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有限会社アイエーカンパニー 北海道 札幌市 2430002040833
株式会社青空工業 北海道 札幌市 8430001084330
株式会社永昌鉄工 北海道 札幌市 5430001002154
株式会社ＡＰＲ　ＴＲＡＤＩＮＧ 北海道 札幌市 1430001064867
新弘設備工業株式会社 北海道 札幌市 7430001007250
医療法人社団菅原歯科クリニック 北海道 札幌市 6430005003362
株式会社テクノ・テック 北海道 札幌市 5430001061984
医療法人東札幌三輪デンタルクリニック 北海道 札幌市 5430005013486
株式会社藤井ビル 北海道 札幌市 1430001021158
不二ライフパートナーズ株式会社 北海道 札幌市 5430001021245
ホクト建機サービス株式会社 北海道 札幌市 3430001029439
合同会社ポテト企画 北海道 札幌市 5430003006731
株式会社マサコーポレーション 北海道 札幌市 9430001016076
株式会社Ｌｉｍ 北海道 札幌市 2430001076622
潮産業株式会社 北海道 函館市 8440001000179
有限会社星野リフォーム 北海道 函館市 5440002008216
有限会社アイル 北海道 小樽市 2430002040288
有限会社古家食品 北海道 小樽市 6430002017448
アーキビルドイーズ株式会社 北海道 旭川市 5450001013439
株式会社アイエイ研究所 北海道 旭川市 2450001000002
黒光建設株式会社 北海道 室蘭市 9430001056667
株式会社イノタニ 北海道 帯広市 2460101000124
株式会社ハンループ 北海道 北見市 9460302001906
網走工業株式会社 北海道 網走市 1460301003043
益村測量設計株式会社 北海道 網走市 2460301003273
株式会社胆振 北海道 苫小牧市 3430001052622
晋康建設株式会社 北海道 苫小牧市 1430001053044
盛興建設株式会社 北海道 苫小牧市 6430001053147
株式会社ドウネン 北海道 芦別市 3430001048513
医療法人社団愛心会 北海道 士別市 5450005004054
佐藤建設管理株式会社 北海道 士別市 3450001007566
三共建設株式会社 北海道 士別市 7450001007570
北海パイプライン株式会社 北海道 登別市 1430001058101
恵庭建設株式会社 北海道 恵庭市 5430001043438
能登谷建設株式会社 北海道 厚沢部町 7440001006482
株式会社福島建設 北海道 蘭越町 6430001051828
粥見 翔 北海道
佐藤 光太郎 北海道
株式会社アクト 青森県 青森市 6420001016063
株式会社アサヒ燃料商会 青森県 青森市 8420001000395
株式会社キクヤメガネ 青森県 青森市 4420001000762
青菱建設株式会社 青森県 青森市 6420001001172
株式会社西村組 青森県 弘前市 5420001009316
株式会社三上建築板金 青森県 弘前市 9420001017430
株式会社下舘組 青森県 八戸市 8420001005948
株式会社中村自動車 青森県 八戸市 5420001007492
有限会社らいず不動産 青森県 八戸市 1420002010359
株式会社中幸建設 青森県 黒石市 9420001009989
株式会社ボデーショップ三浦 青森県 十和田市 4420001011207
医療法人令和 青森県 十和田市 7420005007636
有限会社田中自動車商会 青森県 三沢市 5420002017747
株式会社鳴海建設 青森県 つがる市 8420001008273
有限会社大沢板金工業所 青森県 藤崎町 5420002014645
株式会社鳥谷部建設工業 青森県 六ヶ所村 1420001011341
三戸マツダ自動車株式会社 青森県 南部町 5420001006825
株式会社ホリウチアーキテクツ 青森県 南部町 9420001013347
学校法人上野教育学園 岩手県 盛岡市 8400005000757
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医療法人颯桜会 岩手県 盛岡市 3400005007633
有限会社竹林工業 岩手県 盛岡市 8400002001989
盛岡スズキ自販株式会社 岩手県 盛岡市 4400001001597
株式会社協和製作所 岩手県 花巻市 9400001005271
株式会社プラスアルファ 岩手県 花巻市 5400001013468
株式会社アクアライフ 岩手県 北上市 7400002010149
有限会社トライ精工 岩手県 北上市 3400002010152
株式会社久慈自動車学校 岩手県 久慈市 4400001007941
久慈モーター工業株式会社 岩手県 久慈市 2400001007951
株式会社アズマハウジング 岩手県 一関市 4400501000017
株式会社ナキュア 岩手県 一関市 4400501000850
株式会社戸舘住建 岩手県 二戸市 1400001007754
二戸ガス株式会社 岩手県 二戸市 1400001007762
及川 讓美 岩手県
株式会社Ｒ＆Ｃ　Ｂｕｉｌｄ 宮城県 仙台市 6370001031621
株式会社葵電工 宮城県 仙台市 2370001017005
ＷａＫｅ株式会社 宮城県 仙台市 2370001038983
有限会社エスアールエンジニアリング 宮城県 仙台市 2370002009975
株式会社建築工房零 宮城県 仙台市 9370001013765
サイト工業株式会社 宮城県 仙台市 9370001005102
株式会社さくらメディカ 宮城県 仙台市 7370801001046
株式会社佐藤器具 宮城県 仙台市 4370001003093
有限会社ジェンヌ 宮城県 仙台市 4370002007630
株式会社第一広告社 宮城県 仙台市 3370001009100
株式会社ディーケー 宮城県 仙台市 5370001042405
中城建設株式会社 宮城県 仙台市 8370001005747
株式会社日本オイラービルサービス 宮城県 仙台市 1370001011215
株式会社ＭｅＴａ 宮城県 仙台市 8370001045719
株式会社麺屋とがし 宮城県 仙台市 6370001015707
山下設備工業株式会社 宮城県 石巻市 2370301001352
有限会社河野建築設計事務所 宮城県 多賀城市 1370602000624
株式会社佐藤工務店 宮城県 栗原市 3370201003092
株式会社田中測量設計 宮城県 栗原市 9370201003137
グローテック株式会社 宮城県 大衡村 2370001039916
有限会社神田建設 宮城県 女川町 4370302000707
千葉 諶 宮城県
土屋 秀敏 宮城県
吉田 満 宮城県
株式会社秋田県酒類卸 秋田県 秋田市 1410001003273
株式会社那波伊四郎商店 秋田県 秋田市 5410001001991
有限会社珍田建設 秋田県 横手市 6410002013911
有限会社藤原洋装 秋田県 横手市 9410002013925
株式会社中村設計 秋田県 大館市 3410001006084
株式会社ビーワーク 秋田県 大館市 3410001006951
有限会社北一 秋田県 大館市 3410002009037
粟﨑 博 秋田県
株式会社ＳＨＧ．山形グランド 山形県 山形市 4390001016597
株式会社トミコー 山形県 山形市 4390001014015
富士電子株式会社 山形県 山形市 4390001001657
大江設計株式会社 山形県 米沢市 8390001009787
我妻建材工業株式会社 山形県 米沢市 2390001010214
株式会社大沼建築 山形県 寒河江市 8390001012808
株式会社須藤不動産 山形県 天童市 1390001004415
株式会社野川食肉食品センター 山形県 天童市 1390001004539
丸喜屋設備株式会社 山形県 河北町 1390001012054
有限会社アイエムシー 山形県 西川町 9390002016245
千歳産業有限会社 山形県 川西町 6390002014680
吉田 実 山形県
大和自動車交通株式会社 福島県 福島市 2380001000802
株式会社高橋設備工業所 福島県 福島市 3380001000826
株式会社西形商店 福島県 福島市 1380001001108
株式会社リンペイ 福島県 福島市 9380001001802
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東邦工業株式会社 福島県 会津若松市 9380001017658
日本精測株式会社 福島県 会津若松市 3380001017705
旭自動車工業株式会社 福島県 郡山市 6380001004452
医療法人　援腎会 福島県 郡山市 2380005010194
スピークス株式会社 福島県 郡山市 3380001007581
富士和工業株式会社 福島県 郡山市 8380001006397
株式会社ムツミ 福島県 郡山市 6380001006770
株式会社村上設計事務所 福島県 郡山市 4380001006780
