
株式会社青工 北海道 札幌市
株式会社ネクストクライム 北海道 札幌市
株式会社ヒューマンフォース 北海道 札幌市
株式会社Ｂｏａｒ 北海道 札幌市
株式会社北海道協同組合通信社 北海道 札幌市
ＨＴＣ株式会社 北海道 札幌市
株式会社エースタジオ 北海道 札幌市
谷野食品株式会社 北海道 札幌市
株式会社双葉 北海道 札幌市
株式会社石塚工務店 北海道 札幌市
医療法人札幌フィメールクリニック 北海道 札幌市
有限会社大地リース 北海道 札幌市
有限会社ダン 北海道 札幌市
株式会社ハウジングナビ 北海道 札幌市
株式会社Ｂ－Ｐｌａｎｎｉｎｇ 北海道 札幌市
星北商事株式会社 北海道 札幌市
株式会社北一タカハシ建設 北海道 札幌市
株式会社正文舎 北海道 札幌市
株式会社ティスリー 北海道 札幌市
合同会社ファインサポート 北海道 札幌市
富士化学工業株式会社 北海道 札幌市
北海道オリオン株式会社 北海道 札幌市
ワールドネット株式会社 北海道 札幌市
有限会社大累 北海道 札幌市
雅シビルアーキ株式会社 北海道 札幌市
株式会社ケイワコンサル 北海道 札幌市
株式会社ドゥーウェル 北海道 札幌市
株式会社モリワキ 北海道 札幌市
有限会社サブボディー 北海道 札幌市
株式会社ライフ・サポート 北海道 札幌市
株式会社スマイル 北海道 札幌市
株式会社セイケン 北海道 函館市
株式会社芳谷測量 北海道 函館市
株式会社北央開発商事 北海道 小樽市
北海道総合企画コンサルタント株式会社 北海道 小樽市
旭川計量機株式会社 北海道 旭川市
有限会社神谷石材工業 北海道 旭川市
株式会社キョクイチロジ 北海道 旭川市
医療法人社団品川歯科医院 北海道 旭川市
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株式会社ウィンドヒル 北海道 釧路市
ＴＫタクシー株式会社 北海道 帯広市
マルジュウランバー株式会社 北海道 帯広市
医療法人社団緑葉会 北海道 帯広市
医療法人社団いのこ歯科医院 北海道 北見市
株式会社菓子工房バースデーイヴ 北海道 北見市
有限会社ニーズ 北海道 北見市
有限会社道環 北海道 網走市
有限会社藤原工産 北海道 網走市
株式会社アングル 北海道 苫小牧市
株式会社勝田組 北海道 苫小牧市
シュンセイ建設工業株式会社 北海道 苫小牧市
株式会社大野組 北海道 名寄市
株式会社トヨタホーム 北海道 三笠市
ブレイン株式会社 北海道 千歳市
有限会社ベストサービス 北海道 千歳市
合同会社イシカワ 北海道 滝川市
株式会社アール・ビー・アイ 北海道 北広島市
OHANA株式会社 北海道 北広島市
株式会社佐々木組 北海道 北斗市
有限会社スナダオート 北海道 北斗市
辻木材株式会社 北海道 北斗市
株式会社阿部建設 北海道 新篠津村
有限会社伊端造花店 北海道 森町
八雲石油株式会社 北海道 八雲町
株式会社高橋配管設備 北海道 余市町
株式会社ＨＯＵＳＥ　ＢＯＸ 北海道 東神楽町
ぐるめ食品株式会社 北海道 増毛町
医療法人社団あべ歯科クリニック 北海道 遠軽町
株式会社オクダ工業 北海道 滝上町
株式会社白老自工商会 北海道 白老町
株式会社北海道興農社 北海道 安平町
株式会社幸成建設 北海道 日高町
株式会社ニッケン 北海道 新ひだか町
有限会社平目土建 北海道 新ひだか町
株式会社北海道クラシックゴルフクラブ帯広 北海道 清水町
有限会社源すし 北海道 本別町
株式会社細野商事 北海道 本別町
石丸 由祐 北海道
工藤 啓志 北海道
工藤 晃一 北海道
詫摩 安廣 北海道
青森ベッカー株式会社 青森県 青森市
株式会社アクティブ 青森県 青森市
株式会社ＣＯＣＯＲＯ 青森県 青森市
有限会社さいわいケアハウス 青森県 青森市
株式会社サトムラ商会 青森県 青森市
有限会社第一造園 青森県 青森市
株式会社東北塗料商会 青森県 青森市
有限会社ナカムラ物産 青森県 青森市
森内建設株式会社 青森県 青森市
株式会社ＳＳＲ 青森県 弘前市
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城東電気株式会社 青森県 弘前市
張山電氣株式会社 青森県 弘前市
株式会社村上組 青森県 弘前市
有限会社グリーンワーク 青森県 八戸市
有限会社浪岡設備工業所 青森県 八戸市
マルヨ水産株式会社 青森県 八戸市
株式会社丸純桜庭組 青森県 黒石市
五所川原第一青果株式会社 青森県 五所川原市
株式会社 INP 青森県 平川市
株式会社工藤建設工業 青森県 平内町
株式会社　小野建築 青森県 深浦町
大鰐交通株式会社 青森県 大鰐町
株式会社クーデラパン 青森県 鶴田町
株式会社ＡＤ．ＭＡＸ 岩手県 盛岡市
株式会社グッドワンリフォーム 岩手県 盛岡市
株式会社トヨタレンタリース岩手 岩手県 盛岡市
株式会社フィジケア 岩手県 盛岡市
株式会社双葉設備アンドサービス 岩手県 盛岡市
有限会社古川重機 岩手県 盛岡市
有限会社吉田明設産業 岩手県 盛岡市
有限会社藤原鉄工所 岩手県 花巻市
多田工務店株式会社 岩手県 北上市
松田建設株式会社 岩手県 遠野市
有限会社近藤設備工業 岩手県 一関市
有限会社サカショウ 岩手県 一関市
株式会社総合土木コンサルタンツ 岩手県 一関市
有限会社菅原紙器 岩手県 釜石市
株式会社夢実耕望 岩手県 二戸市
株式会社安代鉄工所 岩手県 八幡平市
株式会社無添加住宅奥州 岩手県 奥州市
株式会社福士紙器店 岩手県 矢巾町
株式会社三陸水産 岩手県 普代村
及川 秀一 岩手県
小野寺 満 岩手県
齋藤 弘俊 岩手県
仲 比呂志 岩手県
株式会社アートワークス 宮城県 仙台市
株式会社安部自動車 宮城県 仙台市
株式会社ウィザードネオ 宮城県 仙台市
株式会社壽三色最中本舗 宮城県 仙台市
株式会社東北ビル管財 宮城県 仙台市
株式会社みのり建築舎 宮城県 仙台市
宮十造園土木株式会社 宮城県 仙台市
株式会社吉岡屋 宮城県 仙台市
有限会社ワンアベニュー 宮城県 仙台市
株式会社青柳商会 宮城県 仙台市
株式会社朋和 宮城県 仙台市
遠藤吉照土建株式会社 宮城県 仙台市
株式会社ガウディランド 宮城県 仙台市
株式会社ステア 宮城県 仙台市
株式会社仙台タクシー 宮城県 仙台市
有限会社武村建築防災事務所 宮城県 仙台市
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医療法人社団菊地内科クリニック 宮城県 仙台市
株式会社仙台買取館 宮城県 仙台市
株式会社優援 宮城県 仙台市
株式会社アイル 宮城県 仙台市
沼倉オート株式会社 宮城県 石巻市
宮本産業株式会社 宮城県 塩竈市
株式会社熊勝電気 宮城県 気仙沼市
仙周工業株式会社 宮城県 白石市
株式会社ワカキ 宮城県 角田市
株式会社多賀城フラワー 宮城県 多賀城市
株式会社Ｙｏｕ創 宮城県 多賀城市
株式会社ワンテーブル 宮城県 多賀城市
有限会社阿部オートサービス 宮城県 栗原市
株式会社櫻井建設 宮城県 東松島市
株式会社ネクスト 宮城県 東松島市
株式会社ダイマル 宮城県 大崎市
株式会社道路維持管理センター 宮城県 大崎市
株式会社ＹＭＧ 宮城県 富谷市
有限会社渡建 宮城県 村田町
阿部春建設株式会社 宮城県 亘理町
株式会社エイチアール 宮城県 利府町
株式会社エコライフ荒城 宮城県 加美町
株式会社片倉製材所 宮城県 涌谷町
高橋 佑輔 宮城県
渡邉 進 宮城県
株式会社日沼工務店 秋田県 秋田市
有限会社寒風緑化 秋田県 男鹿市
有限会社毛馬内自動車整備工場 秋田県 鹿角市
廣瀬産業株式会社 秋田県 由利本荘市
有限会社美豊 秋田県 由利本荘市
株式会社西村建設 秋田県 潟上市
株式会社協和土建 秋田県 大仙市
株式会社建匠 秋田県 大仙市
秋田内陸縦貫鉄道株式会社 秋田県 北秋田市
タイヨウマシン株式会社 秋田県 にかほ市
株式会社寺沢工務店 秋田県 仙北市
遠藤 純 秋田県
株式会社つるやホテル 山形県 山形市
株式会社フードクリエイションジャパン 山形県 山形市
公益社団法人山形県看護協会 山形県 山形市
庄交ハイヤー株式会社 山形県 鶴岡市
庄内環境衛生事業株式会社 山形県 鶴岡市
庄内環境整備株式会社 山形県 鶴岡市
東北イートップ株式会社 山形県 鶴岡市
有限会社グッドライフ黒田工務所 山形県 寒河江市
株式会社リプライ 山形県 寒河江市
株式会社Ｇガレージ 山形県 長井市
株式会社みうらや 山形県 長井市
株式会社新光堂 山形県 天童市
スペースデザインファクトリー株式会社 山形県 天童市
株式会社ホテルいずくら 山形県 天童市
株式会社山形丸魚 山形県 天童市
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株式会社ダイ精研 山形県 東根市
有限会社ワーコム農業研究所 山形県 真室川町
大場 洋一 山形県
株式会社福島ゴルフ倶楽部 福島県 福島市
富士ボルト工業有限会社 福島県 福島市
山田工業株式会社 福島県 福島市
株式会社渡辺ダクト工業 福島県 福島市
株式会社メディカルピース 福島県 会津若松市
株式会社アペル 福島県 郡山市
株式会社Ｓ．Ｗ．Ｓ 福島県 郡山市
合同会社ｇｒａｎｄ　ｊｅｔｅ 福島県 郡山市
株式会社三伸製作所 福島県 郡山市
西武エステートシステム株式会社 福島県 郡山市
有限会社仁井田本家 福島県 郡山市
株式会社共進 福島県 いわき市
志賀鉄工建設株式会社 福島県 いわき市
株式会社鈴民建設 福島県 いわき市
有限会社ナコソ青果サービス 福島県 いわき市
株式会社福陽自動車教習所 福島県 いわき市
株式会社北雄 福島県 いわき市
株式会社ヨウタ 福島県 いわき市
株式会社４７ＰＬＡＮＮＩＮＧ 福島県 いわき市
ライズテック株式会社 福島県 いわき市
トーモク株式会社 福島県 白河市
荒川木材工業株式会社 福島県 須賀川市
株式会社オノヤ 福島県 須賀川市
有限会社ヨーケン 福島県 須賀川市
株式会社フクイシ 福島県 田村市
アルス土地建物株式会社 福島県 南相馬市
株式会社エネルギー生活市場 福島県 南相馬市
株式会社新栄製作所 福島県 伊達市
有限会社紺野機業場 福島県 川俣町
藤田燃料株式会社 福島県 棚倉町
有限会社小山田産業開発 福島県 玉川村
株式会社大和田測量設計 福島県 広野町
有限会社中西測量設計 福島県 浪江町
安住 淳 福島県
桑名 翔太 福島県
渡辺 健二 福島県
有限会社桜植房 茨城県 水戸市
株式会社サンテアムール 茨城県 水戸市
株式会社スリーケイデザイン 茨城県 水戸市
株式会社つくよみ 茨城県 水戸市
株式会社竹ノ下建設 茨城県 日立市
株式会社日興 茨城県 日立市
ＭＡＲＩＯＮ株式会社 茨城県 土浦市
株式会社タカノ重機土木 茨城県 古河市
株式会社谷田川商店 茨城県 石岡市
医療法人雄久会 茨城県 結城市
須永工業有限会社 茨城県 下妻市
株式会社生井 茨城県 常総市
株式会社河内モータース 茨城県 常陸太田市

