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アスリードコンサルティング株式会社 北海道 札幌市 1430003011512
株式会社エコテック 北海道 札幌市 4430001002287
株式会社エストホーム 北海道 札幌市 8430001035259
エディア株式会社 北海道 札幌市 4430001066233
エヌ・エス株式会社 北海道 札幌市 3430001002536
株式会社エムジーエス 北海道 札幌市 9430001016654
エムズ・インダストリー株式会社 北海道 札幌市 7430001033255
金田博道建築研究所株式会社 北海道 札幌市 4430001045831
共和コンサルタント株式会社 北海道 札幌市 9430001004741
株式会社コスモテック 北海道 札幌市 4430001024967
札幌宅商リビングデザイン株式会社 北海道 札幌市 5430001016303
医療法人社団桑想創 北海道 札幌市 8430005014119
ＳＯＹＯ株式会社 北海道 札幌市 9430002040513
二水測量設計株式会社 北海道 札幌市 7430001012390
株式会社三ツ輪工業 北海道 札幌市 8430001061610
株式会社宮城島崇人建築設計事務所 北海道 札幌市 1430001083108
株式会社山中配管工業所 北海道 札幌市 8430001017505
株式会社融雪総合サービス 北海道 札幌市 6430001038841
連送管試験センター株式会社 北海道 札幌市 1430001029390
株式会社わらく堂 北海道 札幌市 2430001018376
有限会社不動産企画ウィル 北海道 函館市 9440002008014
株式会社北渡建設 北海道 函館市 7440001000543
医療法人社団吉田歯科口腔外科 北海道 函館市 7440005000960
株式会社北一硝子 北海道 小樽市 4430001049873
有限会社嶋崎産業 北海道 小樽市 5430002054541
株式会社村上歯科商店 北海道 小樽市 6430001050573
會田建設株式会社 北海道 旭川市 5450001000032
江丹別産業開発株式会社 北海道 旭川市 4450001000586
木島建設株式会社 北海道 室蘭市 1430001056633
株式会社アルムシステム 北海道 帯広市 6460101000450
三ッ輪建材株式会社 北海道 帯広市 6460101000608
リアニード大千株式会社 北海道 帯広市 3430001074815
北見第一木材株式会社 北海道 北見市 9460301000289
こどもカンパニー株式会社 北海道 岩見沢市 9430001072945
株式会社ハチロ 北海道 留萌市 5450001008967
大谷種苗株式会社 北海道 深川市 7450001004618
川田自動車工業株式会社 北海道 登別市 8430001057261
株式会社工藤工務店 北海道 恵庭市 5430001044361
五暢建設株式会社 北海道 恵庭市 4430001043579
株式会社川村組 北海道 森町 2440001006157
樋口電気工業株式会社 北海道 京極町 3430001051822
笠間建築株式会社 北海道 上川町 9450001000796
株式会社宮田建設 北海道 美幌町 6460301002222
有限会社吉田設備工業 北海道 湧別町 8460302003300
有限会社藤江産業運輸 北海道 厚真町 8430002059744
幌村建設株式会社 北海道 新ひだか町 2430001055353
株式会社安江不動産 北海道 音更町 3460101005808
久保 一宏 北海道
日置 賢二 北海道
三浦 仁 北海道
ワークス・フォー・ネクサス株式会社 青森県 青森市 4420001017162
有限会社心工務店 青森県 弘前市 2420002013492
株式会社ヤマヨ 青森県 八戸市 9420001007860
山田板金工業株式会社 青森県 五所川原市 9420002011432
株式会社工藤建設 青森県 平川市 9420001010088
株式会社丸重組 青森県 鰺ヶ沢町 5420001008532
上野自動車株式会社 青森県 野辺地町 3420001011645
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株式会社浦田燃料 岩手県 盛岡市 2400001002102
Ｓ．Ａ．Ｓ合同会社 岩手県 盛岡市 7400003002153
株式会社都南建設 岩手県 盛岡市 1400001002020
株式会社中居都市建築設計 岩手県 盛岡市 5400001001183
北斗建設株式会社 岩手県 盛岡市 9400001008407
アート工業株式会社 岩手県 宮古市 3400001006812
株式会社八重長 岩手県 花巻市 4400001005516
有限会社カトウ製作所 岩手県 北上市 1400002010039
株式会社昭和管工 岩手県 北上市 1400001006112
株式会社リコーオートサービス 岩手県 北上市 9400001008670
有限会社大畑建機 岩手県 久慈市 2400002012752
株式会社小田組 岩手県 久慈市 1400001007928
丸順工務店有限会社 岩手県 遠野市 5400002010464
有限会社かんの商会 岩手県 陸前高田市 5402702000488
社会福祉法人愛恵会 岩手県 釜石市 8400005004519
藤根建設株式会社 岩手県 八幡平市 3400001004097
株式会社佐々儀 岩手県 奥州市 7400601000186
株式会社ナカノメ 岩手県 奥州市 1400601001009
医療法人潤心会 岩手県 矢巾町 8400005002893
株式会社日配運輸 岩手県 矢巾町 4400001004534
笠寺 豊 岩手県
株式会社ＡＳＫＡ総合計画 宮城県 仙台市 8370001006984
ウェルプレイス株式会社 宮城県 仙台市 2370001008466
有限会社魚清 宮城県 仙台市 6370002009831
株式会社エービーコーポレーション 宮城県 仙台市 3370001013382
株式会社カリーナフードサービス 宮城県 仙台市 6370001011706
金福建設株式会社 宮城県 仙台市 4370001007598
株式会社ジェフサ 宮城県 仙台市 3370001005207
株式会社シエンズ 宮城県 仙台市 2370001042738
トライブ株式会社 宮城県 仙台市 1010001216254
トライポッドワークス株式会社 宮城県 仙台市 8370001013931
株式会社ブレッツァ・アーキテクツ 宮城県 仙台市 9370001020522
有限会社マツオ建材 宮城県 仙台市 3370002008662
株式会社未来企画 宮城県 仙台市 1370001020694
株式会社メディラック 宮城県 仙台市 3370802001635
有限会社八木会計センター 宮城県 仙台市 4370002004082
社会福祉法人やまとみらい福祉会 宮城県 仙台市 6370005003220
山元工業株式会社 宮城県 仙台市 8370001010664
あおい創建株式会社 宮城県 石巻市 5370001044995
株式会社電業社 宮城県 石巻市 1370301002500
桃建工業株式会社 宮城県 石巻市 7370301000969
株式会社丸中材木店 宮城県 石巻市 1370301001171
有限会社テールエンド 宮城県 名取市 1370802002148
日広建設株式会社 宮城県 角田市 1370101001165
株式会社安住商会 宮城県 多賀城市 9370601000023
菅原産業細倉運輸株式会社 宮城県 栗原市 3370201003167
波姫建装株式会社 宮城県 栗原市 7370201003832
株式会社仙北製材所 宮城県 大崎市 5370201000229
株式会社ベストサポート桂 宮城県 大崎市 5370001041992
株式会社スクリブル・デザイン 宮城県 利府町 1370001012345
株式会社サイユーキ 宮城県 大郷町 7370001017512
株式会社コスモハウジング 宮城県 涌谷町 1370202003358
大槻 佳宏 宮城県
秋田酒類製造株式会社 秋田県 秋田市 8410001000388
株式会社佐々木工務店 秋田県 秋田市 9410001001220
株式会社ノルドベスト 秋田県 秋田市 4410001011001
有限会社マーヴェリック・コーポレーション 秋田県 秋田市 1410002005252
三和興業株式会社 秋田県 男鹿市 6410001004069
株式会社菅与組 秋田県 潟上市 1410001003447
株式会社小松煙火工業 秋田県 大仙市 3410001007941
藤島木材工業株式会社 秋田県 北秋田市 7410001006469
有限会社阿部加工所 秋田県 にかほ市 7410002007425
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有限会社ワタナベ燃料 秋田県 五城目町 8410002005956
佐藤 直 秋田県
近藤工業株式会社 山形県 山形市 8390001000580
株式会社ザオー測量設計 山形県 山形市 8390001000738
株式会社網代建設 山形県 米沢市 2390001009719
株式会社中村建設 山形県 米沢市 3390001010031
株式会社榎本測量設計事務所 山形県 鶴岡市 2390001007482
株式会社大和 山形県 鶴岡市 9390001007658
新山形ホームテック株式会社 山形県 新庄市 7390001009020
株式会社丸石産業 山形県 上山市 7390001004855
トップロード株式会社 山形県 天童市 4390001012670
丸七建設株式会社 山形県 天童市 7390001004590
株式会社デザインホーム 山形県 南陽市 8390001014985
小杉 靖宏 山形県
有限会社イズミ設計事務所 福島県 福島市 8380002000374
株式会社協栄工業 福島県 福島市 4380001000387
東北テクノホーム有限会社 福島県 福島市 2380002002384
福島地区管工事協同組合 福島県 福島市 3380005000376
会津リース株式会社 福島県 会津若松市 2380001017185
浅沼産業株式会社 福島県 会津若松市 7380001017214
株式会社シビルディング大喜 福島県 会津若松市 2380001017474
星野商事株式会社 福島県 会津若松市 3380001017837
有限会社ワンピース 福島県 会津若松市 7380002035727
株式会社エンドウ 福島県 郡山市 2380001004670
有限会社北熱エンジニアリング 福島県 郡山市 9380002008813
株式会社クリエイティブダイワ 福島県 郡山市 2380001004984
株式会社ＢＡＮＫＳ 福島県 郡山市 7380001027667
株式会社松川屋商店 福島県 郡山市 7380001006646
株式会社渡清 福島県 郡山市 6380001006960
有限会社上野代工務店 福島県 いわき市 2380002022481
常磐共同ガス株式会社 福島県 いわき市 2380001012987
トリオド有限会社 福島県 いわき市 5380002025119
福島通商株式会社 福島県 いわき市 1380001013714
株式会社裕西 福島県 いわき市 7380001021892
社会福祉法人優樹福祉会 福島県 白河市 4380005004665
新道建設株式会社 福島県 須賀川市 6380001011242
株式会社アルマ 福島県 二本松市 2380001009323
株式会社ウォンツ 福島県 二本松市 4380001009560
株式会社佐藤組 福島県 二本松市 3380001009388
株式会社友和設備 福島県 二本松市 8380001024820
山登マテリオ株式会社 福島県 鏡石町 3380001011518
株式会社渡部住建 福島県 西会津町 8380001018517
有限会社本柳自動車 福島県 泉崎村 8380002018557
株式会社浅川電設 福島県 矢吹町 5380001010088
株式会社立石住宅 福島県 矢吹町 4380001022794
有限会社須藤石材 福島県 石川町 3380002020939
千葉 喜之助 福島県
塚本 朋宏 福島県
中川 和志 福島県
株式会社市毛建設 茨城県 水戸市 2050001000414
税理士法人コンパス・ロイヤーズ 茨城県 水戸市 8050005012706
佐藤土木株式会社 茨城県 土浦市 4050001009156
株式会社鈴木建設 茨城県 土浦市 9050001033944
有限会社渡辺工業所 茨城県 土浦市 3050002012481
株式会社ホリエオート 茨城県 古河市 8050001018533
有限会社小貫工業 茨城県 石岡市 8050002014861
株式会社キャピタルトラスト 茨城県 石岡市 4050001012572
株式会社北島土建材 茨城県 結城市 4050002044524
株式会社豊和ジーマップ 茨城県 結城市 8050001032914
株式会社柴木材店 茨城県 下妻市 3050001013332
岡部合名会社 茨城県 常陸太田市 6050003001646
有限会社足立電気 茨城県 笠間市 7050002009953
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有限会社小池工務店 茨城県 笠間市 2050002010131
株式会社ゴミタ 茨城県 笠間市 6050001007975
株式会社スガヤ工務店 茨城県 笠間市 1050001008284
医療法人社団嘉望会 茨城県 取手市 7050005012153
飯島電気工事株式会社 茨城県 牛久市 7050001027972
株式会社梅屋 茨城県 つくば市 6050001015400
有限会社大竹薬局 茨城県 つくば市 8050002020959
株式会社タクミ不動産 茨城県 つくば市 6050002023468
株式会社千成屋 茨城県 ひたちなか市 6050001006861
ドラフトホーム株式会社 茨城県 ひたちなか市 8050001026684
株式会社ユニバーサル建設工業 茨城県 ひたちなか市 7050001007140
株式会社瀧工務店 茨城県 常陸大宮市 6050001026793
株式会社幸上土木 茨城県 坂東市 6050001014749
有限会社雨谷工業 茨城県 桜川市 4050002044029
有限会社光琳堂 茨城県 桜川市 8050002044082
有限会社東矢貝池田石材 茨城県 桜川市 1050002042786
大根造園土木株式会社 茨城県 神栖市 3050001049129
鹿島花壇土木株式会社 茨城県 神栖市 4050001020922
有限会社弥生電気設備 茨城県 神栖市 6050002028228
株式会社根崎工務店 茨城県 行方市 2050001021708
株式会社伊東建設 茨城県 鉾田市 2050001021798
鈴木建材工業有限会社 茨城県 小美玉市 1050002016666
牛木建設株式会社 茨城県 大子町 3050001026887
有限会社益子工務店 茨城県 大子町 7050002036048
株式会社大慶 茨城県 阿見町 1050001012385
齋藤測量企画株式会社 茨城県 利根町 1050001034909
飯泉 淳 茨城県
石塚 勝志 茨城県
稲田 昌孝 茨城県
小島 修一 茨城県
櫻 富夫 茨城県
田所 健一 茨城県
株式会社宇都宮貸家センター 栃木県 宇都宮市 7060002001496
株式会社倖進工業 栃木県 宇都宮市 6060001022544
株式会社大寛機工 栃木県 宇都宮市 6060001007181
ダイニサーベイ有限会社 栃木県 宇都宮市 8060002005579
野中建設株式会社 栃木県 宇都宮市 6060001021637
株式会社ハウジング青木 栃木県 宇都宮市 3060001003621
フィールズ株式会社 栃木県 宇都宮市 1060001025592
株式会社みどり 栃木県 宇都宮市 8060001026865
ランド・フォレスト株式会社 栃木県 宇都宮市 7060001021743
株式会社ＯＮＥ 栃木県 宇都宮市 1060001028546
株式会社エステート・ワン 栃木県 足利市 9060001018374
株式会社Ｎフィールド 栃木県 足利市 5060001032635