弘進ブロツク建設株式会社 福島県 いわき市 2380001012822
株式会社酒井組 福島県 いわき市 2380001025857
根本通商株式会社 福島県 いわき市 9380001013599
株式会社八幡台やまたまや 福島県 いわき市 2380001012450
株式会社リビングソーラー 福島県 いわき市 8380001020480
株式会社ＹＪＫホールディングス 福島県 須賀川市 9380001012097
有限会社スズケン 福島県 喜多方市 4380002035291
株式会社ＴＨ放電 福島県 喜多方市 7380002035231
有限会社先﨑工務店 福島県 田村市 3380002015170
佐藤建設株式会社 福島県 南相馬市 8380001015992
国見ブロック有限会社 福島県 桑折町 2380002005189
山十建設株式会社 福島県 金山町 6380001018452
株式会社斎藤工務所 福島県 会津美里町 7380001017429
株式会社楽縁 福島県 中島村 2380001020222
岡﨑 圭岐 福島県
新田 賢一 福島県
株式会社エムエス 茨城県 水戸市 6050001000559
栗原石材有限会社 茨城県 水戸市 5050002001020
株式会社阿部工業 茨城県 土浦市 1050001008862
都和電設工業株式会社 茨城県 土浦市 8050001010944
株式会社オールパス 茨城県 石岡市 7050001049488
白田組土木株式会社 茨城県 石岡市 5050001011796
ＵＭＣ協同組合 茨城県 龍ケ崎市 3050005012405
有限会社野村空調 茨城県 常総市 1050002041557
株式会社ＳＴＮエンジニアリング 茨城県 つくば市 5050001048327
有限会社Ａｎｇｅｌ’ｓ　Ｃｌｏｓｅｔ 茨城県 つくば市 1050002022929
株式会社クズマキ 茨城県 つくば市 3050001017944
フードブランディング株式会社 茨城県 つくば市 1050001033704
株式会社大川鐵工所 茨城県 鹿嶋市 7050001020110
株式会社神永工務店 茨城県 常陸大宮市 8050001026750
株式会社弓野組 茨城県 常陸大宮市 3050001026870
株式会社若葉工務店 茨城県 常陸大宮市 3050001026879
有限会社小林土建 茨城県 那珂市 8050002006512
有限会社枝字彫工業 茨城県 桜川市 1050002043066
有限会社根本登記測量 茨城県 桜川市 1050002043132
丸和建設株式会社 茨城県 桜川市 3050001032332
株式会社羽生工務店 茨城県 行方市 1050001021568
株式会社ＳＦＩＤＡ 茨城県 つくばみらい市 1050001042069
有限会社丸斉建設 茨城県 つくばみらい市 1050002039403
鈴懸工業株式会社 茨城県 東海村 8050001015241
野口機設工業株式会社 茨城県 八千代町 1050001013524
神原 秀一 茨城県
佐藤 努 茨城県
株式会社アイシークリエーション一級建築士事務所 栃木県 宇都宮市 1060002011360
株式会社十文字 栃木県 宇都宮市 7060001032484
株式会社中家組 栃木県 足利市 2060001018983
有限会社小松製作所 栃木県 栃木市 5060002031941
株式会社ホクサン 栃木県 佐野市 8060001020629
株式会社コバックス 栃木県 小山市 4060001022488
塚本産業株式会社 栃木県 真岡市 7060001009375
大谷建設株式会社 栃木県 矢板市 3060001013331
株式会社格和測量設計 栃木県 矢板市 4060001013339
ダイエー測量株式会社 栃木県 那須塩原市 7060001027014
有限会社イー・アンド・エス 栃木県 益子町 1060002019263
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株式会社和泉造園 栃木県 芳賀町 3060001010048
金澤建設株式会社 栃木県 那珂川町 8060001008046
佐藤 俊男 栃木県
門馬 学 栃木県
医療法人仁愛会 群馬県 前橋市 8070005000700
井上セキュリティーサービス株式会社 群馬県 高崎市 8070001006916
株式会社３４６ 群馬県 高崎市 1070003002969
合同会社住まいる 群馬県 高崎市 1070003003471
株式会社相互建設工業 群馬県 高崎市 9070001007418
株式会社内外 群馬県 高崎市 4070001018155
有限会社　小沼製作所 群馬県 桐生市 4070002025737
株式会社山藤組 群馬県 桐生市 8070001016056
株式会社グットハウス 群馬県 伊勢崎市 5070001015201
株式会社ゴダイ 群馬県 伊勢崎市 8070001013994
株式会社長建産業 群馬県 伊勢崎市 6070001013559
アイテック株式会社 群馬県 太田市 3070001018585
アイワホーム株式会社 群馬県 太田市 5070001020820
有限会社サンキ 群馬県 館林市 6070002034199
株式会社アイリス 群馬県 渋川市 8070001038356
株式会社四季 群馬県 渋川市 8070001038406
株式会社あすからいふ倶楽部 群馬県 みどり市 7070001015744
株式会社ＭＡＴ一級建築士事務所 群馬県 東吾妻町 6070001030959
株式会社大和家住宅機器 群馬県 玉村町 3070001014304
ハガリ工業有限会社 群馬県 千代田町 9070002030484
飯野 亮介 群馬県
藤本 光則 群馬県
森尻 政仁 群馬県
吉田 友樹 群馬県
株式会社ＧＡＩＢＡＫＯ 埼玉県 さいたま市 3030001139690
コスモプラス株式会社 埼玉県 さいたま市 1030001009870
株式会社佐間田外構 埼玉県 さいたま市 4030001108133
三光ソフラン株式会社 埼玉県 さいたま市 6030001014180
有限会社サンワ 埼玉県 さいたま市 9030002005738
株式会社タイガー 埼玉県 さいたま市 8030001017256
西町運輸倉庫株式会社 埼玉県 さいたま市 8030001018097
株式会社東大宮オート販売 埼玉県 さいたま市 3030001007088
株式会社フロンティアエステート 埼玉県 さいたま市 6030001120771
株式会社丸こ企画 埼玉県 さいたま市 5030001007986
株式会社ライフ 埼玉県 さいたま市 9030001017255
株式会社ＬＡＮＤＩＡ 埼玉県 さいたま市 4011601012404
有限会社幸文化工 埼玉県 川越市 1030002073222
有限会社すまい工房彩の家 埼玉県 川越市 3030002080225
株式会社田村工業所 埼玉県 川越市 5030001055135
株式会社ワンウェイ 埼玉県 川越市 3030001055797
アドバンスホーム株式会社 埼玉県 川口市 2030001080152
株式会社かるべ 埼玉県 川口市 7030001074439
有限会社霧島園 埼玉県 川口市 4030002102151
株式会社サイトウ 埼玉県 川口市 8010001184742
サイワハウジング株式会社 埼玉県 川口市 4030001075027
太陽毛絲紡績株式会社 埼玉県 川口市 3030001075837
株式会社リオ 埼玉県 川口市 4030001077849
株式会社たばたプランニング 埼玉県 秩父市 8030001091367
こなから建築工房株式会社 埼玉県 所沢市 2030001129890
有限会社鈴彦 埼玉県 所沢市 2030002029818
田島教材有限会社 埼玉県 飯能市 7030002119606
医療法人社団弘人会 埼玉県 加須市 8030005004977
株式会社たじま住宅設備 埼玉県 本庄市 5030001060655
株式会社東亜興業 埼玉県 深谷市 2030001086042
株式会社文楽 埼玉県 上尾市 3030001122110
有限会社東和管理サービス 埼玉県 草加市 7030002050744
オザワロード株式会社 埼玉県 越谷市 1030001066136
有限会社サイタマギンビ 埼玉県 越谷市 9030002086076
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株式会社ティーアールエス 埼玉県 越谷市 3030001067140
株式会社ポラスのリフォーム 埼玉県 越谷市 1030001065055
山﨑建設株式会社 埼玉県 越谷市 1030001064924
有限会社アートストン 埼玉県 新座市 9030002060510
土地家屋調査士法人坂本登記測量事務所 埼玉県 桶川市 1030005020221
小沢道路株式会社 埼玉県 久喜市 1030001031387
テクノハンズ株式会社 埼玉県 八潮市 2030001034760
株式会社ヒタチ 埼玉県 富士見市 6030001046942
株式会社ＯＧＩＳＨＩ 埼玉県 三郷市 3030002051762
有限会社早野 埼玉県 三郷市 8030002051246
有限会社彦成タクシー 埼玉県 三郷市 9030002049636
有限会社あおいメディカル 埼玉県 蓮田市 4030002022036
株式会社ウエサカ薬局 埼玉県 蓮田市 7030002022108