5 / 70 ページ



2022年1月26日

事業者名 都道府県 市区町村

有限会社四季彩館 茨城県 高萩市
株式会社阿部建設 茨城県 笠間市
株式会社竹田自動車商会 茨城県 笠間市
株式会社エージェント・エージェンシー 茨城県 牛久市
有限会社松蔵屋 茨城県 牛久市
株式会社Ｋｉｄｓ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ 茨城県 つくば市
医療法人社団珠寿会 茨城県 つくば市
ＺＯＵ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ株式会社 茨城県 つくば市
コロナ電気株式会社 茨城県 ひたちなか市
有限会社美かげ 茨城県 ひたちなか市
横建工業株式会社 茨城県 ひたちなか市
株式会社サンワ興業 茨城県 鹿嶋市
株式会社下川設計 茨城県 鹿嶋市
でんき館かとう有限会社 茨城県 鹿嶋市
株式会社はなわ工業 茨城県 鹿嶋市
有限会社茨城県西自動車学校 茨城県 筑西市
株式会社住宅リフォーム工房 茨城県 筑西市
株式会社ウッドスタイルホーム 茨城県 坂東市
吉田建設有限会社 茨城県 坂東市
Ｇ－ｗｏｏｄ株式会社 茨城県 稲敷市
株式会社高橋組 茨城県 稲敷市
株式会社泉ハウジング 茨城県 神栖市
株式会社スポーツ高橋 茨城県 神栖市
株式会社松本 茨城県 行方市
株式会社田中工務店 茨城県 鉾田市
株式会社智建 茨城県 鉾田市
株式会社沼田工務店 茨城県 鉾田市
社会福祉法人樅山会 茨城県 鉾田市
有限会社星造園土木 茨城県 大子町
有限会社リッケンメンテナンス 茨城県 阿見町
株式会社阪東組 茨城県 五霞町
日の丸工業有限会社 茨城県 五霞町
株式会社花嶋Ｊａｐｏｎ 茨城県 利根町
青木 良夫 茨城県
大塚 良一 茨城県
加藤 伸夫 茨城県
金井 成一 茨城県
菊池 和樹 茨城県
古手 和成 茨城県
吉田 勝幸 茨城県
阿部設備工業株式会社 栃木県 宇都宮市
君島建築有限会社 栃木県 宇都宮市
株式会社工藤建設工業 栃木県 宇都宮市
城南産業株式会社 栃木県 宇都宮市
株式会社しらさぎ不動産 栃木県 宇都宮市
株式会社新成エンジニアリング 栃木県 宇都宮市
株式会社ＴＯＫＯ 栃木県 宇都宮市
日下田工業株式会社 栃木県 宇都宮市
株式会社ファンテクノロジー 栃木県 宇都宮市
株式会社ほけんの金子 栃木県 宇都宮市
有限会社明宏製作所 栃木県 宇都宮市
株式会社ＬＩＮＥ 栃木県 宇都宮市
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株式会社植木工務店 栃木県 足利市
株式会社ヒューマンネットワーク 栃木県 足利市
株式会社山口建設 栃木県 足利市
株式会社荒川建設 栃木県 栃木市
株式会社オオデ設備 栃木県 栃木市
株式会社カードック栃木 栃木県 栃木市
藤成測量株式会社 栃木県 栃木市
有限会社八城 栃木県 栃木市
株式会社大孫本店 栃木県 佐野市
有限会社かたくり 栃木県 佐野市
有限会社三品建設 栃木県 鹿沼市
株式会社洋館家本店 栃木県 鹿沼市
合同会社エコ・ピース 栃木県 日光市
株式会社ヨネザワ・フォレスト 栃木県 日光市
スターシップ建築事務所株式会社 栃木県 小山市
株式会社マックトレス 栃木県 小山市
株式会社飯野 栃木県 真岡市
共立測量株式会社 栃木県 真岡市
株式会社ピース 栃木県 真岡市
株式会社磯建設 栃木県 大田原市
有限会社宮製材所 栃木県 那須塩原市
有限会社吉田木材興業 栃木県 那須塩原市
株式会社石﨑測量設計事務所 栃木県 茂木町
小林設備有限会社 栃木県 壬生町
田尻防水株式会社 栃木県 壬生町
大野 昌弘 栃木県
毛塚 昌宏 栃木県
篠原 健司 栃木県
高野 智之 栃木県
髙橋 洋行 栃木県
横塚 正 栃木県
三陽技術コンサルタンツ株式会社 群馬県 前橋市
有限会社シンクリード 群馬県 前橋市
株式会社ソーレ・ジャパン 群馬県 前橋市
株式会社つばさ保険企画 群馬県 前橋市
松島工業株式会社 群馬県 前橋市
有限会社ヤマモトサービス 群馬県 前橋市
株式会社六本木工務店 群馬県 前橋市
株式会社ウッドプラン 群馬県 高崎市
株式会社ＳＯＵ 群馬県 高崎市
株式会社ＥＬ　ｖｉｔａｌ 群馬県 高崎市
群馬エバラボイラ株式会社 群馬県 高崎市
株式会社群馬総合土地販売 群馬県 高崎市
有限会社小林製作所 群馬県 高崎市
株式会社スイシン 群馬県 高崎市
株式会社ＨＩＲＯ建築設計 群馬県 高崎市
有限会社フィールド 群馬県 高崎市
株式会社メイビ 群馬県 高崎市
株式会社山本和之建築都市設計事務所 群馬県 高崎市
株式会社アイ・リンクホールディングス 群馬県 桐生市
定伸工業有限会社 群馬県 桐生市
アールハウス株式会社 群馬県 伊勢崎市
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伊勢崎液化株式会社 群馬県 伊勢崎市
株式会社介護ＮＥＸＴ 群馬県 伊勢崎市
株式会社群馬旅行 群馬県 伊勢崎市
株式会社ナカノ 群馬県 伊勢崎市
有限会社原工業 群馬県 伊勢崎市
株式会社リビングクリエーション 群馬県 伊勢崎市
有限会社石川鉄工所 群馬県 太田市
有限会社清田工業 群馬県 太田市
株式会社グランダム 群馬県 太田市
高野工業株式会社 群馬県 太田市
株式会社辺重 群馬県 太田市
株式会社ノグチ 群馬県 太田市
有限会社富士薬局 群馬県 太田市
株式会社三山建設 群馬県 太田市
株式会社竜舞清掃社 群馬県 太田市
有限会社鞍城建設 群馬県 沼田市
株式会社中島園芸 群馬県 館林市
医療法人恒和会 群馬県 渋川市
ＳＴＹＬＥ　ＧＡＲＤＥＮ株式会社 群馬県 渋川市
医療法人海青会 群馬県 藤岡市
株式会社冨士製作所 群馬県 藤岡市
有限会社浦野プラスチック 群馬県 富岡市
株式会社土屋合成 群馬県 富岡市
株式会社ミズセプロセス 群馬県 富岡市
有限会社茂木製作所 群馬県 富岡市
株式会社荻野屋 群馬県 安中市
株式会社ＳｅｅｅＤエンジニア 群馬県 みどり市
株式会社アカネ技研 群馬県 甘楽町
吾妻振興株式会社 群馬県 中之条町
青野土建株式会社 群馬県 玉村町
隆盛工業株式会社 群馬県 玉村町
生方 一明 群馬県
澁澤 光明 群馬県
清水 康孝 群馬県
須田 稔 群馬県
田島 慎太郎 群馬県
廣神 智之 群馬県
福田 典宏 群馬県
星野 晃 群馬県
株式会社リビングストン 埼玉県 さいたま市
株式会社くまのみ 埼玉県 さいたま市
株式会社中村コミュニケーションズ 埼玉県 さいたま市
株式会社ハッピーフーズ 埼玉県 さいたま市
株式会社Ｂｅｅｒ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈ 埼玉県 さいたま市
アドミスキー株式会社 埼玉県 さいたま市
有限会社ジェー・ワイ・エム 埼玉県 さいたま市
有限会社赤城 埼玉県 さいたま市
浦和商業開発株式会社 埼玉県 さいたま市
株式会社のとサポート 埼玉県 さいたま市
株式会社アーバン通商 埼玉県 さいたま市
株式会社なかやま理化製作所 埼玉県 さいたま市
株式会社ベストケア・パートナーズ 埼玉県 さいたま市
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株式会社ＹＤＫ 埼玉県 さいたま市
社会福祉法人浦和福祉会 埼玉県 さいたま市
アネシスホーム株式会社 埼玉県 さいたま市
株式会社三幸自動車 埼玉県 さいたま市
株式会社装英舎 埼玉県 さいたま市
有限会社フーズネットワークオーシーエス 埼玉県 川越市
アールケー・ジャパン株式会社 埼玉県 熊谷市
株式会社井上運送 埼玉県 熊谷市
株式会社加島屋 埼玉県 熊谷市
株式会社クレーマージャパン 埼玉県 熊谷市
光和空調株式会社 埼玉県 熊谷市
有限会社品ジー 埼玉県 熊谷市
有限会社島田人形店 埼玉県 熊谷市
社会福祉法人清風会 埼玉県 熊谷市
テクノワークス株式会社 埼玉県 熊谷市
株式会社アイ建設 埼玉県 川口市
株式会社アクシス 埼玉県 川口市
株式会社エバンス 埼玉県 川口市
有限会社オリジン 埼玉県 川口市
華盛合同会社 埼玉県 川口市
株式会社キュリアス 埼玉県 川口市
株式会社小原建興 埼玉県 川口市
サンメタル工業株式会社 埼玉県 川口市
株式会社ソニックホールディングス 埼玉県 川口市
大五興業株式会社 埼玉県 川口市
諾一株式会社 埼玉県 川口市
医療法人Ｄ＆Ｈ 埼玉県 川口市
有限会社ティー・テクノロジー 埼玉県 川口市
東洋産業株式会社 埼玉県 川口市
東陽商事株式会社 埼玉県 川口市
株式会社トップロード 埼玉県 川口市
行方建設株式会社 埼玉県 川口市
株式会社華友 埼玉県 川口市
株式会社緑マーク 埼玉県 川口市
有限会社カネキ柳田 埼玉県 秩父市
株式会社埼玉富士 埼玉県 秩父市
株式会社斎藤組 埼玉県 秩父市
株式会社ヒロベース 埼玉県 所沢市
有限会社ホウセン制御エンジニアリング 埼玉県 飯能市
株式会社ヤマスズ 埼玉県 飯能市
株式会社一文士Ｈ．Ｉ．Ｐ 埼玉県 加須市
有限会社サン工業 埼玉県 加須市
株式会社塚本工務店 埼玉県 加須市
ナダカ工業株式会社 埼玉県 加須市
株式会社ピュアスタッフ 埼玉県 加須市
株式会社新井工務店 埼玉県 本庄市
吉田住建株式会社 埼玉県 本庄市
有限会社小高工業所 埼玉県 東松山市
株式会社石川工務店 埼玉県 春日部市
金杉建設株式会社 埼玉県 春日部市
株式会社木づくり工房 埼玉県 春日部市
株式会社ＳＨ－Ｓｐａｃｅ 埼玉県 狭山市
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株式会社大野屋 埼玉県 狭山市
株式会社オカヤ 埼玉県 狭山市
株式会社興施 埼玉県 狭山市
有限会社田中モータース 埼玉県 狭山市
曙機械工業株式会社 埼玉県 鴻巣市
兄弟貿易株式会社 埼玉県 鴻巣市
株式会社高須賀製作所 埼玉県 上尾市
有限会社藤波建興 埼玉県 上尾市
株式会社松浦工業 埼玉県 上尾市
株式会社レーベンハウス 埼玉県 上尾市
三喜工業株式会社 埼玉県 草加市
新日本建設工業株式会社 埼玉県 草加市
オーパスワン株式会社 埼玉県 越谷市
株式会社ＯＣＧ 埼玉県 越谷市
株式会社くじらハウジング 埼玉県 越谷市
埼玉相互住宅株式会社 埼玉県 越谷市
誠信実業株式会社 埼玉県 越谷市
株式会社ティーエムエス 埼玉県 越谷市
株式会社花田食肉 埼玉県 越谷市
株式会社ＰＬＡＴＩＮＵＭ　ＺＯＮＥ 埼玉県 越谷市
株式会社アバンダントハーベスト 埼玉県 蕨市
エニシエモーション株式会社 埼玉県 蕨市
株式会社ＬＸ 埼玉県 蕨市
株式会社ＧＲＯＷＴＨ 埼玉県 蕨市
株式会社やどり木 埼玉県 蕨市
有限会社小島工務店 埼玉県 入間市
株式会社大乃建業 埼玉県 入間市
株式会社上田建工 埼玉県 朝霞市
合同会社華 埼玉県 朝霞市
医療法人社団嶺志会 埼玉県 朝霞市
株式会社ＡＮコーポレーション 埼玉県 志木市
株式会社志木設備メンテナンス 埼玉県 志木市
株式会社テラダ 埼玉県 和光市
株式会社アールコーポレーション 埼玉県 新座市
株式会社ナイキ 埼玉県 新座市
株式会社Ｂｉｇ　Ｓｋｙ　Ｐｒｏｊｅｃｔ 埼玉県 新座市
株式会社ふれあい広場 埼玉県 新座市
株式会社ミノン 埼玉県 新座市
浅見工業株式会社 埼玉県 桶川市
株式会社臼田 埼玉県 桶川市
有限会社増田自動車 埼玉県 桶川市
株式会社山中土建工業 埼玉県 桶川市
医療法人社団愛＆安 埼玉県 久喜市
株式会社山田材木店 埼玉県 久喜市
小早川商事有限会社 埼玉県 八潮市
有限会社ダイヤ工芸 埼玉県 八潮市
株式会社拓洋 埼玉県 八潮市
株式会社ＫＯＰ 埼玉県 富士見市
有限会社正賢 埼玉県 富士見市
木幡興業株式会社 埼玉県 三郷市
トヨダ建設株式会社 埼玉県 三郷市
深沢工業株式会社 埼玉県 三郷市
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株式会社クレド 埼玉県 坂戸市
学校法人信証学苑 埼玉県 坂戸市
有限会社フジヤ 埼玉県 坂戸市
東和工業株式会社 埼玉県 鶴ヶ島市
有限会社豊美園 埼玉県 鶴ヶ島市
ＮＰＯ法人介護の手 埼玉県 日高市
株式会社エスグランド 埼玉県 吉川市
有限会社埼玉観賞魚市場 埼玉県 ふじみ野市
株式会社ハウスメッシュ 埼玉県 ふじみ野市
株式会社クリエ 埼玉県 白岡市
株式会社アスカマネージメント 埼玉県 小川町
株式会社拓建 埼玉県 ときがわ町
株式会社岡田工務店 埼玉県 皆野町
桂測量設計株式会社 埼玉県 小鹿野町
株式会社加藤建設 埼玉県 小鹿野町
株式会社千島測量設計 埼玉県 小鹿野町
イシイ印刷株式会社 埼玉県 上里町
稲吉 貴資 埼玉県
小川 惠司 埼玉県
金子 光一 埼玉県
黒川 葉子 埼玉県
高坂 和典 埼玉県
小林 裕子 埼玉県
塩川 敬太 埼玉県
田村 隆 埼玉県
中里 幸男 埼玉県
村山 公彦 埼玉県
株式会社オーク・インテリジェンス 千葉県 千葉市
株式会社カワグチ 千葉県 千葉市
株式会社ケンズエージェンシー 千葉県 千葉市
有限会社昭和オート 千葉県 千葉市
株式会社たぎりエージェンシー 千葉県 千葉市
株式会社ケンジン 千葉県 千葉市
有限会社鈴木忠工務店 千葉県 千葉市
株式会社ティーズワークス 千葉県 千葉市
株式会社今村商事 千葉県 千葉市
株式会社グリーンタワー 千葉県 千葉市
恒信株式会社 千葉県 千葉市
中央青果商事株式会社 千葉県 千葉市
株式会社塚原緑地研究所 千葉県 千葉市
株式会社石毛造園土木 千葉県 銚子市
株式会社カノキ 千葉県 市川市
新和青果株式会社 千葉県 市川市
株式会社セイナントランスポート 千葉県 市川市
株式会社セカンドセブン 千葉県 市川市
大同鋼材株式会社 千葉県 市川市
有限会社田中金属 千葉県 市川市
株式会社Ｒｅｖｅａｌ 千葉県 市川市
株式会社Ａｔ　Ｈｕｍａｎ　Ｖｉｓｉｏｎ 千葉県 船橋市
ウォーターワークス株式会社 千葉県 船橋市
株式会社エーエムシー 千葉県 船橋市
医療法人社団幸訪会 千葉県 船橋市
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株式会社Ｔｉｅｓ 千葉県 船橋市
土佐工業株式会社 千葉県 船橋市
フォスターミュージック株式会社 千葉県 船橋市
株式会社やつや 千葉県 船橋市
株式会社アミコム 千葉県 木更津市
ｅｐｍ不動産株式会社 千葉県 木更津市
合同会社ＳＴＡＹ　ＧＯＬＤ 千葉県 木更津市
株式会社創翔 千葉県 木更津市
千島建設株式会社 千葉県 木更津市
南総電機株式会社 千葉県 木更津市
西則真珠Ｊａｐａｎ株式会社 千葉県 木更津市
ベルエステート株式会社 千葉県 木更津市
株式会社有田商店 千葉県 松戸市
アルファテック株式会社 千葉県 松戸市
株式会社坂本内装 千葉県 松戸市
株式会社シンクラバー 千葉県 松戸市
株式会社大功 千葉県 松戸市
築田井戸工事株式会社 千葉県 松戸市
有限会社日比野商店 千葉県 松戸市
邦徳建設株式会社 千葉県 松戸市
リザーブデザイン株式会社 千葉県 松戸市
株式会社Ｉｄｅａｒ　Ｉｄｅａｒ 千葉県 野田市
有限会社今井設備工業 千葉県 茂原市
株式会社ＨＥＡＲＴ 千葉県 成田市
株式会社ハウジングステーション 千葉県 成田市
新洋株式会社 千葉県 佐倉市
株式会社トラスト・ワン 千葉県 佐倉市
Ｎｅｘｔ合同会社 千葉県 佐倉市
有限会社誠企画 千葉県 佐倉市
有限会社武藤自動車整備工場 千葉県 佐倉市
有限会社八街ピーナツ 千葉県 佐倉市
株式会社ヤナセインターナショナル 千葉県 佐倉市
株式会社アーネスト 千葉県 東金市
東総造園土木株式会社 千葉県 東金市
情報システムコンサルティング株式会社 千葉県 旭市
ハウスショップタッチ株式会社 千葉県 旭市
株式会社福富製作所 千葉県 旭市
ランド資材株式会社 千葉県 旭市
アシザワ・ファインテック株式会社 千葉県 習志野市
株式会社菊竹 千葉県 習志野市
株式会社ナラデン 千葉県 習志野市
有限会社家根光工業 千葉県 習志野市
株式会社ＯＮＥ 千葉県 習志野市
株式会社ＳＢ建材 千葉県 柏市
株式会社エスプラス 千葉県 柏市
株式会社エスブロック 千葉県 柏市
株式会社エスブロック外構 千葉県 柏市
株式会社エスブロック建設 千葉県 柏市
株式会社エスブロック千葉 千葉県 柏市
株式会社木の国工房 千葉県 柏市
株式会社中海金和 千葉県 柏市
株式会社山岡 千葉県 柏市
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有限会社米元工務店 千葉県 勝浦市
有限会社オートベル・ジャパン 千葉県 市原市
信栄開発株式会社 千葉県 市原市
株式会社ハヤカワ 千葉県 市原市
株式会社ＩＴＳ 千葉県 流山市
株式会社トップライン 千葉県 流山市
松倉工業株式会社 千葉県 八千代市
ロビンスジャパン株式会社 千葉県 八千代市
株式会社鳥源 千葉県 鴨川市
株式会社丸幸 千葉県 鎌ケ谷市
株式会社アシスト 千葉県 君津市
有限会社亀山温泉ホテル 千葉県 君津市
株式会社イメージディバイス 千葉県 浦安市
メイカイ株式会社 千葉県 浦安市
有限会社舘商会 千葉県 四街道市
ＭＡＮＳＯＯＲＩ株式会社 千葉県 四街道市
株式会社Ｌ＆Ｓ 千葉県 八街市
株式会社　けやき建設 千葉県 八街市
三晴精機株式会社 千葉県 八街市
株式会社近江屋商会 千葉県 白井市
株式会社住暮 千葉県 白井市
株式会社コハラ建設 千葉県 南房総市
株式会社都祭自動車 千葉県 香取市
まるは株式会社 千葉県 香取市
外房車体興業株式会社 千葉県 いすみ市
社会福祉法人チルドレンス・パラダイス 千葉県 いすみ市
株式会社目羅組 千葉県 いすみ市
社会福祉法人あさひ福祉会 千葉県 大網白里市
株式会社おひさま不動産 千葉県 多古町
有限会社橋村商店 千葉県 横芝光町
有限会社木島建設 千葉県 長生村
有限会社渡邉建築 千葉県 大多喜町
磯部 一男 千葉県
岡本 朋子 千葉県
沖田 康治 千葉県
亀井 秀一郎 千葉県
菊地 貴敬 千葉県
小林 巨人 千葉県
堺 保之 千葉県
高橋 幸一 千葉県
竹内 正子 千葉県
野上 文雄 千葉県
服部 安裕 千葉県
細田 千佳子 千葉県
増田 英二 千葉県
松﨑 博 千葉県
山家 理司 千葉県
株式会社アイデアル 東京都 千代田区
株式会社アセッツブレイン 東京都 千代田区
インヴェンティット株式会社 東京都 千代田区
株式会社岐阜稲口ゴルフ倶楽部 東京都 千代田区
株式会社グランエース 東京都 千代田区
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株式会社クリープ 東京都 千代田区
株式会社ＧＲＥＡＴ　ＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ 東京都 千代田区
株式会社グローバー 東京都 千代田区
株式会社グローバル・パートナーズ・テクノロジー 東京都 千代田区
株式会社グローバルセンター 東京都 千代田区
クロスシステムサービス株式会社 東京都 千代田区
ＫＳＧ株式会社 東京都 千代田区
下水道メンテナンス協同組合 東京都 千代田区
土地家屋調査士法人小島合同事務所 東京都 千代田区
株式会社ＳＵＮ　ｂｅａｕｔｙ　ｓｔｕｄｉｏ 東京都 千代田区
昌和輸送機株式会社 東京都 千代田区
株式会社スカイプランニング 東京都 千代田区
ＳＴＯＲＹ株式会社 東京都 千代田区
株式会社スロウカーブ 東京都 千代田区
公益財団法人総合健康推進財団 東京都 千代田区
大洋投資合同会社 東京都 千代田区
株式会社ダブルスインターナショナル 東京都 千代田区
智源株式会社 東京都 千代田区
株式会社Ｔ－Ｆｉｔ 東京都 千代田区
ＤＩＰＷＡＹ　ＪＡＰＡＮ株式会社 東京都 千代田区
株式会社東京久栄 東京都 千代田区
ナインシグマ・ホールディングス株式会社 東京都 千代田区
株式会社日本マンガ塾 東京都 千代田区
株式会社ハイブリッドホーム 東京都 千代田区
Ｂｅｅ　Ｃｌｅａｎ株式会社 東京都 千代田区
Ｆｉｎｄ　Ｊａｐａｎ株式会社 東京都 千代田区
株式会社ブティック社 東京都 千代田区
株式会社ブレイン・サプライ 東京都 千代田区
医療法人社団プレシャスワン 東京都 千代田区
株式会社平安不動産 東京都 千代田区
ベストパック株式会社 東京都 千代田区
ボンズライフプランニング株式会社 東京都 千代田区
マースキャピタル株式会社 東京都 千代田区
株式会社メディカルビジョン 東京都 千代田区
株式会社リーテム 東京都 千代田区
株式会社リコルディ 東京都 千代田区
リックソフト株式会社 東京都 千代田区
株式会社リンクトブレイン 東京都 千代田区
株式会社ＲＯＯＴＳ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 東京都 千代田区
ＲＫ　ｐｌｕｓ株式会社 東京都 中央区
青木石油商事株式会社 東京都 中央区
ＡＧＲＩｎｇｏ株式会社 東京都 中央区
株式会社荒井製作所 東京都 中央区
Ａｌｐｈａ　Ｓｕｐｅｒｉｏｒ株式会社 東京都 中央区
エーファクトリー株式会社 東京都 中央区
ＳＲＫ株式会社 東京都 中央区
株式会社エスピー・リング東京 東京都 中央区
エヌエムシィ株式会社 東京都 中央区
株式会社Ｌ．Ｌ．ＪＡＣＫＹ 東京都 中央区
大星岡村株式会社 東京都 中央区
株式会社川春 東京都 中央区
ＣＡＮＤＹ　ＨＯＵＳＥ　ＪＡＰＡＮ株式会社 東京都 中央区
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株式会社クラウディオプログレス 東京都 中央区
コアグローバルマネジメント株式会社 東京都 中央区
こいのぼりコンサルティング株式会社 東京都 中央区
株式会社さかい屋 東京都 中央区
株式会社　三共紙店 東京都 中央区
株式会社三和製薬 東京都 中央区
合資会社塩瀬総本家 東京都 中央区
株式会社シタシオンジャパン 東京都 中央区
小尾羊ジャパン株式会社 東京都 中央区
ＪＵＴＯＵ株式会社 東京都 中央区
株式会社ＪＯＡホールディング 東京都 中央区
センターピア株式会社 東京都 中央区
株式会社大煌 東京都 中央区
田中産業株式会社 東京都 中央区
株式会社築地すし好 東京都 中央区
株式会社テラ 東京都 中央区
株式会社Ｔｅｎｒａ 東京都 中央区
株式会社トップランク 東京都 中央区
株式会社9GATES. 東京都 中央区
パーカー熱処理工業株式会社 東京都 中央区
株式会社パールラボラトリー 東京都 中央区
ピコ・インターナショナル株式会社 東京都 中央区
ＦＯＲＣＥ－Ｒ株式会社 東京都 中央区
富洋物産株式会社 東京都 中央区
株式会社ブリッジポイント 東京都 中央区
ブルーワークス株式会社 東京都 中央区
ＢｅｌｌＰｏｓｔ合同会社 東京都 中央区
株式会社マルタカ・エンタープライズ 東京都 中央区
有限会社南印度洋行 東京都 中央区
未来循環株式会社 東京都 中央区
株式会社ユーウィン 東京都 中央区
株式会社ＬＡＮＤＳＣＯＯＰ 東京都 中央区
ロテルド甲子園株式会社 東京都 中央区
株式会社ｉＣｉＯＮ 東京都 港区
Ｉ．Ｐ．Ｓ．株式会社 東京都 港区
株式会社アヴェーク 東京都 港区
株式会社ＡｃｔｉｖｅＢｏｘ 東京都 港区
白麻株式会社 東京都 港区
株式会社ＡＳＴＲＡＫＨＡＮ 東京都 港区
株式会社ＳＡＪ 東京都 港区
凱潤株式会社 東京都 港区
笠井設計株式会社 東京都 港区
株式会社カスケード東京 東京都 港区
株式会社河内屋 東京都 港区
株式会社ｋｉＣｋ 東京都 港区
株式会社グラブマ 東京都 港区
株式会社グリーンシード 東京都 港区
医療法人社団好日会 東京都 港区
株式会社Ｃｙｓａｙ 東京都 港区
株式会社サエラ 東京都 港区
サンクチュアリード株式会社 東京都 港区
株式会社ＪＲＡＰ 東京都 港区
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新光商事株式会社 東京都 港区
シンプライン株式会社 東京都 港区
株式会社精美堂 東京都 港区
セルフ・エー株式会社 東京都 港区
SOELU株式会社 東京都 港区
Sonotas株式会社 東京都 港区
株式会社武内工業所 東京都 港区
株式会社ＤｉアモンドＺＥＮ４ 東京都 港区
株式会社地域総合計画研究所 東京都 港区
株式会社ツヴィーゼル・ジャパン 東京都 港区
ＤＸＭＡコンサルティング株式会社 東京都 港区
株式会社データビークル 東京都 港区
株式会社テクニカランド 東京都 港区
株式会社東京カップ 東京都 港区
株式会社トラム 東京都 港区
日本精密株式会社 東京都 港区
はんこプレミアム株式会社 東京都 港区
株式会社ピーエスシー 東京都 港区
プラス・ケア株式会社 東京都 港区
株式会社ブルーコーラルジャパン 東京都 港区
Мａｔｔｒｚ株式会社 東京都 港区
株式会社美幸コーポレーション 東京都 港区
株式会社ＭＵＳＵＢＵ 東京都 港区
株式会社ＭＵＬＯ 東京都 港区
明治産業株式会社 東京都 港区
株式会社ライフィ 東京都 港区
株式会社ＬＥＶＥＬ　Ｕ 東京都 港区
株式会社レミナ 東京都 港区
合同会社ワイズ 東京都 港区
株式会社轍 東京都 港区
株式会社ワントウワン東京 東京都 港区
株式会社アイダックデザイン 東京都 新宿区
株式会社アダチ版画研究所 東京都 新宿区
株式会社アティック 東京都 新宿区
株式会社アバンティ 東京都 新宿区
アンリミ株式会社 東京都 新宿区
株式会社Wavy 東京都 新宿区
合同会社ＥＴＥＲＮＡＬ　ＹＯＫＥ 東京都 新宿区
株式会社絵本ナビ 東京都 新宿区
ＭＣＣ株式会社 東京都 新宿区
株式会社オール 東京都 新宿区
株式会社カラミノフーズ 東京都 新宿区
株式会社カルミネ 東京都 新宿区
株式会社クオン 東京都 新宿区
巧流合同会社 東京都 新宿区
株式会社コネクティ 東京都 新宿区
株式会社コムブレインズ 東京都 新宿区
Ｓｕｎｃｒｅａ株式会社 東京都 新宿区
Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社 東京都 新宿区
株式会社ＪＡＭスポーツ 東京都 新宿区
医療法人社団腎研記念会 東京都 新宿区
合同会社ＳＰＲＥＡＤ 東京都 新宿区
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株式会社ソーラーパートナーズ 東京都 新宿区
タクエツ株式会社 東京都 新宿区
日東防災設備株式会社 東京都 新宿区
ペンデル税理士法人 東京都 新宿区
マクソンジャパン株式会社 東京都 新宿区
ラインネットサービス協同組合 東京都 新宿区
株式会社ｏｎｅ　ｎｅｔ 東京都 新宿区
株式会社オトバンク 東京都 文京区
公益財団法人科学技術広報財団 東京都 文京区
永島医科器械株式会社 東京都 文京区
日親電機株式会社 東京都 文京区
学校法人明照学園 東京都 文京区
アズマ株式会社 東京都 台東区
アトー株式会社 東京都 台東区
荒川産業株式会社 東京都 台東区
株式会社イーストコーポレーション 東京都 台東区
株式会社海将 東京都 台東区
角光化成株式会社 東京都 台東区
カラーズ商事株式会社 東京都 台東区
株式会社クリア商会 東京都 台東区
コマンダースポーツ株式会社 東京都 台東区
ＺＸＪＡＰＡＮ株式会社 東京都 台東区
正和興業株式会社 東京都 台東区
晨源株式会社 東京都 台東区
親宏ゴム工業株式会社 東京都 台東区
株式会社鈴木電機 東京都 台東区
株式会社セカンドマインド 東京都 台東区
大和商事株式会社 東京都 台東区
宝木商事株式会社 東京都 台東区
株式会社ツールボックス 東京都 台東区
医療法人社団徳洋会 東京都 台東区
株式会社トラスト 東京都 台東区
橋本金属工業株式会社 東京都 台東区
株式会社半一 東京都 台東区
ＰＸＣ株式会社 東京都 台東区
ヘリテッジ株式会社 東京都 台東区
邦栄商事株式会社 東京都 台東区
株式会社保坂製作所 東京都 台東区
堀内貿易株式会社 東京都 台東区
ＨＯＲＩＧＵＣＨＩ株式会社 東京都 台東区
Ｕｎｅｅｄｓ株式会社 東京都 台東区
株式会社ロイスジャパン 東京都 台東区
株式会社ワタナベ 東京都 台東区
愛電株式会社 東京都 墨田区
株式会社石山 東京都 墨田区
伊東メリヤス工業株式会社 東京都 墨田区
株式会社ＶＯＣＣＡ 東京都 墨田区
株式会社Ｅｘａ．ＪＡＰＡＮ 東京都 墨田区
株式会社ショーワ 東京都 墨田区
医療法人社団スマイルプラス 東京都 墨田区
株式会社ＺＥＲＯ 東京都 墨田区
株式会社タバタ 東京都 墨田区
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株式会社パールイズミ 東京都 墨田区
株式会社はるやま 東京都 墨田区
富士ゴム化成株式会社 東京都 墨田区
フットマーク株式会社 東京都 墨田区
株式会社みんなシステムズ 東京都 墨田区
ウスクラ建設株式会社 東京都 江東区
医療法人社団栄耀会 東京都 江東区
株式会社エス・ティー・ケー 東京都 江東区
大出産業株式会社 東京都 江東区
株式会社興和工業 東京都 江東区
ジール株式会社 東京都 江東区
ＪＣＲ貿易株式会社 東京都 江東区
株式会社シフラ 東京都 江東区
新木場フーズ株式会社 東京都 江東区
株式会社正光社 東京都 江東区
株式会社総食 東京都 江東区
株式会社ソロモントレーディング 東京都 江東区
ネイチャーワールド株式会社 東京都 江東区
有限会社メディカルインパクト 東京都 江東区
山三製罐有限会社 東京都 江東区
株式会社やまふ水産 東京都 江東区
株式会社ライフ計画事務所 東京都 江東区
株式会社Ｒ．Ｂ．Ａ 東京都 品川区
アイテックジャパン株式会社 東京都 品川区
医療法人社団英高会 東京都 品川区
エコモーション株式会社 東京都 品川区
株式会社オフィックス 東京都 品川区
株式会社幸健ホールディングス 東京都 品川区
株式会社シーサイド 東京都 品川区
株式会社ジオブレイン 東京都 品川区
株式会社シムランド 東京都 品川区
デイブレイク株式会社 東京都 品川区
株式会社ＤＵＡＬホールディングス 東京都 品川区
株式会社トゥモロー・ネット 東京都 品川区
有限会社平林製作所 東京都 品川区
株式会社フラット 東京都 品川区
株式会社ブレーンベース 東京都 品川区
コモングッド株式会社 東京都 目黒区
株式会社千広興業 東京都 目黒区
株式会社東京オレンジ薬局 東京都 目黒区
株式会社ミーティアストリームス 東京都 目黒区
株式会社ヨナックスデザイン 東京都 目黒区
株式会社Ａｒｏｕｎｄ　ｔｈｅ　ｗａｙ 東京都 大田区
株式会社Ａｒｏｕｎｄ　ｔｈｅ　ｔｏｋｙｏ 東京都 大田区
ヴアーデン販売株式会社 東京都 大田区
医療法人社団Ｈ・Ｆ・Ｅ 東京都 大田区
有限会社小林商店 東京都 大田区
株式会社コルディアーレ 東京都 大田区
株式会社自然農法販売協同機構 東京都 大田区
株式会社新和 東京都 大田区
株式会社スケッチブック 東京都 大田区
株式会社鈴木石材店 東京都 大田区

