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事業者名 都道府県 市区町村

株式会社キングダム 北海道 札幌市
株式会社パピームーン 北海道 札幌市
Ｒ’ｔｍ株式会社 北海道 札幌市
株式会社キノファクトリー 北海道 札幌市
株式会社サンエスソーマ 北海道 札幌市
株式会社スリーアール 北海道 札幌市
株式会社朝日アグリ 北海道 札幌市
株式会社八城地建 北海道 札幌市
医療法人社団スマイルオフィスデンタルクリニック 北海道 札幌市
北斗重工株式会社 北海道 札幌市
株式会社北海道家具輸送 北海道 札幌市
山王クリエイト株式会社 北海道 札幌市
マルト東和開発株式会社 北海道 札幌市
株式会社加藤商店 北海道 函館市
三和防災株式会社 北海道 函館市
株式会社ニシカワ産業 北海道 函館市
株式会社スマイルエイジ 北海道 小樽市
北海道ワイン株式会社 北海道 小樽市
旭川三愛自動車工業有限会社 北海道 旭川市
合同会社住まいる 北海道 旭川市
株式会社丸友高尾呉服店 北海道 旭川市
株式会社土井組 北海道 帯広市
株式会社ユニコロン 北海道 北見市
株式会社Ｊｏｉｎ 北海道 苫小牧市
一般社団法人ＬＯＫＯ 北海道 千歳市
株式会社ふらの衛生社 北海道 富良野市
坪田農機販売株式会社 北海道 恵庭市
モイワリゾーツオペレーション合同会社 北海道 ニセコ町
美瑛町農業協同組合 北海道 美瑛町
有限会社鵡川衛生社 北海道 むかわ町
公益社団法人青森観光コンベンション協会 青森県 青森市
株式会社サカモトアクエア 青森県 八戸市
有限会社栄光商会 岩手県 久慈市
社会福祉法人稲泉会 岩手県 平泉町
有限会社佐藤工務店 岩手県 岩泉町
藤澤 紳二郎 岩手県
株式会社ボルスタ 宮城県 仙台市
株式会社カタチ 宮城県 仙台市
株式会社シーエッチサービス 宮城県 仙台市
株式会社奥江呉服店 宮城県 仙台市
株式会社東北共立 宮城県 仙台市
Ｈ２ＳＴＡＴＩＯＮ株式会社 宮城県 仙台市
感動ホームズ株式会社 宮城県 仙台市
株式会社絆エステート 宮城県 仙台市
株式会社オオタケ産業 宮城県 名取市
株式会社秋茜 宮城県 富谷市
株式会社松美造園建設工業 秋田県 秋田市
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和田 淳子 秋田県
株式会社ヤマトテック 山形県 新庄市
株式会社東根農産センター 山形県 東根市
尾花沢農産加工有限会社 山形県 尾花沢市
有限会社橋本自動車 山形県 白鷹町
有限会社学援隊 福島県 福島市
株式会社第一印刷 福島県 福島市
株式会社吉田運輸 福島県 福島市
株式会社不動産信託リサーチ 福島県 会津若松市
郡山商工会議所 福島県 郡山市
郡山電工株式会社 福島県 郡山市
石英理研株式会社 福島県 郡山市
株式会社東心水産 福島県 郡山市
株式会社ＢＩＲＴＨ　Ｃｒｅａｔｅ 福島県 郡山市
東日本倉庫株式会社 福島県 郡山市
有限会社大徳産業 福島県 いわき市
株式会社共和建商 福島県 白河市
株式会社食農価値創造研究舎 福島県 南会津町
志賀 達 福島県
茨城青写真製本株式会社 茨城県 水戸市
有限会社竹村商事 茨城県 水戸市
株式会社倉持工業所 茨城県 古河市
ＰＲＯＳＴ株式会社 茨城県 取手市
株式会社美人家 茨城県 つくば市
株式会社トータルハウジング 茨城県 守谷市
有限会社石川園芸 茨城県 筑西市
株式会社マコトサービス 茨城県 河内町
池端 道雄 茨城県
株式会社イチマルイイヒ 栃木県 宇都宮市
株式会社高尾屋 栃木県 宇都宮市
株式会社光玉 栃木県 栃木市
株式会社栃木県用地補償コンサルタント 栃木県 栃木市
株式会社大一不動産 栃木県 大田原市
株式会社大正堂 栃木県 那須塩原市
株式会社ｈｏｍｅ　ｖｉｌｌａｇｅ 栃木県 下野市
株式会社環境地盤センター 栃木県 益子町
有限会社手塚設備 栃木県 那珂川町
徳田 剛之 栃木県
南里 陽子 栃木県
社会福祉法人滝川会 群馬県 前橋市
株式会社ＥＮｇｒｏｗ 群馬県 高崎市
合同会社ＧＩＬＬＹ 群馬県 高崎市
高橋ベルト株式会社 群馬県 高崎市
日本フォレスト株式会社 群馬県 高崎市
株式会社プロニティー 群馬県 高崎市
ミュージックシティプロモーション株式会社 群馬県 高崎市
株式会社東和広告システム 群馬県 桐生市
有限会社山二クリエイツ 群馬県 伊勢崎市
暁工業株式会社 群馬県 太田市
株式会社ケイテックス 群馬県 渋川市
有限会社イワタ 群馬県 藤岡市
株式会社旭光 群馬県 板倉町