亀工房株式会社 栃木県 足利市 1060001025618
株式会社サンエフ 栃木県 足利市 7060002036237
あいケアステーション株式会社 栃木県 栃木市 1060001017499
大興電気工業株式会社 栃木県 栃木市 4060001016457
とちぎリフォーム株式会社 栃木県 栃木市 6060001029309
有限会社阿部木材 栃木県 佐野市 2060002038642
田澤木材株式会社 栃木県 佐野市 4060001020475
有限会社渡辺設備工事 栃木県 佐野市 8060002040262
株式会社新日本石匠 栃木県 日光市 5060001008437
株式会社吉原造園 栃木県 日光市 6060001024581
株式会社飯田合金鋳造所 栃木県 小山市 3060001014040
有限会社エフエスシー 栃木県 小山市 2060002030112
有限会社小山総合設備 栃木県 小山市 9060002027977
株式会社ＫＳ　ＧＲＯＵＰ 栃木県 小山市 9060001029784
株式会社佐藤組 栃木県 大田原市 8060001013178
株式会社サニテック・フカヤ 栃木県 大田原市 5060001013734
株式会社橋本工業 栃木県 大田原市 6060001013188
株式会社大東建設 栃木県 矢板市 5060001013387
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有限会社薄井設備 栃木県 那須塩原市 3060002023643
有限会社石井材木店 栃木県 那須烏山市 5060002014517
株式会社おかもと 栃木県 上三川町 3060001005394
有限会社小泉解体興業 栃木県 野木町 5060002029746
川崎工業株式会社 栃木県 那珂川町 4060001008041
株式会社赤城オーガニック 群馬県 前橋市 7070001003625
匠建設株式会社 群馬県 前橋市 1070001036011
南部電設株式会社 群馬県 前橋市 2070001003695
陽昇建設株式会社 群馬県 前橋市 5070001030893
株式会社ホクト工業 群馬県 前橋市 5070001002901
株式会社アイデン 群馬県 高崎市 6070001037310
三友精機株式会社 群馬県 高崎市 2070001007069
株式会社ＪＢＩ財務マネジメント 群馬県 高崎市 7070001024563
株式会社測研 群馬県 高崎市 5070001011308
医療法人まつい歯科クリニック 群馬県 高崎市 4070005003426
株式会社南舗道 群馬県 高崎市 4070001008511
有限会社丸よ小林組 群馬県 桐生市 8070002024834
株式会社向田会計事務所 群馬県 桐生市 3070001016655
ＩＮＴＥＲＩＯＲつじ株式会社 群馬県 伊勢崎市 7070001029637
株式会社グローバル 群馬県 伊勢崎市 2070001013892
小林保全設備株式会社 群馬県 伊勢崎市 3070001013339
ソウエイコンストラクション株式会社 群馬県 太田市 8070001019554
大和不動産株式会社 群馬県 太田市 3070001031134
有限会社鈴木材木店 群馬県 沼田市 5070002034877
華建工業合同会社 群馬県 館林市 7070003002880
有限会社セキネ開発 群馬県 安中市 4070002014871
カイドウ建設株式会社 群馬県 みどり市 1070001015741
社会福祉法人にしあがつま福祉会 群馬県 長野原町 9070005007496
株式会社ＤＡＩＫＥＮ 群馬県 邑楽町 7070001033787
金井 研二 群馬県
唐澤 岳史 群馬県
髙井 英昭 群馬県
田中 秀樹 群馬県
中島 智史 群馬県
宮下 浩幸 群馬県
株式会社栄進 埼玉県 さいたま市 6030001012226
株式会社カタヤマ 埼玉県 さいたま市 5030001001816
株式会社クワバラ・パンぷキン 埼玉県 さいたま市 8030001002381
株式会社佐々木工務店 埼玉県 さいたま市 1030001003667
トーエイコンストラクション株式会社 埼玉県 さいたま市 8030001063812
株式会社永山重機 埼玉県 さいたま市 2030001006157
ニューゲート株式会社 埼玉県 さいたま市 2030001017518
株式会社長谷川機械製作所 埼玉県 さいたま市 9030001006910
プログレアエステート株式会社 埼玉県 さいたま市 7013301040335
有限会社星名建設 埼玉県 さいたま市 8030002018864
星野木材株式会社 埼玉県 さいたま市 6030001007721
株式会社桝徳 埼玉県 さいたま市 2030001007915
株式会社丸電 埼玉県 さいたま市 1030001008006
山毅工業株式会社 埼玉県 さいたま市 3030001118505
島村ハウス工業株式会社 埼玉県 川越市 9030001054926
株式会社高建工業 埼玉県 川越市 4030001057553
日開設備工業株式会社 埼玉県 川越市 6030001055340
日商建設株式会社 埼玉県 川越市 4030001055350
株式会社美菜 埼玉県 川越市 1030001111131
株式会社東京マシンセンター 埼玉県 熊谷市 9030001085046
社会福祉法人アズパーク 埼玉県 川口市 4030005012901
輝進株式会社 埼玉県 川口市 2030001103433
鴻運株式会社 埼玉県 川口市 5030001130565
医療法人社団厚生会 埼玉県 川口市 1030005012020
株式会社国商 埼玉県 川口市 6030001079356
株式会社３００宴商人ホールディングス 埼玉県 川口市 8030001082589
株式会社ジャパン・オプティックス 埼玉県 川口市 9011501011410
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水明機工株式会社 埼玉県 川口市 4030001075539
中田造園株式会社 埼玉県 川口市 8030001082894
島崎木材株式会社 埼玉県 行田市 6030001086889
株式会社博建工務店 埼玉県 行田市 1030001102337
株式会社山中建材 埼玉県 秩父市 8030001090988
有限会社若林建築所 埼玉県 秩父市 9030002121898
株式会社アベ建託 埼玉県 所沢市 1030001108160
有限会社エイチアンドエム 埼玉県 所沢市 8030002028426
有限会社サンワールド 埼玉県 所沢市 5030002029526
大陸商工株式会社 埼玉県 所沢市 8030001024608
株式会社日恵物流 埼玉県 所沢市 4030001024784
株式会社橋本電工 埼玉県 所沢市 5030001024841
株式会社ＩＲＯＮＡＮＯ工業 埼玉県 加須市 5030001137833
アート緑化土木株式会社 埼玉県 東松山市 8030001070692
有限会社ケイアイ工房 埼玉県 東松山市 6030002096937
株式会社ブルック 埼玉県 春日部市 3030001051417
株式会社上尾グリーン・ガーデン 埼玉県 上尾市 7030001041091
株式会社東京ワンタン本舗 埼玉県 上尾市 1010901008115
株式会社ＭＵＫＵＹＡ 埼玉県 上尾市 7030001044243
株式会社明生建設 埼玉県 上尾市 3030001041731
有限会社和弘設計 埼玉県 上尾市 6030002055380
有限会社大坂屋書店 埼玉県 草加市 4030002043577
株式会社サントップ 埼玉県 草加市 1030001079757
医療法人社団友勝会 埼玉県 草加市 1030005005809
有限会社ミヤビ技建工業 埼玉県 越谷市 5030002090916
Ｒｅｖｉｖｅ　Ｃｏ．株式会社 埼玉県 越谷市 6030001125473
有限会社ＤＸＥ 埼玉県 蕨市 2030002027771
有限会社豊栄建設 埼玉県 蕨市 9030002025728
有限会社高山 埼玉県 入間市 5030002035516
株式会社和優 埼玉県 朝霞市 3030001049361
有限会社山口石油 埼玉県 久喜市 4030002039237
株式会社右川ゴム製造所 埼玉県 八潮市 7030001037214
株式会社富久 埼玉県 富士見市 3030001046417
マクロ精巧株式会社 埼玉県 三郷市 4030001037002
有限会社オオクマ設備 埼玉県 伊奈町 4030002056934
有限会社ひかり不動産 埼玉県 美里町 1030002081638
株式会社山田建設 埼玉県 上里町 8030001131049
有限会社坂巻材木店 埼玉県 宮代町 6030002069703
粟澤 重樹 埼玉県
加藤 正明 埼玉県
川口 雅子 埼玉県
黒須 孝典 埼玉県
坂口 謙一 埼玉県
佐々木 努 埼玉県
島村 進 埼玉県
菅原 隆宏 埼玉県
多田 恭章 埼玉県
中久喜 透 埼玉県
矢澤 昭男 埼玉県
矢島 茂樹 埼玉県
山﨑 直人 埼玉県
栄建設株式会社 千葉県 千葉市 7040001087885
医療法人社団魁芙会 千葉県 千葉市 2040005006037
有限会社柴田商会 千葉県 千葉市 6040002005509
スマート株式会社 千葉県 千葉市 9040001013261
株式会社創和測量 千葉県 千葉市 3040001003895
株式会社千歳防災社 千葉県 千葉市 3040001058188
日本訪問医療株式会社 千葉県 千葉市 1040001113119
フェンス工業株式会社 千葉県 千葉市 6040001006474
株式会社フレスコ 千葉県 千葉市 2040001001289
医療法人社団宝歯会 千葉県 千葉市 7040005019703
ミトミ電明株式会社 千葉県 千葉市 5040001007291
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金島建設株式会社 千葉県 銚子市 1040001062068
株式会社第一工業 千葉県 市川市 5010801006470
田村住研株式会社 千葉県 市川市 1040001026865
ファインホームエステート株式会社 千葉県 市川市 7040001027404
飯塚不動産株式会社 千葉県 船橋市 6040001016671
株式会社ウェルテック 千葉県 船橋市 8040001023113
有限会社プロテック 千葉県 木更津市 4040002069134
医療法人社団裕博会 千葉県 木更津市 7040005018168
ＫＧＧ株式会社 千葉県 松戸市 5040001118535
株式会社金城組 千葉県 茂原市 9040001059131
株式会社林住販 千葉県 茂原市 8040001059990
株式会社ライトニングファクトリー 千葉県 茂原市 5040001059969
小貫工業有限会社 千葉県 成田市 6040002059629
大徳産業株式会社 千葉県 成田市 5040001044079
平山建設株式会社 千葉県 成田市 5040001043171
株式会社東照電気 千葉県 佐倉市 2040001046994
株式会社佐野工務店 千葉県 習志野市 1040001014465
かとう測量設計株式会社 千葉県 柏市 1040001068610
東味株式会社 千葉県 柏市 4040001066082
株式会社フジタ自動車 千葉県 柏市 1040001116154
医療法人社団薫聖会 千葉県 勝浦市 3040005016687
有限会社かねだ薬局 千葉県 市原市 9040002072827
株式会社千原建設 千葉県 市原市 1040002074228
西臣工務店株式会社 千葉県 市原市 6040001055983
株式会社本吉工務店 千葉県 市原市 2040001054634
株式会社フジテック 千葉県 流山市 8040001038391
有限会社植吉造園 千葉県 八千代市 6040002028550
京葉ビルサービス株式会社 千葉県 八千代市 3040001020684
有限会社いちふじ 千葉県 君津市 6040002069462
株式会社オールプロジェクト 千葉県 君津市 6040001051644
株式会社マルノブ 千葉県 浦安市 1040001103202
株式会社ベストフォーム 千葉県 印西市 3040001044015
エイシア工業株式会社 千葉県 白井市 3040001043792
ＴＡＣトレーディング株式会社 千葉県 富里市 9040001046014
有限会社川孝石材 千葉県 南房総市 2040002100544
医療法人社団伝統医学研究会 千葉県 山武市 6040005010415
有限会社處建業 千葉県 いすみ市 7040002102081
株式会社鈴木工務店 千葉県 大網白里市 9040001057556
有限会社マルニ造園土木 千葉県 大網白里市 5040002078563
有限会社桜井管商店 千葉県 栄町 4040002056735
東関建設株式会社 千葉県 多古町 7040001061411
株式会社創真 千葉県 長南町 2040001117829
髙田 恵一郎 千葉県
中西 健嗣 千葉県
株式会社青山メイン企画 東京都 千代田区 2010001008997
社会保険労務士法人ＨＭパートナーズ 東京都 千代田区 4010005026267
株式会社ＳＮＳソフト 東京都 千代田区 6010001154383
株式会社オールラボジャパン 東京都 千代田区 9010001216981
株式会社スキマデパート 東京都 千代田区 7010401127236
株式会社スプリングエステート 東京都 千代田区 5010001020504
清和税理士法人 東京都 千代田区 9010005015926
東京シティリアルエステート株式会社 東京都 千代田区 6010401098692
株式会社日翔テクノ 東京都 千代田区 3010001109464
株式会社ｉＨＯＬＯＮ 東京都 中央区 6010501042567
株式会社イン・フィールド 東京都 中央区 7010001112308
三和ネオン株式会社 東京都 中央区 2010001044613
株式会社スサト 東京都 中央区 6010001047570
株式会社泰正 東京都 中央区 5010001049543
株式会社日本クリード 東京都 中央区 4040001021764
日本橋ウルハウス株式会社 東京都 中央区 5010001164152
株式会社ヒットマテリアル 東京都 中央区 2010001101380
株式会社ヒューマックス 東京都 中央区 5011101047981
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妙高観光開発株式会社 東京都 中央区 2010001058514
株式会社ラフィーネインターナショナル 東京都 中央区 3010001060262
株式会社エービック 東京都 港区 2010401120699
株式会社カモス 東京都 港区 8011501013291
グッド・コミュニケーション株式会社 東京都 港区 2011101056110
株式会社ケイ・ディー・エス 東京都 港区 7010401040579
株式会社コンフィード 東京都 港区 3030001115774
ジュエリークレスト株式会社 東京都 港区 8010401122145
株式会社パーク 東京都 港区 9011001103625
フリホーレス株式会社 東京都 港区 6010401090006
株式会社マスタープログレス 東京都 港区 2011001097122
株式会社ＲＡＩＤ 東京都 港区 5010001127992
株式会社鮎沢商事 東京都 新宿区 3011101001239
株式会社UNCOVER TRUTH 東京都 新宿区 6010001153096
ウエスト商事株式会社 東京都 新宿区 2011101002320
株式会社コラゾン 東京都 新宿区 1120001099515
株式会社ジェイウイング 東京都 新宿区 4010601024194
株式会社ＢＵＹ　ＴＨＥ　ＷＡＹ 東京都 新宿区 7011101064653
株式会社メディオテック 東京都 新宿区 7011101044746
株式会社リプロライフ 東京都 新宿区 8011101056864
株式会社日本介護センター 東京都 文京区 1011001027542
株式会社フロアプロテック 東京都 文京区 5010001161629
株式会社松田薬局 東京都 文京区 2010001007330
アース・グリーン株式会社 東京都 台東区 1010501021526