合同会社新井総合法務事務所 埼玉県 坂戸市 6030003011779
株式会社ハート薬局 埼玉県 日高市 1030001090160
有限会社三上モータース 埼玉県 ふじみ野市 5030002076758
有限会社石井インテリア 埼玉県 鳩山町 7030002094320
ニッケイインスツルメンツ株式会社 埼玉県 小鹿野町 7030001091054
株式会社入の店 埼玉県 宮代町 3030001106419
株式会社Ｍ２Ｔｏｐ 埼玉県 松伏町 4030001068328
大塚 慎吾 埼玉県
齊藤 宏幸 埼玉県
菅原 宇広 埼玉県
竹内 大介 埼玉県
長井 建充 埼玉県
永井 亮 埼玉県
新沼 海斗 埼玉県
横塚 兵一 埼玉県
株式会社カナウチ 千葉県 千葉市 6040001012605
株式会社清高 千葉県 千葉市 8040002006190
株式会社富士見地所 千葉県 千葉市 8040001008279
みかど造園株式会社 千葉県 千葉市 5040001007234
社会福祉法人八越会 千葉県 千葉市 3040005016919
株式会社稲葉商店 千葉県 市川市 2040001025643
株式会社ケンザン 千葉県 市川市 8040001026157
医療法人社団健樹会 千葉県 市川市 4040005021397
有限会社エスケー空調サービス 千葉県 船橋市 2040002027176
株式会社小田原工務店 千葉県 船橋市 6040001016969
医療法人下総会 千葉県 船橋市 5040005002917
第一警備保障株式会社 千葉県 船橋市 9040001017725
株式会社タイム・スペースデザイン 千葉県 船橋市 4040001023430
株式会社山商 千葉県 船橋市 5040001018974
医療法人社団交心会 千葉県 松戸市 8040005005297
株式会社サンアベニュー 千葉県 松戸市 9040001034877
株式会社　新栄シートサービス 千葉県 松戸市 6040001041488
株式会社ＹＥＳ 千葉県 野田市 6040001072731
特定非営利活動法人メンタルサポート野田そよかぜ 千葉県 野田市 1040005014742
有限会社山源商事 千葉県 旭市 3040002085116
有限会社京葉警備保障 千葉県 習志野市 1040002018259
株式会社柏斎苑 千葉県 柏市 3040001119675
株式会社三和工業所 千葉県 柏市 2011501006482
有限会社関川商店 千葉県 柏市 9040002090358
有限会社谷中工業 千葉県 柏市 5040002091921
有限会社プライムブルー 千葉県 勝浦市 1040002103060
有限会社暁興業 千葉県 市原市 7040002076763
新日産株式会社 千葉県 市原市 1040001054040
大誠工業株式会社 千葉県 市原市 8040001098080
有限会社　あさか教材 千葉県 流山市 7040002054323
有限会社クエイサー 千葉県 流山市 6040002096341
サンキ建設工業株式会社 千葉県 鎌ケ谷市 1040001028119
株式会社中央コミュニティー 千葉県 鎌ケ谷市 8040001028211
株式会社一心堂 千葉県 君津市 6040001108832
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株式会社岩澤工務店 千葉県 香取市 5040001063467
田中自動車株式会社 千葉県 香取市 3040001063601
有限会社秋山工業 千葉県 栄町 4040002056660
矢島測量設計株式会社 千葉県 芝山町 8040001086481
青山 典央 千葉県
佐藤 英史 千葉県
八木 明男 千葉県
安田 雄一 千葉県
株式会社アスパイア 東京都 千代田区 9010001130308
株式会社アルゴバース 東京都 千代田区 6010001136282
インターナショナル・ファイナンシャル・コンサルティング株式会社 東京都 千代田区 7010001011229
エクスプレス・タックス株式会社 東京都 千代田区 2010001115348
株式会社ＣＣＮグループ 東京都 千代田区 3010001181141
株式会社四門 東京都 千代田区 7010001018827
株式会社トゥモローブライト 東京都 千代田区 3010901037467
日辰貿易株式会社 東京都 千代田区 9010001053203
日本ＢＣＰ株式会社 東京都 千代田区 4010001186032
株式会社ＬＡＮＤＳＣＯＯＰ 東京都 千代田区 1013301043970
レスト・ソリューション株式会社 東京都 千代田区 6010001124114
株式会社ＳＫテック 東京都 中央区 1010001044861
ＮＳファーファ・ジャパン株式会社 東京都 中央区 5010601034762
株式会社ＬＡプロデュース 東京都 中央区 9030001013345
医療法人社団央美会 東京都 中央区 8010005012040
興亜産業株式会社 東京都 中央区 8010001043262
トライデントシーフード・ジャパン合同会社 東京都 中央区 7010001137651
株式会社西銀座デパート 東京都 中央区 8010001053591
株式会社２１インコーポレーション 東京都 中央区 7010001053915
日本立友ソフト株式会社 東京都 中央区 3010001171407
アペックス株式会社 東京都 港区 9010401001950
有限会社エルブ 東京都 港区 4010402025838
株式会社オオタケ 東京都 港区 5010401100483
一般社団法人外国人招へい協会 東京都 港区 3011005003273
京濱燃料株式会社 東京都 港区 9010401009275
サンニン株式会社 東京都 港区 5010401069430
ＧＥＭ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社 東京都 港区 9011001058803
株式会社トランスクローバー 東京都 港区 8010401019936
株式会社ビジュアルバンク 東京都 港区 3010401147840
藤原鋼材株式会社 東京都 港区 2010401026013
特定非営利活動法人ブリッジフォースマイル 東京都 港区 2010005011493
株式会社ペー・ジェー・セー・デー・ジャパン 東京都 港区 7010401099310
アラームボックス株式会社 東京都 新宿区 7011101077374
株式会社華陽 東京都 新宿区 9011101084476
キッチンテクノ株式会社 東京都 新宿区 9011101037046
木原造林株式会社 東京都 新宿区 5011101005155
株式会社さくらドラフトワークス 東京都 新宿区 3011101065630
株式会社新宿なかそ 東京都 新宿区 5011101047800
株式会社東京 東京都 新宿区 3010001181505
株式会社ロイズ・ファイナンシャル 東京都 新宿区 5010401141882
合同会社インクアーキテクツ 東京都 文京区 7010003034178
株式会社大洲 東京都 文京区 7010001008588
共立速記印刷株式会社 東京都 文京区 9010001002168
株式会社ＺＭＰ 東京都 文京区 1010001126429
日興システック株式会社 東京都 文京区 1010001006093
株式会社三岳企画設計 東京都 文京区 2010001098857
株式会社江戸小町 東京都 台東区 1010501027820
伸和印刷株式会社 東京都 台東区 9010501006833
株式会社ディープコム 東京都 台東区 8010001131686
東京タック株式会社 東京都 台東区 1010501009331
株式会社アノン 東京都 墨田区 1010601059020
大石メリヤス株式会社 東京都 墨田区 9010601018464
カンパネ株式会社 東京都 墨田区 9010601010025
株式会社東京オフ印刷 東京都 墨田区 7010601025974
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ミヤシタ木材興業株式会社 東京都 江東区 9010601007137
アイリス税理士法人 東京都 品川区 1010705000994
株式会社イチボウ 東京都 品川区 9010701019197
有限会社オルネドフォイユ 東京都 品川区 8011002029622
株式会社銀座メガネ 東京都 品川区 6010701014548
株式会社サンミューロン 東京都 品川区 9010701004612
有限会社三枝商事 東京都 目黒区 1013202002712
積水工業株式会社 東京都 目黒区 9013201003150
株式会社ダイシン冷熱 東京都 目黒区 6013201003384
株式会社テラスワーク 東京都 目黒区 7011001128764
株式会社ヒューマンシステム 東京都 目黒区 3013201004922
株式会社アイガー産業 東京都 大田区 8010801017317
株式会社協立工機 東京都 大田区 6010801003145
株式会社斎藤機械製作所 東京都 大田区 5010801004268
学校法人聖フランシスコ学園 東京都 大田区 3010805000744
株式会社ダイハン 東京都 大田区 8010801006757