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株式会社ハウスマスター 埼玉県 さいたま市
株式会社クレードル 埼玉県 さいたま市
一般社団法人埼玉県商工会議所連合会 埼玉県 さいたま市
ＴＳマネジメント株式会社 埼玉県 さいたま市
株式会社こばやし設備工業所 埼玉県 さいたま市
株式会社永大 埼玉県 さいたま市
ニッケントラスト株式会社 埼玉県 さいたま市
イメディカ株式会社 埼玉県 川越市
株式会社原一 埼玉県 川越市
税理士法人西田経理事務所 埼玉県 熊谷市
株式会社サニーハウス 埼玉県 川口市
株式会社トータルホーム 埼玉県 川口市
株式会社大工不動産 埼玉県 所沢市
オネストワン株式会社 埼玉県 本庄市
有限会社永尾清掃 埼玉県 本庄市
不二シート軽工業株式会社 埼玉県 春日部市
株式会社ミナミ 埼玉県 深谷市
株式会社九弐六 埼玉県 草加市
株式会社中央ケミカル 埼玉県 草加市
株式会社ホームプラザ 埼玉県 草加市
日興メディカル株式会社 埼玉県 越谷市
株式会社Liquied Booth Pharmaceutical 埼玉県 戸田市
有限会社大陸 埼玉県 新座市
株式会社田端電気工業 埼玉県 久喜市
株式会社NEXTplus 埼玉県 蓮田市
絆家不動産株式会社 埼玉県 日高市
有限会社菊池積算 埼玉県 白岡市
新埼玉環境センター株式会社 埼玉県 嵐山町
やど住設有限会社 埼玉県 上里町
酒井 和子 埼玉県
三吉 雄介 埼玉県
カネイチ住販株式会社 千葉県 千葉市
東光石油株式会社 千葉県 千葉市
株式会社エムフーズ 千葉県 千葉市
株式会社千葉産直サービス 千葉県 千葉市
株式会社エミイ・カフェエンタテインメント 千葉県 千葉市
株式会社グランド・ガーデン 千葉県 船橋市
株式会社Ｃ－ＮＥＴ保証 千葉県 船橋市
株式会社ヒロテック 千葉県 船橋市
有限会社ブランデックス 千葉県 船橋市
大和印刷有限会社 千葉県 館山市
株式会社アドヴァンス 千葉県 木更津市
株式会社トーエーマーケティング 千葉県 松戸市
株式会社プレミアホームワークス 千葉県 松戸市
有限会社松正 千葉県 松戸市
有限会社沼野佛具店 千葉県 野田市
株式会社並木商店 千葉県 成田市
株式会社テスク 千葉県 佐倉市
株式会社旭住宅 千葉県 旭市
クニミネマーケティング株式会社 千葉県 浦安市
株式会社メニーガ 千葉県 富里市
有限会社着道楽京都きもの 千葉県 香取市
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株式会社京葉 千葉県 香取市
石川 信廣 千葉県
関 勇治 千葉県
立川 啓介 千葉県
株式会社アル・ワズン 東京都 千代田区
医療法人社団医献会 東京都 千代田区
有限会社オリオスペック 東京都 千代田区
株式会社キョウエイアドインターナショナル 東京都 千代田区
株式会社グレイス 東京都 千代田区
株式会社コ 東京都 千代田区
国際交易株式会社 東京都 千代田区
国際土地建物株式会社 東京都 千代田区
J&Cインターナショナル株式会社 東京都 千代田区
株式会社ジャパンネットワークサービス 東京都 千代田区
テクニス株式会社 東京都 千代田区
株式会社ヨーコーズ 東京都 千代田区
株式会社リライフ 東京都 千代田区
ｒｅｇｌｏリテイリング株式会社 東京都 千代田区
ワンツリーワールド株式会社 東京都 千代田区
株式会社アースリボーン 東京都 中央区
株式会社京扇 東京都 中央区
株式会社ＧＲＯＵＮＤ　ｅｓｔａｔｅ 東京都 中央区
株式会社三協企画 東京都 中央区
ニューオ株式会社 東京都 中央区
株式会社ｂｔｅ 東京都 中央区
株式会社ホテルサイボー 東京都 中央区
株式会社マツモト交商 東京都 中央区
丸山商事株式会社 東京都 中央区
アイデアル株式会社 東京都 港区
ａｉｄｅａ株式会社 東京都 港区
有限会社Ｈ３Ｏ 東京都 港区
株式会社ＮＩＴ 東京都 港区
株式会社ココ・ホーム 東京都 港区
株式会社サジェスコム 東京都 港区
ＳＭＡＲＴ　ＢＲＩＤＧＥ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式会社 東京都 港区
株式会社スリーエス 東京都 港区
株式会社ＤＮＡチップ研究所 東京都 港区
東海興商株式会社 東京都 港区
トランサージュ株式会社 東京都 港区
日本船舶表示株式会社 東京都 港区
税理士法人橋本会計 東京都 港区
株式会社ヤマノアンドアソシエイツ 東京都 港区
株式会社ＬＵＭＩＥＲＥ 東京都 港区
茜建築コンサルタント株式会社 東京都 新宿区
株式会社あすみ 東京都 新宿区