株式会社共創 東京都 台東区 9010501045170
株式会社デンタルアートオブパシフィック 東京都 台東区 4010501011078
信和ホールディングス株式会社 東京都 墨田区 9010601044857
株式会社すみだ不動産 東京都 墨田区 1010601054979
株式会社ナカニワ印刷 東京都 江東区 2010601005436
株式会社原田久嗣建築設計事務所 東京都 江東区 6010601059817
ユニ・ワールド株式会社 東京都 江東区 3010601029302
株式会社アークテック 東京都 品川区 9010701011699
株式会社アイトー 東京都 品川区 4010701020688
セントラル都市開発株式会社 東京都 品川区 7010701005224
太陽鉄工株式会社 東京都 品川区 4010701005706
朝陽塗装工業株式会社 東京都 品川区 7010701005991
株式会社東京調剤センター 東京都 品川区 8011201003626
日学株式会社 東京都 品川区 9010401021593
株式会社ラフサプリ 東京都 品川区 2010701040036
三求化学工業株式会社 東京都 目黒区 7013201002286
株式会社ｐｒｉｍａｒｙ 東京都 目黒区 5021001062444
株式会社池上工業所 東京都 大田区 4010801000805
磐田電工株式会社 東京都 大田区 7010801001164
ＳＢＹフード株式会社 東京都 大田区 1010801030714
有限会社エムワイエスファーマシー 東京都 大田区 3010802002537
株式会社創建舎 東京都 大田区 1010801006292
株式会社光興業サポート 東京都 大田区 9010401025099
ＳＧＫ管工合同会社 東京都 世田谷区 1010903005473
有限会社オオトモ建築工房 東京都 世田谷区 6010902003259
株式会社ＣＦＣＬ 東京都 世田谷区 8010901045754
株式会社創和ネクスト 東京都 世田谷区 9010901017224
株式会社青 東京都 渋谷区 7011001055042
株式会社ＡＷＡ 東京都 渋谷区 8011001103725
有限会社エブリマン 東京都 渋谷区 5011002036530
大和電業株式会社 東京都 渋谷区 9011001013989
ニナ・ステージ株式会社 東京都 渋谷区 6011001114245
株式会社バディクリエイト 東京都 渋谷区 9011001135940
株式会社Ｐａｎｏｍａ 東京都 渋谷区 7012401008787
株式会社５ 東京都 渋谷区 3011001054510
フラップスプラン株式会社 東京都 渋谷区 8180001105104
株式会社ユニーク総合防災 東京都 渋谷区 4010901032186
株式会社ＬＡＲＧＯ 東京都 渋谷区 4010901032590
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株式会社和田食器 東京都 渋谷区 4011001024818
株式会社五味建築設計事務所 東京都 中野区 3011201001840
株式会社柴田屋酒店 東京都 中野区 6011201002456
社会福祉法人中野あいいく会 東京都 中野区 6011205001207
株式会社松井郁夫建築設計事務所 東京都 中野区 4011201010881
株式会社アオイ商会 東京都 杉並区 5011301000022
株式会社Ｆ＆Ｃインターナショナル 東京都 杉並区 9011301019629
杉本電気工事株式会社 東京都 杉並区 2011301003564
マルト建設株式会社 東京都 杉並区 3011301006772
株式会社　アイ・エス・アイ 東京都 豊島区 4011101027191
学校法人ＩＳＩ学園 東京都 豊島区 2011105003100
ＩＳＩグローバル株式会社 東京都 豊島区 3010401159761
株式会社イケオン 東京都 豊島区 8013301020955
Ｈ＆Ｍリアルエステート株式会社 東京都 豊島区 6010401147664
ＢＩＯ　ＡＣＴＩＶＥＳ　ＪＡＰＡＮ株式会社 東京都 豊島区 6013301024446
医療法人社団明法会 東京都 豊島区 2013305000389
ＬＯＯＰ　Ｒｅａｌ　Ｃｒｅｄｉｔｏ株式会社 東京都 豊島区 6013301039477
大関電設株式会社 東京都 北区 6011501000795
株式会社佐藤開発 東京都 北区 3011501010392
富士食糧株式会社 東京都 北区 1011501003992
医療法人社団友和会 東京都 荒川区 5011505000561
有限会社かえで薬品 東京都 板橋区 3011402010211
株式会社グラッド 東京都 板橋区 5011401015151
株式会社ＫＧ　ＮＥＸＴ 東京都 板橋区 2011401022588
株式会社テクパル 東京都 板橋区 1011601014576
株式会社八興 東京都 板橋区 2011401005246
株式会社マルカン 東京都 板橋区 8011401010629
株式会社ヨシケン 東京都 板橋区 9011401006667
株式会社スタジオ雲雀 東京都 練馬区 5011601003484
株式会社東京おだふじ 東京都 練馬区 7011602011716
株式会社ラークスエンタテインメント 東京都 練馬区 7011601012681
有限会社大関薬局 東京都 足立区 9011802010722
サトウ電機株式会社 東京都 足立区 4011801008177
中村産業株式会社 東京都 足立区 5011801010719
社会福祉法人白寿会 東京都 足立区 4011805001574
セイズ株式会社 東京都 葛飾区 8011801016473
有限会社プラネット 東京都 葛飾区 8011802006853
株式会社ワイオリ 東京都 葛飾区 4011801020982
株式会社アーキスト 東京都 江戸川区 6011701021294
株式会社イゾイ 東京都 江戸川区 2011701000475
株式会社カントウ 東京都 江戸川区 5011701001990
ＧＲＯＷ．ＳＣ株式会社 東京都 江戸川区 9011701019690
有限会社小林パイプ 東京都 江戸川区 2011702004392
澤建設株式会社 東京都 江戸川区 2011701003593
有限会社テイサン 東京都 江戸川区 5011702015882
株式会社テムポ化学 東京都 江戸川区 5011701009233
株式会社ニューコン工業 東京都 江戸川区 7011701006294
株式会社リアルヴィジョン 東京都 江戸川区 5011701015628
株式会社インスパイア 東京都 八王子市 7010101007416
株式会社クオリティーライフ 東京都 八王子市 7010101010171
株式会社サンセラ 東京都 八王子市 1070001012128
株式会社ＣＩＳレジデンス 東京都 八王子市 6010101008241
株式会社べるつりー 東京都 八王子市 6010101010899
渡部道路株式会社 東京都 八王子市 5010101004150
株式会社坂井工務店 東京都 立川市 6012801000535
ワイド・リンク株式会社 東京都 立川市 9012801020051
株式会社エレメンツ 東京都 武蔵野市 5012401014060
医療法人社団誠翔会 東京都 武蔵野市 1012405002338
桃伎舎株式会社 東京都 武蔵野市 1011101094326
有限会社武蔵野薬友会 東京都 武蔵野市 6012402017912
パイアソン株式会社 東京都 三鷹市 5012401012898
株式会社河村建設 東京都 府中市 8012401000388

9 / 30 ページ



2022年7月14日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

有限会社中樹園 東京都 府中市 1012402001978
野村産業株式会社 東京都 府中市 8012401001353
満建築工房株式会社 東京都 府中市 3012701010406
昭島自動車株式会社 東京都 昭島市 4012801001832
株式会社ＩＳコーポレーション 東京都 調布市 9012401023933
株式会社深光園 東京都 調布市 7012401007822
医療法人社団高翔会 東京都 町田市 7012305001517
秀栄建築株式会社 東京都 町田市 6012301001199
有限会社富士石材工業 東京都 小平市 8010602013424
相羽建設株式会社 東京都 東村山市 2012701001109
中部自動車販売株式会社 東京都 東村山市 1012701001571
パワーメディカル株式会社 東京都 東村山市 4012701001759
株式会社ワンダフルクリーン 東京都 国分寺市 5012401002718
株式会社アルハウス 東京都 福生市 4013101006258
白鳥商事株式会社 東京都 狛江市 9012401009107
株式会社ＭＳＹＫ 東京都 稲城市 4012401037616
学校法人子どもの森 東京都 稲城市 5013405000170
株式会社福島測量 東京都 稲城市 3013401002081
エマス有限会社 東京都 あきる野市 1013102005047
五十嵐 雅 東京都
石川 嘉宏 東京都
板垣 力 東京都
大石 直 東京都
大平 洋志 東京都
笠原 修一 東京都
小林 利香 東京都
五味 賢登 東京都
近藤 久人 東京都
紺野 義之 東京都
齊藤 寿康 東京都
新藤 光洋 東京都
高橋 治 東京都
寺田 由実 東京都
濵 夏樹 東京都
藤森 拓人 東京都
北條 武士 東京都
細越 隆夫 東京都
本山 哲樹 東京都
森 誠一 東京都
湯山 朋典 東京都
吉田 雅比呂 東京都
株式会社アイエスピー 神奈川県 横浜市 3020001014110
医療法人一英会 神奈川県 横浜市 7020005012016
株式会社オフィス・フォーワン 神奈川県 横浜市 6020002053988
一般社団法人金沢区三師会 神奈川県 横浜市 8020005003427
株式会社カラン 神奈川県 横浜市 8020001083571
株式会社関東設備 神奈川県 横浜市 6020001000586
株式会社Ｑ－ＧＡＲＤＥＮ 神奈川県 横浜市 6010901029494
有限会社ケイエスデンタル 神奈川県 横浜市 1020002020605
Ｋ・Ｔ・Ａ株式会社 神奈川県 横浜市 8020001047452
株式会社さくら人材サービス 神奈川県 横浜市 9020001026703
株式会社サンワセイコー 神奈川県 横浜市 3020001008632
ジュノー株式会社 神奈川県 横浜市 7020001054978
株式会社翔和サービス 神奈川県 横浜市 3020001090093
株式会社スズミ 神奈川県 横浜市 4020001020652
医療法人社団　ＤＯＵＢＬＥ　ＤＯＯＲ 神奈川県 横浜市 9020005005216
有限会社都筑薬局 神奈川県 横浜市 7020002060819
東洋船舶工業株式会社 神奈川県 横浜市 9020001023931
株式会社富士住設機器 神奈川県 横浜市 5020001005545
BUTANI一級建築士事務所合同会社 神奈川県 横浜市 2020003019216
株式会社北斗工業 神奈川県 横浜市 6020001009306
マランツエレクトロニクス株式会社 神奈川県 横浜市 8020001046215
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有限会社峯岸工務店 神奈川県 横浜市 3020002010752
株式会社ヤマノウチスポーツ 神奈川県 横浜市 7020001091955
株式会社横浜自働機 神奈川県 横浜市 6020001022085
株式会社ライフスクエア 神奈川県 横浜市 8020001059068
株式会社Ｒテック 神奈川県 川崎市 1020001104458
株式会社ウィッシュコーポレーション 神奈川県 川崎市 5010401112405
株式会社エスケー 神奈川県 川崎市 7020001135588
エヌイーメタルズ株式会社 神奈川県 川崎市 9020001087456
株式会社春日建設 神奈川県 川崎市 3020001069096
株式会社叶屋 神奈川県 川崎市 2020003005570
社会福祉法人川崎聖風福祉会 神奈川県 川崎市 5020005007505
株式会社グローイングアップ 神奈川県 川崎市 4020001093590
交安株式会社 神奈川県 川崎市 7020001067773
株式会社東京精密器具製作所 神奈川県 川崎市 1010801007794
有限会社　プランテック 神奈川県 川崎市 3020002094911
有限会社ミタテホーム 神奈川県 川崎市 8020002095087
有限会社ヨシダ 神奈川県 川崎市 2020002090928
株式会社和楽 神奈川県 川崎市 9020001115464
医療法人社団佳仁会 神奈川県 相模原市 4021005006646
公益社団法人相模原法人会 神奈川県 相模原市 3021005002365
三光機械株式会社 神奈川県 相模原市 6021001012290
株式会社東洋アクアテック 神奈川県 相模原市 7021001013313
株式会社　ラッキースポーツ 神奈川県 相模原市 4021001017779
株式会社石元石材 神奈川県 横須賀市 3021001073071
有限会社三栄設備 神奈川県 横須賀市 7021002064322
医療法人社団理政会 神奈川県 横須賀市 9021005007557
株式会社ジオサーヴ 神奈川県 平塚市 8021001063282
株式会社新三善 神奈川県 平塚市 8021001036817
株式会社マッケンジー 神奈川県 平塚市 1021001037359
株式会社千里 神奈川県 鎌倉市 8020001000246
丸福産業株式会社 神奈川県 鎌倉市 6021001009543
株式会社片山歯科商会 神奈川県 藤沢市 3021001000471
株式会社　紀伊国屋旅館 神奈川県 藤沢市 6021001000543
ジャパンメデイック株式会社 神奈川県 藤沢市 9021001001134
有限会社シンコー 神奈川県 藤沢市 6021002002489
新都市建設株式会社 神奈川県 藤沢市 5021001068986
株式会社田中建設工業 神奈川県 藤沢市 7021001001383
有限会社出川工作所 神奈川県 藤沢市 4021002000552
山藤建業株式会社 神奈川県 藤沢市 6021001002309
有限会社おしうみ建築 神奈川県 小田原市 5021002052329
有限会社豊製作所 神奈川県 小田原市 2021002053627
株式会社コンバート技建 神奈川県 茅ヶ崎市 5021001006814
株式会社高田工務店 神奈川県 茅ヶ崎市 9021001007098
株式会社ハートフルホーム 神奈川県 茅ヶ崎市 2021001007807
株式会社湘南ケミカルサービス 神奈川県 逗子市 8021001042591
エム・エス・エム株式会社 神奈川県 三浦市 5021001044327
有限会社スタジオイズム 神奈川県 三浦市 1021002069698
堀越建築株式会社 神奈川県 三浦市 1021001044603
栄光冷熱株式会社 神奈川県 厚木市 7021001019434
株式会社Ｍ＆Ｙ 神奈川県 厚木市 2021001051128
株式会社トータルホーム 神奈川県 厚木市 5021001024601
株式会社ふたばらいふ 神奈川県 厚木市 6021001023965
株式会社良誠建設 神奈川県 厚木市 3021002036944
医療法人社団暁倭会 神奈川県 大和市 9021005009009
株式会社ノバ・ファーマシー 神奈川県 大和市 3021001025741
株式会社丸三工営 神奈川県 大和市 1021001025941
株式会社池田建設 神奈川県 伊勢原市 7021001020961
株式会社スマイルホーム 神奈川県 伊勢原市 4021001055960
有限会社堅昇土建 神奈川県 海老名市 7021002048250
医療法人歯仁会 神奈川県 海老名市 9021005005271
株式会社ダスキンエビナ 神奈川県 海老名市 3021001026979
株式会社前田工務店 神奈川県 海老名市 1021001024456
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株式会社龍正堂 神奈川県 南足柄市 5021001062031