株式会社メディカルケミスト 東京都 大田区 1010801014956
グランピングジャパン株式会社 東京都 世田谷区 4011001133825
株式会社サトック 東京都 世田谷区 5010701008303
パッシブデザインプラス株式会社 東京都 世田谷区 2012401036017
株式会社ＡＩＫ 東京都 渋谷区 6010001185874
株式会社ヴァンテアン 東京都 渋谷区 1011001053596
株式会社Ｏｌｉｖｅ 東京都 渋谷区 5011001127108
株式会社日工社 東京都 渋谷区 2011001017096
有限会社マスターピース 東京都 渋谷区 7011002025960
株式会社Ｕ－ＭＯＲＥ 東京都 渋谷区 4010401133278
株式会社寺崎務建築研究室 東京都 中野区 1011201003541
日本体育施設株式会社 東京都 中野区 9011201006165
有限会社武蔵野 東京都 中野区 4011202007786
医療法人社団絢女会 東京都 杉並区 8011305002094
株式会社興建社 東京都 杉並区 2011301002310
医療法人社団名月会 東京都 杉並区 2011305002199
ＡＺＥＳＴ株式会社 東京都 豊島区 5013301026609
株式会社アドバンス 東京都 豊島区 1013301034417
荒木建設工業株式会社 東京都 豊島区 2013302012032
株式会社カンダックス 東京都 豊島区 8013301003126
株式会社中田捷夫研究室 東京都 豊島区 7013301009826
持木鋼球軸受株式会社 東京都 豊島区 3013301011802
株式会社Ｌｕｓｓｏ　ｌｉｅｎ 東京都 豊島区 1013301041363
株式会社ＦＤＲ・フレンディア 東京都 板橋区 4011001064054
株式会社サンエー 東京都 板橋区 5011401002331
三信技研株式会社 東京都 板橋区 2011401002549
株式会社リブラン 東京都 板橋区 3011401006879
株式会社飯田電気商会 東京都 練馬区 2011601000518
有限会社尾形自動車 東京都 練馬区 8011602002169
土地家屋調査士法人さくらリーガル 東京都 練馬区 4011605002070
有限会社大真 東京都 練馬区 2011602022718
株式会社アクシス 東京都 足立区 8011801013990
株式会社Ｔ・Ｙホールディングカンパニー 東京都 足立区 7011801018264
社会福祉法人砂原母の会 東京都 葛飾区 1011805000901
有限会社ティーエヌメディカ 東京都 葛飾区 4010402035283
有限会社丸新商会 東京都 葛飾区 1011802007338
有限会社宮内製作所 東京都 葛飾区 6011802007614
株式会社浅善鉄工所 東京都 江戸川区 8011701001501
シーピーユーメールサービス株式会社 東京都 江戸川区 1011701009518
医療法人社団向日葵会 東京都 江戸川区 5011705000469
株式会社プログラン 東京都 江戸川区 2011701020424
アオキ住宅機材販売株式会社 東京都 八王子市 6010101000033
株式会社かざま不動産 東京都 八王子市 5010101000819
株式会社門馬工務店 東京都 府中市 5012401001728
有限会社アトラス 東京都 昭島市 6012802002670
株式会社さくらリビング 東京都 調布市 8012401010073
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社会福祉法人創和会 東京都 町田市 1012305000227
有限会社隅田教材 東京都 日野市 5013402000784
有限会社ナカバ建設 東京都 東村山市 3012702007054
有限会社富商 東京都 武蔵村山市 2012802004786
株式会社バイタル 東京都 稲城市 4013401002056
有限会社井上土建 東京都 奥多摩町 4013102007040
石井 正博 東京都
入谷 宗輔 東京都
大竹 毅 東京都
落合 武司 東京都
加藤 香織 東京都
上岡 宏子 東京都
古宮 秀記 東京都
佐藤 兼 東京都
佐藤 仁 東京都
下山 祐人 東京都
高林 洋太 東京都
服部 圭輔 東京都
師尾 常正 東京都
アートテラスホーム株式会社 神奈川県 横浜市 7020001050894
株式会社アクアラボ 神奈川県 横浜市 2020001046121
株式会社ＡＭＡＴＵＨＩ 神奈川県 横浜市 5020001140111
株式会社稲野組 神奈川県 横浜市 7020001055729
ウェルネスローズ株式会社 神奈川県 横浜市 9020001120274
株式会社おかだハウジング 神奈川県 横浜市 7020001049929
河本開発工業株式会社 神奈川県 横浜市 1020001009780
木原建設株式会社 神奈川県 横浜市 1020001002802
窪倉電設株式会社 神奈川県 横浜市 6020001019973
医療法人社団恵友会 神奈川県 横浜市 9020005001834
医療法人社団健志会 神奈川県 横浜市 6020005012371
株式会社紅梅組 神奈川県 横浜市 6020001014751
コスモバンク株式会社 神奈川県 横浜市 7021001065362
新栄重機土木株式会社 神奈川県 横浜市 1020001013048
株式会社進正電 神奈川県 横浜市 9020001053846
株式会社仙北谷 神奈川県 横浜市 6020001007598
株式会社ダイケン 神奈川県 横浜市 9020001087217
株式会社ダイデンテクノス 神奈川県 横浜市 7020001040482
株式会社中央興業 神奈川県 横浜市 7020001048245
日機道路株式会社 神奈川県 横浜市 4020001021312
株式会社陽だまり 神奈川県 横浜市 1020001055437
医療法人社団広瀬整形外科リウマチ科 神奈川県 横浜市 9020005010835
株式会社ＭＡＫＥ’Ｓ 神奈川県 横浜市 6020001050895
mokumoku株式会社 神奈川県 横浜市 5020001055193
株式会社八楠 神奈川県 横浜市 4020001029280
医療法人社団山誉会 神奈川県 横浜市 5020005002968
株式会社米川製作所 神奈川県 横浜市 9020001021935
有限会社里葉亭 神奈川県 横浜市 9020002067960
ワールドピーコム株式会社 神奈川県 横浜市 9020001036875
有限会社尾崎工業 神奈川県 川崎市 7020002080404
医療法人碩美会 神奈川県 川崎市 7020005011876
南真化学工業株式会社 神奈川県 川崎市 1020001064520
株式会社藤森工業 神奈川県 川崎市 9020001071443
株式会社渡辺製作所 神奈川県 川崎市 5020001074953
医療法人社団Ｓ．Ｄ．Ｃ 神奈川県 相模原市 6021005011545
株式会社エヌ・エー・ディー 神奈川県 相模原市 1021001011446
有限会社エヌティエフ 神奈川県 相模原市 8021002028838
共同ハウジング株式会社 神奈川県 相模原市 1021001011834
有限会社陣建築設計 神奈川県 相模原市 3021002020972
有限会社全建 神奈川県 相模原市 5021002021597
平井工業株式会社 神奈川県 相模原市 5021001016359
マドリヤアーキテクツ合同会社 神奈川県 相模原市 4021003002176
有限会社山憲建設 神奈川県 相模原市 8021002025018

8 / 25 ページ



2022年11月4日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

有限会社飛鳥設備 神奈川県 横須賀市 6021002062491
黒田電機工業株式会社 神奈川県 横須賀市 2021001040254
医療法人社団Ｚｉｏｎ 神奈川県 横須賀市 9021005010420
株式会社冨士電業社 神奈川県 横須賀市 1021001041022
株式会社三興 神奈川県 平塚市 5021001036588
株式会社湘南建築センター 神奈川県 平塚市 9021001037962
株式会社ケー・ジー・アイ 神奈川県 藤沢市 8021001000582
堀越建築株式会社 神奈川県 三浦市 1021001044603
五洋工業株式会社 神奈川県 秦野市 9021001022510
ＢＬＥＮＴＥＣ株式会社 神奈川県 秦野市 3021001061927
清水産業株式会社 神奈川県 厚木市 1021001020736
ユニオンチーズ株式会社 神奈川県 厚木市 9021001020605
株式会社伊沢工務店 神奈川県 大和市 4021001024916
有限会社新井測量設計 神奈川県 海老名市 5021002044549
株式会社セブンエイト 神奈川県 海老名市 2021001030172
株式会社吉村工業所 神奈川県 座間市 8021001026611
シヤトル工業株式会社 神奈川県 寒川町 7021001006382
社会福祉法人エリザベス・サンダース・ホーム 神奈川県 大磯町 2021005006771
有限会社トキホーム 神奈川県 二宮町 4021002061875
植田 博歳 神奈川県
小倉 健二 神奈川県
菊岡 義友 神奈川県
堺澤 大輔 神奈川県