18 / 70 ページ



2022年1月26日

事業者名 都道府県 市区町村

株式会社立石商店 東京都 大田区
東盛合同会社 東京都 大田区
株式会社八米 東京都 大田区
藤重プラスチツク工業株式会社 東京都 大田区
柳川精工株式会社 東京都 大田区
アンラス株式会社 東京都 世田谷区
株式会社イノセント 東京都 世田谷区
株式会社ＩＮＶＩＣＴＵＳ 東京都 世田谷区
エヌエスユニ株式会社 東京都 世田谷区
カケルラボ合同会社 東京都 世田谷区
医療法人社団歯整会 東京都 世田谷区
天順株式会社 東京都 世田谷区
株式会社天六穀 東京都 世田谷区
合同会社ＴＲＵＮＫ　ＯＵＴ 東京都 世田谷区
医療法人社団中島医院 東京都 世田谷区
株式会社ＦＲＯＭ 東京都 世田谷区
株式会社ポジティヴィスト 東京都 世田谷区
立業株式会社 東京都 世田谷区
利徳商事株式会社 東京都 世田谷区
株式会社アイシス 東京都 渋谷区
株式会社アジャスト 東京都 渋谷区
Ａｐｐ　Ｈｅａｒｔｓ株式会社 東京都 渋谷区
株式会社Another works 東京都 渋谷区
イリアール株式会社 東京都 渋谷区
株式会社ウェルビーイングＴＯＫＹＯ 東京都 渋谷区
株式会社ＨＫ　ＪＡＰＡＮ 東京都 渋谷区
株式会社エージェント 東京都 渋谷区
株式会社ＦＲＣ 東京都 渋谷区
医療法人社団ＬＲ 東京都 渋谷区
株式会社エレファントストーン 東京都 渋谷区
合同会社オー・アイ・ディーアーキテクツ 東京都 渋谷区
おかかえ運転手株式会社 東京都 渋谷区
オリクション株式会社 東京都 渋谷区
カタチクリエイト株式会社 東京都 渋谷区
ギグセールス株式会社 東京都 渋谷区
株式会社グッドクリエイト 東京都 渋谷区
株式会社グリーンルーム 東京都 渋谷区
株式会社クローバーホールディング 東京都 渋谷区
株式会社ココリード 東京都 渋谷区
合同会社ＣＯＮＶＥＲＧＥＮＣＥ　ＪＡＰＡＮ 東京都 渋谷区
有限会社ジェラード 東京都 渋谷区
株式会社シコメルフードテック 東京都 渋谷区
株式会社ＳＴＲＫ 東京都 渋谷区
瀬戸空間プロデュース株式会社 東京都 渋谷区
株式会社セントラルコンクリート 東京都 渋谷区
医療法人社団創青会 東京都 渋谷区
株式会社ダイバーシティエージェント 東京都 渋谷区
株式会社チーム・チャンネル 東京都 渋谷区
株式会社ディーカナル 東京都 渋谷区
株式会社デコラホームステージング 東京都 渋谷区
医療法人社団鉄結会 東京都 渋谷区
株式会社テンカラット 東京都 渋谷区
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日本中国経済交流促進会株式会社 東京都 渋谷区
株式会社ハイクラス 東京都 渋谷区
学校法人服部学園 東京都 渋谷区
株式会社ｂａｔｔｏｎ 東京都 渋谷区
ピックル株式会社 東京都 渋谷区
ＢＥＡＵＣＥ株式会社 東京都 渋谷区
株式会社Ｂｅａｕｔｙ　Ｓｎｏｗ 東京都 渋谷区
フォーシーズンデコスタイル株式会社 東京都 渋谷区
株式会社フロレンティア 東京都 渋谷区
合同会社マルタス 東京都 渋谷区
株式会社ユーズカンパニー 東京都 渋谷区
株式会社勇往 東京都 渋谷区
四谷綜合税理士法人 東京都 渋谷区
株式会社ライノ 東京都 渋谷区
株式会社リャマオフィス 東京都 渋谷区
株式会社リンクエイジ 東京都 渋谷区
株式会社レイヴン 東京都 渋谷区
株式会社レイ・カズン 東京都 渋谷区
株式会社若林コンサルタンツ 東京都 渋谷区
株式会社アースピース 東京都 中野区
株式会社ＥＴＫ 東京都 中野区
株式会社オーボックス 東京都 中野区
オレンジ株式会社 東京都 中野区
株式会社三宝 東京都 中野区
株式会社Ｃ－ａｒｃ悠水 東京都 中野区
株式会社創研ガーデン 東京都 中野区
株式会社電測 東京都 中野区
日本アルミット株式会社 東京都 中野区
ＨＡＪＵＳＴ株式会社 東京都 中野区
有限会社ピンスタジオ 東京都 中野区
株式会社伊勢屋商店 東京都 杉並区
医療法人社団仁薫会 東京都 杉並区
日本トラスト化学株式会社 東京都 杉並区
あさがお不動産株式会社 東京都 豊島区
Ａ．Ｊ株式会社 東京都 豊島区
エース健康管理株式会社 東京都 豊島区
医療法人輝鳳会 東京都 豊島区
毅楽株式会社 東京都 豊島区
クオリティコンフィデンス株式会社 東京都 豊島区
株式会社グラツィア 東京都 豊島区
クリマテック株式会社 東京都 豊島区
弘昇株式会社 東京都 豊島区
株式会社サンステラ 東京都 豊島区
株式会社ジュエル 東京都 豊島区
有限会社翔栄フードサービス 東京都 豊島区
株式会社ソニックインタナショナル 東京都 豊島区
株式会社東和マネジメント 東京都 豊島区
有限会社堀江紙工所 東京都 豊島区
株式会社町田製作所 東京都 豊島区
未来メディカルサービス株式会社 東京都 豊島区
株式会社リベラル 東京都 豊島区
Ｅｖｅｒｅｓｔ株式会社 東京都 北区
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株式会社かーきよ 東京都 北区
恒業合同会社 東京都 北区
株式会社三力 東京都 北区
合同会社ＤＳｍａｒｔ 東京都 北区
株式会社オフィス清水 東京都 荒川区
株式会社　ＣｕｂｏＲｅｘ 東京都 荒川区
株式会社東来 東京都 荒川区
フジオックス株式会社 東京都 荒川区
株式会社マノベニヤ 東京都 荒川区
株式会社グラント 東京都 板橋区
株式会社ＫＳＥ 東京都 板橋区
株式会社ゴールデンクヮン 東京都 板橋区
佐々木器材株式会社 東京都 板橋区
株式会社サンペイ 東京都 板橋区
株式会社シントク 東京都 板橋区
筑波食品株式会社 東京都 板橋区
株式会社日本ホップス 東京都 板橋区
有限会社フェリックス 東京都 板橋区
有限会社ミュー 東京都 板橋区
医療法人社団ユニバース 東京都 板橋区
株式会社和紗 東京都 練馬区
株式会社木建ハウス 東京都 練馬区
有限会社シニアライフサポート 東京都 練馬区
株式会社大興ネクスタ 東京都 練馬区
株式会社大誠工業 東京都 練馬区
医療法人社団たけの子会 東京都 練馬区
株式会社寺澤建装 東京都 練馬区
東京アロエ株式会社 東京都 練馬区
トレンド商事株式会社 東京都 練馬区
株式会社平生産業 東京都 練馬区
株式会社三つ星風味 東京都 練馬区
株式会社アウローラ 東京都 足立区
ＡＳＩＡＭＩＸ株式会社 東京都 足立区
株式会社サイバー未来 東京都 足立区
株式会社シマクラ保険 東京都 足立区
ソリッドゴー株式会社 東京都 足立区
拓新電気株式会社 東京都 足立区
株式会社伊達建設 東京都 足立区
株式会社谷口 東京都 足立区
株式会社プロスパ 東京都 足立区
Ｂｅｔｔｅｒ　Ｌｉｆｅ株式会社 東京都 足立区
丸上食品工業株式会社 東京都 足立区
丸豊工業株式会社 東京都 足立区
横山産業株式会社 東京都 足立区
株式会社ｒｉｓｅ 東京都 足立区
リカー・イノベーション株式会社 東京都 足立区
鋭龍株式会社 東京都 足立区
ロク・オク株式会社 東京都 足立区
株式会社エーワン 東京都 葛飾区
医療法人社団嬉泉会 東京都 葛飾区
株式会社グロウデイズ 東京都 葛飾区
株式会社ホリコシ 東京都 葛飾区
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イワタ株式会社 東京都 江戸川区
内海建設株式会社 東京都 江戸川区
永盛株式会社 東京都 江戸川区
今建業株式会社 東京都 江戸川区
佐々木建栄株式会社 東京都 江戸川区
同興国際株式会社 東京都 江戸川区
株式会社アトラス 東京都 八王子市
株式会社デイテク 東京都 八王子市
一般社団法人ＨＥＬＬＯＳ 東京都 八王子市
株式会社ＶＲＣ 東京都 八王子市
医療法人社団文誠会 東京都 八王子市
株式会社イーグル・アイ 東京都 立川市
合同会社Ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ　Ｏｆｆｉｃｅ 東京都 立川市
有限会社川井建装 東京都 立川市
株式会社田島 東京都 立川市
株式会社藤紋 東京都 立川市
株式会社ユーキハウス 東京都 立川市
株式会社アドトップ 東京都 武蔵野市
株式会社臥龍 東京都 三鷹市
特定非営利活動法人ケンパ・ラーニング・コミュニティ協会 東京都 三鷹市
ＭａＰｏ合同会社 東京都 三鷹市
株式会社Ｗｉｓｅ　Ｒｅｐａｉｒ 東京都 三鷹市
株式会社サーテック 東京都 青梅市
野村ＤＳ株式会社 東京都 青梅市
有限会社吉川石材店 東京都 青梅市
児玉建設株式会社 東京都 府中市
株式会社春クリーン 東京都 昭島市
株式会社エイトフューチャー 東京都 調布市
有限会社ＧｉｎｚａＳＫｍ 東京都 調布市
株式会社日本ブッカー 東京都 調布市
有限会社アメニティー藤沢 東京都 町田市
川田屋株式会社 東京都 町田市
医療法人社団翔西会 東京都 町田市
株式会社高山工務店 東京都 町田市
株式会社ＤＳＣ 東京都 町田市
株式会社永田屋 東京都 町田市
株式会社ＮＥＯ 東京都 町田市
株式会社鳳山園建 東京都 町田市
ＨＯＰＥ＆Ｃｏ．株式会社 東京都 町田市
株式会社グレース 東京都 小金井市
コネクテッドロボティクス株式会社 東京都 小金井市
創ハッピー株式会社 東京都 小金井市
つくば観光交通株式会社 東京都 小金井市
医療法人社団Ｈ・Ｐ・Ｄｅｎｔａｌ 東京都 日野市
ＦＩＴ株式会社 東京都 日野市
株式会社西源 東京都 東村山市
株式会社ＦＡＣＥ　ＡＣＴ 東京都 東村山市
ドリームサポート社会保険労務士法人 東京都 国分寺市
株式会社森事務所 東京都 国分寺市
有限会社アダマス 東京都 福生市
株式会社笹本金作商店 東京都 福生市
株式会社ブックスタマ 東京都 福生市
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有限会社アルファーオフィス 東京都 東大和市
株式会社虎 東京都 清瀬市
株式会社技建 東京都 武蔵村山市
有限会社三浦商会 東京都 多摩市
有限会社邊見塗装 東京都 羽村市
株式会社Ｍ＆ｍ 東京都 あきる野市
株式会社ＴＯＮＢＩ 東京都 あきる野市
株式会社ハウスマテリアル 東京都 あきる野市
株式会社プレジャールーム 東京都 あきる野市
医療法人社団百年会 東京都 西東京市
株式会社富士精機製作所 東京都 西東京市
有限会社ヨシカワ 東京都 瑞穂町
井川 敬 東京都
内山 貴広 東京都
小笠原 賢二 東京都
岡田 茂朗 東京都
尾角 晋一郎 東京都
岡野 俊哉 東京都
小川 奈津希 東京都
小野 博行 東京都
柏原 佳子 東京都
加藤 政亮 東京都
川上 哲央 東京都
河津 真実 東京都
木内 宏行 東京都
木我 貞雄 東京都
工藤 千鳥 東京都
熊谷 卓 東京都
倉田 和子 東京都
黒川 享靖 東京都
小林 真奈美 東京都
斉藤 昭成 東京都
鈴木 祐人 東京都
関澤 健 東京都
千田 育子 東京都
田口 雅彦 東京都
田所 完一 東京都
土屋 美里 東京都
深澤 智人 東京都
長井 太郎 東京都
長尾 道成 東京都
西上 王明 東京都
西川 海緒 東京都
西村 成文 東京都
埜村 常夫 東京都
樋口 洋一 東京都
平山 明星 東京都
古田 雅士 東京都
松原 真人 東京都
丸山 英朗 東京都
南 俊也 東京都
山田 一乃 東京都
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山本 欣正 東京都
横塚 智昭 東京都
吉岡 龍一郎 東京都
吉田 一大 東京都
吉野 浩和 東京都
株式会社エム・アイ・エス 神奈川県 横浜市
キャプテンフーヅ株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社メグミ 神奈川県 横浜市
株式会社井桁 神奈川県 横浜市
医療法人社団眞智会 神奈川県 横浜市
ユウアーキテクト・リアル株式会社 神奈川県 横浜市
リアルティ株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社ＷＡＫＵＷＡＫＵ 神奈川県 横浜市
株式会社たき航グループ 神奈川県 横浜市
Ｌｉｆｉｔ　Ｈｏｍｅ株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社スプートニク 神奈川県 横浜市
タイチマシナリー株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社ファンクリエイション 神奈川県 横浜市
株式会社ヤハタマリン 神奈川県 横浜市
株式会社横濱みなと不動産 神奈川県 横浜市
株式会社かもめパン 神奈川県 横浜市
横浜商事株式会社 神奈川県 横浜市
有限会社稲田工務店 神奈川県 横浜市
学校法人峰岡学園 神奈川県 横浜市
横浜エコハウス株式会社 神奈川県 横浜市
有限会社仁測量設計 神奈川県 横浜市
医療法人小谷医院 神奈川県 横浜市
株式会社サードセブン 神奈川県 横浜市
有限会社ワイズホーム 神奈川県 横浜市
医療法人樹会 神奈川県 横浜市
医療法人社団ココセトデンタルクリニック 神奈川県 横浜市
社会福祉法人日本介助犬協会 神奈川県 横浜市
宇佐美不動産株式会社 神奈川県 横浜市
小雀建設株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社ＴＡＯ－Ｇ 神奈川県 横浜市
有限会社角守青果店 神奈川県 横浜市
医療法人社団飛翔会 神奈川県 横浜市
有限会社横浜車輛 神奈川県 横浜市
株式会社　LAND-H.A.G 神奈川県 横浜市
株式会社浦山工務店 神奈川県 横浜市
有限会社エムテックグリーン 神奈川県 横浜市
特定非営利活動法人港南たすけあい心 神奈川県 横浜市
ＲＴ－３株式会社 神奈川県 横浜市
ネオジャンプ株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社本味樂 神奈川県 横浜市
株式会社丸産技研 神奈川県 横浜市
株式会社ヴォイス 神奈川県 横浜市
株式会社エネサーブ神奈川 神奈川県 横浜市
医療法人社団静修会 神奈川県 横浜市
株式会社グランドワーク 神奈川県 横浜市
誠勝建設株式会社 神奈川県 横浜市
有限会社アウトシャイン 神奈川県 横浜市
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株式会社ＡＱＵＡ 神奈川県 横浜市
株式会社Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ 神奈川県 横浜市
株式会社オフィス司 神奈川県 横浜市
株式会社ＣＯＭ 神奈川県 横浜市
株式会社シリコンデザインテクノロジー 神奈川県 横浜市
株式会社フジプロテック 神奈川県 横浜市
ベスト食品株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社秋塗 神奈川県 川崎市
株式会社アセットインオートサービス 神奈川県 川崎市
川崎鉄管継手株式会社 神奈川県 川崎市
鋼機産業株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社忠道産業 神奈川県 川崎市
日信工業株式会社 神奈川県 川崎市
ベイラインエクスプレス株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社渡辺土木 神奈川県 川崎市
天楽国際株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社ヒルズエステート 神奈川県 川崎市
株式会社住まいるアセット 神奈川県 川崎市
桐朋産業株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社ばんば 神奈川県 川崎市
有限会社東山工業 神奈川県 川崎市
株式会社ラウレア 神奈川県 川崎市
株式会社上海ＣＯＭＩＣＵＰ 神奈川県 川崎市
株式会社ワイ・オー・アール 神奈川県 川崎市
有限会社中嶋設備 神奈川県 川崎市
株式会社フェニックス 神奈川県 川崎市
株式会社ｒｅｃｌａｉｍ 神奈川県 川崎市
株式会社末徳 神奈川県 相模原市
株式会社ＤＯＯＲＳ 神奈川県 相模原市
株式会社トータス 神奈川県 相模原市
株式会社サージェントフーズ 神奈川県 相模原市
株式会社インテリアサプライトミザワ 神奈川県 横須賀市
株式会社小﨑組 神奈川県 横須賀市
株式会社デンオー 神奈川県 横須賀市
有限会社横須賀松坂屋 神奈川県 横須賀市
有限会社若友建設 神奈川県 平塚市
有限会社石川造園 神奈川県 鎌倉市
有限会社カタガワ 神奈川県 鎌倉市
有限会社ケイシー・トレード 神奈川県 鎌倉市
学校法人清栄学園 神奈川県 鎌倉市
大商企業株式会社 神奈川県 鎌倉市
株式会社ロッド・アール 神奈川県 鎌倉市
株式会社一平不動産 神奈川県 藤沢市
一般財団法人ＳＦＣフォーラム 神奈川県 藤沢市
株式会社高井精器 神奈川県 藤沢市
株式会社トーン 神奈川県 藤沢市
株式会社葉光園 神奈川県 藤沢市
吉藤建設株式会社 神奈川県 藤沢市
レイズ＆カンパニー株式会社 神奈川県 藤沢市
株式会社石井商會 神奈川県 小田原市
有限会社湘南抜型製作所 神奈川県 小田原市
ＫＯＮＡＲＡ　ＨＯＵＳＥ株式会社 神奈川県 茅ヶ崎市
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信湘建設株式会社 神奈川県 茅ヶ崎市
ライフコンサルティング株式会社 神奈川県 逗子市
株式会社染羽建設 神奈川県 三浦市
株式会社成瀬 神奈川県 秦野市
フジ・プロダクト株式会社 神奈川県 秦野市
山王建設株式会社 神奈川県 厚木市
株式会社渋谷工務店 神奈川県 厚木市
株式会社しまざき牧場 神奈川県 厚木市
株式会社ナオミホーム 神奈川県 厚木市
有限会社なかじま商事 神奈川県 厚木市
ニューライフサービス株式会社 神奈川県 厚木市
株式会社小堺建設 神奈川県 大和市
株式会社小菅不動産 神奈川県 大和市
医療法人社団美風会 神奈川県 大和市
株式会社ブリッジハウス 神奈川県 大和市
社会福祉法人勇能福祉会 神奈川県 大和市
悠ホーム株式会社 神奈川県 大和市
株式会社オール・プラン社 神奈川県 伊勢原市
有限会社下山建設 神奈川県 伊勢原市
株式会社ミツワ設備 神奈川県 伊勢原市
泉橋酒造株式会社 神奈川県 海老名市
有限会社共栄車輌サービス 神奈川県 海老名市
医療法人社団タムラ 神奈川県 海老名市
日高ホーム株式会社 神奈川県 海老名市
栄工業株式会社 神奈川県 座間市
三蔵商事株式会社 神奈川県 座間市
湘南マイホームサービス株式会社 神奈川県 南足柄市
有限会社テクノピット西湘 神奈川県 南足柄市
株式会社ＨＩＲＯＳＥ 神奈川県 綾瀬市
株式会社ヨーマー 神奈川県 綾瀬市
医療法人綾仁会 神奈川県 綾瀬市
株式会社ワールドウォーク 神奈川県 葉山町
株式会社金子建材土木 神奈川県 寒川町
今泉建設株式会社 神奈川県 山北町
株式会社瀬戸技建 神奈川県 山北町
冠峰楼企業株式会社 神奈川県 箱根町
有限会社兵藤スポーツ企画 神奈川県 真鶴町
湯河原温泉地所株式会社 神奈川県 湯河原町
安部 裕司 神奈川県
雨宮 啓 神奈川県
池田 道彦 神奈川県
井上 和真 神奈川県
岩橋 良明 神奈川県
岡本 隆彦 神奈川県
小倉 充 神奈川県
木村 潤子 神奈川県
今野 紫 神奈川県
笹野 幸弘 神奈川県
嶋津 周平 神奈川県
下島 聡 神奈川県
杉本 竜太 神奈川県
前場 敏男 神奈川県
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髙橋 美季 神奈川県
田中 敬一郎 神奈川県
中原 一成 神奈川県
中村 正和 神奈川県
中村 美樹生 神奈川県
西江 淳 神奈川県
西川 智 神奈川県
西村 剣太 神奈川県
橋本 正基 神奈川県
町田 昌吾 神奈川県
松田 大輔 神奈川県
三輪 裕子 神奈川県
村松 純子 神奈川県
矢部 秀樹 神奈川県
山口 亮平 神奈川県
山下 薫 神奈川県
株式会社難波産業 新潟県 新潟市
愛車館タナベ有限会社 新潟県 新潟市
株式会社大沢組 新潟県 新潟市
株式会社達建設 新潟県 新潟市
森鉄工株式会社 新潟県 新潟市
旭調査設計株式会社 新潟県 新潟市
有限会社新保工務店 新潟県 新潟市
第一電設工業株式会社 新潟県 新潟市
株式会社中山工務店 新潟県 新潟市
有限会社大貫造園 新潟県 新潟市
有限会社カザマ住建 新潟県 新潟市
株式会社三方舎 新潟県 新潟市
合同会社ｈａｒｕ 新潟県 新潟市
有限会社大和木材店 新潟県 新潟市
株式会社廣瀨 新潟県 新潟市
本田土木建設株式会社 新潟県 新潟市
遠藤電機株式会社 新潟県 長岡市
株式会社グリーンハウス 新潟県 長岡市
株式会社ＫＥＮＹＯＵ 新潟県 長岡市
ストラテクス株式会社 新潟県 長岡市
栃尾タクシー有限会社 新潟県 長岡市
有限会社鳶清 新潟県 長岡市
株式会社野村建設 新潟県 長岡市
有限会社長谷川材木店 新潟県 長岡市
株式会社丸菱電子 新潟県 長岡市
株式会社岡田商店 新潟県 三条市
株式会社樟建設 新潟県 三条市
株式会社久保順組 新潟県 三条市
トップ工業株式会社 新潟県 三条市
株式会社英電社 新潟県 柏崎市
医療法人社団佐藤医院 新潟県 柏崎市
株式会社トップテリアタクミ 新潟県 柏崎市
株式会社杉原組 新潟県 新発田市
有限会社トップワーク 新潟県 新発田市
株式会社本高 新潟県 新発田市
株式会社拓越 新潟県 十日町市
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南雲土建株式会社 新潟県 十日町市
株式会社大和開発 新潟県 十日町市
金子建設株式会社 新潟県 見附市
丸勝建設株式会社 新潟県 見附市
株式会社富樫組 新潟県 村上市
株式会社又助組 新潟県 村上市
有限会社シブキ工販 新潟県 燕市
株式会社ほしゆう 新潟県 燕市
有限会社ヤマシノ 新潟県 燕市
株式会社横川建設 新潟県 糸魚川市
株式会社保坂組 新潟県 妙高市
有限会社上原動物病院 新潟県 上越市
株式会社カタギリ設備 新潟県 上越市
株式会社カンエー・ハウジング 新潟県 上越市
頸城建設株式会社 新潟県 上越市
株式会社三原田組 新潟県 上越市
株式会社今井電友舎 新潟県 阿賀野市
株式会社ソイルテック 新潟県 阿賀野市
株式会社樋口工業 新潟県 阿賀野市
井上土建工業株式会社 新潟県 魚沼市
岡部組合資会社 新潟県 魚沼市
株式会社駒形重機 新潟県 南魚沼市
株式会社羽吹組 新潟県 南魚沼市
曽根建株式会社 新潟県 聖籠町
有限会社弥生商店 新潟県 弥彦村
阿部 康司 新潟県
今井 浩和 新潟県
上田 昭弘 新潟県
齊藤 修 新潟県
田邊 聡志 新潟県
中島 忍 新潟県
中村 文彦 新潟県
株式会社石金精機 富山県 富山市
株式会社一芯 富山県 富山市
有限会社金岡造園 富山県 富山市
株式会社ケア・ワールド 富山県 富山市
合同会社ｃｏｎｎｅｃｔ 富山県 富山市
株式会社シンコー 富山県 富山市
富山交易株式会社 富山県 富山市
株式会社富山合板 富山県 富山市
ブリヂストンタイヤ富山販売株式会社 富山県 富山市
本田精密工業株式会社 富山県 富山市
有限会社松井板硝子店 富山県 富山市
株式会社ヤベ工業 富山県 富山市
ヤマイチ株式会社 富山県 富山市
株式会社ＷＩＴＨ　ＭＩＲＩＳＥ 富山県 高岡市
株式会社サンテン・コーポレーション 富山県 高岡市
新生開発株式会社 富山県 高岡市
株式会社フジタ 富山県 高岡市
本領建設工業株式会社 富山県 高岡市
山岡石材工業株式会社 富山県 高岡市
株式会社東城 富山県 魚津市
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株式会社あつみフアツシヨン 富山県 氷見市
大阪税務相談株式会社 富山県 滑川市
朝倉建設株式会社 富山県 黒部市
有限会社さんの造園 富山県 黒部市
株式会社しおり 富山県 黒部市
有限会社惣万精機 富山県 黒部市
株式会社得能組 富山県 砺波市
株式会社大谷組 富山県 小矢部市
株式会社ランブール 富山県 小矢部市
つくばね建設株式会社 富山県 南砺市
野原建設株式会社 富山県 南砺市
ウッドリンク株式会社 富山県 射水市
株式会社ＳＰＦコーポレーション 富山県 射水市
なかじま建設有限会社 富山県 射水市
株式会社藤原重機 富山県 上市町
黒田 裕也 富山県
小池 潤 富山県
越山 穂高 富山県
高橋 正 富山県
アイワ設備株式会社 石川県 金沢市
株式会社葵産業 石川県 金沢市
アクシス株式会社 石川県 金沢市
アクソンデータマシン株式会社 石川県 金沢市
株式会社オンステージ 石川県 金沢市
加州建設株式会社 石川県 金沢市
合同会社からさわ 石川県 金沢市
株式会社ジョウデン 石川県 金沢市
株式会社すずらん 石川県 金沢市
株式会社Ｔｉｅｓ 石川県 金沢市
株式会社ハニービー 石川県 金沢市
株式会社ブランシード 石川県 金沢市
有限会社丸岡樹仙堂 石川県 金沢市
株式会社森八 石川県 金沢市
柔Ｌａｂ．株式会社 石川県 金沢市
有限会社和田電気工事 石川県 金沢市
アオイ建設株式会社 石川県 七尾市
ｏＶｉｃｅ株式会社 石川県 七尾市
株式会社オガタ 石川県 七尾市
株式会社高沢勇吉商店 石川県 七尾市
株式会社どんたく 石川県 七尾市
丸一運輸株式会社 石川県 七尾市
株式会社建築の横山 石川県 小松市
医療法人社団牧野整形外科医院 石川県 小松市
株式会社カーロカーラ 石川県 加賀市
北浜建設株式会社 石川県 加賀市
山海建設株式会社 石川県 加賀市
株式会社山田屋 石川県 加賀市
有限会社一松建設 石川県 羽咋市
株式会社１５１Ａ 石川県 かほく市
株式会社Ａ－ｒｉｓｅ 石川県 白山市
大栄株式会社 石川県 白山市
株式会社フタクチ 石川県 白山市
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一般財団法人地域未来創生機構 石川県 野々市市
株式会社中農組 石川県 津幡町
林谷産業株式会社 石川県 宝達志水町
株式会社鹿島産業 石川県 中能登町
内浦電気工業株式会社 石川県 能登町
旭 大和 石川県
和泉 忍 石川県
松下 哲也 石川県
株式会社Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｆｏｓｓｅ 福井県 福井市
宇野歯車工業株式会社 福井県 福井市
永和住宅株式会社 福井県 福井市
協同組合福井県ハイウェイサービスセンター 福井県 福井市
司法書士法人ＣＬＥＡＲ 福井県 福井市
伸栄工業有限会社 福井県 福井市
株式会社中村正 福井県 福井市
北陸紙業株式会社 福井県 福井市
株式会社水元工務店 福井県 福井市
美山町森林組合 福井県 福井市
株式会社ワールド建工 福井県 福井市
株式会社常見管工事 福井県 大野市
日通プロパン住設株式会社 福井県 大野市
山二工業株式会社 福井県 大野市
勝山商事株式会社 福井県 勝山市
Ｆｕｊｉｋｏｎ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社 福井県 鯖江市
藤田光学株式会社 福井県 鯖江市
株式会社浅穂 福井県 あわら市
有限会社田中静材木店 福井県 越前市
福井鉄道株式会社 福井県 越前市
ユウシ電装株式会社 福井県 越前市
有限会社堀自動車工業 福井県 越前町
岬建設株式会社 福井県 越前町
橋本 吉功 福井県
三宅 貞弘 福井県
有限会社藤代自動車 山梨県 甲府市
有限会社東京移動オフィス 山梨県 富士吉田市
株式会社やみつき 山梨県 富士吉田市
株式会社丸昇建設 山梨県 都留市
株式会社丸大産業 山梨県 都留市
有限会社大森工業 山梨県 山梨市
東工業株式会社 山梨県 大月市
クラウンファスナー株式会社 山梨県 南アルプス市
河野土木株式会社 山梨県 南アルプス市
株式会社ナカゴミ建設 山梨県 南アルプス市
株式会社三澤工業 山梨県 甲斐市
株式会社地場工務店 山梨県 笛吹市
市川リース株式会社 山梨県 上野原市
吉高工業株式会社 山梨県 早川町
株式会社下部ホテル 山梨県 身延町
株式会社ドミール 山梨県 昭和町
有限会社倉沢製作所 山梨県 富士河口湖町
淺川 貴明 山梨県
清水 勉 山梨県
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玉越 康寛 山梨県
山口 清 山梨県
有限会社あおば薬局 長野県 長野市
株式会社エナジー内山 長野県 長野市
ジー・アイ・ユー株式会社 長野県 長野市
セラテックジャパン株式会社 長野県 長野市
有限会社滝沢板金塗装 長野県 長野市
有限会社ひまわり 長野県 長野市
有限会社フリースケール 長野県 長野市
株式会社松原建設 長野県 長野市
和田産業株式会社 長野県 長野市
株式会社ＯＮＥ＆ＯＮＬＹ 長野県 長野市
株式会社ＡＬＰＲＥＸ 長野県 松本市
株式会社インフォメーションバンク 長野県 松本市
大澤建築店株式会社 長野県 松本市
有限会社折協市場店 長野県 松本市
有限会社ギンザ 長野県 松本市
有限会社グリーンフィールド 長野県 松本市
有限会社内藤梱包 長野県 松本市
株式会社松本ブルワリー 長野県 松本市
株式会社丸友中部青果 長野県 松本市
アクロスホーム株式会社 長野県 上田市
株式会社アルカディア 長野県 上田市
株式会社Ｋ－ＰＯＷＥＲ 長野県 上田市
株式会社みすゞ工務店 長野県 上田市
株式会社山登 長野県 上田市
カク山木材建設有限会社 長野県 岡谷市
有限会社観光荘 長野県 岡谷市
株式会社カリス 長野県 飯田市
ヨシザワ印刷株式会社 長野県 飯田市
株式会社グローブ 長野県 諏訪市
株式会社信濃屋 長野県 諏訪市
株式会社長野トラスト技研 長野県 諏訪市
株式会社前田鉄工所 長野県 須坂市
エフ・ケー建設株式会社 長野県 伊那市
株式会社カワカミＰｈａｒｍａｃｙ 長野県 伊那市
ハナマルキ株式会社 長野県 伊那市
株式会社ＡＣＣ 長野県 駒ヶ根市
医療法人小木曽歯科医院 長野県 駒ヶ根市
飯山土建株式会社 長野県 飯山市
有限会社観山 長野県 飯山市
株式会社エルハウス 長野県 茅野市
信州伊藤石材株式会社 長野県 塩尻市
エムケーカシヤマ株式会社 長野県 佐久市
ホノカ株式会社 長野県 佐久市
冨士建設株式会社 長野県 千曲市
有限会社横山自動車工業 長野県 千曲市
株式会社有賀自研工業 長野県 安曇野市
株式会社ルティロワ 長野県 安曇野市
株式会社林組 長野県 佐久穂町
谷川建設株式会社 長野県 軽井沢町
一般社団法人富士見パノラマリゾート 長野県 富士見町
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株式会社ＯＰカンパニー 長野県 原村
有限会社アート車輌赤羽 長野県 南箕輪村
ＣＯＯＫ株式会社 長野県 宮田村
有限会社新井工務店 長野県 下條村
株式会社関川組 長野県 筑北村
有限会社山崎組 長野県 木島平村
鈴木建設株式会社 長野県 飯綱町
新井 優 長野県
大塚 禎三 長野県
北澤 政人 長野県
佐久間 光平 長野県
豊森 登也 長野県
三澤 美雪 長野県
栁澤 秀一 長野県
山﨑 芳忠 長野県
吉河 浩司 長野県
アース・クリエイト有限会社 岐阜県 岐阜市
株式会社岐東建装 岐阜県 岐阜市
医療法人くらまえ診療所 岐阜県 岐阜市
グローバルアイディアル株式会社 岐阜県 岐阜市
株式会社ケイ・プランニング 岐阜県 岐阜市
株式会社コアセルベート 岐阜県 岐阜市
株式会社Ｄ－Ｌｏｏｐ 岐阜県 岐阜市
東海ペイント株式会社 岐阜県 岐阜市
株式会社中島商会 岐阜県 岐阜市
株式会社藤澤酒店 岐阜県 岐阜市
株式会社丸英杉山組 岐阜県 岐阜市
株式会社森北冷凍機 岐阜県 岐阜市
岡本住建株式会社 岐阜県 大垣市
医療法人機能美会 岐阜県 大垣市
株式会社竹中組 岐阜県 大垣市
株式会社ＴＮＧ 岐阜県 大垣市
株式会社パインズ 岐阜県 大垣市
医療法人ユナイテッド 岐阜県 大垣市
有限会社フル永建設 岐阜県 高山市
コイキングス株式会社 岐阜県 多治見市
有限会社前畑鈑金工業所 岐阜県 多治見市
岐阜県関自動車学校株式会社 岐阜県 関市
株式会社ダイドーキッチン 岐阜県 中津川市
有限会社プリンス松葉 岐阜県 中津川市
一般社団法人インク 岐阜県 美濃市
アタッチシステム株式会社 岐阜県 瑞浪市
株式会社ＳＹ 岐阜県 羽島市
株式会社ジークリエイト 岐阜県 羽島市
ナチュールホーム株式会社 岐阜県 羽島市
有限会社森製材所 岐阜県 羽島市
八州製作株式会社 岐阜県 羽島市
株式会社田本建設 岐阜県 恵那市
ドリームジャパン株式会社 岐阜県 恵那市
有限会社躍進 岐阜県 恵那市
ユニオン機工株式会社 岐阜県 恵那市
株式会社岸本土建 岐阜県 土岐市
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株式会社オオタ 岐阜県 各務原市
有限会社小谷一製作所 岐阜県 各務原市
ジェット株式会社 岐阜県 各務原市
株式会社ナベヤ製作所 岐阜県 各務原市
株式会社森興業 岐阜県 各務原市
株式会社アリエス 岐阜県 可児市
株式会社大幸住宅可児工房 岐阜県 可児市
有限会社ＹＯＳＨＩＭＵＲＡサービス 岐阜県 可児市
株式会社丸義製材 岐阜県 山県市
加藤土木株式会社 岐阜県 飛騨市
株式会社柳組 岐阜県 飛騨市
株式会社山田プラスチック 岐阜県 郡上市
岩佐土建株式会社 岐阜県 下呂市
金子工業株式会社 岐阜県 下呂市
株式会社マルイケ 岐阜県 下呂市
有限会社ビニカ 岐阜県 海津市
株式会社油喜 岐阜県 岐南町
株式会社茶所鉄工所 岐阜県 岐南町
株式会社平出商店 岐阜県 岐南町
有限会社みの一テント 岐阜県 笠松町
有限会社日比設備 岐阜県 養老町
株式会社松永製作所 岐阜県 養老町
株式会社三谷建設 岐阜県 垂井町
有限会社冨永工務店 岐阜県 関ケ原町
株式会社チェックハウス 岐阜県 大野町
株式会社河村綜建 岐阜県 池田町
飯島建設株式会社 岐阜県 白川村
浅川 和彦 岐阜県
安藤 孝彦 岐阜県
伊藤 由二郎 岐阜県
岩﨑 裕司 岐阜県
髙木 和男 岐阜県
田中 訓 岐阜県
鄭 万寿 岐阜県
中丸 公博 岐阜県
馬場 厚次 岐阜県
早川 正文 岐阜県
藤岡 幹久 岐阜県
前原 健二 岐阜県
水野 敦志 岐阜県
吉野 興司 岐阜県
安倍藁科川漁業協同組合 静岡県 静岡市
株式会社アルプスカーモーター 静岡県 静岡市
イキイキジャパンホールディングス株式会社 静岡県 静岡市
五光建設株式会社 静岡県 静岡市
有限会社シズハン 静岡県 静岡市
株式会社スルガ通信 静岡県 静岡市
株式会社ＴＯＣオフィスコンサルティング 静岡県 静岡市
株式会社プラドウィン 静岡県 静岡市
株式会社メディエスタ 静岡県 静岡市
合同会社ライフタイム・バリュー 静岡県 静岡市
株式会社ＹＭＪ 静岡県 静岡市