有限会社ブライトピック 神奈川県 綾瀬市 1021002046887
有限会社ラテラル・テック 神奈川県 寒川町 9021002056350
有限会社ラメール洋菓子店 神奈川県 寒川町 8021002012429
有限会社Ａコーポレーション 神奈川県 箱根町 7021002051386
有限会社丸仁土木 神奈川県 湯河原町 2021002050277
小泉 日出一 神奈川県
志賀 勇太 神奈川県
田辺 昌昭 神奈川県
中村 達哉 神奈川県
株式会社越配 新潟県 新潟市 7110001007092
小木建設株式会社 新潟県 新潟市 7110001006359
有限会社三栄オート工業 新潟県 新潟市 5110002009544
秀和電気工事株式会社 新潟県 新潟市 8110001002646
スリーサイド株式会社 新潟県 新潟市 8110001030770
株式会社高建組 新潟県 新潟市 7110001007514
株式会社鳥屋野不動産 新潟県 新潟市 5110001003622
株式会社長北組 新潟県 新潟市 4110001004324
社会福祉法人新潟臨港福祉会 新潟県 新潟市 6110005000870
ハーバーハウス株式会社 新潟県 新潟市 4110001008688
北都建設株式会社 新潟県 新潟市 2110001007592
北都コミュニティ株式会社 新潟県 新潟市 7110001029285
株式会社水倉組 新潟県 新潟市 8110001008197
水庄建設株式会社 新潟県 新潟市 2110001008343
株式会社皆川組 新潟県 新潟市 4110001005446
株式会社リンクス 新潟県 新潟市 6110001008620
渡幸建設株式会社 新潟県 新潟市 4110001007624
株式会社居藤電機 新潟県 長岡市 7110001022117
えふ株式会社 新潟県 長岡市 8110001022207
有限会社拓伸 新潟県 長岡市 3110002028216
株式会社長岡歯車製作所 新潟県 長岡市 3110001023060
株式会社ディ・アンド・ファイブ 新潟県 三条市 9110001015440
マルモ建設株式会社 新潟県 三条市 6110001014726
株式会社阿部製作所 新潟県 柏崎市 6110001017101
株式会社中澤建設 新潟県 柏崎市 3110001017467
有限会社南条精機 新潟県 柏崎市 2110002021031
新菖工業株式会社 新潟県 新発田市 2110001012675
株式会社西村組 新潟県 加茂市 1110001015290
株式会社共立舗装 新潟県 十日町市 6110001020963
株式会社青山組 新潟県 燕市 2110001015521
有限会社川島組 新潟県 燕市 5110002019139
新潟染工株式会社 新潟県 五泉市 5110001011699
上越木材興業株式会社 新潟県 上越市 3110001019100
大栄建設株式会社 新潟県 上越市 9110001019185
特定非営利活動法人南葉 新潟県 上越市 6110005009409
株式会社やまいち建設 新潟県 上越市 5110001019478
有限会社近藤建設 新潟県 佐渡市 3110002034478
伊米ヶ崎建設株式会社 新潟県 魚沼市 7110001026687
新潟永和建設株式会社 新潟県 魚沼市 1110001026908
セキ技研株式会社 新潟県 南魚沼市 9110001026371
富山電気株式会社 新潟県 南魚沼市 7110001026415
株式会社割田組 新潟県 南魚沼市 4110001026632
マルイ工業株式会社 新潟県 胎内市 5021001009544
五十嵐 明 新潟県
澤野 利弘 新潟県
岡崎工機株式会社 富山県 富山市 6230001004962
富山中央青果株式会社 富山県 富山市 5230001002141
藤川建設株式会社 富山県 富山市 8230001002700
有限会社藤島工業 富山県 富山市 4230002006786
有限会社吉塚工務店 富山県 富山市 3230002003850
株式会社アプト・シンコー 富山県 高岡市 2230001009651
幸塚汽力工業株式会社 富山県 高岡市 9230001009991
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柴木材株式会社 富山県 高岡市 4230001010178
株式会社ミヤワキ建設 富山県 高岡市 3230001011053
株式会社砂土居造園 富山県 砺波市 1230001008282
株式会社宮木建設 富山県 砺波市 8230001008425
株式会社インターテック富山 富山県 小矢部市 6230001008947
立山ケース株式会社 富山県 射水市 9230001013036
株式会社家元 石川県 金沢市 2220001011625
株式会社ＩＸｃｒｅａｔｅ 石川県 金沢市 6220001022957
オレオウ・ベトナム事業協同組合 石川県 金沢市 3220005003106
有限会社高橋リビングサービス 石川県 金沢市 2220002003654
冨木医療器株式会社 石川県 金沢市 7220001004649
毎田建設株式会社 石川県 金沢市 4220001006540
有限会社松田測量 石川県 金沢市 5220002006885
株式会社ヤマダタッケン 石川県 金沢市 4220001007258
株式会社家守 石川県 小松市 7220001014870
石のや石材株式会社 石川県 小松市 4220001024220
株式会社北日本テクノス 石川県 小松市 8220001011900
株式会社広告の貴公子 石川県 小松市 5220001021282
株式会社新出組 石川県 輪島市 4220001016523
株式会社三百苅管工 石川県 珠洲市 4220001016985
株式会社岸グリーンサービス 石川県 加賀市 4220001013165
有限会社田畑建設 石川県 加賀市 6220002012577
今井建設株式会社 石川県 羽咋市 5220001015994
岩本工業株式会社 石川県 白山市 5220001008973
医療法人社団川北こどもクリニック 石川県 白山市 2220005003214
北田土建株式会社 石川県 白山市 1220001009538
株式会社ミモト 石川県 白山市 8220001009465
株式会社升方工務店 石川県 野々市市 8220001000515
オカノ株式会社 石川県 内灘町 6220001017899
寺西建設株式会社 石川県 能登町 1220001016633
朝日 純吾 石川県
山際 修平 石川県
高崎建設株式会社 福井県 福井市 1210001009150
株式会社辻広組 福井県 福井市 8210001002256
株式会社ＢＡＵＭ 福井県 福井市 2210001016170
丸市食品株式会社 福井県 福井市 7210001003924
山﨑建設株式会社 福井県 福井市 5210001004395
吉水建機株式会社 福井県 福井市 8210001004285
有限会社井上調剤薬局 福井県 敦賀市 6210002011299
有限会社　カドノ薬局 福井県 敦賀市 9210002010190
眞名鶴酒造合資会社 福井県 大野市 5210003000483
有限会社加藤薬局 福井県 越前市 7210002011579
坂野電機株式会社 福井県 越前市 2210001011626
前田 幸雄 福井県
株式会社茂呂製作所 山梨県 韮崎市 3090001011860
有限会社柴田建材興業 山梨県 南アルプス市 8090002007416
望月建業株式会社 山梨県 笛吹市 8090001006195
石井建設株式会社 山梨県 上野原市 1090001008066
有限会社雨宮工務店 山梨県 甲州市 1090002011102
株式会社石川工務所 山梨県 甲州市 4090001009053
株式会社秋山総建 山梨県 中央市 1090001006994
株式会社Ｓａｋａｔｅｃ 山梨県 身延町 7090001012095
井上建設株式会社 山梨県 富士川町 7090001011898
ａＩ’ｌｅ合同会社 山梨県 昭和町 7090003001864
カイシン工業株式会社 長野県 長野市 4100001000588
清和ｐｌａｎｎｉｎｇ株式会社 長野県 長野市 3100001034100
株式会社青木工務所 長野県 松本市 7100001012606
株式会社小林創建 長野県 松本市 1100001013114
株式会社笹屋 長野県 松本市 4100001014480
中信土木有限会社 長野県 松本市 1100002022428
富士コムテック株式会社 長野県 松本市 6100001014603
株式会社上野石材商会 長野県 上田市 4100001028092
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医療法人光仁会 長野県 上田市 2100005004224
有限会社中村企画 長野県 上田市 9100002015507
山眞建設有限会社 長野県 上田市 4100002014967
株式会社総合住宅サービス 長野県 岡谷市 3100001020133
有限会社サンコーポレーション 長野県 飯田市 3100002036376
アイエフエス株式会社 長野県 小諸市 4100001033225
南信工営株式会社 長野県 伊那市 3100001020819
株式会社フォレストコーポレーション 長野県 伊那市 9100001020813
株式会社竹内農機 長野県 中野市 3100001012080
株式会社大昭建設 長野県 大町市 8100001017298
有限会社深井製作所 長野県 茅野市 8100002030416
株式会社神津造園建設 長野県 佐久市 5100001007161
株式会社竹花組 長野県 佐久市 1100001007330
有限会社マイカーセンターチカツ 長野県 佐久市 6100002011244
株式会社エフエムとうみ 長野県 東御市 7100001018033
竹内工業株式会社 長野県 東御市 3100001010786
株式会社梅村建設工業 長野県 御代田町 6100001007631
株式会社山木屋 長野県 御代田町 1100001007867
大協建設株式会社 長野県 大鹿村 8100001023065
株式会社落田 長野県 白馬村 2100001017171
青森 則佳 長野県
土屋 徳己 長野県
堀内 淳一 長野県
御影 文徳 長野県
株式会社アヴァンティホームズ 岐阜県 岐阜市 2200001000010
ギャバンス株式会社 岐阜県 岐阜市 1200001008302
有限会社大氣 岐阜県 岐阜市 2200002008845
有限会社達匠 岐阜県 岐阜市 2200002008713
合同会社ツバキラボ 岐阜県 岐阜市 4200003003983
株式会社フローリッシュ 岐阜県 岐阜市 7200001028492
株式会社ヤマカ木材 岐阜県 岐阜市 9200001005597
有限会社義建築工業 岐阜県 岐阜市 8200002005093
株式会社リグスタイルカンパニー 岐阜県 岐阜市 5200001032604
株式会社ワタナベ 岐阜県 岐阜市 1200001005976
大垣精工株式会社 岐阜県 大垣市 2200001013383
株式会社垣源工業 岐阜県 高山市 5200001024758
株式会社門造園土木 岐阜県 高山市 5200001024766
株式会社サンド開発 岐阜県 高山市 6200001025276
新生車輌株式会社 岐阜県 高山市 3200001024891
高山管設備工業協同組合 岐阜県 高山市 2200005009667
飛騨建設株式会社 岐阜県 高山市 9200001025141
松井水道有限会社 岐阜県 高山市 3200002025955
有限会社光秀工業 岐阜県 関市 3200002018686
株式会社長島工業 岐阜県 関市 8200001032345
株式会社深見製作所 岐阜県 関市 8200001019516
株式会社幸匠功業 岐阜県 中津川市 7200001034227
高木建設株式会社 岐阜県 中津川市 6200001023404
有限会社成木自動車 岐阜県 中津川市 8200002023459
有限会社兼和精機 岐阜県 美濃市 5200002019402
有限会社古田設備 岐阜県 瑞浪市 9200002023020
株式会社Ｂｏａｒｄ 岐阜県 瑞浪市 5200001022357
株式会社イトウ産業 岐阜県 土岐市 9200001021207
株式会社遠藤組 岐阜県 各務原市 3200001006881
株式会社大竹建設工業所 岐阜県 各務原市 1200001006909
株式会社中田造園 岐阜県 各務原市 2200001007377
株式会社橋本 岐阜県 可児市 3200001017689
フタムラ住建株式会社 岐阜県 可児市 4200001035310
美山建設株式会社 岐阜県 山県市 8200001006506
合同会社リズム 岐阜県 瑞穂市 4200003004230
株式会社清水組 岐阜県 飛騨市 4200001025542
株式会社堀部工務店 岐阜県 本巣市 1200001010134
株式会社油喜 岐阜県 岐南町 2200001010728
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有限会社岐南鉄工所 岐阜県 岐南町 5200002010575
北星工業株式会社 岐阜県 養老町 9200001016438
株式会社佐藤工業所 岐阜県 神戸町 5200001014593
株式会社大晃 岐阜県 輪之内町 9200001016470
池戸 梓 岐阜県
河村 駿 岐阜県
宮脇 健司 岐阜県
株式会社内野組 静岡県 静岡市 3080001000542
大橋工業株式会社 静岡県 静岡市 4080001007735
株式会社金永土木 静岡県 静岡市 8080001011337
株式会社佐野組 静岡県 静岡市 8080001011873
静岡観葉株式会社 静岡県 静岡市 3080001002720
株式会社静岡住設 静岡県 静岡市 6080002010050
株式会社ショクザイ 静岡県 静岡市 8080001008341
古沢設備株式会社 静岡県 静岡市 3080001019153
株式会社モリメカニック 静岡県 静岡市 1080001005312
有限会社足立建材興業 静岡県 浜松市 3080402014736
特定非営利活動法人アンヘレス 静岡県 浜松市 8080405006461
株式会社Ｗｅ　ｎｅｅｄ 静岡県 浜松市 6080401023990
株式会社オーバル 静岡県 浜松市 5080401019874
株式会社クシタニ 静岡県 浜松市 3080401001487
株式会社弘建 静岡県 浜松市 2080401019415
株式会社コスモ 静岡県 浜松市 5080401014009
株式会社ジー・ディー・エス 静岡県 浜松市 6080401002169
株式会社スティルアン 静岡県 浜松市 8080401009749
須山建設株式会社 静岡県 浜松市 5080401002624
株式会社中部日本プラスチック 静岡県 浜松市 4080401009711
中村事業株式会社 静岡県 浜松市 2080401010613
株式会社バンテクニカ 静岡県 浜松市 2080401004301
社会福祉法人復泉会 静岡県 浜松市 4080405000162
株式会社吉田 静岡県 浜松市 2080401005695
赤武株式会社 静岡県 沼津市 7080101000050
株式会社静岡茶通亭 静岡県 沼津市 6080101000737
株式会社大志建設 静岡県 沼津市 8080101001007
株式会社秋山建設 静岡県 三島市 5080101005258
株式会社フゲン 静岡県 三島市 7080101006948
芝川建設工業株式会社 静岡県 富士宮市 4080101016090
地成建設株式会社 静岡県 富士宮市 5080101011594
ハンエー塗創株式会社 静岡県 富士宮市 2080101017883
有限会社藁昇建設 静岡県 富士宮市 5080102017764
株式会社井出組 静岡県 富士市 6080101008136
株式会社タカキュー 静岡県 富士市 1080101008982
東海電子株式会社 静岡県 富士市 5080101009110
株式会社仲神設備 静岡県 富士市 3080101011002
株式会社二十一世紀 静岡県 富士市 5080101008153
富士川まちづくり株式会社 静岡県 富士市 2080101010938
富士木材株式会社 静岡県 富士市 6080101009530