島 夏夫 神奈川県
鈴木 隆之 神奈川県
寺澤 孝興 神奈川県
中村 佳正 神奈川県
株式会社アンドクリエイト 新潟県 新潟市 6110001009767
株式会社Ｅｔｅｒｎａｌ　ｂｏｎｄｓ 新潟県 新潟市 5110001029196
社会福祉法人河渡の郷福祉会 新潟県 新潟市 1110005001691
株式会社小松建築都市研究所 新潟県 新潟市 3110001032771
田島建設株式会社 新潟県 新潟市 3110001008276
株式会社Ｖｉｖａｚ 新潟県 新潟市 6110001030632
株式会社山下技建 新潟県 新潟市 7110001007877
社会福祉法人刈谷田福祉会 新潟県 長岡市 8110005012278
有限会社紅 新潟県 長岡市 3110002027457
株式会社和コーポレーション 新潟県 長岡市 6110001023628
有限会社山秀 新潟県 長岡市 3110002030642
株式会社川崎製作所 新潟県 三条市 8110001014006
株式会社県央都市開発 新潟県 三条市 2110001014077
株式会社鈴木商店 新潟県 三条市 5110001014306
株式会社スタイルハウス 新潟県 三条市 3110001016790
有限会社小柳建設 新潟県 柏崎市 6110002020525
株式会社三起商会 新潟県 柏崎市 5110001017325
有限会社三宮工務店 新潟県 柏崎市 1110002020554
丸高建設株式会社 新潟県 柏崎市 3110001017599
株式会社長谷川建設 新潟県 新発田市 3110001012848
医療法人社団友和会 新潟県 新発田市 7110005005381
高野板金株式会社 新潟県 小千谷市 7110001025425
大島電気株式会社 新潟県 十日町市 3110001020900
大村建設株式会社 新潟県 十日町市 5110001020907
株式会社小嶋屋総本店 新潟県 十日町市 6110001020996
十日町交通株式会社 新潟県 十日町市 4110001021146
株式会社室野建設 新潟県 十日町市 9110001021307
株式会社河村組 新潟県 燕市 2110001015661
株式会社髙野建設 新潟県 燕市 2110001016569
株式会社保倉設備工業 新潟県 燕市 4110001016336
株式会社猪又鉄工所 新潟県 糸魚川市 1110001021537
森田建設株式会社 新潟県 糸魚川市 2110001021750
有限会社地理測量設計社 新潟県 妙高市 3110002025097
横山建設株式会社 新潟県 五泉市 9110001011778
有限会社アイビーオート 新潟県 上越市 1110002022187
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市川建設株式会社 新潟県 上越市 3110001018812
株式会社井上商会 新潟県 上越市 3110001018820
株式会社上越浄化槽管理センター 新潟県 上越市 9110002022790
株式会社高橋建設 新潟県 上越市 3110001019208
株式会社荷屋建設 新潟県 上越市 4110001019322
株式会社清野 新潟県 阿賀野市 5110001012219
株式会社古保自動車 新潟県 佐渡市 1110001027773
株式会社桑原組 新潟県 魚沼市 9110001026710
株式会社南雲配管 新潟県 魚沼市 5110001026747
興栄建設株式会社 新潟県 胎内市 6110001013224
有限会社阿賀グリーン 新潟県 阿賀町 6110002013058
株式会社いせん 新潟県 湯沢町 7110001026605
株式会社ヴィルアップ 富山県 富山市 3230002005748
協和建設株式会社 富山県 富山市 6230001004979
昭和工業株式会社 富山県 富山市 3230001001277
タカノホーム株式会社 富山県 富山市 1230001001592
株式会社ディライトアメニティ 富山県 富山市 8230001018903
株式会社トヤマ重搬 富山県 富山市 7230001004499
株式会社フードシステム 富山県 富山市 6230001002727
医療法人社団吉本レディースクリニック 富山県 富山市 1230005003156
株式会社大越仏壇 富山県 高岡市 6230001012065
畑一産商株式会社 富山県 高岡市 1230001010701
三久建設株式会社 富山県 氷見市 8230001011552
株式会社コアシステム 富山県 黒部市 7230001007691
長七製麺株式会社 富山県 小矢部市 2230001009032
株式会社池田組 富山県 南砺市 2230001008892
有限会社射南建設 富山県 射水市 7230002014027
有限会社岩田測量設計 富山県 上市町 5230002005787
弥忠田 大 富山県
株式会社金沢環境サービス公社 石川県 金沢市 1220001002047
株式会社サンエス 石川県 金沢市 8220001006446
株式会社電伸 石川県 金沢市 2220001010890
株式会社フォルティス 石川県 金沢市 2011001093088
ホクトー株式会社 石川県 金沢市 3220001006392
税理士法人北陸会計 石川県 金沢市 5220005002535
株式会社松本商店 石川県 金沢市 4220001018916
ヨシダ印刷株式会社 石川県 金沢市 1220001007401
株式会社ヨシダセイコー 石川県 金沢市 9220001007410
株式会社田村工業 石川県 七尾市 7220001015381
株式会社ＰＭＰＹ 石川県 小松市 3220001023280
株式会社トパテック 石川県 輪島市 8220001016619
あさひ木材株式会社 石川県 白山市 6220001008956
株式会社スカイワーク 石川県 白山市 4220001022579
千代野建設株式会社 石川県 白山市 5220001008742
柳昌建設株式会社 石川県 白山市 3220001009494
株式会社ツキボシＰ＆Ｐ 石川県 能美市 7220001012783
株式会社アライホーム 石川県 津幡町 3220001017415
株式会社高浜タクシー 石川県 志賀町 5220001015895
新谷 茂 石川県
谷田 紀幸 石川県
株式会社ジャストコーポレーション 福井県 福井市 7210001001639
医療法人花房 福井県 福井市 4210005009805
福井鐵工株式会社 福井県 福井市 4210001003662
株式会社ムラタ自動車 福井県 福井市 5210001004081
和光ハウジング株式会社 福井県 福井市 6210001002126
社会福祉法人和田保育園 福井県 福井市 4210005000648
株式会社大野モータース 福井県 大野市 7210001009748
株式会社嶺北自動車商会 福井県 大野市 2210001009967
アイテック株式会社 福井県 鯖江市 5210001012646
手賀精工株式会社 福井県 鯖江市 3210001013084
株式会社北自動車工業 福井県 あわら市 2210001007104
ケーズガーデン株式会社 福井県 越前市 9210001017427
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株式会社竹山建設 福井県 坂井市 9210001007584
有限会社薮組 福井県 坂井市 7210002004054
有限会社ホームドライ 福井県 永平寺町 4210002003348
オタ建設株式会社 福井県 越前町 3210001012334
株式会社中地冷設 福井県 高浜町 1210001014704
新谷 大海 福井県
株式会社ＫＯ‐ＮＯ 山梨県 甲府市 9090001012655
甲斐ダイアログシステム株式会社 山梨県 南アルプス市 7090001004794
株式会社ケンジンソリューション 山梨県 南アルプス市 1090001013454
麻屋葡萄酒株式会社 山梨県 甲州市 2090001009204
株式会社ココ 山梨県 中央市 5090001007691
株式会社ＫＯＮＤＯ 山梨県 身延町 9090001015113
医療法人愛歯会 長野県 長野市 6100005001515
有限会社志麻 長野県 長野市 8100002002381
株式会社ミールケア 長野県 長野市 2100001003378
カネテック株式会社 長野県 上田市 5100001009703
ＫＯＵＹＯＵ建設株式会社 長野県 上田市 8100001028626
秀プロデュース株式会社 長野県 上田市 6100001030600
日本ガス水道株式会社 長野県 上田市 5100001010140
大喜建設株式会社 長野県 飯田市 3100001022567
有限会社小泉精機製作所 長野県 諏訪市 2100002028119
窪田建設株式会社 長野県 駒ヶ根市 5100001021138
株式会社中野車輌 長野県 中野市 3100001012122
新進漬物株式会社 長野県 飯山市 4100001011841
株式会社景観創造 長野県 塩尻市 3100001026551
有限会社塩尻建友 長野県 塩尻市 4100002024520
洗馬農業協同組合 長野県 塩尻市 6100005006803
アルファランバー株式会社 長野県 佐久市 6100001007581