株式会社五十嵐 東京都 新宿区
株式会社インフィニットポシビリティ 東京都 新宿区
Ｈ－１株式会社 東京都 新宿区
ＭＴＣジャパン株式会社 東京都 新宿区
株式会社エリアネットワーク 東京都 新宿区
クレストジャパン株式会社 東京都 新宿区
株式会社啓程 東京都 新宿区
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株式会社ケー・エー・アイ 東京都 新宿区
有限会社センスオブスタイル 東京都 新宿区
税理士法人東京クロスボーダーズ 東京都 新宿区
株式会社ｔｒａｎｓｉｓｔａ 東京都 新宿区
株式会社ｈｅｌｍ 東京都 新宿区
メープルネットワークス株式会社 東京都 新宿区
株式会社ライズ 東京都 新宿区
株式会社ルームズ 東京都 新宿区
株式会社グリーンロード 東京都 文京区
ハイテクノロジーコミュニケーションズ株式会社 東京都 文京区
株式会社ＦＬＡＰＴＵＲＮ 東京都 文京区
クリアルパートナーズ株式会社 東京都 台東区
トラスティア株式会社 東京都 台東区
株式会社グランパパ 東京都 墨田区
株式会社第一ホテル両国 東京都 墨田区
株式会社ハウセット 東京都 墨田区
株式会社守破離 東京都 江東区
株式会社東京ベイ潮見ホテルマネジメント 東京都 江東区
アーバンプラス合同会社 東京都 品川区
合同会社アクティブライフ 東京都 品川区
株式会社ＧＬＯＢＡＬ　ＣＡＲＥＥＲ　ＡＧＥＮＣＹ 東京都 品川区
合同会社トップキャピタル 東京都 品川区
株式会社マックスフーズジャパン 東京都 品川区
有限会社リクエスト 東京都 品川区
合同会社アンドコー 東京都 目黒区
株式会社諸国美味 東京都 目黒区
株式会社トータルプランニング 東京都 目黒区
カクボー興業株式会社 東京都 大田区
株式会社スリーエヌ 東京都 大田区
株式会社ビセイズトラスト 東京都 大田区
株式会社ＨＩＤＥコーポレーション 東京都 大田区
有限会社ブルースタイル 東京都 大田区
鵬図商事株式会社 東京都 大田区
有限会社ガイアフォース 東京都 世田谷区
株式会社スタイルプラス 東京都 世田谷区
株式会社リアルリンクス 東京都 世田谷区
アイ・タップ・テクノロジーズ株式会社 東京都 渋谷区
株式会社イービーエム 東京都 渋谷区
Ｍ－Ｆｏｒｃｅ株式会社 東京都 渋谷区
株式会社京葉住建 東京都 渋谷区
株式会社ＧＯＡＬＤ 東京都 渋谷区
株式会社ジップ 東京都 渋谷区
株式会社セントラル情報センター 東京都 渋谷区
株式会社ＦＡＳＴＯＲＹ 東京都 渋谷区
株式会社ＹＵＭＯＶＥ 東京都 渋谷区
株式会社レジデンストーキョー 東京都 渋谷区
株式会社コンピュータネットワーク 東京都 中野区
医療法人社団慶優会 東京都 杉並区
株式会社トモノ 東京都 杉並区
株式会社フロロ 東京都 杉並区
有限会社深山グリーン 東京都 杉並区
株式会社リベラデザイン 東京都 杉並区
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株式会社イケガク 東京都 豊島区
株式会社デルタプラス 東京都 豊島区
株式会社ベクター 東京都 豊島区
株式会社トーキョー工務店 東京都 板橋区
株式会社さくらハウジング 東京都 練馬区
ライト・サービス株式会社 東京都 練馬区
株式会社Ｇｏｏｄｚ 東京都 足立区
株式会社萬年 東京都 足立区
有限会社アエロタクトコーポレーション 東京都 葛飾区
有限会社エアハートコーポレーション 東京都 葛飾区
株式会社ＳＫＮ 東京都 江戸川区
エスティームジャパン株式会社 東京都 江戸川区
喜正産業株式会社 東京都 江戸川区
株式会社Ｎｅ’Ｓｔｙｌｅ 東京都 江戸川区
ワールドネジ株式会社 東京都 江戸川区
株式会社クラリティ 東京都 八王子市
株式会社自然教育研究センター 東京都 立川市
亀山社中株式会社 東京都 武蔵野市
ウィズ・コネクション株式会社 東京都 調布市
株式会社ニューライフオリジナル 東京都 町田市
株式会社Ｋ’Ｓコーポレーション 東京都 小金井市
国立不動産有限会社 東京都 国立市
株式会社ナチュラルトーン 東京都 狛江市
株式会社アビック 東京都 東久留米市
社会福祉法人慈光会 東京都 あきる野市
岡里 史夫 東京都
岡野 泰幸 東京都
岡本 一的 東京都
川村 健 東京都
小嶋 隆 東京都
中田 耕一郎 東京都
並木 耕治 東京都
藤川 大輔 東京都
室 克也 東京都
山際 恒治 東京都
株式会社マルハチ 神奈川県 横浜市
株式会社ＱＪサイエンス 神奈川県 横浜市
株式会社システム・キープ・ヤード 神奈川県 横浜市