株式会社山本鉄工所 静岡県 富士市 1080101009915
田地川運送株式会社 静岡県 磐田市 3080401016345
岡村建設工業株式会社 静岡県 焼津市 2080001014709
株式会社静岡グリーンサービス 静岡県 焼津市 8080001014876
静鉄ホームズ株式会社 静岡県 焼津市 8080001014769
株式会社成了エレクトライン 静岡県 焼津市 5080001015968
株式会社掛川外装 静岡県 掛川市 5080401015312
株式会社ＳＣＥ 静岡県 藤枝市 5080401019825
有限会社しみず調剤 静岡県 藤枝市 5080002018490
西光エンジニアリング株式会社 静岡県 藤枝市 6080001016536
日生化工株式会社 静岡県 藤枝市 8080001014034
株式会社丸川組 静岡県 藤枝市 4080001016777
有限会社トウショウ設備 静岡県 御殿場市 4080102007568
大和建設株式会社 静岡県 御殿場市 8080101004331
有限会社ロッキーイワタ 静岡県 御殿場市 3080102007627
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有限会社湘南工業 静岡県 湖西市 5080402009305
株式会社雄南 静岡県 御前崎市 9080401015119
渡邊設備株式会社 静岡県 御前崎市 6080401023603
堀之内タクシー株式会社 静岡県 菊川市 3080401014951
株式会社心絆 静岡県 牧之原市 4080001020168
株式会社内藤園 静岡県 牧之原市 3080001013858
有限会社アヴァンス 静岡県 函南町 9080102012638
株式会社小塚工業 静岡県 函南町 8080101019437
株式会社月井重機 静岡県 清水町 8080102010948
株式会社アクティスト 静岡県 吉田町 1080001023132
株式会社柳澤組 静岡県 川根本町 2080001013529
片岡 洋平 静岡県
河森 謙一 静岡県
鈴木 清仁 静岡県
中根 慎介 静岡県
西沢 正浩 静岡県
藤田 大貴 静岡県
松浦 由委 静岡県
あかつき紙工有限会社 愛知県 名古屋市 3180002022583
株式会社ＡＱＵＡ 愛知県 名古屋市 4180001065351
足立機工株式会社 愛知県 名古屋市 1180001021456
熱田精機株式会社 愛知県 名古屋市 7180001021467
株式会社石垣商店 愛知県 名古屋市 6180001007855
株式会社和泉布帛 愛知県 名古屋市 6180001024727
株式会社ヴァーチュ 愛知県 名古屋市 2180001101554
株式会社ウツギ 愛知県 名古屋市 9180301029951
株式会社エキタン 愛知県 名古屋市 3180001027864
株式会社オールハーツ・カンパニー 愛知県 名古屋市 4180001106840
株式会社岡伸工業所 愛知県 名古屋市 1180002021232
有限会社開陽 愛知県 名古屋市 6180002058666
株式会社カドリーノーブルコア 愛知県 名古屋市 3180001131996
共生不動産株式会社 愛知県 名古屋市 9180001063680
金洋国際サポート株式会社 愛知県 名古屋市 8180001104601
株式会社ＧＵＬハウス 愛知県 名古屋市 7180001111391
株式会社コープリビングサービス東海 愛知県 名古屋市 6180001041730
株式会社サンク 愛知県 名古屋市 2180001136955
株式会社三和サービス 愛知県 名古屋市 4180001143009
信友株式会社 愛知県 名古屋市 3180001036931
株式会社芝テクノ 愛知県 名古屋市 3180001000540
秀和興産株式会社 愛知県 名古屋市 7180001042455
昭和印刷株式会社 愛知県 名古屋市 5180001012419
末岡自動車硝子株式会社 愛知県 名古屋市 7180001057387
株式会社大長 愛知県 名古屋市 4180001022121
株式会社ダイワエクセル 愛知県 名古屋市 3180001004517
髙桑電機株式会社 愛知県 名古屋市 7180001026061
株式会社髙山工業所 愛知県 名古屋市 4180001010522
医療法人トマト会 愛知県 名古屋市 9180005002593
株式会社ナチュラルハート 愛知県 名古屋市 5180001107458
日本オーガニックアーキテクチャー株式会社 愛知県 名古屋市 6180001066133
株式会社丹羽由 愛知県 名古屋市 7180001001048
ノザキ製菓株式会社 愛知県 名古屋市 4180001026709
福田商事株式会社 愛知県 名古屋市 7180001032448
株式会社ふじい自動車 愛知県 名古屋市 2180001145972
株式会社ベルテック 愛知県 名古屋市 5180001014646
松本テクニコ株式会社 愛知県 名古屋市 6180001005421
株式会社マリヤ美容院 愛知県 名古屋市 4180001068825
水谷フライス工機株式会社 愛知県 名古屋市 8180001015575
有限会社ミドリ薬局 愛知県 名古屋市 7180002051827
名星テクノサービス株式会社 愛知県 名古屋市 3180001124661
株式会社メイチュー 愛知県 名古屋市 1180001013627
メイトク株式会社 愛知県 名古屋市 3180001013625
株式会社メグラス 愛知県 名古屋市 2180001073463
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合同会社モイッチョ 愛知県 名古屋市 4180003009884
株式会社ｙａｋｕｒｏｍａ 愛知県 名古屋市 9180001144712
有限会社八千代電工 愛知県 名古屋市 5180002060961
有限会社ワイ・エム・ピー 愛知県 名古屋市 7180002055431
有限会社大林建築設計測量事務所 愛知県 豊橋市 2180302006799
株式会社シンデンコー 愛知県 豊橋市 8180301005846
株式会社司建築工房 愛知県 豊橋市 2180301008945
有限会社戸田和建築 愛知県 豊橋市 8180302008682
豊橋設備サービス株式会社 愛知県 豊橋市 4180301006583
株式会社中幸建設 愛知県 豊橋市 1180301026394
株式会社なかじまモータース 愛知県 豊橋市 1180301006669
有限会社ファインモールド 愛知県 豊橋市 9180302011157
葵コンサルタント株式会社 愛知県 岡崎市 9180301000012
株式会社加藤組 愛知県 岡崎市 2180301000695
倉橋建設株式会社 愛知県 岡崎市 2180301002428
株式会社畔柳組 愛知県 岡崎市 5180301000759
株式会社タクミ総建 愛知県 岡崎市 4180301029337
株式会社庭誠 愛知県 岡崎市 6180301024666
株式会社アリガ 愛知県 一宮市 5180001085068
株式会社エサキホーム 愛知県 一宮市 2180001082241
社会福祉法人延德会 愛知県 一宮市 5180005010419
株式会社Ｋｅｎｔ’ｓカンパニー 愛知県 一宮市 4180002079887
株式会社大中環境 愛知県 一宮市 6180001085505
株式会社三佳 愛知県 一宮市 9180001083852
有限会社稲生自動車 愛知県 半田市 2180002083148
有限会社亀崎オート 愛知県 半田市 6180002083929
八洲建設株式会社 愛知県 半田市 2180001092117
浜島防災システム株式会社 愛知県 豊川市 4180301010437
株式会社林電工 愛知県 豊川市 9180301010440
株式会社Ｔｉｍｏ 愛知県 津島市 9180001124433
医療法人ＫＩＢＯＵ 愛知県 刈谷市 7180305008854
杉松産業株式会社 愛知県 刈谷市 1180301014119
トヨタカ産業株式会社 愛知県 豊田市 2180301018812
豊田プレス工業株式会社 愛知県 豊田市 1180301018945
有限会社永田造園土木 愛知県 豊田市 3180302022960
株式会社中根鉄工 愛知県 豊田市 1180301018978
株式会社シンワサービス 愛知県 安城市 3180301013556
株式会社東和キャスト 愛知県 安城市 5180301017266
深津園芸株式会社 愛知県 安城市 6180301013256
有限会社荒川モータース 愛知県 西尾市 3180302027514
ディレクト・セン・房株式会社 愛知県 西尾市 5180301023132
株式会社プラマー太田 愛知県 西尾市 1180301023350
小松合資会社 愛知県 蒲郡市 5180303001805
近藤合成株式会社 愛知県 蒲郡市 1180301010984
合同会社マテリアルデザイン 愛知県 蒲郡市 6180303004468
株式会社クワケン 愛知県 江南市 5180001087394
株式会社サンズ 愛知県 小牧市 9180001077350
株式会社日建コマキ 愛知県 小牧市 2180001078264
株式会社マルシンフーズ 愛知県 小牧市 3180001143190
有限会社アート・スペース 愛知県 稲沢市 6180002080257
株式会社稲沢商会 愛知県 稲沢市 9180001085634
株式会社三愛設計 愛知県 稲沢市 8180001085791
株式会社不動産トータルサポート 愛知県 稲沢市 6180001110361
株式会社日誠堂 愛知県 稲沢市 8180001086006
株式会社豊栄工業 愛知県 新城市 3180301024074
株式会社井上デンキ工事 愛知県 東海市 6180001094191
株式会社中村土木建設 愛知県 東海市 5180001094465
医療法人ＦＵＫＵＪＩＮ 愛知県 東海市 6180005015565
ホーム工業株式会社 愛知県 東海市 3180001094558
株式会社　万建 愛知県 東海市 4180001095844
株式会社吉田金型工業 愛知県 大府市 3180001093808
渡辺工業株式会社 愛知県 知立市 6180301014964
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スミヤ精機株式会社 愛知県 高浜市 9180301015786
株式会社ホームベース 愛知県 豊明市 6180001114370
日進省力機工業株式会社 愛知県 日進市 6180001067180
有限会社長野鉄筋 愛知県 北名古屋市 9180002069586
北電設備株式会社 愛知県 北名古屋市 6180001089968
社会福祉法人あさみどりの風 愛知県 みよし市 6180305009069
西菱冷暖房株式会社 愛知県 あま市 3180001098278
株式会社西日本セフティデンキ 愛知県 長久手市 7180001072122
株式会社リーベン 愛知県 長久手市 1180001080147
株式会社巴製作所 愛知県 大口町 8180001081080
株式会社石原組 愛知県 幸田町 5180301002284
有限会社東栄薬局 愛知県 東栄町 6180302028121
阿部 俊之 愛知県
石川 勝巳 愛知県
井上 英一 愛知県
上村 大樹 愛知県
江連 昭栄 愛知県
岡安 亜希子 愛知県
木下 卓往 愛知県
木下 泰秀 愛知県
白瀧 康浩 愛知県
中島 康雄 愛知県
中村 弘明 愛知県
廣澤 潤一 愛知県
松原 伊智郎 愛知県
諸岡 佳昭 愛知県
株式会社アルファ 三重県 津市 4190001001561
株式会社はね調剤薬局 三重県 津市 7190001022051
株式会社ヤマゼン自動車工業 三重県 津市 5190001001404
アイトム建設株式会社 三重県 四日市市 7190001014156
有限会社岡田建設 三重県 四日市市 3190002019587
株式会社カーペンターネット 三重県 四日市市 5190001018381
株式会社高野 三重県 四日市市 7190001015443
濱田工業株式会社 三重県 四日市市 6190001022424
株式会社浜田モータース 三重県 四日市市 5190001015957
合同会社プレシャスコネクション 三重県 四日市市 6190003003190
株式会社ＰＲＯＡＤ 三重県 四日市市 2190001023277
前川電気株式会社 三重県 四日市市 6190001016228
社会福祉法人伊勢市社会福祉協議会 三重県 伊勢市 1190005005347
株式会社ヒロデンタルアシスト 三重県 伊勢市 8190001021861
株式会社館設計事務所 三重県 松阪市 5190001020981
有限会社チサカ精工 三重県 桑名市 9190002016827
株式会社三重テクノ 三重県 桑名市 8190001016416
株式会社奥村産業 三重県 鈴鹿市 6190001004901
株式会社笹山工業 三重県 鈴鹿市 8190001022298
株式会社ファインデンタル 三重県 名張市 3190001009647
有限会社扇芳閣 三重県 鳥羽市 2190002010530
株式会社岡興産 三重県 いなべ市 7190001013100
株式会社ゆみや石材店 三重県 いなべ市 1190001024846
長辻精工株式会社 三重県 伊賀市 5190001008903
名阪設備工業株式会社 三重県 伊賀市 5190001008721
株式会社竹田建設 三重県 紀北町 2190001004483
田中 武央 三重県
中山 大造 三重県
澤仁商会株式会社 滋賀県 大津市 1160001003456
株式会社ＮＥＸＵＳ 滋賀県 大津市 6160001021271
株式会社雄大巧建 滋賀県 大津市 8160001019900
社会福祉法人さざなみ学園 滋賀県 彦根市 2160005004945
有限会社勇樹企画 滋賀県 彦根市 8160002009314
近畿精工株式会社 滋賀県 長浜市 3160001006556
株式会社グッド・ライフ 滋賀県 長浜市 6160001007527
株式会社Ｄ－Ｖｉｓｉｏｎ不動産 滋賀県 長浜市 9160001022597

18 / 30 ページ



2022年7月14日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

株式会社アムジェント 滋賀県 草津市 4130001057428
株式会社石貞工務店 滋賀県 守山市 3160001015185
守山ガス株式会社 滋賀県 守山市 4160001015473
株式会社三成 滋賀県 湖南市 8160001022482
日本シーエムアイ株式会社 滋賀県 湖南市 2160001005658
イコケン株式会社 滋賀県 高島市 5160001021842
株式会社澤村 滋賀県 高島市 8160001011915
八田建設株式会社 滋賀県 高島市 7160001012022
株式会社アグリ・イズム 滋賀県 東近江市 9160001019899
有限会社裕花園 滋賀県 東近江市 9160002010130
株式会社岡喜商店 滋賀県 竜王町 5160001011067
株式会社アクシズ 滋賀県 豊郷町 4160001009260
長瀧 道彦 滋賀県
中村 吉宣 滋賀県
横田 隆 滋賀県
株式会社アートクリック 京都府 京都市 5130001053946
アーバンテック株式会社 京都府 京都市 8130001009854
合同会社あんばい 京都府 京都市 8130003003079
井田測量設計株式会社 京都府 京都市 9130001012345
株式会社Ｗｉｎｓｏｍｅ 京都府 京都市 5130001067905
株式会社ウシロ精工 京都府 京都市 2130001028827
株式会社岡﨑建築設計室 京都府 京都市 2130001006089
京都グレインシステム株式会社 京都府 京都市 1130001019513
Ｋ・マシン株式会社 京都府 京都市 5130001010492
株式会社小菅工務店 京都府 京都市 1130002025873
コスミック株式会社 京都府 京都市 9130001024266
株式会社サンテム 京都府 京都市 3130001031219
株式会社鈴木庭園 京都府 京都市 4130001001063
中央食鶏株式会社 京都府 京都市 8130001018062
ＴＭＫ株式会社 京都府 京都市 9130001014894