株式会社武重建築設計 長野県 佐久市 5100001031137
医療法人朋友会 長野県 佐久市 4100005012646
株式会社アクアスミス 長野県 御代田町 5100001034156
株式会社ＫＯＵＥＩ 長野県 御代田町 6100001029790
日之出建工株式会社 長野県 箕輪町 5100001021575
株式会社カミイナ 長野県 宮田村 2100001021173
株式会社阿智精機 長野県 阿智村 9100001023238
株式会社松山建設 長野県 南木曽町 9100001017850
株式会社サンシャインライフ 長野県 大桑村 5100001017937
マルヨ石材株式会社 長野県 坂城町 2100001031684
近江 秀隆 長野県
塩川 一直 長野県
株式会社大原自動車工業 岐阜県 岐阜市 4200001008910
有限会社カワショウ 岐阜県 岐阜市 2200002001123
株式会社高橋建材 岐阜県 岐阜市 7200001003165
株式会社イワサキ住器 岐阜県 大垣市 9200001013245
株式会社金子土建 岐阜県 高山市 2200002026500
株式会社シモダ道路 岐阜県 高山市 1200001025280
株式会社ナイキ 岐阜県 多治見市 2200001037515
株式会社まる忠 岐阜県 多治見市 7200001021035
社会保険労務士法人山内事務所 岐阜県 多治見市 4200005012768
株式会社ウラタ薬局 岐阜県 関市 3200001019743
亀山建設株式会社 岐阜県 関市 1200001019051
ニッケン刃物株式会社 岐阜県 関市 2200001019447
有限会社鷲見モーター 岐阜県 中津川市 6200002024203
有限会社小栗造園 岐阜県 瑞浪市 6200002021927
株式会社スマート 岐阜県 瑞浪市 9200001031461
恵中建設株式会社 岐阜県 恵那市 1200001023697
特定非営利活動法人ライフテラス 岐阜県 美濃加茂市 8180005016280
ＫＲＳ株式会社 岐阜県 土岐市 6200001030409
小島土木株式会社 岐阜県 土岐市 9200001021297
丸美曽村モータース株式会社 岐阜県 土岐市 8200001021579
ヤマゴ建設株式会社 岐阜県 土岐市 3200001021625
有限会社片岡電工 岐阜県 各務原市 7200002007264
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株式会社起雲社寺建築設計 岐阜県 各務原市 3200001033851
株式会社山栄工業 岐阜県 各務原市 9200001007164
株式会社津田工業 岐阜県 各務原市 3200001007310
小林工業株式会社 岐阜県 可児市 4200001017853
有限会社ライン工業 岐阜県 可児市 4200002020897
株式会社サンテリア 岐阜県 瑞穂市 5200001010568
田中建設工業株式会社 岐阜県 本巣市 1200001010043
株式会社東建設 岐阜県 郡上市 5200001026291
木島建設合資会社 岐阜県 郡上市 3200003002813
株式会社畑佐土木 岐阜県 郡上市 1200001026485
丸八建設株式会社 岐阜県 郡上市 3200001026541
株式会社熊﨑組 岐阜県 下呂市 3200001025774
有限会社丹波建設 岐阜県 岐南町 2200002011502
株式会社ＬａＬａ　Ｃａｎｖａｓ 岐阜県 笠松町 5200002011615
株式会社桑原組 岐阜県 安八町 8200001014509
株式会社わたなべ建築 岐阜県 池田町 6200001028304
有限会社啓志院 岐阜県 北方町 1200002009456
株式会社國本起業 岐阜県 御嵩町 9200001018343
杉山 博彦 岐阜県
横山 大介 岐阜県
青柳建設株式会社 静岡県 静岡市 9080001000099
医療法人社団ＳＰＤＴ 静岡県 静岡市 8080005007273
有限会社大内技研工業 静岡県 静岡市 6080002009464
株式会社キャトルセゾン建築デザイン 静岡県 静岡市 2080001019402
株式会社高栄塗装 静岡県 静岡市 9080001017721
三和建設株式会社 静岡県 静岡市 1080001008042
新明建設株式会社 静岡県 静岡市 2080001002069
駿河包装株式会社 静岡県 静岡市 3080001008429
株式会社静秀工業 静岡県 静岡市 4080001002471
瀧重機土木株式会社 静岡県 静岡市 6080001003212
株式会社ディ・エッチ・エー・マリンフーズ 静岡県 静岡市 9080001008695
株式会社アイル 静岡県 浜松市 2080401023160
内田工業株式会社 静岡県 浜松市 1080401009747
Ａ．Ｉ．Ｓ株式会社 静岡県 浜松市 4080401002476
医療法人社団Ｈ・Ｉ・Ｌ・Ｃ 静岡県 浜松市 8080405004085
小木曽建築株式会社 静岡県 浜松市 7080401001062
株式会社神田組 静岡県 浜松市 4080401010768
株式会社ナカムラ 静岡県 浜松市 4080401003730
株式会社中谷総業 静岡県 浜松市 7080401010410
株式会社ハマヨウ 静岡県 浜松市 5080401004439
株式会社Ｆａｃｔｏｒｉｅｓ 静岡県 浜松市 8080401025176
株式会社ブローチ研削工業所 静岡県 浜松市 8080401004733
株式会社杢理 静岡県 浜松市 2080401019142
吉田測量設計株式会社 静岡県 浜松市 6080401005700
有限会社うしぶせ自動車 静岡県 沼津市 1080102006300
株式会社尾鷲組 静岡県 沼津市 7080101002071
株式会社田代商店 静岡県 沼津市 5080101002404
株式会社オギ 静岡県 富士宮市 3080101011324
株式会社川俣組 静岡県 富士宮市 6080101011354
河村総建株式会社 静岡県 富士宮市 3080101012280
株式会社あおばリゾート 静岡県 伊東市 1080102019120
医療法人社団一樹会 静岡県 島田市 9080005004682
株式会社アオノ 静岡県 富士市 1080101008033
有限会社技建 静岡県 富士市 7080102013720
有限会社ＬＯＨＡＳ 静岡県 富士市 2080102016315
渡邉事務所株式会社 静岡県 富士市 2080101022652
有限会社和田製作所 静岡県 磐田市 9080402020720
株式会社橋本組 静岡県 焼津市 2080001015112
掛川市上下水道協同組合 静岡県 掛川市 3080405004379
浜電工業株式会社 静岡県 掛川市 7080401014618
有限会社アイブロス不動産 静岡県 藤枝市 9080002018660
有限会社伊沢建設備 静岡県 御殿場市 4080102006413
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株式会社オサコー建設 静岡県 御殿場市 9080101003992
丸玉株式会社 静岡県 袋井市 8080401019079
株式会社加藤工芸社 静岡県 下田市 8080101014446
有限会社協伸製作所 静岡県 裾野市 4080102004210
株式会社中央電工 静岡県 裾野市 4080101015588
株式会社永太建工 静岡県 御前崎市 1080401015316
菊川建設株式会社 静岡県 菊川市 9080401014896
株式会社加藤組 静岡県 牧之原市 2080001013784
株式会社望水 静岡県 東伊豆町 5080101015050
株式会社エスアイジー 静岡県 清水町 2080101005384
医療法人社団久正会 静岡県 長泉町 1080105002313
株式会社マルジョウ山口園 静岡県 森町 9080401022718
井口 英樹 静岡県
片岡 護 静岡県
山本 昌史 静岡県
和田 喜雄 静岡県
アウル株式会社 愛知県 名古屋市 7180001124187
株式会社旭設計 愛知県 名古屋市 6180001014001
株式会社アド・アシスト 愛知県 名古屋市 5180001136184
桶槽工業株式会社 愛知県 名古屋市 2180001011786
医療法人雅翔会 愛知県 名古屋市 3180005018174
有限会社グリーンオートサービス 愛知県 名古屋市 9180002025606
グロースリンク社会保険労務士法人 愛知県 名古屋市 6180005016596
株式会社近宅 愛知県 名古屋市 2180001118573
医療法人ＳＵＮ 愛知県 名古屋市 3180005016590
有限会社ジー・エム・アールコーポレーション 愛知県 名古屋市 9180002060751
末岡自動車硝子株式会社 愛知県 名古屋市 7180001057387
株式会社ＳＫＹｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 愛知県 名古屋市 7180001071033
株式会社大建コンサルタント 愛知県 名古屋市 3180001037459
株式会社武市ウインド名古屋 愛知県 名古屋市 5180001000712
中部歯科産業株式会社 愛知県 名古屋市 3180001002413
株式会社ニットレ 愛知県 名古屋市 5180001007162