株式会社帝伸テック 神奈川県 横浜市
ブン・トータルサービス株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社ＨＯＵＥＩ　ＴＥＣ 神奈川県 横浜市
株式会社ＡＬＢＡ 神奈川県 横浜市
鴨下工業株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社日本工業所 神奈川県 横浜市
株式会社ジョイフード 神奈川県 横浜市
株式会社リレーションシップ 神奈川県 横浜市
合同会社アダプテッドスロー 神奈川県 横浜市
二重交通株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社山輝 神奈川県 横浜市
協立運輸倉庫株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社一ノ瀬建創 神奈川県 横浜市
株式会社ナナシフードサービス 神奈川県 横浜市
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川崎建設一般労働組合 神奈川県 川崎市
隅田冷凍工業株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社坂口ビルクリーン 神奈川県 川崎市
レイテック株式会社 神奈川県 相模原市
株式会社敬愛ハウジング 神奈川県 相模原市
医療法人社団光生会 神奈川県 相模原市
株式会社上舘 神奈川県 横須賀市
有限会社光健 神奈川県 横須賀市
株式会社イシックス 神奈川県 平塚市
有限会社湘南エレテック 神奈川県 平塚市
学校法人吉沢学園 神奈川県 藤沢市
株式会社ワイ・エム・エー 神奈川県 藤沢市
医療法人森生の会 神奈川県 逗子市
株式会社ニューライフオリジナル 神奈川県 厚木市
加藤 俊雄 神奈川県
鎌田 洋一 神奈川県
牛腸 義彦 神奈川県
斉藤 拓哉 神奈川県
アドバンエンジ株式会社 新潟県 新潟市
北辰通商株式会社 新潟県 新潟市
じゅのーび株式会社 新潟県 新潟市
株式会社新潟中央自動車学校 新潟県 新潟市
株式会社ＦＬＥＧＲＥ 新潟県 新潟市
株式会社みかづき 新潟県 新潟市
株式会社フォークス 新潟県 新潟市
株式会社巻中央自動車学校 新潟県 新潟市
山三商事株式会社 新潟県 長岡市
株式会社新堀 新潟県 燕市
カナイ医療器株式会社 新潟県 上越市
株式会社タキサン 新潟県 上越市
天領盃酒造株式会社 新潟県 佐渡市
南越後観光バス株式会社 新潟県 南魚沼市
株式会社シェラリゾートホテルズ 新潟県 湯沢町
株式会社エスケーテック 富山県 黒部市
ワシデン工業株式会社 富山県 小矢部市
株式会社湯浅葬祭センター 富山県 南砺市
藤澤 悠治 富山県
大生食品工業株式会社 石川県 金沢市
株式会社安江豊商店 石川県 金沢市
オリエンタルチエン工業株式会社 石川県 白山市
社会福祉法人Ｆｌｏｗｅｒ 石川県 白山市
エルパライソ株式会社 福井県 福井市
株式会社ツチハシ 福井県 福井市
社会福祉法人福井県社会福祉協議会 福井県 福井市
若越印刷株式会社 福井県 敦賀市
株式会社フジ・デンタルラボ 福井県 越前市
チャンスメーカー株式会社 福井県 坂井市
みつわ商事有限会社 福井県 坂井市
河野 栄美子 福井県
谷口 泰子 福井県
株式会社エターナルジェム 山梨県 甲府市
株式会社遠藤紙店 山梨県 甲府市
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社会福祉法人やまなし勤労者福祉会 山梨県 甲府市
山梨中央青果株式会社 山梨県 甲府市
合同会社ドロップアウト 山梨県 富士吉田市
市川 治宏 山梨県
株式会社松本設備 長野県 松本市
株式会社Ｓプラン 長野県 岡谷市
株式会社アイシィピー 長野県 飯田市
有限会社矢守産業 長野県 飯田市
株式会社信東産業 長野県 須坂市
大糸タイムス株式会社 長野県 大町市
株式会社サンエイ 長野県 茅野市
株式会社Ｖｅｒｄｅ 長野県 軽井沢町
松川サービス株式会社 長野県 松川町
株式会社丸伝運送 長野県 高森町
テクノマックス喬木株式会社 長野県 喬木村
株式会社葵エステート 岐阜県 岐阜市
岐阜藤吉工業株式会社 岐阜県 岐阜市
株式会社洞口不動産 岐阜県 高山市
株式会社池のや 岐阜県 多治見市
小桜ハウジング株式会社 岐阜県 関市
株式会社エー・エス・ジー 岐阜県 中津川市
ジャパンネット株式会社 岐阜県 恵那市
一般社団法人岐阜県溶接協会 岐阜県 各務原市
城南運輸株式会社 岐阜県 岐南町
株式会社ＴＯＷＡＩＥ 岐阜県 岐南町