有限会社塔南製作所 京都府 京都市 4130002011219
西山グリーン株式会社 京都府 京都市 3130001008539
有限会社フェイス 京都府 京都市 3130002009230
株式会社みやこ設備設計 京都府 京都市 7130001022791
安田建機リース株式会社 京都府 京都市 8130001011892
株式会社吉川組 京都府 京都市 3130001002178
渡邊株式会社 京都府 京都市 7130001063919
株式会社ＣＣＲ 京都府 舞鶴市 6130001053103
昭電工業株式会社 京都府 舞鶴市 6130001043426
鶴美建設株式会社 京都府 舞鶴市 1130001043521
有限会社アートプラスターオオタ 京都府 宇治市 7130002027716
株式会社テック技販 京都府 宇治市 2130001047141
株式会社Ｙ’Ｓ　ＧＡＲＡＧＥ 京都府 宇治市 9130001039438
株式会社カーショップナカイ 京都府 亀岡市 3130001035533
株式会社モアテック 京都府 亀岡市 2130001035864
株式会社大長物産 京都府 城陽市 5130001038484
株式会社福野商店 京都府 城陽市 1130001039684
株式会社神﨑屋 京都府 向日市 3130001029972
株式会社Ｓ．Ｔ．Ｆ 京都府 長岡京市 5130001049705
岡島鋼機株式会社 京都府 京田辺市 7130001038672
株式会社シマダ 京都府 京丹後市 6130001042774
丹後自動車株式会社 京都府 京丹後市 1130001067677
株式会社ミネテツ自動車 京都府 京丹後市 3130001042991
株式会社スマイテック 京都府 木津川市 8130001038696
株式会社猪田テクノス 京都府 京丹波町 6130001034978
安田建設株式会社 京都府 与謝野町 3130001040764
芦田 勝博 京都府
市田 侑平 京都府
岡島 義彦 京都府
倉木 一二 京都府
田尻 泰子 京都府
廣瀬 豊昭 京都府
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細田 良郎 京都府
湊 嘉秀 京都府
八木 昭 京都府
保田 容一 京都府
株式会社ａａａｔｈ 大阪府 大阪市 2120001214493
株式会社アーチ・ワン 大阪府 大阪市 8120001106157
株式会社アクトビ 大阪府 大阪市 1120901039578
株式会社アコーレ 大阪府 大阪市 3120001073427
株式会社ａｓｓｅｔＧＥＡＲ 大阪府 大阪市 6120001234240
株式会社ｅ－ｓｙｓｔｅｍ 大阪府 大阪市 3122001014807
株式会社ＳＫプランニング 大阪府 大阪市 5120001209581
株式会社オーシャンリンクス 大阪府 大阪市 4120001076552
土地家屋調査士法人ＣＯＬＯＲＳ 大阪府 大阪市 9120005017291
協愛株式会社 大阪府 大阪市 7120001062946
グローバルマネジメント株式会社 大阪府 大阪市 4120001038032
Ｋ・Ｙ・Ｃコーポレーション株式会社 大阪府 大阪市 4120001214665
光世株式会社 大阪府 大阪市 3120001032630
株式会社小林木村家 大阪府 大阪市 1120001038167
株式会社櫻製油所 大阪府 大阪市 3010001183352
株式会社ＴＨＥ　ＨＯＵＳＥ 大阪府 大阪市 5120001184726
株式会社システム技研 大阪府 大阪市 5122001012800
株式会社心斎橋ミツヤ 大阪府 大阪市 6120001081831
株式会社すこやかよつば堂 大阪府 大阪市 5120001193140
住吉商事株式会社 大阪府 大阪市 8120001000608
株式会社スリー・エイチ・エスヒロタ 大阪府 大阪市 6120001029707
医療法人正正会 大阪府 大阪市 4120005010508
大元気株式会社 大阪府 大阪市 2120001171058
辻村鋼材株式会社 大阪府 大阪市 7120001031208
有限会社ティーエス商事 大阪府 大阪市 6120902022322
寺西エステート株式会社 大阪府 大阪市 8120001000806
東邦鋼業株式会社 大阪府 大阪市 9120001013096
株式会社トーン・アップ 大阪府 大阪市 2120001085951
株式会社ニチネン 大阪府 大阪市 4120001035987
株式会社日東フルライン 大阪府 大阪市 4120001113504
株式会社ＮＯＶＥＬ 大阪府 大阪市 4120001201845
医療法人白桜会 大阪府 大阪市 3120005016745
合同会社はやぶさ 大阪府 大阪市 4120003012737
株式会社ビッグウイング 大阪府 大阪市 2120001069434
有限会社平井商店 大阪府 大阪市 2120002019124
株式会社富士 大阪府 大阪市 5120001010907
ＢＬＯＣＫＳ株式会社 大阪府 大阪市 4120001165173
株式会社フロンティア 大阪府 大阪市 5120001111176
株式会社ボアシステム 大阪府 大阪市 2120001113951
ホームズ大阪株式会社 大阪府 大阪市 8120001220494
株式会社ＭｙＳｔｅｐ 大阪府 大阪市 8120001233174
株式会社前川製作所 大阪府 大阪市 9120001021644
株式会社前田商会 大阪府 大阪市 8120001008634
ミツバ工業株式会社 大阪府 大阪市 4120001031714
株式会社ｙａｍａｔｏ 大阪府 大阪市 1120101053594
大和鋲螺工業株式会社 大阪府 大阪市 2120001045146
株式会社ゆきざき真珠 大阪府 大阪市 2120001163055
株式会社サンリフォーム 大阪府 大阪市 8120001044051
株式会社栄光 大阪府 堺市 8120101009367
株式会社きぼう 大阪府 堺市 4120101046042
株式会社ケイツープリント 大阪府 堺市 5120101000056
株式会社ダイコク 大阪府 堺市 6120101004023
株式会社カワバタ建装 大阪府 岸和田市 3120101036449
九利丸水産株式会社 大阪府 岸和田市 5120101046207
株式会社サンコー 大阪府 岸和田市 9120101059618
泉州敷物株式会社 大阪府 岸和田市 9120101036963
株式会社上原精工 大阪府 豊中市 5120901022902
株式会社岡山工務店 大阪府 豊中市 7120901032924
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環境設備メンテナンス株式会社 大阪府 豊中市 4120901023298
株式会社ギケンテック 大阪府 豊中市 8120901027980
株式会社ＳＨＩＦＴ 大阪府 豊中市 4120901035145
株式会社星光空調 大阪府 豊中市 2120901027268
株式会社松本自動車 大阪府 豊中市 3120901033100
ディライト有限会社 大阪府 池田市 2120902016261
株式会社アペル 大阪府 吹田市 3120901014059
三光食品株式会社 大阪府 吹田市 1120901033721
株式会社ＨＣＩ 大阪府 泉大津市 1120101039255
株式会社エスティー 大阪府 高槻市 4120901010503
株式会社北川造園 大阪府 枚方市 2120001149434
株式会社ジョブカーズ 大阪府 枚方市 8120001149081
株式会社ダイケンリフォームサービス 大阪府 枚方市 8120002077414
有限会社タニモト防災 大阪府 枚方市 7120002074528
社会福祉法人久義会 大阪府 八尾市 6122005002490
株式会社ケイファクトリー 大阪府 八尾市 6122001021957
医療法人照隅会 大阪府 八尾市 4122005003359
株式会社えじま 大阪府 富田林市 3120101030732
株式会社イルアス 大阪府 松原市 4120101055043
松井運輸倉庫株式会社 大阪府 大東市 2122001025301
高砂建材工業株式会社 大阪府 和泉市 7120101041643
株式会社エリモロジスティクス 大阪府 箕面市 3120901035600
株式会社ケイ・ジェイ・ワークス 大阪府 箕面市 4120901021995
株式会社かどの 大阪府 柏原市 5122001027113
株式会社粉室製作所 大阪府 羽曳野市 8120101048084
有限会社曙建設 大阪府 門真市 5120002080610
株式会社川野工業 大阪府 門真市 4120001207586
栄鋼機工株式会社 大阪府 摂津市 7120901009096
セフティライフ株式会社 大阪府 摂津市 9120901009557
医療法人Ｉ’ｓ　ＭＥＤＩＣＡＬ 大阪府 東大阪市 9122005001481
株式会社ＯｎＬｉｎｅ 大阪府 東大阪市 9122001034519
株式会社耕翔設備 大阪府 東大阪市 2122001031761
株式会社正寿 大阪府 東大阪市 3120003007663
高宮産業株式会社 大阪府 東大阪市 7122001012419
株式会社中農製作所 大阪府 東大阪市 4122001005400
株式会社南野製作所 大阪府 東大阪市 4122001007702
有限会社ファイン 大阪府 東大阪市 5122002017146
富士機工株式会社 大阪府 東大阪市 5122001034695
医療法人芳幸会 大阪府 東大阪市 7122005003562
社会福祉法人豊年福祉会 大阪府 交野市 5120005012783
青谷 昌志 大阪府
浮田 和宏 大阪府
乙野 雄平 大阪府
尾上 咲子 大阪府
田野 友美 大阪府
中森 寛 大阪府
西脇 知弘 大阪府
野田 健一 大阪府
藪内 芳明 大阪府
山本 紀子 大阪府
株式会社アール・イー・ホーム 兵庫県 神戸市 1140001116490
株式会社ＡＩＥ 兵庫県 神戸市 4140001025788
株式会社エムアールエスブレイン 兵庫県 神戸市 3140001019246
株式会社クリエートジェムインターナショナル 兵庫県 神戸市 2140001024759
株式会社神戸教育研究所 兵庫県 神戸市 5140001014591
株式会社壽樓 兵庫県 神戸市 3140001017480
株式会社小総 兵庫県 神戸市 5140001028889
有限会社シー・エル・エッチ 兵庫県 神戸市 3140002011400
西進商事株式会社 兵庫県 神戸市 9140001008730
太陽刷子株式会社 兵庫県 神戸市 3140001024469
株式会社千代田精機 兵庫県 神戸市 2140001016467
司園造園土木株式会社 兵庫県 神戸市 8140001018607
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株式会社テクノフローワン 兵庫県 神戸市 9140001016510
株式会社博甫園 兵庫県 神戸市 7140001017816
日笠工業株式会社 兵庫県 神戸市 7140001003915
株式会社福原精機製作所 兵庫県 神戸市 1140001002393
株式会社ＦＲＡＮ 兵庫県 神戸市 7140001030884
医療法人社団ミドリ会 兵庫県 神戸市 2140005004212
株式会社未来創造 兵庫県 神戸市 8140001089490
弁護士法人リーセット 兵庫県 神戸市 2140005022726
株式会社石本建設 兵庫県 姫路市 9140001057752
有限会社おかの不動産 兵庫県 姫路市 2140002052767
佐和鍍金工業株式会社 兵庫県 姫路市 8140001059196
株式会社雅建設 兵庫県 姫路市 6140001061856
アサノ建材株式会社 兵庫県 尼崎市 7140001052210
株式会社エクスト 兵庫県 尼崎市 2140001109948
株式会社小畑工務店 兵庫県 尼崎市 8140001048141
共栄紙業株式会社 兵庫県 尼崎市 9140001048462
特殊電極株式会社 兵庫県 尼崎市 8140001050221
長谷川電機工業株式会社 兵庫県 尼崎市 3140001050779
シバタ工業株式会社 兵庫県 明石市 2140001034972
株式会社モトーレン阪神 兵庫県 西宮市 8140001073908
株式会社リブマックスリーシング 兵庫県 西宮市 5140002058745
株式会社ワイズテック 兵庫県 西宮市 3140001073813
有限会社先田工務店 兵庫県 洲本市 9140002069202
株式会社アイゼン 兵庫県 伊丹市 1140001095900
有限会社ひまわり工房 兵庫県 相生市 8140002033885
株式会社石田測量事務所 兵庫県 豊岡市 3140001055811
株式会社大西屋 兵庫県 豊岡市 4140002046189
株式会社トウエイ 兵庫県 豊岡市 2140001056018
加古川タクシー株式会社 兵庫県 加古川市 4140001042668
株式会社岡本鉄工所 兵庫県 赤穂市 8140001040024
株式会社きし薬局 兵庫県 西脇市 4140001075461
有限会社七福ホームデコ 兵庫県 西脇市 9140002061860
三和コンベア株式会社 兵庫県 小野市 8140001076712
株式会社西村電気工事 兵庫県 加西市 4140001076393
有限会社松尾電気 兵庫県 加西市 6140002062556
株式会社芦田住舎 兵庫県 丹波市 2140001113553
株式会社吉住工務店 兵庫県 丹波市 6140001041387
株式会社アース建設 兵庫県 朝来市 5140001046742
千年一酒造株式会社 兵庫県 淡路市 4140001085270
大和工務店株式会社 兵庫県 たつの市 4140001038815
株式会社名村造園 兵庫県 たつの市 8140001038448
株式会社足立創建 兵庫県 多可町 4140001106150
藤本電機株式会社 兵庫県 多可町 2140001075884
池澄 泰彦 兵庫県
岡村 康祐 兵庫県
岡本 基良 兵庫県
高橋 明義 兵庫県
福井 茂 兵庫県
松岡 成範 兵庫県
土木設計創建株式会社 奈良県 奈良市 1150001018942
未来大和株式会社 奈良県 奈良市 9150001023522
株式会社スカイテックスラボラトリー 奈良県 大和郡山市 6150001019622
株式会社八尾源 奈良県 大和郡山市 2150001007985
株式会社木村建設 奈良県 天理市 3150001006458
株式会社タカギ工業 奈良県 橿原市 9150001018150
株式会社中和オートセンター 奈良県 橿原市 3150001010716
株式会社Ｎｅｉｒｏ 奈良県 橿原市 1150001020634
株式会社カトウ電器 奈良県 五條市 1150001015428
株式会社坂田工務店 奈良県 五條市 7150001015736
至誠堂製薬株式会社 奈良県 御所市 2150001013892
株式会社クレイル 奈良県 生駒市 8150001004829
株式会社フジフレックス 奈良県 生駒市 9150001016600
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有限会社東和技研工業 奈良県 宇陀市 6150002007221
株式会社西尾オートセンター 奈良県 高取町 5150001023071
有限会社辻自動車工業 奈良県 王寺町 1150002009148
福西鑄物株式会社 奈良県 下市町 7150001016057
池浦 達博 奈良県
池田 大樹 奈良県
浦野 博則 奈良県
駒井 壽美 奈良県
武原 弘仁 奈良県
中西 貞明 奈良県
西峠 宏 奈良県
本多 正明 奈良県
高木彫刻株式会社 和歌山県 和歌山市 4170001001828
株式会社中山建設 和歌山県 和歌山市 9170001002409
福興建設株式会社 和歌山県 和歌山市 8170001002839
松浦舗道建設株式会社 和歌山県 和歌山市 8170001003060
有限会社吉田工業 和歌山県 和歌山市 8170002004041
株式会社ワイズテック 和歌山県 橋本市 5170001015942
本田設備株式会社 和歌山県 有田市 8170001007615
有限会社山本建設 和歌山県 印南町 4170002010308
上土谷 幸修 和歌山県
岸谷 耕一 和歌山県
鈴木 敏博 和歌山県