33 / 70 ページ



2022年1月26日

事業者名 都道府県 市区町村

静清塗料株式会社 静岡県 静岡市
寺田電機工業株式会社 静岡県 静岡市
株式会社マリンブルー 静岡県 静岡市
有限会社ウチダ・ケミカル・コーポレイション 静岡県 静岡市
株式会社草薙薬局 静岡県 静岡市
株式会社ジェスＴＷ 静岡県 静岡市
合同会社Ｓｕｎｒａｙ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔ　Ｏｆｆｉｃｅ 静岡県 浜松市
有限会社新和機械設計 静岡県 浜松市
株式会社杉浦建築店 静岡県 浜松市
ヒキダ工事株式会社 静岡県 浜松市
松本自動車有限会社 静岡県 浜松市
株式会社クチーナ 静岡県 浜松市
株式会社クラス浜松店 静岡県 浜松市
大光電機株式会社 静岡県 浜松市
株式会社ソフテック 静岡県 浜松市
有限会社ハートフルオート 静岡県 浜松市
合同会社エスエスエス 静岡県 浜松市
株式会社住良 静岡県 浜松市
株式会社西川機械製作所 静岡県 浜松市
不二総合コンサルタント株式会社 静岡県 浜松市
株式会社ブルーニングハーツ 静岡県 浜松市
株式会社宮本モータース 静岡県 浜松市
株式会社池谷工務店 静岡県 沼津市
株式会社工藤建設 静岡県 沼津市
小林鋼材株式会社 静岡県 沼津市
株式会社タウン企画 静岡県 沼津市
株式会社鍵屋 静岡県 三島市
学校法人のびる学園 静岡県 三島市
株式会社ひしや三島プラザホテル 静岡県 三島市
井上機工株式会社 静岡県 富士宮市
ＣＯＬＯＲＳ　ＢＵＩＬＤ株式会社 静岡県 富士宮市
タケヒラトーヨー株式会社 静岡県 伊東市
株式会社増田電気 静岡県 伊東市
有限会社悠悠 静岡県 伊東市
板倉プレス工業株式会社 静岡県 島田市
株式会社ジロー製作所 静岡県 島田市
エイツリー株式会社 静岡県 富士市
エフピー化成工業株式会社 静岡県 富士市
株式会社金華堂 静岡県 富士市
駿河観光株式会社 静岡県 富士市
株式会社富士理科 静岡県 富士市
平和ハウジング株式会社 静岡県 富士市
松本工業株式会社 静岡県 富士市
渡辺建築株式会社 静岡県 富士市
豊田機械工業株式会社 静岡県 焼津市
株式会社松原園 静岡県 焼津市
有限会社エフ・ベース 静岡県 掛川市
戸塚建設株式会社 静岡県 掛川市
丸山製茶株式会社 静岡県 掛川市
株式会社佐藤種鶏産業 静岡県 藤枝市
株式会社志太紙業 静岡県 藤枝市
株式会社フラットワークス 静岡県 藤枝市
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ウィルグリーン株式会社 静岡県 御殿場市
株式会社ＰＥＡＫＳ 静岡県 御殿場市
株式会社フジモト 静岡県 御殿場市
三星電機株式会社 静岡県 下田市
鈴和建設有限会社 静岡県 湖西市
くるまや有限会社 静岡県 御前崎市
明工建設株式会社 静岡県 御前崎市
株式会社アトリエガーデン卯月苑 静岡県 伊豆の国市
ホリゾンキャピタル株式会社 静岡県 伊豆の国市
株式会社河村バーナー製作所 静岡県 牧之原市
榛南建材株式会社 静岡県 牧之原市
西山木材株式会社 静岡県 河津町
株式会社エステック 静岡県 清水町
株式会社ディー・フロンティア 静岡県 清水町
株式会社ノア 静岡県 清水町
Ｈ＆Ｓ工房合同会社 静岡県 吉田町
有限会社山本鉄工 静岡県 川根本町
株式会社袴田製作所 静岡県 森町
岸本 昭男 静岡県
早川 信宏 静岡県
株式会社ＺＯＳ 愛知県 名古屋市
株式会社チャンピオン７６ 愛知県 名古屋市
株式会社新山オールスターズ 愛知県 名古屋市
株式会社フォスター 愛知県 名古屋市
株式会社ＡＩＴＣ 愛知県 名古屋市
株式会社シナノインターナショナルコマース 愛知県 名古屋市
Ｓｍｉｌｅ　Ｓｔｏｒｙ株式会社 愛知県 名古屋市
有限会社ニューズネット 愛知県 名古屋市
株式会社リアルウッドマーケティング 愛知県 名古屋市
株式会社ワイズホーム 愛知県 名古屋市
アール株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社赤壁 愛知県 名古屋市
株式会社エフラット 愛知県 名古屋市
株式会社Ｃｕｂｅ　Ｓｐａｃｅ　Ｄｅｓｉｇｎ 愛知県 名古屋市
Ｄ－ＭＡＫ株式会社 愛知県 名古屋市
有限会社楽一 愛知県 名古屋市
株式会社ＡＰＥＸ 愛知県 名古屋市
株式会社Ｍ・ＬＡＢＯ 愛知県 名古屋市
株式会社オフィス・テイクワン 愛知県 名古屋市
中京塗装株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ナイスメイトコーポレイション 愛知県 名古屋市
株式会社中明勇貴会計事務所 愛知県 名古屋市
有限会社良工組 愛知県 名古屋市
足立工業株式会社 愛知県 名古屋市
有限会社喜東工業所 愛知県 名古屋市
有限会社みつるグループ 愛知県 名古屋市
森岡産業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ラージック 愛知県 名古屋市
株式会社リクルーティング・デザイン 愛知県 名古屋市
株式会社アイネクション 愛知県 名古屋市
株式会社アクセス 愛知県 名古屋市
株式会社アンホーム 愛知県 名古屋市
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株式会社一和工務店 愛知県 名古屋市
株式会社ＮＩＷ 愛知県 名古屋市
株式会社Ｋａｎｋｏｕ 愛知県 名古屋市
株式会社久野伝之助商店 愛知県 名古屋市
社会福祉法人こひつじ会 愛知県 名古屋市
株式会社タツトリ 愛知県 名古屋市
株式会社中島紙工 愛知県 名古屋市
株式会社ＮＥＸＴイノベーション 愛知県 名古屋市
㈱バーチャルメカニクス 愛知県 名古屋市
株式会社プランナーズランド 愛知県 名古屋市
株式会社プロジェクトセレネ 愛知県 名古屋市
ＰＲＯＴＥＣＴＪＡＰＡＮ株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ベルテクノ 愛知県 名古屋市
株式会社ＨＯＰＥ． 愛知県 名古屋市
有限会社星王 愛知県 名古屋市
税理士法人マイスター 愛知県 名古屋市
株式会社丸協 愛知県 名古屋市
ミツワ株式会社 愛知県 名古屋市
矢島技研株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ｌｕｏｖａ 愛知県 名古屋市
福田金属株式会社 愛知県 名古屋市
一般社団法人ふじの会 愛知県 名古屋市
朝日産業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社　花の千正園 愛知県 名古屋市
株式会社Ｖｏｉｃｅ 愛知県 名古屋市
吉田機械興業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社いちゆうフィールド 愛知県 名古屋市
伊藤自動車工業株式会社 愛知県 名古屋市
栄和産業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社大増コンサルタンツ 愛知県 名古屋市
有限会社甲斐製作所 愛知県 名古屋市
コンフィライフメディカル株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社セブンデイズプラス 愛知県 名古屋市
日本電子設備株式会社 愛知県 名古屋市
前田プレス工業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社宮田工業 愛知県 名古屋市
ワークス株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社カフェヨシノ 愛知県 名古屋市
株式会社佐藤鉄工所 愛知県 名古屋市
東海タンカー株式会社 愛知県 名古屋市
有限会社カワイ 愛知県 名古屋市
名古屋技研工業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社南部製作所 愛知県 名古屋市
日清鋼業株式会社 愛知県 名古屋市
二葉タクシー株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社村田工業 愛知県 名古屋市
株式会社米岡 愛知県 名古屋市
佐藤電気株式会社 愛知県 名古屋市
中京ストレージ株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社フジ勢 愛知県 名古屋市
株式会社マナギ 愛知県 名古屋市
愛知畜産協同株式会社 愛知県 名古屋市
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大高タクシー株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社オカダエンジニアリング 愛知県 名古屋市
株式会社ＫＨエンジニアリング 愛知県 名古屋市
株式会社Ｋ’Ｓアソシエイト 愛知県 名古屋市
株式会社シセイ 愛知県 名古屋市
中部ゴム株式会社 愛知県 名古屋市
ＴＳＫ株式会社 愛知県 名古屋市
合同会社ケアファーム星ヶ丘 愛知県 名古屋市
株式会社考建 愛知県 名古屋市
株式会社つくる 愛知県 名古屋市
学校法人名古屋東学院 愛知県 名古屋市
株式会社ベックセントラルエステート 愛知県 名古屋市
明日翔ナレッジワーカーズ税理士法人 愛知県 名古屋市
株式会社トライエージェンシー 愛知県 名古屋市
株式会社バックアンドヤード 愛知県 名古屋市
株式会社福明会 愛知県 名古屋市
IZUMA株式会社 愛知県 豊橋市
伊藤保険株式会社 愛知県 豊橋市
エース情報システム有限会社 愛知県 豊橋市
株式会社カーステーション．ＫＡＭＩＹＡ 愛知県 豊橋市
株式会社空間建築‐傳 愛知県 豊橋市
医療法人使誠会 愛知県 豊橋市
豊橋鍍金工業株式会社 愛知県 豊橋市
浜富士株式会社 愛知県 豊橋市
株式会社豊販 愛知県 豊橋市
株式会社雅トータルデザイン 愛知県 豊橋市
株式会社ミラゲン 愛知県 豊橋市
ＵＷＳ株式会社 愛知県 豊橋市
株式会社アイチサイエンス 愛知県 岡崎市
株式会社イナック 愛知県 岡崎市
有限会社テラシマ企画 愛知県 岡崎市
Ｗｏｎｄｅｒ　Ｓｔａｇｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ株式会社 愛知県 岡崎市
株式会社河合工務店 愛知県 一宮市
株式会社ＧＲＡＣＥ 愛知県 一宮市
株式会社サトワ電工 愛知県 一宮市
株式会社ＳＵＢＡＲＵ　ＫＯＧＹＯ 愛知県 一宮市
有限会社全日工務店 愛知県 一宮市
大昌工業株式会社 愛知県 一宮市
株式会社たくわ 愛知県 一宮市
株式会社ノエル 愛知県 一宮市
有限会社森野工務店 愛知県 一宮市
株式会社山本定 愛知県 一宮市
株式会社Ｙｕ－ｋｉ　Ｐｒｏ 愛知県 一宮市
株式会社Ｓｈｉｎ 愛知県 瀬戸市
瀬戸ガス株式会社 愛知県 瀬戸市
合資会社マルワイ矢野製陶所 愛知県 瀬戸市
株式会社ＡＣマテリアル 愛知県 半田市
有限会社ガレージ・ケイ 愛知県 半田市
株式会社コウテックエンジ 愛知県 半田市
有限会社サカキ園芸場 愛知県 半田市
株式会社マルモ 愛知県 半田市
ミロク工業株式会社 愛知県 半田市
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株式会社アンドエイト 愛知県 春日井市
株式会社エデュケーションＮＥＴ 愛知県 春日井市
有限会社サトー 愛知県 春日井市
医療法人参方善さくら会 愛知県 春日井市
株式会社三和ライト工業所 愛知県 春日井市
有限会社ＳＥＹＲＹＯ 愛知県 春日井市
プラミング設備合同会社 愛知県 春日井市
株式会社西海フーズ 愛知県 豊川市
有限会社あさひ設備 愛知県 津島市
株式会社ナカショウ 愛知県 碧南市
アイエムメディカル株式会社 愛知県 刈谷市
株式会社神芳建設 愛知県 刈谷市
株式会社岡田製作所 愛知県 豊田市
株式会社カトウテクノ 愛知県 豊田市
川端建設株式会社 愛知県 豊田市
株式会社サンキョウプロテック 愛知県 豊田市
株式会社ジェイピーシー 愛知県 豊田市
株式会社大幸 愛知県 豊田市
株式会社平プロモート 愛知県 豊田市
有限会社鳥居材木店 愛知県 豊田市
株式会社ハートランド 愛知県 豊田市
株式会社八木製作所 愛知県 豊田市
株式会社アルシス 愛知県 安城市
株式会社沓名産業 愛知県 安城市
有限会社さがみや 愛知県 安城市
株式会社ツヅキ電気コーポレーション 愛知県 西尾市
株式会社雅総建 愛知県 西尾市
株式会社壱誠 愛知県 蒲郡市
有限会社ハイテクノ 愛知県 蒲郡市
株式会社春日井金型 愛知県 常滑市
株式会社カラフルコンテナ 愛知県 江南市
株式会社カムイワークスジャパン 愛知県 小牧市
ダイキ精工株式会社 愛知県 小牧市
株式会社日水建 愛知県 小牧市
株式会社ノバ・ジャパン 愛知県 小牧市
株式会社和田設備工業 愛知県 小牧市
株式会社オーテクニック 愛知県 稲沢市
株式会社オートライフジョイ 愛知県 東海市
ミライ緑化株式会社 愛知県 東海市
株式会社アセットリンク 愛知県 大府市
株式会社八神 愛知県 大府市
株式会社知多ピーアールセンター 愛知県 知多市
株式会社中日ピーアール 愛知県 知多市
ＬＵＸＡＳ株式会社 愛知県 知多市
株式会社愛央技研 愛知県 尾張旭市
有限会社　アドバンテック 愛知県 尾張旭市
医療法人あらかわ医院 愛知県 尾張旭市
トータルシステム株式会社 愛知県 尾張旭市
アイテック株式会社 愛知県 岩倉市
株式会社愛北工務店 愛知県 岩倉市
株式会社テスコ 愛知県 豊明市
社会福祉法人ねむの木 愛知県 日進市
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株式会社ビートソニック 愛知県 日進市
株式会社昭真会 愛知県 愛西市
株式会社ひまわりケアサービス 愛知県 愛西市
特定非営利活動法人セブンデイズ 愛知県 清須市
株式会社創繕 愛知県 清須市
ブライトペイント株式会社 愛知県 清須市
有限会社フリーランス 愛知県 清須市
中部特殊合板株式会社 愛知県 北名古屋市
日邦興産株式会社 愛知県 北名古屋市
株式会社名岐防水 愛知県 あま市
株式会社ＮＯＭＡＤ 愛知県 長久手市
株式会社フォルツァ 愛知県 長久手市
合同会社りんどう 愛知県 長久手市
有限会社河合建築 愛知県 東郷町
株式会社プロコ 愛知県 東郷町
株式会社リードプラン 愛知県 東郷町
株式会社リアルエステート・プラン 愛知県 蟹江町
株式会社タケウチ金型 愛知県 武豊町
有限会社オカモト自動車 愛知県 幸田町
青木 義忠 愛知県
朝倉 寛 愛知県
石川 実 愛知県
伊藤 誠悟 愛知県
伊藤 欣薫 愛知県
大矢 功道 愛知県
小倉 康敬 愛知県
金川 義信 愛知県
小島 克修 愛知県
小林 弘和 愛知県
榊原 勝正 愛知県
佐々木 亨 愛知県
澤田 良司 愛知県
柴田 雄太 愛知県
杉浦 賢哉 愛知県
杉江 麻希 愛知県
杉本 義宏 愛知県
鈴木 一成 愛知県
鈴木 貴世 愛知県
成瀬 智穂 愛知県
新美 満 愛知県
橋本 彰史 愛知県
林 崇朗 愛知県
久富 温 愛知県
広川 強 愛知県
細田 紘輔 愛知県
松井 健一郎 愛知県
松田 義文 愛知県
眞鍋 信一 愛知県
道倉 慎吾 愛知県
宮田 道雄 愛知県
弓削 恵 愛知県
米本 益栄 愛知県
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株式会社ＡｒｃＴｈｒｅｅ 三重県 津市
株式会社アイケーディ 三重県 津市
株式会社アルム 三重県 津市
株式会社井谷工務店 三重県 津市
有限会社エムケーシー 三重県 津市
医療法人聖峯会 三重県 津市
株式会社成樹住建 三重県 津市
原田土地開発株式会社 三重県 津市
株式会社共同 三重県 四日市市
有限会社くろい建設 三重県 四日市市
社会福祉法人鐘和 三重県 四日市市
新興建設株式会社 三重県 四日市市
株式会社ＴＯＧＯ 三重県 四日市市
医療法人にいみ歯科医院 三重県 四日市市
有限会社万善不動産 三重県 四日市市
美富士建設株式会社 三重県 四日市市
医療法人オリーブ会 三重県 伊勢市
株式会社伊松 三重県 松阪市
有限会社長柾 三重県 松阪市
株式会社双葉石材 三重県 松阪市
丸亀産業株式会社 三重県 松阪市
株式会社ミヤテック 三重県 松阪市
有限会社Ｊ・カンキョー中部 三重県 桑名市
中央自動車株式会社 三重県 桑名市
株式会社平野 三重県 桑名市
株式会社ＨＯＲＮ 三重県 桑名市
株式会社大久保建設 三重県 鈴鹿市
株式会社Ｍｏｃｏ’ｓ　ｃｏｍｐａｎｙ 三重県 名張市
三栄工業株式会社 三重県 伊賀市
株式会社ＯＳＫ 三重県 東員町
有限会社廣嶋製作所 三重県 東員町
株式会社ゴトー 三重県 明和町
株式会社丸八土建 三重県 大台町
青山 晃一 三重県
粟野 仁博 三重県
大西 範尚 三重県
滝澤 多佳子 三重県
舘 真由香 三重県
藤本 大智 三重県
馬路 敏明 三重県
湊 賢一郎 三重県
社会福祉法人大津子どもの家福祉会 滋賀県 大津市
岡本電気株式会社 滋賀県 大津市
木村電工株式会社 滋賀県 大津市
東洋建設株式会社 滋賀県 大津市
株式会社中原工務店 滋賀県 大津市
株式会社ＨＡＮＡＢＯＺＥ 滋賀県 大津市
特定非営利活動法人夢の木 滋賀県 大津市
株式会社アートプラン 滋賀県 彦根市
エースパワージャパン株式会社 滋賀県 彦根市
株式会社橋本建設 滋賀県 彦根市
有限会社北川自動車工業 滋賀県 長浜市
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株式会社シガウッド 滋賀県 長浜市
医療法人安井歯科 滋賀県 長浜市
株式会社タカフジ 滋賀県 近江八幡市
株式会社アヤシロ 滋賀県 草津市
株式会社ＭＮＫ 滋賀県 草津市
株式会社協同 滋賀県 草津市
株式会社太洋商店 滋賀県 守山市
株式会社エフアイ 滋賀県 栗東市
エムズワークス株式会社 滋賀県 栗東市
株式会社ルポハウス 滋賀県 栗東市
株式会社アートホームサービス 滋賀県 甲賀市
株式会社市原建機 滋賀県 甲賀市
株式会社大野組 滋賀県 甲賀市
株式会社ＳｅＯｍｉ 滋賀県 野洲市
大和産業株式会社 滋賀県 湖南市
株式会社可以登楼 滋賀県 高島市
税理士法人小畑会計事務所 滋賀県 高島市
株式会社栄 滋賀県 高島市
奥井 敦史 滋賀県
北村 俊満 滋賀県
桑野 夏州久 滋賀県
杉江 元 滋賀県
株式会社蔵元中野商店 京都府 京都市
琴株式会社 京都府 京都市
コバオリ株式会社 京都府 京都市
株式会社テクノ北山 京都府 京都市
有限会社山本食品 京都府 京都市
株式会社冨田屋 京都府 京都市
有限会社イマイ・メディカル・ケア 京都府 京都市
株式会社銀閣寺大西 京都府 京都市
医療法人寿尚会 京都府 京都市
株式会社メディカ 京都府 京都市
株式会社モーリ 京都府 京都市
ＡＩＭＥＸ－ＪＡＰＡＮ株式会社 京都府 京都市
株式会社菊水製作所 京都府 京都市
譽田屋源兵衛株式会社 京都府 京都市
株式会社塚本 京都府 京都市
株式会社中郷 京都府 京都市
日本防火産業株式会社 京都府 京都市
株式会社ハウジングホース 京都府 京都市
株式会社Ｐａｄｇ 京都府 京都市
株式会社ＦｉｒｓｔＬｉｎｅ 京都府 京都市
医療法人大和英寿会 京都府 京都市
株式会社湯浅與七商店 京都府 京都市
和光株式会社 京都府 京都市
アートホーム株式会社 京都府 京都市
株式会社ガーネット 京都府 京都市
株式会社香彩堂 京都府 京都市
株式会社佐野家 京都府 京都市
株式会社塚腰運送 京都府 京都市
双葉メンテナンス工業株式会社 京都府 京都市
株式会社ＵＭ．ＣＲＥＡＴＥ 京都府 京都市
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株式会社ゆめみ 京都府 京都市
株式会社ライフイノベーション 京都府 京都市
株式会社久保村製作所 京都府 京都市
株式会社ティーエーティー 京都府 京都市
丸武木材株式会社 京都府 京都市
美濃清商工株式会社 京都府 京都市
株式会社翔工務店 京都府 京都市
ジャパン京都コーポレーション株式会社 京都府 京都市
株式会社武弘産業 京都府 京都市
ブルーガーデン株式会社 京都府 京都市
有限会社アイデン 京都府 京都市
有限会社油忠石塚商店 京都府 京都市
株式会社Ａｎｄ　Ｊａｐａｎ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ 京都府 京都市
株式会社上野建築事務所 京都府 京都市
有限会社みやこ 京都府 京都市
リードインスペクト株式会社 京都府 京都市
Ｋ－ＴＥＣ株式会社 京都府 京都市
有限会社佐藤製作所 京都府 京都市
三興設備株式会社 京都府 京都市
株式会社シナノトレーディング 京都府 京都市
株式会社フジタ 京都府 京都市
株式会社マルイ 京都府 京都市
高塚管理サービス株式会社 京都府 京都市
株式会社ユウコス 京都府 京都市
ライマー株式会社 京都府 京都市
福知山興業株式会社 京都府 福知山市
Ｙ＆Ｓ株式会社 京都府 福知山市
アイシンクス不動産有限会社 京都府 舞鶴市
舞鶴倉庫株式会社 京都府 舞鶴市
有限会社樋口商会 京都府 綾部市
株式会社ミシマ 京都府 綾部市
河本建設株式会社 京都府 宇治市
三和研磨工業株式会社 京都府 宇治市
株式会社中井製作所 京都府 宇治市
株式会社ハッピーテラダ 京都府 宇治市
有限会社みらい建設 京都府 宇治市
株式会社井尻ハウビング 京都府 亀岡市
木曽建設株式会社 京都府 亀岡市
センサテック株式会社 京都府 亀岡市
農事組合法人ほづ 京都府 亀岡市
株式会社山村建設 京都府 亀岡市
株式会社杜若園芸 京都府 城陽市
丸和株式会社 京都府 向日市
株式会社こぶや商事 京都府 京田辺市
ＪＡＭＭＩＮ合同会社 京都府 京田辺市
株式会社澤土木 京都府 京丹後市
株式会社新治田中組 京都府 京丹後市
株式会社高屋土建 京都府 南丹市
宮城建設株式会社 京都府 木津川市
株式会社クレバー 京都府 久御山町
精和工業株式会社 京都府 久御山町
株式会社ＹＡＳＡＩ 京都府 精華町
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梅田土建株式会社 京都府 京丹波町
泉 寿満 京都府
井上 忠昭 京都府
岩本 哲也 京都府
上原 祐貴 京都府
清木場 豊一 京都府
國重 和男 京都府
神山 卓也 京都府
小嶌 隆 京都府
近藤 憂希 京都府
島田 朋子 京都府
泰間 康平 京都府
高井 浩平 京都府
出島 義裕 京都府
堀口 将太 京都府
矢倉 大介 京都府
吉田 史樹 京都府
株式会社ＫＬＪ 大阪府 大阪市
株式会社健康の杜 大阪府 大阪市
株式会社Ｐ．Ｉ． 大阪府 大阪市
株式会社樋口住建 大阪府 大阪市
今村株式会社 大阪府 大阪市
株式会社佳永商会 大阪府 大阪市
株式会社響伸工業 大阪府 大阪市
株式会社特水 大阪府 大阪市
株式会社Ｙ－Ｃｌａｓｓ 大阪府 大阪市
有限会社大津製作所 大阪府 大阪市
株式会社プラウド 大阪府 大阪市
株式会社明和製作所 大阪府 大阪市
あさひ高速印刷株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ＬＥＫ 大阪府 大阪市
株式会社サンエイ 大阪府 大阪市
サンフォレスト株式会社 大阪府 大阪市
株式会社シキラマ 大阪府 大阪市
昌栄機工株式会社 大阪府 大阪市
株式会社しょうわ 大阪府 大阪市
株式会社新日本リース販売 大阪府 大阪市
９株式会社 大阪府 大阪市
中西プラスチック株式会社 大阪府 大阪市
株式会社マルシャン 大阪府 大阪市
ヨツギ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ｌａｂ 大阪府 大阪市
レプラスデザイン株式会社 大阪府 大阪市
株式会社とと屋 大阪府 大阪市
ヰゲタ鋼管工業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社エースパック 大阪府 大阪市
医療法人幸明会 大阪府 大阪市
有限会社大吉 大阪府 大阪市
社会福祉法人天森誠和会 大阪府 大阪市
株式会社エムアンドエムフーズ 大阪府 大阪市
第一商事株式会社 大阪府 大阪市
株式会社武水産 大阪府 大阪市