株式会社関ケ原製作所 岐阜県 関ケ原町
伊東電設株式会社 岐阜県 白川町
株式会社アトモ 静岡県 静岡市
株式会社メディカルプロジェクト 静岡県 静岡市
株式会社就職情報センター 静岡県 静岡市
株式会社マック 静岡県 浜松市
株式会社ＴＭメタル 静岡県 浜松市
株式会社三隆製作 静岡県 浜松市
富士養鱒漁業協同組合 静岡県 富士宮市
株式会社かざみどり 静岡県 伊東市
株式会社グロウ 静岡県 磐田市
株式会社御前崎工務所 静岡県 御前崎市
有限会社ディーカンパニー 愛知県 名古屋市
名圏設計室合同会社 愛知県 名古屋市
株式会社アバック 愛知県 名古屋市
株式会社三愛コミュニケーションズ 愛知県 名古屋市
三交企業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社オフィスＨＡＰ 愛知県 名古屋市
株式会社清水盛光堂 愛知県 名古屋市
株式会社日本ソリューションズ 愛知県 名古屋市
旭物産株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社岡本住設 愛知県 名古屋市
烏森電気株式会社 愛知県 名古屋市
コムネットワーク株式会社 愛知県 名古屋市
フジヨシホールディングス株式会社 愛知県 名古屋市
プラントサービス株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社プルミエマリエ 愛知県 名古屋市
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ＩＣＯＮシェアリングスペース合同会社 愛知県 名古屋市
株式会社エスリンク 愛知県 名古屋市
株式会社オムニ 愛知県 名古屋市
弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所 愛知県 名古屋市
株式会社Ｆｏｒ　Ｎａｔｕｒｅ 愛知県 名古屋市
株式会社ＭＣシステムズ 愛知県 名古屋市
社会福祉法人ゆめネット 愛知県 名古屋市
由良機船株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ミライノカタチ 愛知県 名古屋市
光栄運輸株式会社 愛知県 豊橋市
東洋ライト工業株式会社 愛知県 豊橋市
株式会社Ｍ＆Ｍコーポレーション 愛知県 岡崎市
株式会社如月不動産 愛知県 一宮市
有限会社小川保険事務所 愛知県 瀬戸市
株式会社平安金属 愛知県 春日井市
協和陸運株式会社 愛知県 豊川市
Glez株式会社 愛知県 刈谷市
株式会社アートライフコンサルティング 愛知県 豊田市
株式会社大嶽安城 愛知県 安城市
株式会社木下一二商店 愛知県 西尾市
有限会社晋州 愛知県 西尾市
有限会社アットホーム 愛知県 蒲郡市
アルファロジスティクス株式会社 愛知県 犬山市
加藤工業株式会社 愛知県 小牧市
有限会社仙敷鈑金工業 愛知県 東海市
株式会社エフエスケー 愛知県 知多市
株式会社フジプロ 愛知県 知立市
有限会社アイ・オート 愛知県 尾張旭市
一般社団法人伝統文化芸術協会 愛知県 日進市
有限会社大永設備 愛知県 北名古屋市
株式会社太光ワークス 愛知県 弥富市
有限会社山田商店 愛知県 あま市
株式会社ヴィレッジクリエイト 愛知県 東郷町
伊藤 健造 愛知県
小川 一斗志 愛知県
笠井 勝紀 愛知県
菅野 宣子 愛知県
土井 仁 愛知県
株式会社長谷 三重県 津市
株式会社ライフ・テクノサービス 三重県 津市
合資会社さくらい呉服店 三重県 四日市市
株式会社北栄 三重県 四日市市
三重藤吉工業株式会社 三重県 四日市市
有限会社アップロード 三重県 伊勢市
ミツ株式会社 三重県 伊勢市
株式会社山口工務店 三重県 伊勢市
金八運送有限会社 三重県 松阪市
株式会社佛喜 三重県 鈴鹿市
合同会社Ｋａｗａｍｕｒａ 三重県 川越町
株式会社トランス 滋賀県 大津市
株式会社エスペラント 滋賀県 彦根市
株式会社シバタ不動産 滋賀県 彦根市
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株式会社レフレール 滋賀県 甲賀市
有限会社能登川薬局片山回天堂 滋賀県 東近江市
株式会社富士綜合 滋賀県 東近江市
株式会社葵総合保険 京都府 京都市
株式会社京丹波 京都府 京都市
株式会社福本製麺 京都府 京都市
株式会社シューマン 京都府 京都市
弁護士法人法律事務所リンクス 京都府 京都市
株式会社コトラボ 京都府 京都市
株式会社富士電工 京都府 京都市
ＩＢＣ　Ｊａｐａｎ株式会社 京都府 京都市