有限会社徳田造園 鳥取県 鳥取市 5270002002574
西日本環境設備株式会社 鳥取県 鳥取市 2270001000549
株式会社トリミング 鳥取県 境港市 6270001008217
トーハク解体有限会社 鳥取県 琴浦町 9270002009525
有限会社尚建工務店 鳥取県 日吉津村 5270002008092
有限会社日南住設 鳥取県 日南町 7270002008636
株式会社曽田鐵工 島根県 松江市 2280001000424
松江ガス供給株式会社 島根県 松江市 1280001000680
有限会社三島工業所 島根県 松江市 1280002002981
山陰冷暖株式会社 島根県 出雲市 6280001003183
ヒロシ株式会社 島根県 出雲市 4280001003375
有限会社サンレイ空調 島根県 益田市 7280002009955
社会福祉法人敬川保育所 島根県 江津市 6280005004450
難波石油株式会社 島根県 雲南市 3280001005653
株式会社まるきょう 島根県 奥出雲町 3280002011683
三島 久雄 島根県
逢澤ダクト株式会社 岡山県 岡山市 5260001023085
株式会社ｉプランニングＫＯＨＷＡ 岡山県 岡山市 4260001002404
株式会社アルドゥール 岡山県 岡山市 9260001008578
株式会社おかやま住宅工房 岡山県 岡山市 2260001035273
株式会社川空山海 岡山県 岡山市 8260001030310
株式会社神田建設 岡山県 岡山市 1260001027164
株式会社光陽商会 岡山県 岡山市 9260001002399
株式会社サトウ設備 岡山県 岡山市 5260001025453
株式会社生行建設 岡山県 岡山市 6260001003375
株式会社　水正工業 岡山県 岡山市 6260001003508
太成工業有限会社 岡山県 岡山市 6260002005858
有限会社東洋電気工業所 岡山県 岡山市 8260002006788
中尾自動車工業株式会社 岡山県 岡山市 6260001004860
株式会社ベクトル 岡山県 岡山市 4260002013524
操輝建設株式会社 岡山県 岡山市 7260001024032
株式会社ＲＹＯコーポレーション 岡山県 岡山市 9260001029145
医療法人以心会難波医院 岡山県 倉敷市 6260005003710
株式会社金光組 岡山県 倉敷市 2260001015754
株式会社研電 岡山県 倉敷市 5260001013177
株式会社シンジョウ 岡山県 倉敷市 4260001033671
ひだかや株式会社 岡山県 倉敷市 1260001015326
株式会社ｌｉｆｅコーポレーション 岡山県 倉敷市 4260001017419
岡山電気工事株式会社 岡山県 津山市 6260001019594
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津山スズキ販売株式会社 岡山県 津山市 6260001019982
有限会社水建産業 岡山県 津山市 5260002029503
ヤマト建設株式会社 岡山県 玉野市 3260001022493
株式会社ＭＡＳＴＥＲ　ＣＲＡＦＴ 岡山県 瀬戸内市 6260001035419
みのる産業株式会社 岡山県 赤磐市 5260001007261
有限会社川﨑住建 岡山県 真庭市 1260002033649
コトブキ精密株式会社 岡山県 真庭市 7260001022721
株式会社Ｍｉｅｕｘ 岡山県 真庭市 8260001033569
岸本工務店有限会社 岡山県 美作市 5260002030411
株式会社岩倉建設 岡山県 早島町 3260001027385
有限会社ふるさと 岡山県 里庄町 7260002026300
有限会社清友企画 岡山県 鏡野町 4260002028167
共和建設有限会社 岡山県 美咲町 5260002028158
株式会社吉備エヌシー能力開発センター 岡山県 吉備中央町 8260001007515
小坂田 泰士 岡山県
影山 幸一郎 岡山県
坂田 展也 岡山県
中村 壮一郎 岡山県
那須 一郎 岡山県
山下 周吾 岡山県
株式会社朝日製作所 広島県 広島市 3240001000039
株式会社ｕｐ２ｙｏｕ 広島県 広島市 4240001051592
株式会社アビ自動車 広島県 広島市 3240001000567
井辻食産株式会社 広島県 広島市 7240001000860
インベントグループ株式会社 広島県 広島市 3240001042691
有限会社エルメイク 広島県 広島市 9240002002689
亀井建築株式会社 広島県 広島市 7240001052407
久保家具装飾株式会社 広島県 広島市 7240001002857
芸信建設株式会社 広島県 広島市 6240001003071
高陽電機株式会社 広島県 広島市 7240001003426
株式会社コスモプレート 広島県 広島市 8240001003565
株式会社シゲル電気工業 広島県 広島市 3240001004584
西部建設株式会社 広島県 広島市 5240001005390
株式会社タマイ建設 広島県 広島市 4240001021918
株式会社ナカスカコーポレーション 広島県 広島市 9240001016335
株式会社パワーテック 広島県 広島市 8240001019330
株式会社村上工務店 広島県 広島市 6240001011652
株式会社高宮建設 広島県 呉市 5240001027674
ドヒハウス株式会社 広島県 呉市 1240001026259
医療法人社団豊和会豊田内科胃腸科 広島県 呉市 6240005006418
株式会社ＬＥＯ・Ｍａｋｏｔｏ 広島県 呉市 6240001056210
株式会社円福寺 広島県 尾道市 7240001037845
医療法人児玉医院 広島県 尾道市 3240005011627
宮本鋼機株式会社 広島県 尾道市 5240001038985
井上建設株式会社 広島県 福山市 9240001029881
エイ・エム・イー株式会社 広島県 福山市 3240001050109
株式会社オーザック 広島県 福山市 4240001030051
医療法人社団慈誠会 広島県 福山市 2240005007725
株式会社タカヤマ 広島県 福山市 1240001038849
ＴＡＫＵＭＩ株式会社 広島県 福山市 1240001035045
有限会社ホームメイト 広島県 福山市 3240002042955
ヤマオカ株式会社 広島県 福山市 7240001032490
株式会社しんわ 広島県 三次市 8240001025361
株式会社アミックス 広島県 東広島市 5240001022361
社会福祉法人生城福祉会 広島県 東広島市 4240005003623
株式会社沢岡園芸 広島県 廿日市市 6240001028597
谷崎建材株式会社 広島県 府中町 9240001036440
今畑 昭治 広島県
熊澤 哲也 広島県
西村 崇 広島県
福島 聡 広島県
吉田 憲一 広島県
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社会福祉法人海音子会ひがし子ども園 山口県 下関市 7250005003834
有限会社玄洋社 山口県 下関市 1250002012819
株式会社タクス 山口県 下関市 5250001007304
有限会社山村工務店 山口県 下関市 3250002011372
株式会社冷機サービス 山口県 下関市 7250001007244
株式会社ループ 山口県 宇部市 9250002006185
秋穂産業株式会社 山口県 山口市 6250001000027
株式会社奥野工務店 山口県 山口市 3250001000112
百年住宅西日本株式会社 山口県 山口市 9250001001815
福祉生活協同組合さんコープ 山口県 山口市 1250005000663
株式会社藤村農園 山口県 山口市 2250001018205
有限会社横正組 山口県 萩市 8250002013587
有限会社中川不動産 山口県 防府市 1250002003272
三戸建設株式会社 山口県 防府市 9250001002383
百合建設工業株式会社 山口県 下松市 4250001011083
株式会社ネストハウス 山口県 岩国市 1250001011425
広仏コーポレーション株式会社 山口県 岩国市 5250002018473
株式会社ラルブル 山口県 岩国市 1250001015211
ファーストテクノ株式会社 山口県 光市 3250001010994
エルクホームズ株式会社 山口県 周南市 8250001009181
株式会社サンテックス 山口県 周南市 8250001013811
長広グリーンサービス株式会社 山口県 周南市 1250001018081
有限会社フローレ 山口県 周南市 6250002015271
合同会社味彩 山口県 山陽小野田市 1250003001606
有限会社ゼネラルクリーンサービス 山口県 山陽小野田市 1250002006168
医療法人社団民正会 山口県 山陽小野田市 7250005002547
株式会社三光電気工業所 山口県 周防大島町 1250001012778
木下 徹彦 山口県
吉岡 巖 山口県
株式会社阿部建設 徳島県 徳島市 3480001003595
株式会社パパベル 徳島県 徳島市 8480001003780
株式会社Ｆａｒｂｅ 徳島県 徳島市 2480001010782
マツシマ林工株式会社 徳島県 徳島市 8480001002254
丸福ステンレス工業株式会社 徳島県 徳島市 1480001002293
株式会社ワイ・ビー・ケイ工業 徳島県 徳島市 6480001002207
郡紙器有限会社 徳島県 鳴門市 7480002010439
株式会社鳴門機工 徳島県 鳴門市 3480001010360
株式会社庄の屋 徳島県 小松島市 1480001003424
株式会社レーザーシステム 徳島県 阿南市 1430001029201
株式会社桃井工業 徳島県 吉野川市 4480001009609
株式会社バナナダンス 徳島県 北島町 7480001005927
有限会社長尾工業 徳島県 板野町 2480002011821
南建設株式会社 徳島県 つるぎ町 7480001007403
有限会社森測量設計事務所 徳島県 東みよし町 6480002016032
安達 敬一郎 徳島県
石川 浩士 徳島県
有限会社植原モータース 香川県 高松市 4470002001202
株式会社オリエントファーマシー 香川県 高松市 8470001006644
株式会社ＤＥＳＩＧＮ＆ＷＯＲＫＳ　ＨＩＲＯ 香川県 高松市 7470001018145
株式会社管電エンジニアリング 香川県 丸亀市 2470001007301
有限会社なでしこ垂水 香川県 丸亀市 1470002013984
社会福祉法人宝樹園 香川県 丸亀市 5470005002469
株式会社丸亀給食センター 香川県 丸亀市 3470001007639
有限会社協和鉄工所 香川県 坂出市 5470002014806
株式会社Ｎｅｘｕｓ 香川県 善通寺市 2470001017234
株式会社清水造園 香川県 観音寺市 4470001015681
株式会社三好建設 香川県 観音寺市 3470001010213
株式会社西川 香川県 さぬき市 1470001015841
株式会社六車建設 香川県 さぬき市 5470001011060
有限会社大正土建 香川県 三豊市 3470002016928
有限会社大仙興業 香川県 まんのう町 9470002013564
川西 一弘 香川県
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廣瀬 修一 香川県
水地 明茂 香川県
株式会社ＩＷＡＴＡ 愛媛県 松山市 2500001017478
株式会社小越 愛媛県 松山市 7500001001618
有限会社白石一商会 愛媛県 松山市 7500002003588
株式会社松一青果 愛媛県 松山市 7500001003861
株式会社ワールドトランク 愛媛県 松山市 6500001020651
株式会社﨑山組 愛媛県 今治市 8500001011616
四國溶材株式会社 愛媛県 今治市 5500001011676
有限会社東洋光測量設計 愛媛県 今治市 8500002018734
檜垣造船株式会社 愛媛県 今治市 5500001012187
元岡建設株式会社 愛媛県 今治市 5500001012427
吉井タオル株式会社 愛媛県 今治市 6500001012533
有限会社末光組 愛媛県 宇和島市 5500002022805
株式会社センコー 愛媛県 新居浜市 4500002016758
株式会社曽我部鐵工所 愛媛県 新居浜市 5500001010059
有限会社燧熱学 愛媛県 新居浜市 8500002017034
株式会社ＫＯＳＥＬＩＧ　ＨＯＵＳＥ 愛媛県 西条市 9500001021639
有限会社塩出建設 愛媛県 西条市 9500002014988
有限会社周桑電機工業所 愛媛県 西条市 8500002014964
株式会社大成開発 愛媛県 西条市 9500001009312
株式会社西田興産 愛媛県 大洲市 7500001007739
株式会社新浜ポンプ製作所 愛媛県 四国中央市 7500001014669
株式会社若山建設 愛媛県 久万高原町 7500001007227
扇屋食品株式会社 愛媛県 松前町 1500001004849
伊東電氣有限会社 高知県 高知市 1490002000460
株式会社エス・ケー・ケー 高知県 高知市 2490001000254
有限会社四国浄管 高知県 高知市 2490002002745
丸平工業株式会社 高知県 高知市 4490001002348
ウッドスタイル株式会社 高知県 土佐市 2490001008264
株式会社光陽 高知県 土佐市 9490001006690
藤娘酒造株式会社 高知県 四万十市 6490001004945
協同組合高幡木材センター 高知県 四万十町 7490005003744
中屋 孝一 高知県
株式会社アイ住宅サービス 福岡県 北九州市 6290801000180
植竹工業株式会社 福岡県 北九州市 6290801019799
エコライフ星株式会社 福岡県 北九州市 3290801007484
川口建設株式会社 福岡県 北九州市 4290801009760
社会保険労務士法人北九州事務管理センター 福岡県 北九州市 2290805009354
ＫｉＱ　Ｒｏｂｏｔｉｃｓ株式会社 福岡県 北九州市 5290801025468
有限会社協同造園土木 福岡県 北九州市 2290802001982
株式会社コスモス造園 福岡県 北九州市 3290801021907
医療法人正和会 福岡県 北九州市 1290805005346
株式会社ＤＫデザイン 福岡県 北九州市 6290801017472
松尾興産株式会社 福岡県 北九州市 3290801003491
株式会社森工業 福岡県 北九州市 3290801010711
医療法人ヤマヂ歯科・矯正歯科クリニック 福岡県 北九州市 8290805009373
株式会社石島運輸倉庫西日本 福岡県 福岡市 7290001088850
井上工業株式会社 福岡県 福岡市 4290001000099
エイテックス株式会社 福岡県 福岡市 1290001011792
江崎機械工業株式会社 福岡県 福岡市 1290001011850
エム・ティー・フォー株式会社 福岡県 福岡市 4290001085371
株式会社大濠地所 福岡県 福岡市 2290001031039
九州商機株式会社 福岡県 福岡市 9290001005102
Ｇｏｏｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ株式会社 福岡県 福岡市 5290001069299
早比楽美装きもの学院株式会社 福岡県 福岡市 5290001044921
大和電業株式会社 福岡県 福岡市 7290001003438
株式会社西宣 福岡県 福岡市 3290001000439
日本福祉設計株式会社 福岡県 福岡市 2290001024488
社会福祉法人福岡あけぼの会 福岡県 福岡市 4290005003585
株式会社和白設備工業 福岡県 福岡市 9290001044612
株式会社共和テック 福岡県 久留米市 2290001050419
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株式会社佐田土木 福岡県 久留米市 2290001048900