43 / 70 ページ



2022年1月26日

事業者名 都道府県 市区町村

ネクストイノベーション株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ヤナセライティング 大阪府 大阪市
イワキ・モリタニ電工株式会社 大阪府 大阪市
コロナ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社新興電機製作所 大阪府 大阪市
株式会社ＳＯＬＥ　ＣＯＭＰＡＮＹ 大阪府 大阪市
精工産業株式会社 大阪府 大阪市
八栄建築総合株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ＩＲＩＳ 大阪府 大阪市
天野フォークリフト株式会社 大阪府 大阪市
株式会社アルファリフォーム 大阪府 大阪市
株式会社梅田白雲台 大阪府 大阪市
白くま調剤株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ＴＫＹ 大阪府 大阪市
鳴門屋製パン株式会社 大阪府 大阪市
パラシフト合同会社 大阪府 大阪市
株式会社Ｇｒｏｗ 大阪府 大阪市
株式会社アドム 大阪府 大阪市
株式会社オージー塗装工事 大阪府 大阪市
株式会社シュウケン 大阪府 大阪市
大希産業株式会社 大阪府 大阪市
ダブルファクトリー株式会社 大阪府 大阪市
萬新有限会社 大阪府 大阪市
株式会社シューテック 大阪府 大阪市
社会福祉法人あさか会 大阪府 大阪市
株式会社アストライ 大阪府 大阪市
株式会社ＡＪ 大阪府 大阪市
合同会社永和 大阪府 大阪市
株式会社岸田総合事務所 大阪府 大阪市
株式会社北川化成 大阪府 大阪市
中原酒販株式会社 大阪府 大阪市
株式会社カインドリフォーム 大阪府 大阪市
有限会社真銅カバン店 大阪府 大阪市
匠工房合同会社 大阪府 大阪市
株式会社メディカルソフト 大阪府 大阪市
株式会社レガプロ 大阪府 大阪市
株式会社稲垣精密工作所 大阪府 大阪市
九星電機工業株式会社 大阪府 大阪市
有限会社清水印刷所 大阪府 大阪市
いつき株式会社 大阪府 大阪市
株式会社エルムズクリエイト 大阪府 大阪市
オー・ケイ・エス株式会社 大阪府 大阪市
ＣＲＣ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社シーバス 大阪府 大阪市
ｓｈａｒｅｔｒｅｅ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社シズル 大阪府 大阪市
ＣＨＩＪＡ株式会社 大阪府 大阪市
Ｔｉｎｔ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ベルチャイルド 大阪府 大阪市
ラーン不動産株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ラインホームエステート 大阪府 大阪市
株式会社関西機器製作所 大阪府 大阪市
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株式会社Ｇｒａｎｄｅｕｒ 大阪府 大阪市
株式会社清大 大阪府 大阪市
医療法人泰恵会 大阪府 大阪市
藤原産業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社オルセル 大阪府 大阪市
有限会社キャッスル 大阪府 大阪市
有限会社匡盛土木 大阪府 大阪市
株式会社ともや工芸 大阪府 大阪市
株式会社ネクステラ 大阪府 大阪市
フイッシングエイト株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ミツヒロ 大阪府 大阪市
特許業務法人あーく特許事務所 大阪府 大阪市
株式会社ＡＳＨ 大阪府 大阪市
株式会社ＡＬＣ 大阪府 大阪市
株式会社アルフアー 大阪府 大阪市
ＳＫハウジング株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ＥＦＦＯＲＴ 大阪府 大阪市
オーエス株式会社 大阪府 大阪市
株式会社カスタメディア 大阪府 大阪市
甲東商事株式会社 大阪府 大阪市
弁護士法人権藤＆パートナーズ 大阪府 大阪市
社会保険労務士法人さくら労務 大阪府 大阪市
株式会社Ｊ・Ｓ 大阪府 大阪市
ＪＰ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社シコンアート 大阪府 大阪市
株式会社シュアーイノベーション 大阪府 大阪市
株式会社ドリーム・チーム 大阪府 大阪市
日本内装株式会社 大阪府 大阪市
ピクシスジャパン株式会社 大阪府 大阪市
合同会社プラスシステム 大阪府 大阪市
株式会社プラストホーム 大阪府 大阪市
株式会社Ｂｒｕｓｈｕｐ 大阪府 大阪市
一般社団法人プレイズ 大阪府 大阪市
株式会社ｍｉｒａｉｓｍ 大阪府 大阪市
株式会社ユアブレインズ 大阪府 大阪市
株式会社雄交 大阪府 大阪市
米山化学工業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社Ｌｉｅｎ 大阪府 大阪市
ＡＲＴ株式会社 大阪府 大阪市
アイトス株式会社 大阪府 大阪市
株式会社アウル 大阪府 大阪市
税理士法人アクセス 大阪府 大阪市
株式会社Ｈｒｓ 大阪府 大阪市
株式会社ヴィス 大阪府 大阪市
株式会社ウメザワ 大阪府 大阪市
栄和産業株式会社 大阪府 大阪市
エクスポート・ジャパン株式会社 大阪府 大阪市
株式会社オ・セイリュウ 大阪府 大阪市
特定非営利活動法人大阪ＮＰＯセンター 大阪府 大阪市
株式会社ＡＵＴＯ　ＬＯＧＩＳＴＩＣＳ　ＪＡＰＡＮ 大阪府 大阪市
岡安商事株式会社 大阪府 大阪市
外部空間デザイン・グラン株式会社 大阪府 大阪市
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株式会社河童ヌードル 大阪府 大阪市
カテラ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社川崎屋 大阪府 大阪市
株式会社ＣＡＬ 大阪府 大阪市
株式会社ＫＩＮＧ　ＢＲＩＤＧＥ 大阪府 大阪市
株式会社クレエ 大阪府 大阪市
株式会社宏偉 大阪府 大阪市
興和アシスト株式会社 大阪府 大阪市
ＣＯ．ＣＯ．ＷＥＳＴ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社コスモ建築デザイン事務所 大阪府 大阪市
株式会社ＳＩＲＣ 大阪府 大阪市
株式会社サンポリマー 大阪府 大阪市
株式会社三和アイシス 大阪府 大阪市
有限会社ジージーピー 大阪府 大阪市
合同会社ＳＥＥＤ 大阪府 大阪市
株式会社社会福祉研究所 大阪府 大阪市
株式会社ＧＩＲＡＦＦＥ　Ｚ 大阪府 大阪市
神連株式会社 大阪府 大阪市
株式会社スイテック研究所 大阪府 大阪市
株式会社スリーエイチ 大阪府 大阪市
高橋食品株式会社 大阪府 大阪市
一般社団法人なかの屋 大阪府 大阪市
株式会社日本リビングサポート 大阪府 大阪市
株式会社Ｐｅｎｓｅｕｒ 大阪府 大阪市
株式会社ＨＩＴ 大阪府 大阪市
博友株式会社 大阪府 大阪市
株式会社フォレストシンフォニー 大阪府 大阪市
株式会社ヘルシーベスト 大阪府 大阪市
株式会社ラ・ヴィーニュ 大阪府 大阪市
ライフサイクル株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ＬＩＢＥＲＡ　ＰＲＩＭＥ 大阪府 大阪市
株式会社ルーミナス 大阪府 大阪市
キーストーン株式会社 大阪府 堺市
株式会社サンユー都市開発 大阪府 堺市
株式会社大塚フーズ 大阪府 堺市
昌和産業株式会社 大阪府 堺市
株式会社陵東製作所 大阪府 堺市
サンフエニツクス株式会社 大阪府 堺市
株式会社イマムラ 大阪府 堺市
大森工建株式会社 大阪府 堺市
シャープ化学工業株式会社 大阪府 堺市
Ｆｕｎ　Ｌｅｖｅｒ株式会社 大阪府 堺市
プロスペクト株式会社 大阪府 堺市
有限会社平成自動車 大阪府 堺市
泉北光明池専門店事業協同組合 大阪府 堺市
株式会社アヴァンス 大阪府 堺市
株式会社ＫＳＮ 大阪府 堺市
株式会社町田工務店 大阪府 堺市
京阪久宝株式会社 大阪府 堺市
株式会社Ｋ－ＣＲＡＦＴ 大阪府 岸和田市
株式会社マーシュ 大阪府 岸和田市
株式会社一坂工業 大阪府 豊中市
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株式会社Ｇｏｏｄ　Ｈｉｌｌ 大阪府 豊中市
社会福祉法人豊中ファミリー 大阪府 豊中市
医療法人博友会 大阪府 豊中市
株式会社ロジカ・エデュケーション 大阪府 池田市
株式会社ケンズ 大阪府 吹田市
株式会社トラストテクノス 大阪府 吹田市
株式会社ビーツ 大阪府 吹田市
医療法人翼翔会 大阪府 吹田市
医療法人仁齢会 大阪府 泉大津市
医療法人知勇会 大阪府 高槻市
株式会社フジワークホテルマネジメント 大阪府 高槻市
双伸ライニング株式会社 大阪府 貝塚市
医療法人愛泉会 大阪府 守口市
株式会社芦田 大阪府 守口市
近藤プロパティ株式会社 大阪府 守口市
株式会社デイケア憩 大阪府 守口市
有限会社久宗自友 大阪府 守口市
藤中産業株式会社 大阪府 守口市
株式会社リブラハウジング 大阪府 守口市
株式会社ＬＮＪ 大阪府 枚方市
株式会社椿工務店 大阪府 枚方市
株式会社トラスティーホーム 大阪府 枚方市
有限会社平石製作所 大阪府 枚方市
ウエダ産業株式会社 大阪府 茨木市
日本特殊機械株式会社 大阪府 茨木市
見山製紙工業株式会社 大阪府 茨木市
株式会社ＮＫＳ－４０５ 大阪府 八尾市
特定非営利活動法人Ｏｆｆｉｃｅノーマライゼーション 大阪府 八尾市
サカモト工業株式会社 大阪府 八尾市
三幸機工株式会社 大阪府 八尾市
有限会社新栄精器 大阪府 八尾市
株式会社セフテック 大阪府 八尾市
株式会社ティーエルエス 大阪府 八尾市
ディンク株式会社 大阪府 八尾市
社会福祉法人福育会 大阪府 八尾市
株式会社メディカルサポートラボ 大阪府 八尾市
株式会社Ｒｉｖｅｌｅ 大阪府 八尾市
株式会社亀谷製作所 大阪府 泉佐野市
株式会社太田塗装工業所 大阪府 富田林市
有限会社糀谷スチール 大阪府 富田林市
株式会社ティー・アンド・ティー 大阪府 富田林市
朝日熱処理工業株式会社 大阪府 寝屋川市
株式会社ＥＡＳＴコーポレーション 大阪府 寝屋川市
株式会社岩本モデル製作所 大阪府 寝屋川市
株式会社ゲイヨー 大阪府 寝屋川市
有限会社志建設 大阪府 寝屋川市
株式会社みどりの大地 大阪府 寝屋川市
アーキアキカゼ株式会社 大阪府 河内長野市
上原水道建設株式会社 大阪府 河内長野市
有限会社トップイノベート 大阪府 河内長野市
株式会社熔工社 大阪府 河内長野市
やまもと運搬株式会社 大阪府 松原市
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石橋鉄工株式会社 大阪府 大東市
株式会社エスポワール 大阪府 大東市
大阪中央ダイカスト株式会社 大阪府 大東市
株式会社大東工務店 大阪府 大東市
株式会社力建設 大阪府 和泉市
株式会社めばえ建築 大阪府 和泉市
ユウハウジング株式会社 大阪府 和泉市
エスエイチホーム株式会社 大阪府 箕面市
株式会社角英 大阪府 箕面市
近畿セイビ株式会社 大阪府 箕面市
日本パワーファスニング株式会社 大阪府 箕面市
株式会社福祉サポートホーム 大阪府 箕面市
株式会社ｍｕｋ 大阪府 箕面市
株式会社ＣＯＭＥＦＩＥＬＤ 大阪府 柏原市
株式会社北陸ヨシナカ 大阪府 柏原市
医療法人健泉会 大阪府 羽曳野市
医療法人厚和会 大阪府 羽曳野市
株式会社ボルド 大阪府 羽曳野市
株式会社森下技建 大阪府 羽曳野市
栄光自動車株式会社 大阪府 門真市
日匠テック株式会社 大阪府 門真市
学校法人邨橋学園 大阪府 門真市
株式会社レインボー 大阪府 門真市
有限会社アイビーエフ 大阪府 摂津市
株式会社オカダフーズ 大阪府 摂津市
株式会社アール・ジェイ・エス 大阪府 東大阪市
アットクリエイト株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社出雲建築設計 大阪府 東大阪市
株式会社オーミヤ 大阪府 東大阪市
株式会社オカムラ技研 大阪府 東大阪市
株式会社キムラテック 大阪府 東大阪市
鴻南産業株式会社 大阪府 東大阪市
ゴオダ工業株式会社 大阪府 東大阪市
シマ金物株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社伸和工業所 大阪府 東大阪市
ノースヒルズ溶接工業株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社ブローバック 大阪府 東大阪市
株式会社豊栄製作所 大阪府 東大阪市
明和ゴム株式会社 大阪府 東大阪市
森村金属株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社魚政 大阪府 泉南市
ハンワホームズ株式会社 大阪府 泉南市
株式会社北村商店 大阪府 交野市
泉北エンジニアリング株式会社 大阪府 大阪狭山市
松浦建設株式会社 大阪府 大阪狭山市
株式会社翔心堂 大阪府 阪南市
辻茂製菓有限会社 大阪府 阪南市
ＳＥプラス株式会社 大阪府 島本町
堀井建設株式会社 大阪府 熊取町
株式会社エクステリアエイト 大阪府 河南町
Ｇａｒｄｅｎ’ｓ　Ｈｏｐｅ株式会社 大阪府 河南町
名阪真空工業株式会社 大阪府 河南町
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安藤 雅輝 大阪府
石村 正美 大阪府
内田 宗德 大阪府
大山 秀樹 大阪府
岡 哲史 大阪府
岡村 悟志 大阪府
小田 昭彦 大阪府
楮原 一美 大阪府
笠谷 昭一 大阪府
金子 滋之 大阪府
兼光 泰輔 大阪府
河合 壽章 大阪府
川田 敬典 大阪府
金城 吉雄 大阪府
久保 裕司 大阪府
栗栖 英俊 大阪府
坂口 由記 大阪府
佐々田 博紀 大阪府
下田 明美 大阪府
下高 正也 大阪府
下出 毅 大阪府
菅 隆行 大阪府
鈴木 章伸 大阪府
高田 章弘 大阪府
谷水 桐子 大阪府
辻本 文英 大阪府
名城 政利 大阪府
西口 穣介 大阪府
西森 広介 大阪府
服部 香織 大阪府
花岡 佑真 大阪府
久田 一男 大阪府
樋田 彬 大阪府
細川 隆弘 大阪府
三嶋 勝 大阪府
宮永 敏生 大阪府
森川 圭悟 大阪府
安本 康一郎 大阪府
山倉 勇 大阪府
山本 善則 大阪府
横石 和久 大阪府
アールケイプラニング有限会社 兵庫県 神戸市
株式会社三朋フーズ 兵庫県 神戸市
有限会社菅野商店 兵庫県 神戸市
有限会社魚半 兵庫県 神戸市
株式会社オールライト 兵庫県 神戸市
岡本水産商業株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社グレイスファーマシー 兵庫県 神戸市
有限会社ケインズリカー 兵庫県 神戸市
起多プレス工業株式会社 兵庫県 神戸市
ＫＵＮＡＩ株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社モードナカムラ 兵庫県 神戸市
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株式会社上松工務店 兵庫県 神戸市
有限会社福田電気商会 兵庫県 神戸市
ＮＰＯ法人オープンエア 兵庫県 神戸市
クオリティライフ株式会社 兵庫県 神戸市
有限会社梅村商店 兵庫県 神戸市
有限会社カーシステム神戸 兵庫県 神戸市
特定非営利活動法人かつらぎ・こどものやかた 兵庫県 神戸市
株式会社ホソカワ組 兵庫県 神戸市
医療法人社団三好歯科矯正歯科医院 兵庫県 神戸市
株式会社近畿保証サービス 兵庫県 神戸市
株式会社クオーレ 兵庫県 神戸市
クロノスホーム株式会社 兵庫県 神戸市
神戸船用品株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社とんかつ武蔵 兵庫県 神戸市
株式会社ナリカワ 兵庫県 神戸市
弁護士法人東町法律事務所 兵庫県 神戸市
米田工機 株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社アイ．ワールドカンパニー 兵庫県 姫路市
有限会社大畑建築事務所 兵庫県 姫路市
株式会社おさるの森 兵庫県 姫路市
株式会社北村工業 兵庫県 姫路市
喜多村工業用品株式会社 兵庫県 姫路市
株式会社Ｃ・ＳＹＳＴＥＭ 兵庫県 姫路市
株式会社スポーツマン 兵庫県 姫路市
一般社団法人パーマネント・クリエイティブ・マインド 兵庫県 姫路市
株式会社橋本鐵工 兵庫県 姫路市
株式会社正光 兵庫県 姫路市
株式会社三宅工務店 兵庫県 姫路市
株式会社リアルトラスト 兵庫県 姫路市
Ａｎｉｎｏ貿易株式会社 兵庫県 尼崎市
株式会社オー・エム・ピー 兵庫県 尼崎市
株式会社小倉屋居内 兵庫県 尼崎市
有限会社サントップ 兵庫県 尼崎市
塩浜工業株式会社 兵庫県 尼崎市
大英技研株式会社 兵庫県 尼崎市
株式会社ＴＲＵＳＴ 兵庫県 尼崎市
株式会社ＴＲＡＮＳ　ＦＯＲＣＥ 兵庫県 尼崎市
株式会社橋本工務店 兵庫県 尼崎市
浜田化学株式会社 兵庫県 尼崎市
有限会社バンプラス 兵庫県 尼崎市
有限会社広電 兵庫県 尼崎市
増田精機株式会社 兵庫県 尼崎市
あかし多幸株式会社 兵庫県 明石市
有限会社永樂堂 兵庫県 明石市
平﨑石油株式会社 兵庫県 明石市
一心青果株式会社 兵庫県 西宮市
株式会社ベストペイント 兵庫県 西宮市
堀田組株式会社 兵庫県 西宮市
松本金属株式会社 兵庫県 西宮市
株式会社ｍａｒｒｏｎ　ｄｕ　ｐａｉｎ 兵庫県 西宮市
株式会社大恵ペイント工業 兵庫県 洲本市
株式会社ＧＡ 兵庫県 芦屋市