株式会社服部歯車 愛知県 名古屋市 3180001020638
司法書士法人ＰＳＳ 愛知県 名古屋市 9180005019349
株式会社光金属工業所 愛知県 名古屋市 6180001028760
株式会社不動産パートナーズ 愛知県 名古屋市 4180001123159
株式会社プリアートコーポレーション 愛知県 名古屋市 9180001088827
株式会社前田商店 愛知県 名古屋市 6180001007376
医療法人ませき耳鼻咽喉科 愛知県 名古屋市 2180005002666
株式会社マック東海 愛知県 名古屋市 7180001001205
株式会社ミライエンジニア 愛知県 名古屋市 7180001069168
名興発條株式会社 愛知県 名古屋市 8180001041324
株式会社豊造園 愛知県 名古屋市 1180001003132
株式会社ライフバンク 愛知県 名古屋市 8180001146932
飯島物産株式会社 愛知県 豊橋市 7180301005046
有限会社集英建築設計事務所 愛知県 豊橋市 1180302007815
株式会社ほころび建設 愛知県 豊橋市 2180301034322
有限会社マイ・メディカル 愛知県 豊橋市 4180302011756
レンテック大敬株式会社 愛知県 豊橋市 2180301006040
株式会社ＳＣコーポレーション 愛知県 岡崎市 3180301035237
岡崎給食株式会社 愛知県 岡崎市 3180301000331
有限会社トップウェイ 愛知県 岡崎市 2180302002047
有限会社エコ・クリーン 愛知県 一宮市 5180002078194
株式会社グリュック 愛知県 一宮市 8180001085387
昭栄金属株式会社 愛知県 一宮市 1180001082837
株式会社日建ホームズ 愛知県 一宮市 2180001083363
アクシス総合設備株式会社 愛知県 瀬戸市 2180001079832
有限会社清水屋造園 愛知県 半田市 9180002087274
河口建設株式会社 愛知県 春日井市 1180001073968
株式会社アイリス 愛知県 豊川市 5180001058230
タカラ梱包輸送株式会社 愛知県 豊川市 9180301009945
東和鋼業株式会社 愛知県 豊川市 7180301010343
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春太建設株式会社 愛知県 豊川市 7180301010442
有限会社松山家具工芸 愛知県 豊川市 6180302014360
株式会社ユタカ興建 愛知県 豊川市 4180301008927
クロタ精工株式会社 愛知県 碧南市 2180301015198
医療法人杉田会 愛知県 碧南市 6180305004994
有限会社ＡＴ　ＨＯＭＥ 愛知県 刈谷市 5180302019162
株式会社大広製作所 愛知県 刈谷市 6180301013784
医療法人ファミリー歯科医院 愛知県 刈谷市 6180305005299
株式会社ＭＩＲＡＩ 愛知県 豊田市 7180301030060
株式会社夢のおてつだい 愛知県 豊田市 6180301021746
株式会社浅賀井製作所 愛知県 安城市 3180301012624
株式会社三河塗装 愛知県 安城市 2180301013367
稲葉製綱株式会社 愛知県 蒲郡市 2180301010810
山八歯材工業株式会社 愛知県 蒲郡市 9180301011439
可児建設株式会社 愛知県 小牧市 1180001075683
ボールズ建築カンパニー株式会社 愛知県 小牧市 1180001078331
マリヤ運輸有限会社 愛知県 小牧市 5180002069920
株式会社和光 愛知県 稲沢市 9180001086260
有限会社至誠堂 愛知県 東海市 9180002087720
光工業株式会社 愛知県 大府市 4180001092684
スズデン工業株式会社 愛知県 知立市 8180301016257
株式会社信和 愛知県 高浜市 4180301015774
株式会社山本工務店 愛知県 日進市 6180001067271
株式会社沖恵組 愛知県 北名古屋市 9180001104369
株式会社井料総建 愛知県 弥富市 3180001139445
株式会社ＥＦＦＯＲＴ 愛知県 あま市 3180001135188
株式会社山田製作所 愛知県 あま市 9180001098495
株式会社富士電装 愛知県 大治町 2180001140668
株式会社ニホンサービス 愛知県 幸田町 2180301004787
今津 曉彦 愛知県
植前 和之 愛知県
大野 裕司 愛知県
大場 洋 愛知県
影山 辰巳 愛知県
岸本 良 愛知県
瀧川 靖史 愛知県
立松 志朗 愛知県
柘植 和彦 愛知県
野田 健司 愛知県
山岡 達朗 愛知県
勢和建設株式会社 三重県 津市 6190001002203
有限会社辻本組 三重県 津市 4190002004976
三重水熱工業株式会社 三重県 津市 2190001001076
有限会社山川興業 三重県 津市 5190002002475
日新物流株式会社 三重県 四日市市 3190001015843
株式会社多井食品 三重県 伊勢市 9190001006770
株式会社中美建設 三重県 伊勢市 6190002009321
富士電設備株式会社 三重県 松阪市 1190001010490
有限会社ＨＩＲＡＮＯ　ＭＥＴＡＬ　ＷＯＲＫＳ 三重県 桑名市 3190002017558
株式会社キャピラリー 三重県 鈴鹿市 8190001004940
大和土木有限会社 三重県 鈴鹿市 7190002006631
株式会社平安コーポレーション 三重県 名張市 3190001009498
株式会社共同技術コンサルタント 三重県 伊賀市 4190001008929
有限会社萩野石材店 三重県 伊賀市 7190002013116
株式会社増田鉄工所 三重県 伊賀市 8190001020459
セントラル技研株式会社 三重県 菰野町 7190001017423
朝明精工株式会社 三重県 川越町 3190001014184
中勢警備システム有限会社 三重県 明和町 1190002014994
谷奥 和徳 三重県
永井 義雄 三重県
濱中 光 三重県
平井 謙一 三重県
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山本 英志 三重県
株式会社エフエム滋賀 滋賀県 大津市 5160001000276
株式会社コオカ 滋賀県 大津市 7160001000761
株式会社タマキトラストブレイン 滋賀県 大津市 6160001012469
株式会社山本塗装防水 滋賀県 大津市 5160001003808
一圓テクノス株式会社 滋賀県 彦根市 5160001008047
株式会社中通 滋賀県 彦根市 5160001008245
有限会社スマイルメディカル 滋賀県 長浜市 6160002006627
株式会社夢羽工業 滋賀県 近江八幡市 1160001016904
湖都建設株式会社 滋賀県 守山市 2160001003744
株式会社吉川組 滋賀県 守山市 6160001015513
サーガ株式会社 滋賀県 甲賀市 3160001021084
株式会社岡野自動車 滋賀県 野洲市 1160001016177
株式会社ビエンカサ 滋賀県 野洲市 7160001015677
甲西陸運株式会社 滋賀県 湖南市 5160001004888
株式会社青谷建築工房 滋賀県 高島市 3160002011167
安曇川電子工業株式会社 滋賀県 高島市 6160001011801
株式会社メタセコイアＧＡＲＤＥＮ 滋賀県 高島市 5160001022576
株式会社マルイビルド 滋賀県 米原市 7160001007344
株式会社奥田工務店 滋賀県 日野町 1160001009817
株式会社谷口工業 滋賀県 多賀町 3160001021332
木村 美智子 滋賀県
布施 吉彦 滋賀県
株式会社イーデンキ 京都府 京都市 8130002021024
植村株式会社 京都府 京都市 8130001002578
株式会社ｍ－ｔｅｃｈ 京都府 京都市 5130001067764
株式会社岡野組 京都府 京都市 3130001006096
北村電気株式会社 京都府 京都市 9130001016965
株式会社嵯峨青果食品 京都府 京都市 6130001017371
株式会社杉原デザイン事務所 京都府 京都市 1130001004936
株式会社セイワ測量設計 京都府 京都市 1130001068980
株式会社高木電気 京都府 京都市 6130001024863
株式会社中根庭園研究所 京都府 京都市 9130001001505
株式会社西川貞三郎商店 京都府 京都市 2130001009538
株式会社林工務店 京都府 京都市 5130001018503
株式会社ブレーン・ストーミング社 京都府 京都市 3130001008646
村岸造園株式会社 京都府 京都市 6130001015838
株式会社ＭＯＮＯＧＡＴＡＲＩ 京都府 京都市 4130001067047
有限会社湯谷文昌堂 京都府 京都市 5130002004502
ヨシダ株式会社 京都府 京都市 2130001004084
谷村実業株式会社 京都府 福知山市 8130001041139
西山寛商事株式会社 京都府 福知山市 2130001041202
今村工業株式会社 京都府 舞鶴市 1130001043240