株式会社インサイトホーム 京都府 京都市
みやこ薬局株式会社 京都府 京都市
南石油株式会社 京都府 舞鶴市
プロニクス株式会社 京都府 宇治市
キョウトホーム株式会社 京都府 亀岡市
株式会社宮本屋 京都府 亀岡市
庭彩宮の株式会社 京都府 城陽市
株式会社Foodでplus 京都府 京田辺市
株式会社山寅組 京都府 京丹後市
株式会社高木設備 京都府 京丹波町
岡本 渉 京都府
花谷 直樹 京都府
古田 昌也 京都府
不動産情報センター株式会社 大阪府 大阪市
株式会社Ｕｍｂｒａ 大阪府 大阪市
株式会社加藤忠 大阪府 大阪市
株式会社サンノーベル 大阪府 大阪市
株式会社ディ・ブレイン研究所 大阪府 大阪市
ビーイングホールディングス株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ピースフリーケアグループ 大阪府 大阪市
株式会社穂の香 大阪府 大阪市
メディケアポート株式会社 大阪府 大阪市
株式会社リアンハーモニー 大阪府 大阪市
サンビー株式会社 大阪府 大阪市
井上コーポレーション有限会社 大阪府 大阪市
株式会社PRoFIT 大阪府 大阪市
株式会社未来のコト 大阪府 大阪市
日研株式会社 大阪府 大阪市
株式会社アースリード 大阪府 大阪市
有限会社白玉産業 大阪府 大阪市
福康メディカル有限会社 大阪府 大阪市
合同会社ＣｏＣｏ 大阪府 大阪市
株式会社アプライドメディカルリサーチ 大阪府 大阪市
サンセイ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社トレックスジャパン 大阪府 大阪市
株式会社新日本テック 大阪府 大阪市
株式会社サイラス 大阪府 大阪市
株式会社アスカ商会 大阪府 大阪市
株式会社アトライズヨドガワ 大阪府 大阪市
株式会社ｔｅｒｒａｐｌｕｓ 大阪府 大阪市
株式会社One Edge 大阪府 大阪市
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株式会社ＡＮＤａｓ 大阪府 大阪市
株式会社イー・トラスト 大阪府 大阪市
株式会社エス・アーキテクチャリングス 大阪府 大阪市
株式会社ＫＯＨＫＩ 大阪府 大阪市
医療法人十美会 大阪府 大阪市
株式会社大源味噌 大阪府 大阪市
ホームエステート株式会社 大阪府 大阪市
株式会社丸喜金属本社 大阪府 大阪市
株式会社ユニティエール 大阪府 大阪市
株式会社関西不動産センター 大阪府 堺市
株式会社理想土地建物 大阪府 堺市
有限会社ケムズ 大阪府 堺市
株式会社ケアサポートりんぐ 大阪府 堺市
株式会社サンコーハウジング 大阪府 岸和田市
株式会社住空間創造 大阪府 豊中市
医療法人佑諒会 大阪府 豊中市
ＪＮＰ株式会社 大阪府 高槻市
社会福祉法人瑞穂会 大阪府 守口市
株式会社ワイズホーム 大阪府 守口市
株式会社ＩＹＡＳＡＫＡ 大阪府 枚方市
株式会社ラックワーク 大阪府 茨木市
アイセル株式会社 大阪府 八尾市
株式会社田中商事 大阪府 泉佐野市
株式会社ユメギフト 大阪府 泉佐野市
植田油脂株式会社 大阪府 大東市
株式会社ワールド・コピー 大阪府 和泉市
株式会社プライスレス 大阪府 箕面市
医療法人ＵＤＣ 大阪府 箕面市
株式会社ＳＥＨＩＲＯ 大阪府 門真市
藤井興発株式会社 大阪府 高石市
オージーケー技研株式会社 大阪府 東大阪市
三起機械株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社モット不動産販売 大阪府 東大阪市
株式会社リヴアズール 大阪府 東大阪市
Ｙ’ｓエステート株式会社 大阪府 東大阪市
井尻 健作 大阪府
金井 結樹 大阪府
木村 まひる 大阪府
下薗 輝記 大阪府
土井 一慶 大阪府
藤本 雅也 大阪府
山本 幸代 大阪府
株式会社ＣａｎａｌＳｑｕａｒｅ 兵庫県 神戸市
株式会社神戸ｉｅ物語 兵庫県 神戸市
エム・イー・ジー株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社ＴＳＯ 兵庫県 神戸市
株式会社児玉地所 兵庫県 姫路市
関西興業株式会社 兵庫県 尼崎市
SEAVAC株式会社 兵庫県 尼崎市
株式会社フレッシュフィールド 兵庫県 尼崎市
株式会社スイカン 兵庫県 西宮市
日世産業株式会社 兵庫県 西宮市
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株式会社ワンライフ 兵庫県 西宮市
株式会社古まん 兵庫県 豊岡市
株式会社手芸の丸十 兵庫県 加古川市