50 / 70 ページ



2022年1月26日

事業者名 都道府県 市区町村

株式会社いたみ犬猫病院 兵庫県 伊丹市
医療法人水光会 兵庫県 伊丹市
株式会社リカーズはしむら 兵庫県 伊丹市
ロペックスインターナショナル株式会社 兵庫県 伊丹市
株式会社Ｇ－ＤＥＮＫＯ 兵庫県 豊岡市
中川満株式会社 兵庫県 豊岡市
株式会社アイユー 兵庫県 加古川市
株式会社エクステリア大木本 兵庫県 加古川市
株式会社コスモライフ 兵庫県 加古川市
株式会社写真の双葉 兵庫県 加古川市
株式会社ナオ 兵庫県 加古川市
有限会社Ｐｏｗｅｒ　Ａｄｖａｎｃｅ 兵庫県 加古川市
株式会社リフォレスト 兵庫県 加古川市
株式会社ユタックス 兵庫県 西脇市
株式会社秋山住研 兵庫県 三木市
株式会社信輝 兵庫県 三木市
相生不動産株式会社 兵庫県 高砂市
福本重機械工業株式会社 兵庫県 高砂市
医療法人社団さくらい歯科 兵庫県 川西市
たいせい住宅兵庫株式会社 兵庫県 川西市
一般社団法人和の輪会 兵庫県 川西市
株式会社藤本工務店 兵庫県 小野市
社会福祉法人信愛会 兵庫県 三田市
株式会社フジタ組 兵庫県 三田市
宮下設備工業株式会社 兵庫県 三田市
株式会社田口緑彩創建 兵庫県 丹波市
株式会社日奚 兵庫県 丹波市
ヒューマントップ株式会社 兵庫県 丹波市
有限会社イチエンジニアリング 兵庫県 南あわじ市
合同会社メディアコンシェルジュ 兵庫県 淡路市
岡本建設株式会社 兵庫県 宍粟市
株式会社松本工務店 兵庫県 宍粟市
株式会社南組 兵庫県 宍粟市
山崎建設建材株式会社 兵庫県 宍粟市
株式会社ＫＢＮＥＴ 兵庫県 猪名川町
神戸シヤーリング株式会社 兵庫県 播磨町
有限会社タナカ建築 兵庫県 神河町
株式会社エベック 兵庫県 太子町
株式会社入江産業 兵庫県 香美町
伊東 有美 兵庫県
大平 哲司 兵庫県
岡田 俊彦 兵庫県
小椋 一也 兵庫県
金谷 良雄 兵庫県
坂田 剛士 兵庫県
須磨 直子 兵庫県
高塚 育磨 兵庫県
竹山 幸宏 兵庫県
田中 久雄 兵庫県
張 文亮 兵庫県
塚原 正一 兵庫県
辻 哲弥 兵庫県
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延原 哲行 兵庫県
花房 裕志 兵庫県
前田 勝彦 兵庫県
村上 雅保 兵庫県
山上 修平 兵庫県
株式会社今西住設ガスセンター 奈良県 奈良市
株式会社ウェブ 奈良県 奈良市
ＮＡＩＴＯ　ＴＥＣ株式会社 奈良県 奈良市
一般財団法人奈良県職員互助会 奈良県 奈良市
株式会社奈良振興 奈良県 奈良市
株式会社フォレスト 奈良県 奈良市
株式会社フジテツ 奈良県 奈良市
株式会社浅利工務店 奈良県 大和高田市
シャミー株式会社 奈良県 大和郡山市
合同会社ほうせき箱 奈良県 天理市
株式会社中和コンストラクション 奈良県 桜井市
株式会社まもるホンダ販売 奈良県 桜井市
ミナミサービス株式会社 奈良県 桜井市
株式会社アートダイエイ 奈良県 生駒市
株式会社ＡＬＬ　ＳＫＹ 奈良県 生駒市
大榮工業株式会社 奈良県 生駒市
梅乃宿酒造株式会社 奈良県 葛城市
株式会社スマート・アイ 奈良県 平群町
東洋スクリーン工業株式会社 奈良県 斑鳩町
関西施設株式会社 奈良県 田原本町
社会福祉法人壺阪寺聚徳会 奈良県 高取町
株式会社タフ・インターナショナル 奈良県 上牧町
有限会社アドヴァンスフード 奈良県 王寺町
光和建設株式会社 奈良県 十津川村
飯岡 弘 奈良県
金山 純 奈良県
木村 沢郎 奈良県
神野 智史 奈良県
杉田 勝也 奈良県
辻井 敏郎 奈良県
西澤 昌来 奈良県
西峠 宏 奈良県
嶺井 弘行 奈良県
村上 レイ子 奈良県
森田 嘉孝 奈良県
矢倉 義建 奈良県
山中 礎 奈良県
株式会社東組 和歌山県 和歌山市
株式会社縁和会 和歌山県 和歌山市
大谷産業株式会社 和歌山県 和歌山市
株式会社ＤＥＳＩＧＮ　ＢＡＳＥ 和歌山県 和歌山市
有限会社ファーム 和歌山県 和歌山市
メイク広告株式会社 和歌山県 和歌山市
ライフアクセス株式会社 和歌山県 和歌山市
境和技建有限会社 和歌山県 橋本市
株式会社マリックス 和歌山県 橋本市
丸石木材住宅株式会社 和歌山県 橋本市
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株式会社スタジオパートスリー 和歌山県 御坊市
株式会社榎本建設 和歌山県 新宮市
有限会社ウエムラ 和歌山県 紀の川市
株式会社サンブリッジ 和歌山県 岩出市
国木原開発株式会社 和歌山県 紀美野町
ゼネル薬工伊都株式会社 和歌山県 かつらぎ町
中谷電気工事株式会社 和歌山県 かつらぎ町
株式会社藤田組 和歌山県 九度山町
有限会社塩﨑工務店 和歌山県 美浜町
株式会社信濃組 和歌山県 日高川町
株式会社三楽荘 和歌山県 白浜町
岡田 良子 和歌山県
岡山 雅洋 和歌山県
田上 順子 和歌山県
成瀬 満夫 和歌山県
濵野 敏夫 和歌山県
原 隆博 和歌山県
株式会社ＣＲＡＦＴ 鳥取県 鳥取市
株式会社オフィスたけぞー 鳥取県 米子市
株式会社クライム 鳥取県 米子市
有限会社岡島水産 鳥取県 境港市
有限会社景山節雄商店 鳥取県 境港市
有限会社住まいる空間 鳥取県 岩美町
有限会社アトラス警備保障 鳥取県 湯梨浜町
有限会社木本自動車 鳥取県 琴浦町
イーナホーム．株式会社 鳥取県 伯耆町
株式会社コダマサイエンス 島根県 松江市
有限会社セントラルアート 島根県 松江市
有限会社大廣建設 島根県 松江市
株式会社大国 島根県 松江市
社会福祉法人玉依会 島根県 松江市
株式会社日西テクノプラン 島根県 松江市
有限会社三原住設工業 島根県 松江市
有限会社マキインターナショナル 島根県 浜田市
有限会社神戸川オートサービス 島根県 出雲市
有限会社宍道湖 島根県 出雲市
株式会社内藤組 島根県 出雲市
有限会社間壁組 島根県 出雲市
株式会社御船組 島根県 出雲市
有限会社元田自動車修理工場 島根県 出雲市
有限会社小谷建設 島根県 大田市
日興建材有限会社 島根県 江津市
有限会社香川建設 島根県 雲南市
株式会社江ノ川開発 島根県 川本町
社会福祉法人おおなん福祉会 島根県 邑南町
有限会社増田住建 島根県 邑南町
有限会社六日市ホンダ 島根県 吉賀町
市原 弘明 島根県
太立 実 島根県
金森 允美 島根県
佐藤 優一 島根県
貫里 勉 島根県
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アッパービレッジ有限会社 岡山県 岡山市
株式会社イールドインテリアプロダクツ 岡山県 岡山市
株式会社ＩＰＰＯ 岡山県 岡山市
岡山県農業信用基金協会 岡山県 岡山市
株式会社システムエンタープライズ 岡山県 岡山市
株式会社シファカ 岡山県 岡山市
センターミール株式会社 岡山県 岡山市
高松木材株式会社 岡山県 岡山市
株式会社中古住宅センター 岡山県 岡山市
扶桑産業株式会社 岡山県 岡山市
株式会社ＯｋａＭｉｓａ 岡山県 岡山市
株式会社ライフタイムズ 岡山県 岡山市
有限会社阿津工業所 岡山県 岡山市
中国物産有限会社 岡山県 岡山市
株式会社久建設 岡山県 岡山市
株式会社吉原塗装店 岡山県 岡山市
協成工業株式会社 岡山県 倉敷市
株式会社サプリアル 岡山県 倉敷市
株式会社清水工業 岡山県 倉敷市
株式会社ジャパンブルー 岡山県 倉敷市
医療法人正見会 岡山県 倉敷市
有限会社まんてん． 岡山県 倉敷市
医療法人社団Ｙ＆Ｙ 岡山県 倉敷市
株式会社ワイヤード 岡山県 倉敷市
長尾鉄工株式会社 岡山県 玉野市
有限会社光岡興産 岡山県 玉野市
有限会社国際石創 岡山県 笠岡市
医療法人アルファ 岡山県 井原市
日の丸タクシー株式会社 岡山県 井原市
有限会社アサノ 岡山県 総社市
福滝建設株式会社 岡山県 高梁市
有限会社高林産業 岡山県 新見市
岡山扇木材株式会社 岡山県 瀬戸内市
株式会社元濱組 岡山県 瀬戸内市
株式会社ＣＡＲ ＰＲＯＤＵＣＥ 岡山県 赤磐市
株式会社山陽アルミ 岡山県 赤磐市
株式会社ハンコヤストア 岡山県 真庭市
株式会社平田建設 岡山県 真庭市
勝栄建設株式会社 岡山県 美作市
株式会社イドムクリエイト 岡山県 早島町
株式会社横畑組 岡山県 矢掛町
栗栖 律子 岡山県
近藤 健介 岡山県
笹井 茂樹 岡山県
株式会社アクアスタンド 広島県 広島市
株式会社アクアライン 広島県 広島市
株式会社イデアル 広島県 広島市
更生保護法人ウィズ広島 広島県 広島市
株式会社エヌユー 広島県 広島市
株式会社ＭＢＳ 広島県 広島市
グレイトコーポレイション株式会社 広島県 広島市
タスクブランチ株式会社 広島県 広島市