株式会社優和建設 福岡県 久留米市 7290001090971
株式会社オンガエンジニアリング 福岡県 直方市 4290801014075
株式会社Ｗｉｎｋ 福岡県 飯塚市 2290001046400
三秀舗道株式会社 福岡県 飯塚市 2290001045559
株式会社三神建設 福岡県 田川市 2290801024010
フルハウス株式会社 福岡県 筑後市 2290001084400
ライジングエナジー株式会社 福岡県 筑後市 7290003002545
株式会社翔栄興業 福岡県 行橋市 6290801019163
株式会社馬場建築設計事務所 福岡県 行橋市 5290801027349
社会福祉法人みちくさ 福岡県 豊前市 2290805007028
有限会社山﨑工務店 福岡県 豊前市 9290802021900
株式会社イワサキ 福岡県 中間市 9290801011340
株式会社クローバー春日薬局 福岡県 春日市 1290001060303
株式会社福島工務店 福岡県 春日市 5290002041133
合同会社東洋企画 福岡県 大野城市 4290003006334
株式会社エスコム 福岡県 宗像市 2290001036921
株式会社三輪工務店 福岡県 古賀市 7290001036413
有限会社山崎産業 福岡県 古賀市 5290002033964
浮羽森林組合 福岡県 うきは市 6290005012997
オリジンジャパン株式会社 福岡県 嘉麻市 3290001058254
株式会社ケイ・テック 福岡県 糸島市 3290001059624
株式会社オーケーカンパニー 福岡県 那珂川市 4290001056109
株式会社島本食品 福岡県 新宮町 1290001036682
株式会社慶和工業 福岡県 川崎町 1290801023780
株式会社福内組 福岡県 川崎町 5290801023892
社会医療法人療仕会 福岡県 川崎町 6290805007429
株式会社箕面開発 福岡県 みやこ町 9290802023401
大久保 康憲 福岡県
梶垣 宏 福岡県
釘嶋 雅彦 福岡県
坂本 祐二 福岡県
笹井 譲治 福岡県
田中 雄平 福岡県
登本 貴子 福岡県
中山 大輔 福岡県
林 英明 福岡県
三上 泰毅 福岡県
森崎 陽介 福岡県
株式会社クレセントホーム 佐賀県 佐賀市 6300001004179
有限会社ダイユー商事 佐賀県 佐賀市 5300002000847
株式会社田中守商店 佐賀県 佐賀市 3300001001138
株式会社テイル 佐賀県 佐賀市 1300001009819
株式会社丸福建設 佐賀県 佐賀市 2300001000982
西九州自動車有限会社 佐賀県 鳥栖市 3300002009163
株式会社宝本建設 佐賀県 鳥栖市 6300001006299
笹川工建株式会社 佐賀県 多久市 5300001003660
有限会社伊万里自動車教習所 佐賀県 伊万里市 9300002007847
旭九州株式会社 佐賀県 鹿島市 4300001005311
中尾建設株式会社 佐賀県 鹿島市 6300001005227
株式会社鮎川電工 佐賀県 小城市 1300001003268
天山酒造株式会社 佐賀県 小城市 9300001003293
株式会社プレースホーム 佐賀県 神埼市 6300001003206
株式会社三和ダイテック 佐賀県 吉野ヶ里町 8300001006900
株式会社佐賀プラント工業 佐賀県 江北町 4300001008289
社会福祉法人蓮花の会 佐賀県 白石町 8300005006517
峰下建設株式会社 佐賀県 太良町 2300001005057
井山 敏浩 佐賀県
栗野 龍也 佐賀県
野口 浩美 佐賀県
久田 健一 佐賀県
新英建設株式会社 長崎県 長崎市 6310001013922

27 / 30 ページ



2022年7月14日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

長崎電気株式会社 長崎県 長崎市 5310001001408
株式会社中ノ瀬商店 長崎県 長崎市 6310001012081
原口電気株式会社 長崎県 長崎市 9310001001791
有限会社松尾精肉店 長崎県 長崎市 6310002008459
株式会社アステック 長崎県 佐世保市 3310001006375
石橋建設有限会社 長崎県 佐世保市 9310002014108
合同会社岩永エンヂニアリング 長崎県 佐世保市 2310003004007
共新電設工業株式会社 長崎県 佐世保市 2310001005304
有限会社シカタマテリアル 長崎県 佐世保市 9310002010271
有限会社新日本物産 長崎県 佐世保市 9310002010338
西部建設株式会社 長崎県 佐世保市 4310001005590
トノカワ電業株式会社 長崎県 佐世保市 7310001005761
朝永エンジニアリング株式会社 長崎県 佐世保市 5310001005771
中村造園株式会社 長崎県 佐世保市 1310001005809
株式会社牟田商店 長崎県 佐世保市 6310001015076
株式会社安全総業 長崎県 諫早市 3310001007852
株式会社江越建設 長崎県 諫早市 8310001016808
有限会社季節の花 長崎県 諫早市 4310002016463
株式会社寺山建設 長崎県 諫早市 2310002016283
株式会社ＬＴＵ 長崎県 大村市 5310001008964
采光設備有限会社 長崎県 平戸市 1310002019592
有限会社田平クリーンサービス 長崎県 平戸市 2310002019559
株式会社グリーンメイク 長崎県 西海市 5310001007074
有限会社宮原工業 長崎県 西海市 1310002013430
有限会社藤田企画 長崎県 雲仙市 9310002016302
株式会社ヨシダホーム 長崎県 雲仙市 7310001009036
株式会社溝田建築工業 長崎県 南島原市 6310001016652
有限会社サン・レインボー 長崎県 長与町 8310002008135
野内 仁博 長崎県
株式会社　アキュランス 熊本県 熊本市 5330001019753
医療法人社団光寿会 熊本県 熊本市 6330005001178
株式会社三和測量設計社 熊本県 熊本市 8330001002129
成和建設株式会社 熊本県 熊本市 8330001027407
医療法人滄溟会 熊本県 熊本市 5330005003480
株式会社田中建築設計事務所 熊本県 熊本市 7330001002922
株式会社千広 熊本県 熊本市 6330002013721
株式会社テクノ空間 熊本県 熊本市 9330001011178
中川電設株式会社 熊本県 熊本市 3330001003296
株式会社中村ブルドーザー 熊本県 熊本市 7330001024520
ハイファイブ株式会社 熊本県 熊本市 6330001026419
株式会社日田プランニング 熊本県 熊本市 6330001003938
株式会社ミヨシホーム 熊本県 熊本市 6330001025643
株式会社村田建設 熊本県 熊本市 5330001012923
有限会社メディックス 熊本県 熊本市 8330002010650
株式会社友栄建設 熊本県 熊本市 8330001004760
株式会社ワールドコンサルタント 熊本県 熊本市 7330001004992
株式会社向洋設備工業 熊本県 八代市 5330001013566
株式会社末松電子製作所 熊本県 八代市 1330001013611
株式会社宮崎建設 熊本県 八代市 6330001013920
株式会社宮﨑建築 熊本県 八代市 7330001021798
株式会社福田建設 熊本県 荒尾市 4330001028474
株式会社みなまた青果卸売市場 熊本県 水俣市 2330001026380
株式会社　拓進 熊本県 山鹿市 8330002018603
株式会社　八方建設 熊本県 菊池市 2330001009674
株式会社千原建設 熊本県 上天草市 7330001015494
株式会社イワモト建設 熊本県 宇城市 7330001027416
有限会社猪口組 熊本県 天草市 5330002028225
株式会社肥後建設社 熊本県 小国町 6330001012336
株式会社彩樹苑 熊本県 高森町 6330001026609
有限会社中山工業 熊本県 南阿蘇村 1330002023460
上野電気株式会社 熊本県 御船町 7330001010801
株式会社高村建設 熊本県 嘉島町 8330001010833
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味岡安全機材株式会社 熊本県 錦町 6330001016023
味岡株式会社 熊本県 あさぎり町 2330001016092
味岡リース株式会社 熊本県 あさぎり町 1330001016093
岩本 なりさ 熊本県
髙木 昇 熊本県
有限会社アーキワークス・テツ 大分県 大分市 9320002000437
有限会社アフェット 大分県 大分市 7320002000728
エスティケイテクノロジー株式会社 大分県 大分市 3320001001375
株式会社ＫＹＯＷＡ 大分県 大分市 5320001003361
医療法人弘聖会 大分県 大分市 2320005000440
後藤建設株式会社 大分県 大分市 4320001001127
医療法人　松悠会 大分県 大分市 1320005000020
株式会社誠常工業 大分県 大分市 2320001011846
株式会社電通建 大分県 大分市 1320001015286
東和安全産業株式会社 大分県 大分市 1320001001939
有限会社東和石材 大分県 大分市 3320002004815
株式会社七王建築設計事務所 大分県 大分市 2320002005054
有限会社肉の渡辺 大分県 大分市 7320002005090
ラヴィデザインコンサルティング株式会社 大分県 大分市 2320001015252
株式会社綾部商店 大分県 日田市 1320001009940
有限会社高橋建設 大分県 佐伯市 8320002016970
有限会社ハウスファクトリー 大分県 佐伯市 3320002017726
株式会社甲斐建設 大分県 津久見市 4320201000192
株式会社幸栄住建 大分県 杵築市 3320001017116
トクソー技研株式会社 大分県 宇佐市 7320001007914
有限会社もくせい工舎 大分県 宇佐市 8320002014173
株式会社ラックワイド 大分県 由布市 7320001005736
有限会社国東建設 大分県 国東市 6320002015264
江坂設備工業株式会社 宮崎県 宮崎市 6350001000215
九州建設工業株式会社 宮崎県 宮崎市 2350001005515
伸洋土木株式会社 宮崎県 宮崎市 4350001000811
龍南建設株式会社 宮崎県 宮崎市 2350001002181
笠山建築板金株式会社 宮崎県 都城市 8350001012811
有限会社﨑田工務店 宮崎県 都城市 6350002016326
有限会社迫間産業 宮崎県 都城市 2350002015538
株式会社徳満建設 宮崎県 都城市 2350001008501
合同会社フジモト会計 宮崎県 都城市 3350003002807
有限会社柳橋工業 宮崎県 都城市 1350002015134
湯川建設株式会社 宮崎県 延岡市 1350001007082
有限会社家村組 宮崎県 小林市 8350002018246
サカシタランドスケープデザイン株式会社 宮崎県 小林市 6350001012771
見越設計有限会社 宮崎県 小林市 4350002018497
八重尾産業有限会社 宮崎県 小林市 7350002018081
黒木建設株式会社 宮崎県 日向市 1350001005986
株式会社花立工務店 宮崎県 串間市 4350002017508
株式会社黒木電気工事店 宮崎県 高鍋町 7350001005519
椎葉 哲也 宮崎県
末永 典子 宮崎県
有限会社有島工業 鹿児島県 鹿児島市 1340002000442
株式会社快適生活空間 鹿児島県 鹿児島市 2340001013700
こうかき建設株式会社 鹿児島県 鹿児島市 1340001001607
西部日東エース株式会社 鹿児島県 鹿児島市 2340001002331
株式会社宇宙 鹿児島県 鹿児島市 1340001018799
株式会社田川組 鹿児島県 鹿児島市 7340001002681
日本ガス住設株式会社 鹿児島県 鹿児島市 1340001003388
田中産業株式会社 鹿児島県 鹿屋市 2340001014368
鹿児島総合サービス株式会社 鹿児島県 枕崎市 7340001022382
有限会社立神木材店 鹿児島県 枕崎市 6340002024107
有限会社出水合同電設 鹿児島県 出水市 8340002022166
株式会社光心 鹿児島県 出水市 3340001017824
有限会社堀之内建設 鹿児島県 垂水市 7340002026399
株式会社小園建設 鹿児島県 薩摩川内市 3340001008526
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株式会社スカイメディケアラボ 鹿児島県 薩摩川内市 7340001021211
東洋興産株式会社 鹿児島県 薩摩川内市 3340001008889
外薗建設工業株式会社 鹿児島県 薩摩川内市 2340001008675
有限会社西部福田建設 鹿児島県 日置市 1340002005334
株式会社内工務店 鹿児島県 曽於市 5340001022203
株式会社川原建設 鹿児島県 霧島市 2340001007198
株式会社継南建設 鹿児島県 霧島市 5340001007294
有限会社新光リース 鹿児島県 霧島市 1340002013766
鶴丸建設株式会社 鹿児島県 霧島市 2340001007297
有限会社溝辺建設 鹿児島県 霧島市 9340002015425
株式会社米田 鹿児島県 霧島市 8340001007390
久木園建設株式会社 鹿児島県 いちき串木野市 9340001008966
株式会社サザンフーズ 鹿児島県 南さつま市 7340001012664
社会福祉法人大笠会 鹿児島県 南さつま市 4340005005683
医療法人共生会 鹿児島県 志布志市 7340005007322
マルエーフェリー株式会社 鹿児島県 奄美市 5340001010554
株式会社丸三建設工業 鹿児島県 奄美市 5340001010819
有限会社本町薬局 鹿児島県 姶良市 2340002016149
有限会社丸玉 鹿児島県 姶良市 6340002016178
株式会社伸建設 鹿児島県 湧水町 5340001019579
有限会社南九州マーキング 鹿児島県 大崎町 3340002028044
株式会社馬込建設 鹿児島県 錦江町 9340001014221
株式会社松原建設 鹿児島県 肝付町 9340001014122
有限会社山田酒造 鹿児島県 龍郷町 5340002021443
株式会社麓 鹿児島県 徳之島町 9340001021853
飯野 房子 鹿児島県
上別府 佑昌 鹿児島県
菅原 はるか 鹿児島県
角囿 友章 鹿児島県
竹下 洋子 鹿児島県
仲田 純 鹿児島県
南 修司 鹿児島県
株式会社あやともメリー 沖縄県 那覇市 5360001022457
株式会社野村建設 沖縄県 那覇市 7360001001748
ライフホームズ株式会社 沖縄県 那覇市 9360001023633
有限会社丸三設備 沖縄県 宜野湾市 5360002017209
有限会社トナミ 沖縄県 石垣市 9360002021363
株式会社新秀 沖縄県 浦添市 6360001014420
株式会社日興建設コンサルタント 沖縄県 浦添市 9360001009038
株式会社ＳＵＤ進学塾 沖縄県 沖縄市 1360001027039
有限会社四季 沖縄県 沖縄市 9360002011819
株式会社からし種会 沖縄県 豊見城市 5360001022746
有限会社嶺建設 沖縄県 うるま市 3360002013052
有限会社楚南海事 沖縄県 宮古島市 5360002022175
有限会社浦崎建設 沖縄県 国頭村 5360002020567
有限会社丸山組 沖縄県 伊江村 5360002020402
株式会社世名城 沖縄県 嘉手納町 1360002017187
株式会社エッジ 沖縄県 南風原町 3360001020207
上地 英樹 沖縄県
城間 治文 沖縄県
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