株式会社不動産流通センター 兵庫県 加古川市
合同会社ｐｒａｙｅｒ 兵庫県 加古川市
株式会社大島 兵庫県 三木市
株式会社ミナミホーム 兵庫県 三木市
丹波農販株式会社 兵庫県 三田市
株式会社プリテック 兵庫県 丹波篠山市
播磨土建工業株式会社 兵庫県 上郡町
伊藤 誠 兵庫県
大西 悟 兵庫県
木本 昇 兵庫県
河野 哲也 兵庫県
後藤 靖裕 兵庫県
楚南 一貴 兵庫県
辻井 良介 兵庫県
野見山 康次 兵庫県
山田 紀子 兵庫県
山野 総一郎 兵庫県
笠 富健 兵庫県
ウィンヘルス株式会社 奈良県 大和高田市
奈良スバル自動車株式会社 奈良県 橿原市
有限会社　ヤマトカンバイ 奈良県 橿原市
十津川村森林組合 奈良県 十津川村
田中 泰次 奈良県
田村 淳 奈良県
丸谷 公一 奈良県
株式会社山一屋 和歌山県 海南市
株式会社セトウ 和歌山県 有田川町
岩田 收 和歌山県
株式会社吉谷機械製作所 鳥取県 鳥取市
株式会社ライフエステート 鳥取県 鳥取市
島根水道株式会社 島根県 松江市
Ｉｚｕｍｏ　Ｂｒｅｗｉｎｇ株式会社 島根県 出雲市
株式会社たくみ 島根県 出雲市
有限会社千休 島根県 益田市
安野産業株式会社 島根県 益田市
阿部 晃佑 島根県
有限会社アスト 岡山県 岡山市
株式会社オートグランドスーパーセブン 岡山県 岡山市
株式会社タキタ産業 岡山県 岡山市
株式会社ミスターサービス 岡山県 岡山市
株式会社日之出運輸 岡山県 岡山市
有限会社毎日 岡山県 岡山市
株式会社アズコーポレーション 岡山県 岡山市
株式会社アークス 岡山県 倉敷市
特定非営利活動法人愛和 岡山県 倉敷市
有限会社倉敷リビングサービス 岡山県 倉敷市
豊和株式会社 岡山県 倉敷市
ラブネットサービス株式会社 岡山県 倉敷市
阿慶田 悟志 岡山県

12 / 16 ページ



2021年10月29日

事業者名 都道府県 市区町村

松浦 史宏 岡山県
水口 孝子 岡山県
門内 恩 岡山県
医療法人あかり会 広島県 広島市
株式会社ＡＬＦＩＮＥ 広島県 広島市
株式会社オプトプランニング 広島県 広島市
株式会社さくら介護グループ 広島県 広島市
株式会社ディアス 広島県 広島市
株式会社ＫＵＢＯＸＴ　ＭＥ 広島県 広島市
広島内外美装株式会社 広島県 広島市
有限会社エヌ・エスホーム 広島県 広島市
医療法人社団いでした内科・神経内科クリニック 広島県 広島市
有限会社田原家具 広島県 広島市
有限会社エイジ 広島県 広島市
有限会社大元商店 広島県 尾道市
株式会社ノンヘアー 広島県 尾道市
株式会社シオデ 広島県 福山市
セトアクア工業株式会社 広島県 福山市
田島タクシー有限会社 広島県 福山市
医療法人社団みめぐみ会 広島県 東広島市
石丸 由美 広島県
大谷 美和子 広島県
齋藤 有志 広島県
向山 和孝 広島県
瞬報社写真印刷株式会社 山口県 下関市
株式会社オオバクリエイティブ 山口県 山口市
国田工業株式会社 山口県 山口市
社会福祉法人ひらきの里 山口県 山口市
株式会社ファーストワークス 山口県 山口市
協同組合地域総合サービスセンター 山口県 岩国市
株式会社桐田商会 山口県 岩国市
光徳産業株式会社 山口県 光市
株式会社ヤナギカンバン 山口県 周南市
有限会社大野屋商店 山口県 平生町
株式会社ステッチハウスきずなデイサービス 徳島県 北島町
株式会社アルファ・トマム 香川県 高松市
さかえドライ株式会社 香川県 高松市
株式会社瀬戸内外材 香川県 高松市
株式会社　森繁 香川県 高松市
株式会社隆和工業 香川県 丸亀市
株式会社侍 香川県 観音寺市
有限会社岡田美容院 香川県 三豊市
木村 新也 香川県
松本 由恵 香川県
三谷 安人 香川県
森 光洋 香川県
アイワインターナショナル株式会社 愛媛県 松山市
有限会社エービーアイエス 愛媛県 松山市
株式会社黒電空調 愛媛県 松山市
株式会社メイクス 愛媛県 今治市
株式会社山藤 愛媛県 今治市
株式会社しゃらく 愛媛県 新居浜市
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沢井青果有限会社 愛媛県 大洲市
越智 クミ 愛媛県
有限会社神岡組 高知県 高知市
株式会社土佐塾 高知県 高知市
株式会社Ｄｏｒａｇｏ 高知県 高知市
ダイドー・タケナカベンディング株式会社 高知県 南国市
有限会社武内商店 高知県 四万十町
株式会社アクアテラピー 福岡県 北九州市
株式会社ａｍｏｎ 福岡県 北九州市
株式会社アリヤス 福岡県 北九州市
有限会社京町ファーマシー 福岡県 北九州市