54 / 70 ページ



2022年1月26日

事業者名 都道府県 市区町村

株式会社日本クリオ 広島県 広島市
ＢＡＮＫ９株式会社 広島県 広島市
広島三菱自動車販売株式会社 広島県 広島市
株式会社福々庵 広島県 広島市
株式会社ｓｅｅｋ　ｆｒｅｅｐｌａｎｎｉｎｇ 広島県 広島市
淡路電気工事株式会社 広島県 広島市
税理士法人イースト会計事務所 広島県 広島市
新日本パワーサプライ株式会社 広島県 広島市
有限会社スローライフ広島 広島県 広島市
株式会社トップ 広島県 広島市
有限会社ネオプライム 広島県 広島市
合同会社ＡＤＩＭＡＣＲＯＷＮ 広島県 広島市
協和メンテナンス工業株式会社 広島県 広島市
医療法人厚生堂 広島県 広島市
山陽部品販売株式会社 広島県 広島市
株式会社土井 広島県 広島市
株式会社ＢＪＣ 広島県 広島市
友愛不動産建設株式会社 広島県 広島市
小林ゴム工業株式会社 広島県 広島市
株式会社ＴＤ衛星通信システム 広島県 広島市
バロ電機工業株式会社 広島県 広島市
広島自動ドア販売株式会社 広島県 広島市
井升鉄工株式会社 広島県 広島市
有限会社上瀬重機 広島県 広島市
株式会社くるま工房匠 広島県 広島市
有限会社伏岡建設 広島県 広島市
株式会社オクタニ 広島県 広島市
株式会社ゴジョウ 広島県 広島市
有限会社東洋クリエイト 広島県 広島市
吉田工業株式会社 広島県 広島市
木原工業株式会社 広島県 呉市
倉田建設株式会社 広島県 呉市
株式会社竹原自動車学校 広島県 竹原市
株式会社スミダ 広島県 三原市
株式会社東伸建工 広島県 三原市
有限会社西原建設 広島県 三原市
栗尾建工有限会社 広島県 尾道市
株式会社啓文社 広島県 尾道市
株式会社イーガーデン近藤 広島県 福山市
株式会社エヌテック 広島県 福山市
有限会社久保鉄工 広島県 福山市
株式会社グランブロード 広島県 福山市
有限会社クリエイト・コーポレーション 広島県 福山市
医療法人歯科ＥＭデンタルクリニック 広島県 福山市
社会医療法人定和会 広島県 福山市
有限会社多賀工務店 広島県 福山市
有限会社たんと 広島県 福山市
株式会社ホテルサポート 広島県 福山市
西城川漁業協同組合 広島県 庄原市
株式会社山崎木材 広島県 庄原市
株式会社井上工務店 広島県 東広島市
株式会社今岡住設 広島県 東広島市
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有限会社国信自動車商会 広島県 東広島市
有限会社スズキアリーナ東広島 広島県 東広島市
社会福祉法人入野福祉会 広島県 東広島市
松本金型株式会社 広島県 東広島市
有限会社まるたか開発 広島県 東広島市
学校法人一心学園 広島県 廿日市市
大上産業株式会社 広島県 安芸高田市
株式会社江田島タクシー 広島県 江田島市
新生通信サービス株式会社 広島県 府中町
天宝商事株式会社 広島県 海田町
株式会社わきみず 広島県 坂町
大畑 愼志 広島県
金島 鐘原 広島県
川西 勇 広島県
木村 健秀 広島県
河野 恭満 広島県
佐々木 憲三 広島県
槇原 隆 広島県
有限会社枝村ドラム工業所 山口県 下関市
株式会社成和建設 山口県 下関市
株式会社ひまわり 山口県 下関市
藤川青果有限会社 山口県 下関市
株式会社森芳楽園 山口県 下関市
山口第一株式会社 山口県 下関市
ユタカ電業株式会社 山口県 下関市
株式会社秋本組 山口県 宇部市
医療法人翔健会 山口県 宇部市
有限会社マキモト自動車 山口県 宇部市
有限会社山﨑組 山口県 宇部市
有限会社坂辻鉄工所 山口県 山口市
有限会社嶋内工務店 山口県 山口市
医療法人梅林軒 山口県 山口市
光塗装株式会社 山口県 山口市
株式会社時守 山口県 萩市
株式会社真栄 山口県 防府市
有限会社ビーネクスト 山口県 防府市
株式会社広政不動産 山口県 防府市
近藤商事株式会社 山口県 下松市
株式会社竹中 山口県 岩国市
西日本ビルド株式会社 山口県 岩国市
木本商事株式会社 山口県 周南市
株式会社ビークルーエッセ 山口県 周南市
西中国システムズ株式会社 山口県 山陽小野田市
株式会社ホットスペース 山口県 山陽小野田市
株式会社平生自動車 山口県 平生町
高山 辰燮 山口県
中山 祥一郎 山口県
原田 彰一 山口県
益田 相根 山口県
山野 雅則 山口県
株式会社アステック 徳島県 徳島市
エース精工株式会社 徳島県 徳島市
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株式会社ＥＸＰＡＮＤ 徳島県 徳島市
株式会社キノウチ 徳島県 徳島市
株式会社Ｓｕｗａ 徳島県 徳島市
株式会社セツロテック 徳島県 徳島市
ＮＩＣＯＮＬＬ建築事務所株式会社 徳島県 徳島市
有限会社八田建築事務所 徳島県 徳島市
株式会社マイオール 徳島県 徳島市
有限会社前田建工 徳島県 徳島市
株式会社ＬｉｆｅＰｌａｎｎｉｎｇ 徳島県 徳島市
株式会社庭翠園 徳島県 鳴門市
医療法人親和会 徳島県 阿南市
森繁建設株式会社 徳島県 阿波市
有限会社米倉建設 徳島県 阿波市
有限会社村上組 徳島県 三好市
尾上建設有限会社 徳島県 石井町
株式会社相原工業 徳島県 神山町
株式会社アセット 徳島県 藍住町
有限会社吉田建設 徳島県 東みよし町
三橋 卓弥 徳島県
アセッターズ株式会社 香川県 高松市
株式会社オオタ 香川県 高松市
有限会社春日工芸 香川県 高松市
株式会社旭宝園 香川県 高松市
株式会社グローバルセンター 香川県 高松市
株式会社黒川産業 香川県 高松市
シティ興産株式会社 香川県 高松市
株式会社永井組 香川県 高松市
株式会社ハーモニー 香川県 高松市
株式会社ハウシード 香川県 高松市
株式会社福生 香川県 高松市
株式会社フソウリブテック 香川県 高松市
マキノ不動産開発株式会社 香川県 高松市
株式会社リンクスケア 香川県 高松市
有限会社ひかり工芸 香川県 丸亀市
株式会社サニースタッフ 香川県 坂出市
有限会社タダ産業 香川県 さぬき市
株式会社禾 香川県 さぬき市
ウイングハウジング株式会社 香川県 三豊市
株式会社大河内工務店 香川県 三豊市
安井建設株式会社 香川県 小豆島町
有限会社岡田工業 香川県 三木町
有限会社森本設備工業 香川県 三木町
株式会社スザキ 香川県 直島町
株式会社琴平国際ホテル八千代 香川県 琴平町
遠藤 豊和 香川県
奥山 尚久 香川県
佐々木 翔吾 香川県
白石 浩二 香川県
矢原 洋人 香川県
合同会社あたたみ 愛媛県 松山市
行政書士法人いよリーガル 愛媛県 松山市
株式会社エイトワン 愛媛県 松山市
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株式会社えひめリビング新聞社 愛媛県 松山市
大栄海運株式会社 愛媛県 松山市
株式会社Ｗ－ｈａｒｍｏｎｙ 愛媛県 松山市
医療法人同仁会 愛媛県 松山市
株式会社Ｄｒ．健康クラブ 愛媛県 松山市
ホープガーデン株式会社 愛媛県 松山市
有限会社正岡タイル 愛媛県 松山市
株式会社ｍａｎｔｅｎ 愛媛県 松山市
株式会社幹建設 愛媛県 松山市
アイエン工業株式会社 愛媛県 今治市
有限会社片山商店 愛媛県 今治市
株式会社青山 愛媛県 今治市
株式会社井上設備 愛媛県 宇和島市
豊田冷機工業株式会社 愛媛県 宇和島市
株式会社アドバンス 愛媛県 新居浜市
新和産業株式会社 愛媛県 新居浜市
株式会社セイコー不動産 愛媛県 新居浜市
株式会社愛商 愛媛県 大洲市
株式会社豊岡製作所 愛媛県 四国中央市
株式会社河野宅建 愛媛県 松前町
株式会社上甲電設 愛媛県 松前町
笹尾 一矢 愛媛県
前田 豊 愛媛県
元籔 陽平 愛媛県
株式会社和泉塗装 高知県 高知市
株式会社外装 高知県 高知市
株式会社ヨシカワ設備 高知県 高知市
株式会社ライフラインサービス 高知県 高知市
株式会社井上建築 高知県 安芸市
有限会社スクスイトランスポート 高知県 宿毛市
刈谷建設株式会社 高知県 四万十市
土岐 威 高知県
有限会社たかせ 福岡県 北九州市
医療法人社団鳥巣病院 福岡県 北九州市
ナンセイシッピング株式会社 福岡県 北九州市
株式会社ハイホープ 福岡県 北九州市
梅田工業有限会社 福岡県 北九州市
有限会社大建設 福岡県 北九州市
大設工機株式会社 福岡県 北九州市
ひびき工房合同会社 福岡県 北九州市
北九州ペプシコーラ販売株式会社 福岡県 北九州市
有限会社天神薬局 福岡県 北九州市
株式会社はやし 福岡県 北九州市
株式会社平松工務店 福岡県 北九州市
有限会社黒田屋 福岡県 北九州市
酒の中村園株式会社 福岡県 北九州市
昭栄物産株式会社 福岡県 北九州市
株式会社ＳＨＩＮＹＯ 福岡県 北九州市
株式会社ソフトエナジーコントロールズ 福岡県 北九州市
株式会社北州陸送 福岡県 北九州市
有限会社ホッテントット・コーヒー 福岡県 北九州市
株式会社友建 福岡県 北九州市
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有限会社頼実 福岡県 北九州市
有限会社アガペ創美 福岡県 北九州市
内川工業株式会社 福岡県 北九州市
セイコー技建有限会社 福岡県 北九州市
大生産業株式会社 福岡県 北九州市
日進舗道株式会社 福岡県 北九州市
有限会社藤田材木店 福岡県 北九州市
有限会社細川工業 福岡県 北九州市
株式会社ｕｋ 福岡県 北九州市
アルドーレ株式会社 福岡県 北九州市
石田建設株式会社 福岡県 北九州市
株式会社ＳＣＧ 福岡県 北九州市
株式会社ＳＰＳ 福岡県 北九州市
協同組合北九州西エルピーガス保安センター 福岡県 北九州市
成斗建設株式会社 福岡県 北九州市
株式会社ＤＥＬＴＡマネジメント 福岡県 北九州市
株式会社ハッセイ 福岡県 北九州市
山兼工業有限会社 福岡県 北九州市
株式会社アシスト 福岡県 福岡市
株式会社オールワン 福岡県 福岡市
医療法人神戸整形外科医院 福岡県 福岡市
ＫＪ商事株式会社 福岡県 福岡市
Ｓｈｉｒａｎ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ＳＰＥＥＣＨ　ＡＣＴ 福岡県 福岡市
株式会社ＤｒｅａｃＨ 福岡県 福岡市
光紙工株式会社 福岡県 福岡市
株式会社福産 福岡県 福岡市
医療法人ホームケア 福岡県 福岡市
アーニーＭＬＧ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社アイズスポーツ 福岡県 福岡市
厚石不動産株式会社 福岡県 福岡市
株式会社イチデン 福岡県 福岡市
有限会社岩瀬ビル 福岡県 福岡市
株式会社Ｖｏｉｃｅ 福岡県 福岡市
株式会社エイペックスフレッシュ 福岡県 福岡市
株式会社Ｍ・Ｅ・Ｍ 福岡県 福岡市
有限会社氣侭 福岡県 福岡市
弁護士法人菰田法律事務所 福岡県 福岡市
株式会社サンエー 福岡県 福岡市
株式会社ジーツーコーポレーション 福岡県 福岡市
株式会社ジャパン・ニュース・アドバンス 福岡県 福岡市
株式会社西凌 福岡県 福岡市
ツカサテック株式会社 福岡県 福岡市
株式会社テクニカルアドバンス 福岡県 福岡市
株式会社南福花園 福岡県 福岡市
株式会社西濱屋 福岡県 福岡市
株式会社ＮＥＸＴ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ 福岡県 福岡市
株式会社ＢＯＮＤ 福岡県 福岡市
未来プラン株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ミレ・クリエーション 福岡県 福岡市
株式会社メディスカイジャパン 福岡県 福岡市
株式会社大和 福岡県 福岡市
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株式会社ＬＥＡＤ　ＳＡＩＬ 福岡県 福岡市
リフェコ株式会社 福岡県 福岡市
有限会社ワイズダイニング 福岡県 福岡市
株式会社アイディーシーコンサルタント 福岡県 福岡市
Ｉ’ｍ合同会社 福岡県 福岡市
株式会社イムズパートナー 福岡県 福岡市
株式会社Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ 福岡県 福岡市
ヴィーヴォ株式会社 福岡県 福岡市
有限会社クロスポイント 福岡県 福岡市
有限会社シーパーク福岡 福岡県 福岡市
有限会社シェイク 福岡県 福岡市
シップス株式会社 福岡県 福岡市
株式会社Ｒ．Ｒ．Ｒ 福岡県 福岡市
ディー・アドバイザーズ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ｔｋｏ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ｃｌｕｂ 福岡県 福岡市
株式会社ドリームクリエイト 福岡県 福岡市
株式会社トレイド赤坂 福岡県 福岡市
株式会社７１９ 福岡県 福岡市
株式会社ＮＥＸＴ 福岡県 福岡市
株式会社はやと 福岡県 福岡市
株式会社ＦＡＩＮＬＡＮＤ 福岡県 福岡市
株式会社ＦＡＮＥＣ 福岡県 福岡市
プラス事務所土地家屋調査士法人 福岡県 福岡市
有限会社ブレクト 福岡県 福岡市
平易株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ＨＯＭＩＥ 福岡県 福岡市
株式会社ミーナ 福岡県 福岡市
合同会社未来デザイン総合研究所 福岡県 福岡市
税理士法人ヤマト 福岡県 福岡市
株式会社夢クリエイト 福岡県 福岡市
リクルーティング・パートナーズ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社レアル 福岡県 福岡市
株式会社WORLD HUNT 福岡県 福岡市
株式会社アスマイルアイレップ 福岡県 福岡市
株式会社ｍ’ｓ　ｐｌａｎｎｉｎｇ 福岡県 福岡市
株式会社コスモホールディングス 福岡県 福岡市
大雅建設株式会社 福岡県 福岡市
株式会社田中構造設計 福岡県 福岡市
株式会社鶴翔工業 福岡県 福岡市
有限会社　トータル・プランニング 福岡県 福岡市
日創プロニティ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ｅｔｅｒｎｏ 福岡県 福岡市
医療法人海洋会 福岡県 福岡市
博翔テクノ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社アイクル 福岡県 福岡市
有限会社大穂商店 福岡県 福岡市
株式会社ＰＡＲＣ 福岡県 福岡市
株式会社ＭＡＮＡＤＯＫＩＡ 福岡県 福岡市
医療法人一新会 福岡県 福岡市
有限会社井手内装 福岡県 福岡市
エルももち株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ｃｏｒｉｎｄｏ 福岡県 福岡市
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有限会社松山医療器械 福岡県 福岡市
株式会社ヤマト機材 福岡県 大牟田市
行武建設株式会社 福岡県 久留米市
ＭＹＭ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社 福岡県 久留米市
株式会社ＧａｒＵ　ｃｏｍｐａｎｙ 福岡県 久留米市
株式会社木村産業 福岡県 久留米市
株式会社行徳建設 福岡県 久留米市
株式会社ＧＲＡＦ 福岡県 久留米市
久留米エル・ピー・ガス株式会社 福岡県 久留米市
株式会社近藤工業 福岡県 久留米市
シグマコンポーネント株式会社 福岡県 久留米市
筑後運送株式会社 福岡県 久留米市
株式会社ハシモトＣＳ 福岡県 久留米市
原建設建材株式会社 福岡県 久留米市
富士企画株式会社 福岡県 久留米市
有限会社渕上熔接 福岡県 久留米市
田代建設株式会社 福岡県 直方市
直鞍商工企業組合 福岡県 直方市
株式会社和コーポレーション 福岡県 直方市
株式会社ＡＲＳ 福岡県 飯塚市
大塚石材株式会社 福岡県 飯塚市
株式会社九研 福岡県 飯塚市
医療法人４Ｕ 福岡県 飯塚市
株式会社フリーザーシステム 福岡県 飯塚市
株式会社プリンス興商 福岡県 飯塚市
木戸安産業株式会社 福岡県 田川市
合同会社ＫＯＫＯＲＯ 福岡県 田川市
松尾製菓株式会社 福岡県 田川市
株式会社萌やし 福岡県 柳川市
オオキタ建設株式会社 福岡県 八女市
有限会社馬場燃料店 福岡県 八女市
有限会社大和工藝 福岡県 八女市
株式会社尋木組 福岡県 筑後市
合同会社Ｍ－ｔｅｃ 福岡県 大川市
株式会社大岡組 福岡県 大川市
株式会社田中建設 福岡県 大川市
株式会社ＤＯＩＮＧ 福岡県 大川市
西日本住機株式会社 福岡県 大川市
株式会社エム・ビー・アイ 福岡県 行橋市
株式会社セン・コーポレーション 福岡県 行橋市
株式会社とみす 福岡県 行橋市
社会福祉法人なごみ福祉会 福岡県 豊前市
株式会社佐々木組 福岡県 小郡市
株式会社Ａ３Ｋ 福岡県 筑紫野市
筑紫ガス株式会社 福岡県 筑紫野市
株式会社中川組 福岡県 筑紫野市
株式会社Ｍａｎｌｙ 福岡県 筑紫野市
株式会社シーベル 福岡県 春日市
株式会社ネクストステージ 福岡県 春日市
株式会社Ｄｃｏｍ 福岡県 大野城市
和信貿易株式会社 福岡県 大野城市
株式会社木村組 福岡県 宗像市
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株式会社大国 福岡県 太宰府市
コスモパッケージ株式会社 福岡県 古賀市
ＪＳＷ株式会社 福岡県 古賀市
株式会社肉のいしい 福岡県 古賀市
有限会社舟越土木 福岡県 宮若市
有限会社梶原組 福岡県 嘉麻市
イーグルハウス株式会社 福岡県 朝倉市
株式会社ｓｈｅｍｉｎ 福岡県 朝倉市
医療法人松月会 福岡県 朝倉市
株式会社スタジオナナ 福岡県 朝倉市
株式会社原田組 福岡県 朝倉市
有限会社八車荘 福岡県 朝倉市
株式会社佑建 福岡県 朝倉市
株式会社Ｇｏｏｄ　Ｌｉｆｅ 福岡県 みやま市
エヌケイ住宅株式会社 福岡県 糸島市
株式会社ふくしサービス 福岡県 糸島市
株式会社ベビーフレンド 福岡県 糸島市
株式会社三起工 福岡県 那珂川市
株式会社光 福岡県 那珂川市
株式会社季のせ 福岡県 宇美町
株式会社Ｋ＆Ｙ 福岡県 篠栗町
株式会社ビッグ・ワン 福岡県 志免町
株式会社アドバンス 福岡県 須恵町
株式会社Ｒｉｎ建築 福岡県 新宮町
株式会社匠フーズ 福岡県 久山町
医療法人慶愛優 福岡県 芦屋町
株式会社ジュジュール 福岡県 芦屋町
上野精機製作所株式会社 福岡県 水巻町
有限会社つばさ薬局 福岡県 岡垣町
株式会社トムラス 福岡県 岡垣町
株式会社ＥＸＰＲＯＳ 福岡県 遠賀町
くらてブロックチェーンビレッジ株式会社 福岡県 鞍手町
株式会社ウシジマ 福岡県 筑前町
ＳＴＳ株式会社 福岡県 筑前町
株式会社ミキ建設 福岡県 筑前町
株式会社井手商店 福岡県 大刀洗町
有限会社原野製茶本舗 福岡県 広川町
有限会社タオ 福岡県 川崎町
有限会社西座建設 福岡県 みやこ町
石田 桂子 福岡県
板鳥 功 福岡県
小川 史晃 福岡県
鹿島 秀公 福岡県
片小田 大作 福岡県
河瀬 百合子 福岡県
空閑 弘一 福岡県
草場 恵美 福岡県
後藤 ちな美 福岡県
坂本 あすか 福岡県
平良 新二 福岡県
髙尾 和利 福岡県
鷹巣 咲樹子 福岡県
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鷹巣 基樹 福岡県
鷹巣 元司 福岡県
武末 賢次 福岡県
武末 信一 福岡県
田中 くるみ 福岡県
永友 好広 福岡県
中村 俊介 福岡県
橋本 佳子 福岡県
花田 政雄 福岡県
原 誠一郎 福岡県
平兮 哲男 福岡県
福田 雄太 福岡県
渕上 訓 福岡県
宮﨑 俊彦 福岡県
元吉 一 福岡県
森 竜輝 福岡県
諸岡 清巳 福岡県
山川 良太 福岡県
山口 利浩 福岡県
山本 治 福岡県
山吉 尚美 福岡県
吉永 正生 福岡県
アール・アンド・アール株式会社 佐賀県 佐賀市
安部商事株式会社 佐賀県 佐賀市
株式会社エスケイシステム 佐賀県 佐賀市
株式会社観光ホテル千代田館 佐賀県 佐賀市
学校法人佐賀龍谷学園 佐賀県 佐賀市
株式会社島内エンジニア 佐賀県 佐賀市
有限会社原口電設 佐賀県 佐賀市
株式会社パロン 佐賀県 佐賀市
株式会社平和鋼材 佐賀県 佐賀市
株式会社Ｕｎｉ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 佐賀県 佐賀市
有限会社養正会 佐賀県 佐賀市
株式会社Ｒｅｌａｘ　Ｔｉｍｅ 佐賀県 佐賀市
レグナテック株式会社 佐賀県 佐賀市
有限会社青木ブロイラー 佐賀県 唐津市
市丸建材工業株式会社 佐賀県 唐津市
株式会社岩建 佐賀県 唐津市
特定非営利活動法人きらり 佐賀県 唐津市
有限会社宗田建設 佐賀県 唐津市
筒井測量設計株式会社 佐賀県 唐津市
呼子土建有限会社 佐賀県 唐津市
有限会社ＷｅｅＤ 佐賀県 鳥栖市
有限会社黒田塗装店 佐賀県 鳥栖市
有限会社京風串揚げ柊 佐賀県 伊万里市
七ツ島産業株式会社 佐賀県 伊万里市
医療法人古川内科クリニック 佐賀県 伊万里市
株式会社オガワ 佐賀県 鹿島市
株式会社イケダ 佐賀県 神埼市
有限会社基山建設 佐賀県 基山町
有限会社　秋栄建設 佐賀県 みやき町
株式会社山忠 佐賀県 有田町
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株式会社トーキュー 佐賀県 江北町
株式会社トルクマックス 佐賀県 白石町
社会福祉法人おひさま会 長崎県 長崎市
株式会社ＳＨＩＮ 長崎県 長崎市
株式会社司コーポレーション 長崎県 長崎市
有限会社デンタルワークスシステム・Ｕ 長崎県 長崎市
株式会社長崎総合情報センター 長崎県 長崎市
有限会社ひかり運送 長崎県 長崎市
株式会社三浦工業所 長崎県 長崎市
株式会社三ツ輪商事 長崎県 長崎市
合同会社ヤマヒロ 長崎県 長崎市
有限会社ＹＵＮＮＩ 長崎県 長崎市
株式会社老李グループ・ジャパン 長崎県 長崎市
有限会社ロッキー 長崎県 長崎市
株式会社ダイサンセイ 長崎県 佐世保市
株式会社テイクオフ 長崎県 佐世保市
医療法人博道会 長崎県 佐世保市
原口工業有限会社 長崎県 佐世保市
株式会社森組 長崎県 佐世保市
株式会社ユウキ 長崎県 佐世保市
株式会社萩原ミート 長崎県 島原市
株式会社アイ・エース 長崎県 諫早市
新成設備株式会社 長崎県 諫早市
株式会社シンテック 長崎県 諫早市
大起建設株式会社 長崎県 諫早市
有限会社田中塗装 長崎県 諫早市
学校法人鎮西学院 長崎県 諫早市
西日本ペプシコーラ販売株式会社 長崎県 諫早市
有限会社本田産業 長崎県 諫早市
共立水道有限会社 長崎県 大村市
株式会社瀬尾工務店 長崎県 大村市
株式会社トーイングサービス 長崎県 大村市
有限会社山本建設工業 長崎県 大村市
株式会社森崎水産 長崎県 平戸市
勝本町漁業協同組合 長崎県 壱岐市
有限会社横山機械店 長崎県 壱岐市
有限会社椛島組 長崎県 五島市
株式会社三和 長崎県 五島市
株式会社上建 長崎県 西海市
株式会社藤﨑工業 長崎県 西海市
株式会社内平土建 長崎県 雲仙市
有限会社宮本造園 長崎県 雲仙市
有限会社島原種苗 長崎県 南島原市
社会福祉法人ヒカリ福祉会 長崎県 南島原市
イートジャパン株式会社 長崎県 長与町
有限会社田尻建設 長崎県 東彼杵町
有限会社日新建設 長崎県 佐々町
有限会社きょーでん 長崎県 新上五島町
安達 重敏 長崎県
岡本 圭吾 長崎県
男成 栄輔 長崎県
垣山 純一 長崎県
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神田 那緒 長崎県
神田 美桜 長崎県
下川 輝 長崎県
檀 浩一 長崎県
中島 恵利子 長崎県
中島 寛将 長崎県
野中 亮史 長崎県
濵本 智己 長崎県
古川 源太 長崎県
前田 廉 長崎県
山下 麻美 長崎県
有限会社セコンド 熊本県 熊本市
泰明電機株式会社 熊本県 熊本市
医療法人徳祐会 熊本県 熊本市
株式会社平野設計室 熊本県 熊本市
アイ・ウッド株式会社 熊本県 熊本市
株式会社おうち工房 熊本県 熊本市
合同会社ディーエス・モータース 熊本県 熊本市
株式会社ムック 熊本県 熊本市
有限会社吉永自動車 熊本県 熊本市
株式会社緑研 熊本県 熊本市
社会福祉法人熊本県コロニー協会 熊本県 熊本市
株式会社Ｓｈｉ－ｔａｎ 熊本県 熊本市
有限会社田尻石材工業 熊本県 熊本市
医療法人森の暁会 熊本県 熊本市
株式会社新光組 熊本県 熊本市
有限会社大洋企業 熊本県 熊本市
株式会社田中建設 熊本県 熊本市
有限会社ティーエスライティング 熊本県 熊本市
株式会社ＴＭファクトリー 熊本県 熊本市
株式会社橋口組 熊本県 熊本市
有限会社保険調剤ひばり薬局 熊本県 熊本市
株式会社湊建設 熊本県 熊本市
有限会社力導産業 熊本県 熊本市
医療法人社団澄心会 熊本県 熊本市
株式会社双葉金属 熊本県 熊本市
株式会社和楽縁 熊本県 熊本市
有限会社柿本建設 熊本県 八代市
株式会社昭和開発 熊本県 八代市
株式会社西村工業 熊本県 八代市
松本土建合資会社 熊本県 八代市
合資会社上竹商店 熊本県 人吉市
株式会社ジェイ・フィット 熊本県 人吉市
株式会社ふじき本店 熊本県 人吉市
有限会社大川建設 熊本県 荒尾市
一般社団法人水俣市芦北郡医師会 熊本県 水俣市
有限会社今村建設 熊本県 玉名市
株式会社土本建設 熊本県 玉名市
株式会社アイシア 熊本県 菊池市
株式会社カワカミ工務店 熊本県 菊池市
有限会社木原建設 熊本県 菊池市
株式会社そうごう保険ＳＨＯＰ 熊本県 菊池市
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特定非営利活動法人正心会 熊本県 宇城市
株式会社春山商会 熊本県 阿蘇市
株式会社山崎企業 熊本県 阿蘇市
株式会社礎 熊本県 天草市
キャリア・サポート株式会社 熊本県 菊陽町
株式会社山内本店 熊本県 菊陽町
株式会社インベストメントビルド東菱 熊本県 西原村
株式会社山口造園建設 熊本県 西原村
株式会社岸工業 熊本県 御船町
株式会社幸明建設 熊本県 益城町
医療法人　秀康会 熊本県 益城町
有限会社大幸産業 熊本県 益城町
有限会社益城管工 熊本県 益城町
有限会社山辺建設 熊本県 益城町
株式会社山都 熊本県 山都町
株式会社平松建設 熊本県 芦北町
株式会社イワオ建設 熊本県 多良木町
株式会社恒松組 熊本県 あさぎり町
萬建設有限会社 熊本県 あさぎり町
加藤 誠之 熊本県
村田 秀德 熊本県
株式会社アイビック 大分県 大分市
株式会社アドバンステクノ 大分県 大分市
大分共栄興産株式会社 大分県 大分市
株式会社オクトコンサルタント 大分県 大分市
医療法人かなや小児科 大分県 大分市
株式会社木楽舎あんどう住宅設計室 大分県 大分市
株式会社ＫＯＴＯＢＵＫＩ 大分県 大分市
株式会社コンクレタス 大分県 大分市
有限会社サンキューアート 大分県 大分市
有限会社紫雲国語塾 大分県 大分市
医療法人正悠会 大分県 大分市
西日本グッドパートナー株式会社 大分県 大分市
有限会社ノーブル 大分県 大分市
株式会社服部商会 大分県 大分市
株式会社春道塗装 大分県 大分市
有限会社久松興産 大分県 大分市
みらいベネフィット株式会社 大分県 大分市
株式会社ＬＥＧＧＵ 大分県 大分市
６Ｄｅｓｉｇｎ株式会社 大分県 大分市
株式会社山結 大分県 別府市
株式会社秀 大分県 別府市
スニップ株式会社 大分県 別府市
長幸建設株式会社 大分県 別府市
株式会社朋成工業 大分県 別府市
有限会社大藏重機 大分県 日田市
有限会社特進産業 大分県 佐伯市
株式会社成伸工業 大分県 臼杵市
株式会社寿 大分県 津久見市
株式会社松井組 大分県 竹田市
株式会社田中工藝 大分県 豊後高田市
大神建設有限会社 大分県 杵築市
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株式会社宇佐緑地建設 大分県 宇佐市
株式会社恵榮 大分県 宇佐市
有限会社吉本本家石材店 大分県 宇佐市
有限会社柳生商店 大分県 豊後大野市
株式会社坂本砿業所 大分県 由布市
株式会社ＮＥＫＳＪＡＰＡＮ 大分県 由布市
有限会社一丸モータース 大分県 国東市
奥村土木株式会社 大分県 玖珠町
大石 真司 大分県
大藪 久憲 大分県
川野 公輝 大分県
河野 慶太 大分県
酒井 秀男 大分県
三浦 修司 大分県
株式会社アフィット不動産 宮崎県 宮崎市
岩切商事株式会社 宮崎県 宮崎市
株式会社大野塗装 宮崎県 宮崎市
有限会社カマタサービス 宮崎県 宮崎市
株式会社夾竹園 宮崎県 宮崎市
株式会社佐藤塗装店 宮崎県 宮崎市
有限会社清和自動車整備工場 宮崎県 宮崎市
株式会社西日本宅建 宮崎県 宮崎市
有限会社ピラミッド 宮崎県 宮崎市
有限会社福冨造園 宮崎県 宮崎市
株式会社プレックス 宮崎県 宮崎市
有限会社丸哲 宮崎県 宮崎市
株式会社栄進電工 宮崎県 都城市
鎌田茶業株式会社 宮崎県 都城市
協友建設株式会社 宮崎県 都城市
株式会社ＫＲＥＡＭ 宮崎県 都城市
有限会社　財興商事 宮崎県 都城市
とこなみ不動産管理株式会社 宮崎県 都城市
株式会社中島オートサービス 宮崎県 都城市
㈱フィットピア 宮崎県 都城市
有限会社與田商店 宮崎県 都城市
有限会社今村興業 宮崎県 延岡市
有限会社セフティ宮崎 宮崎県 延岡市
株式会社通信特機 宮崎県 延岡市
有限会社岩下工務店 宮崎県 日南市
株式会社ニチワ 宮崎県 日南市
坂口建設株式会社 宮崎県 小林市
株式会社前原総研 宮崎県 小林市
朝日ヶ丘株式会社 宮崎県 日向市
阿萬建設株式会社 宮崎県 西都市
株式会社橋口庭樹園 宮崎県 西都市
日東自動車株式会社 宮崎県 三股町
森ガス水道工事有限会社 宮崎県 木城町
岩元 義和 宮崎県
栗﨑 進 宮崎県
中武 信幸 宮崎県
栁田 庄三 宮崎県
山本 里香 宮崎県
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有限会社アジャスト 鹿児島県 鹿児島市
株式会社アリマコーポレーション 鹿児島県 鹿児島市
有限会社池田商会 鹿児島県 鹿児島市
株式会社１１２９ 鹿児島県 鹿児島市
株式会社植村組 鹿児島県 鹿児島市
公益財団法人鹿児島県民総合保健センター 鹿児島県 鹿児島市
環境開発株式会社 鹿児島県 鹿児島市
株式会社感動 鹿児島県 鹿児島市
株式会社県民住宅 鹿児島県 鹿児島市
株式会社興成電気 鹿児島県 鹿児島市
株式会社Ｓａｗａ 鹿児島県 鹿児島市
有限会社設備共同プラン 鹿児島県 鹿児島市
株式会社孝匠 鹿児島県 鹿児島市
合同会社ＴＫ 鹿児島県 鹿児島市
有限会社トップ商事 鹿児島県 鹿児島市
株式会社成 鹿児島県 鹿児島市
株式会社ハマダデンキ 鹿児島県 鹿児島市
株式会社堀田コンサルタント 鹿児島県 鹿児島市
有限会社一里山不動産 鹿児島県 鹿屋市
有限会社鹿屋管工業 鹿児島県 鹿屋市
有限会社光和建設４５ 鹿児島県 鹿屋市
大洋設備有限会社 鹿児島県 鹿屋市
有限会社道下電気工事 鹿児島県 鹿屋市
株式会社三宅鐵工 鹿児島県 出水市
有限会社幸福住建 鹿児島県 指宿市
有限会社園田建設 鹿児島県 西之表市
北南コンクリート株式会社 鹿児島県 西之表市
イタル工建株式会社 鹿児島県 薩摩川内市
株式会社ジアドナ 鹿児島県 薩摩川内市
株式会社橋口組 鹿児島県 薩摩川内市
株式会社濵田設備 鹿児島県 薩摩川内市
株式会社ヨスミ建設 鹿児島県 薩摩川内市
土地家屋調査士法人和田事務所 鹿児島県 薩摩川内市
株式会社日置精工 鹿児島県 日置市
有限会社赤塚直右衛門商店 鹿児島県 霧島市
有限会社荒田建設 鹿児島県 霧島市
株式会社藏園工業 鹿児島県 霧島市
末重建設株式会社 鹿児島県 霧島市
株式会社前田産業 鹿児島県 霧島市
有限会社小瀬塗装店 鹿児島県 いちき串木野市
水溜食品株式会社 鹿児島県 南さつま市
楠田淡水有限会社 鹿児島県 志布志市
株式会社崎田建設 鹿児島県 志布志市
西日本エンジニアリング株式会社 鹿児島県 志布志市
株式会社南建設 鹿児島県 志布志市
有限会社翔 鹿児島県 奄美市
有限会社大京機動 鹿児島県 奄美市
株式会社西組 鹿児島県 奄美市
有限会社有重工務店 鹿児島県 南九州市
東建設株式会社 鹿児島県 南九州市
株式会社アーバン開発 鹿児島県 姶良市
三島産業株式会社 鹿児島県 姶良市

68 / 70 ページ



2022年1月26日

事業者名 都道府県 市区町村

株式会社メガソーラー姶良 鹿児島県 姶良市
株式会社有川哲組 鹿児島県 さつま町
有限会社えいしん緑化建設 鹿児島県 さつま町
株式会社スリーピースコーポレーション 鹿児島県 さつま町
株式会社ダイシン 鹿児島県 大崎町
株式会社谷口建設 鹿児島県 大崎町
有限会社徳留組 鹿児島県 南大隅町
株式会社Ｃａｌｆｉｅｌｄｓ 鹿児島県 中種子町
株式会社峰山建設 鹿児島県 喜界町
祁答院 公興 鹿児島県
春島 正美 鹿児島県
株式会社アーキペラゴデザイン 沖縄県 那覇市
アーリーワールド株式会社 沖縄県 那覇市
株式会社オールワーク 沖縄県 那覇市
株式会社沖創工 沖縄県 那覇市
株式会社くるくまケアサービス 沖縄県 那覇市
株式会社サザンアイランドコンサル 沖縄県 那覇市
株式会社佐平建設 沖縄県 那覇市
大晋建設株式会社 沖縄県 那覇市
株式会社高橋土建 沖縄県 那覇市
株式会社ニライカナイ建設 沖縄県 那覇市
株式会社ハピネスプロジェクト 沖縄県 那覇市
株式会社プログレス３１ 沖縄県 那覇市
株式会社丸三 沖縄県 那覇市
米元建設工業株式会社 沖縄県 那覇市
株式会社ゼルバ 沖縄県 宜野湾市
株式会社ＦｉｒｓｔＬｉｎｅ 沖縄県 宜野湾市
株式会社山内組 沖縄県 宜野湾市
株式会社アメニティプラス 沖縄県 浦添市
浦添建設株式会社 沖縄県 浦添市
株式会社ＳＹリノベーション 沖縄県 浦添市
沖縄設計サービス株式会社 沖縄県 浦添市
株式会社プレンティー 沖縄県 浦添市
合同会社眞大伸技建 沖縄県 名護市
株式会社ゆがふホールディングス 沖縄県 名護市
有限会社三誠設備 沖縄県 糸満市
特定非営利活動法人パシフィックガーデン 沖縄県 糸満市
合同会社Ｓｈコーポレーション 沖縄県 沖縄市
医療法人かなの会 沖縄県 沖縄市
有限会社日迎建設 沖縄県 沖縄市
有限会社フジ砕石 沖縄県 沖縄市
株式会社ゆい興業 沖縄県 沖縄市
有限会社安全オートサービス 沖縄県 豊見城市
有限会社アトリエ・門口 沖縄県 うるま市
有限会社兼城自動車整備工場 沖縄県 うるま市
株式会社丸善組 沖縄県 うるま市
有限会社友伸 沖縄県 うるま市
琉球ペイント株式会社 沖縄県 うるま市
株式会社多良川 沖縄県 宮古島市
有限会社博愛建設 沖縄県 宮古島市
医療法人信山会 沖縄県 南城市
株式会社大成開発 沖縄県 南城市
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事業者名 都道府県 市区町村

株式会社美ら音工房ヨーゼフ 沖縄県 南城市
有限会社丸島建設 沖縄県 今帰仁村
有限会社宙吹ガラス工房虹 沖縄県 読谷村
グッドファインディング株式会社 沖縄県 北谷町
金秀アルミ工業株式会社 沖縄県 西原町
有限会社北大東建設 沖縄県 北大東村
株式会社古堅住設 沖縄県 久米島町
玉城 雅也 沖縄県
中澤 崇悟 沖縄県
仲真 良彦 沖縄県
比嘉 三雄 沖縄県
備瀬 明 沖縄県
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