株式会社Ｒｅｎａｔｕｓいいね不動産 福岡県 北九州市
株式会社江藤電機 福岡県 北九州市
株式会社ＥＶＩＳＵ 福岡県 北九州市
株式会社シーズ 福岡県 北九州市
社会福祉法人あづみ会 福岡県 福岡市
株式会社アスコム 福岡県 福岡市
株式会社アエナリア 福岡県 福岡市
株式会社オー・エイチ・アイ 福岡県 福岡市
マハロ・ワークス株式会社 福岡県 福岡市
マルエ物産株式会社 福岡県 福岡市
株式会社リングラッツェ 福岡県 福岡市
株式会社アートテック 福岡県 福岡市
株式会社大井不動産 福岡県 福岡市
医療法人社団村山循環器科内科医院 福岡県 福岡市
株式会社新生堂薬局 福岡県 福岡市
グローバルアーク株式会社 福岡県 福岡市
社会福祉法人福聚会 福岡県 福岡市
株式会社ＥＱＳＰＬＡＮ一級建築士事務所 福岡県 福岡市
株式会社エージー企画 福岡県 福岡市
有限会社ケイズブルーイングカンパニー 福岡県 福岡市
株式会社ファースト・ウェルフェア 福岡県 久留米市
株式会社なうデータ研究所 福岡県 飯塚市
株式会社アール・Ｊ建築 福岡県 八女市
立花鉄工建設株式会社 福岡県 八女市
平成道路有限会社 福岡県 行橋市
宮の杜ガス株式会社 福岡県 行橋市
公益財団法人福岡県学校給食会 福岡県 筑紫野市
医療法人やました小児科医院 福岡県 糸島市
株式会社対海食品 福岡県 志免町
九州信技株式会社 福岡県 粕屋町
有限会社ティーイーケイ 福岡県 苅田町
大川 昌史 福岡県
菊原 慎二 福岡県
清水 宏幸 福岡県
堤 基弘 福岡県
中村 賢一 福岡県
矢島 和恵 福岡県
横田 よし子 福岡県
佐賀県農業信用基金協会 佐賀県 佐賀市
西菱電機工業株式会社 佐賀県 佐賀市
学校法人立川学園 佐賀県 佐賀市
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社会福祉法人天嶺会 佐賀県 多久市
亀栄建材株式会社 佐賀県 伊万里市
社会福祉法人アソカ福祉会 佐賀県 鹿島市
株式会社アース 長崎県 長崎市
合資会社井上勲紙店 長崎県 長崎市
イワテックパートナーズ株式会社 長崎県 長崎市
カコイ食品株式会社 長崎県 長崎市
株式会社Ｇｏｏ 長崎県 長崎市
株式会社長果 長崎県 長崎市
株式会社藤進 長崎県 長崎市
株式会社西村商会 長崎県 長崎市
ＬＩＦＥ・ＤＥＳＩＧＮ株式会社 長崎県 長崎市
有限会社ザ・ニシムラ 長崎県 佐世保市
社会福祉法人佐々川福祉会 長崎県 佐世保市
株式会社サン・ホールディングス 長崎県 佐世保市
株式会社ホーセイ 長崎県 佐世保市
株式会社ネクステージ・ホーム 長崎県 大村市
波佐見陶磁器工業協同組合 長崎県 波佐見町
株式会社トムス 熊本県 熊本市
株式会社くまもと健康支援研究所 熊本県 熊本市
株式会社連空間デザイン研究所 熊本県 熊本市
株式会社岡山建築資材店 熊本県 菊池市
株式会社丸美屋 熊本県 和水町
瀬の本高原リゾート株式会社 熊本県 南小国町
大竹 喜代巳 熊本県
株式会社一吉工業 大分県 大分市
大分ダイハツ販売株式会社 大分県 大分市
ハッピーハウス株式会社 大分県 大分市
プロパティワコー株式会社 大分県 大分市
法友建設株式会社 大分県 大分市
株式会社前田工務店 大分県 大分市
株式会社ＬＵＣＫ 大分県 大分市
豊建設工業株式会社 大分県 中津市
ｄｅｆｉｎｅ株式会社 大分県 日田市
株式会社小森建設 大分県 宇佐市
石田建築株式会社 大分県 玖珠町
有限会社日高ストアー 宮崎県 宮崎市
有限会社坂元 宮崎県 都城市
株式会社ホシヤマ 宮崎県 小林市
株式会社ライフ・ラボ 宮崎県 日向市
株式会社井上商店 宮崎県 高鍋町
信楽 由華 宮崎県
北國 秀文 宮崎県
株式会社市木水産 鹿児島県 鹿児島市
M・S株式会社 鹿児島県 鹿児島市
株式会社オービジョン 鹿児島県 鹿児島市
株式会社スマイズ 鹿児島県 鹿児島市
有限会社ｔｕｒｂｏ１６ 鹿児島県 鹿児島市
株式会社ハマモト 鹿児島県 鹿児島市
株式会社笑仁翅 鹿児島県 鹿屋市
有限会社中村養豚 鹿児島県 鹿屋市
有限会社義福 鹿児島県 西之表市
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有限会社アート不動産 鹿児島県 薩摩川内市
株式会社ＬＩＦＥ 沖縄県 那覇市
株式会社双葉建機 沖縄県 石垣市
社会福祉法人久米島町社会福祉協議会 沖縄県 久米島町
池原 利枝子 沖縄県
國場 福太郎 沖縄県
松田 美豊 沖縄県
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