株式会社オクダ電工 京都府 舞鶴市 3130001044121
松本電業株式会社 京都府 舞鶴市 5130001043724
株式会社司建設工業 京都府 城陽市 3130001038899
株式会社碧翠園 京都府 城陽市 6130001038566
ガイアクリエイト株式会社 京都府 向日市 4120901029023
株式会社フェリシア 京都府 八幡市 5130001064101
藤岡自動車有限会社 京都府 京田辺市 9130002031906
株式会社久美浜シーサイド 京都府 京丹後市 6130001042972
株式会社吉岡商店 京都府 京丹後市 2130001042836
株式会社エヌケイビー 京都府 大山崎町 5130001029921
株式会社エージェンシーアシスト 京都府 久御山町 1130001013945
上羽 毅 京都府
岡本 英 京都府
奥村 俊幸 京都府
榑谷 知大 京都府
向仲 健太 京都府
吉岡 安則 京都府
Ｒｅコンサルティング株式会社 大阪府 大阪市 8120001239799
株式会社アッフェル 大阪府 大阪市 4120001196490
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株式会社ｅ－ｋｉｔ 大阪府 大阪市 7120001196892
ウエマチ不動産株式会社 大阪府 大阪市 9120001217886
株式会社ウェルマネジメント 大阪府 大阪市 4120001211654
株式会社Ａ・Ｓ・Ｐ 大阪府 大阪市 2120001142125
株式会社ＬＫＭ 大阪府 大阪市 6120001238274
株式会社大神呉服 大阪府 大阪市 6120001220091
大杉製薬株式会社 大阪府 大阪市 1120001004961
川口建築設計株式会社 大阪府 大阪市 8120001165632
株式会社北浜製作所 大阪府 大阪市 8120001077828
橋梁技術株式会社 大阪府 大阪市 9150001012649
国見山株式会社 大阪府 大阪市 3120001034809
グンジ株式会社 大阪府 大阪市 9120001063406
株式会社コホーネス 大阪府 大阪市 4120001001782
サカクラオートアンドメンテナンス株式会社 大阪府 大阪市 3120001023423
株式会社サカタ 大阪府 大阪市 9120001005333
有限会社サタケ 大阪府 大阪市 4120002001971
有限会社柴米 大阪府 大阪市 1120002064088
島永果実販売株式会社 大阪府 大阪市 6120001009972
株式会社ショウワパーク 大阪府 大阪市 4120001177557
株式会社セブン建築設計事務所 大阪府 大阪市 4120001093804
株式会社ソレイユ・メディカルケアグループ 大阪府 大阪市 8120001211741
株式会社TA-BOホールディングス 大阪府 大阪市 6120001228259
大自工業株式会社 大阪府 大阪市 4120001005767
東洋スレート株式会社 大阪府 大阪市 7120001015714
株式会社豊田商会 大阪府 大阪市 7120001018238
株式会社トラスト不動産 大阪府 大阪市 2120001200709
浪速運送株式会社 大阪府 大阪市 5120001046091
ニシウチ株式会社 大阪府 大阪市 6120001010666
日光護謨工業株式会社 大阪府 大阪市 4120001068517
株式会社日本ＲＥＮＴ 大阪府 大阪市 2150002010006
梅南鋼材株式会社 大阪府 大阪市 5120001004082
株式会社ピカライト 大阪府 大阪市 6120001013396
光造機株式会社 大阪府 大阪市 3120001013390
株式会社美豊 大阪府 大阪市 9120001120264
藤井建設株式会社 大阪府 大阪市 7120001088470
株式会社藤井精密回転機製作所 大阪府 大阪市 1120001052812
株式会社フル・ステージ 大阪府 大阪市 4120001070076
株式会社ブロードエンタープライズ 大阪府 大阪市 5120001103719
プロワーク株式会社 大阪府 大阪市 6120001225792
特定非営利活動法人緑・ふれあいの家 大阪府 大阪市 4120005015837
株式会社モロー商会 大阪府 大阪市 4120001071314
八千代電設工業株式会社 大阪府 大阪市 5120001077582
株式会社吉屋 大阪府 大阪市 6120001036843
株式会社わぁくす 大阪府 大阪市 1120001030090
株式会社ワンシング 大阪府 大阪市 8120001210784
株式会社イーロックホーム 大阪府 堺市 2120102024742
株式会社エクシード 大阪府 堺市 8122001029767
北野工業株式会社 大阪府 堺市 9120101009952
向陵工業株式会社 大阪府 堺市 7120101002364
株式会社Ｔｈｅ　Ｒｉｋｙｕ 大阪府 堺市 1120101054246
株式会社西川技建 大阪府 堺市 7120101061377
株式会社藤吉商店 大阪府 堺市 3120101006154
医療法人もちだ矯正歯科クリニック 大阪府 堺市 1120105008421
株式会社陸水 大阪府 堺市 8120101063612
株式会社中商 大阪府 岸和田市 5120101040473
平岡工業株式会社 大阪府 岸和田市 9120101056524
株式会社平山組 大阪府 岸和田市 3120101037546
株式会社丸一商店 大阪府 岸和田市 4120101037660
梅田機工エンジニアリング株式会社 大阪府 豊中市 5120901027133
株式会社プラステコ 大阪府 池田市 6120901022546
有信アクロス株式会社 大阪府 吹田市 3120901005173
有限会社旭機工商会 大阪府 泉大津市 1120102026905
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阿佐建築工務株式会社 大阪府 高槻市 3120901010264
千里ハウジング株式会社 大阪府 高槻市 6120901011169
株式会社ＴＳ－ＭＯＴＩＶＥ 大阪府 高槻市 8120901017791
三平興業株式会社 大阪府 枚方市 9120001149683
株式会社タナベ 大阪府 茨木市 6120901014519
株式会社トゥーウィン 大阪府 茨木市 8120901037526
株式会社藤石組 大阪府 茨木市 1120901001892
三誠電機工業株式会社 大阪府 八尾市 6122001018648
社会福祉法人信貴福祉会 大阪府 八尾市 5122005001989
株式会社馬場建築研究所 大阪府 八尾市 9122001021351
株式会社ＭＯＮＤＩＡＬ 大阪府 八尾市 4122001025448
株式会社エム・ジー大阪 大阪府 寝屋川市 4120001147452
株式会社清和建設 大阪府 寝屋川市 6120001190830
有限会社ＴＡＷＡ 大阪府 寝屋川市 6120002077127
合同会社ドリームエージェンシー 大阪府 寝屋川市 6120003015473
株式会社北雄 大阪府 河内長野市 8120101035066
株式会社共栄商事 大阪府 松原市 5140001113047
有限会社青和物流 大阪府 大東市 8122002011286
関西トランスウェイ株式会社 大阪府 和泉市 2120101041350
株式会社木友 大阪府 和泉市 4120101043353
株式会社ＫＡＹコーポレーション 大阪府 箕面市 9120901032113
医療法人敬優会 大阪府 門真市 7120005014043
光信産業株式会社 大阪府 門真市 4120001157427
中山建設株式会社 大阪府 高石市 9120101008475
メイホウ株式会社 大阪府 藤井寺市 9120101033291
株式会社カワチ設備産業 大阪府 東大阪市 3122001001631
株式会社東栄化成 大阪府 東大阪市 2122001013834
有限会社ニースホーム 大阪府 東大阪市 3122002003511
株式会社美販 大阪府 東大阪市 9122001007219
平岡鉄建株式会社 大阪府 東大阪市 8122001006080
藤村電気工業株式会社 大阪府 東大阪市 5122001006348
有限会社新栄製作所 大阪府 交野市 7120002071640
株式会社桐石工業 大阪府 河南町 6120101051750
内山 美奈子 大阪府
郭原 亮輝 大阪府
片桐 貞斉 大阪府
小牧 裕輔 大阪府
坂本 祐介 大阪府
高木 覚 大阪府
竹田 孝平 大阪府
藤井 孝之 大阪府
藤原 直哉 大阪府
安田 弘 大阪府
湯ノ口 伸悟 大阪府
株式会社糸井樹脂製作所 兵庫県 神戸市 4140001012506
株式会社エフピー 兵庫県 神戸市 9140001015792
扇観光株式会社 兵庫県 神戸市 9140001001165
株式会社グリア 兵庫県 神戸市 2140001029535
山王物流株式会社 兵庫県 神戸市 9140001007773
株式会社ジェイアンドダブルトレーディング 兵庫県 神戸市 7140001024762
医療法人心公会 兵庫県 神戸市 4140005024885
大一興産株式会社 兵庫県 神戸市 4140001015153
ヒットインターナショナル株式会社 兵庫県 神戸市 3140001002342
株式会社ファミリーファーマシー 兵庫県 神戸市 9140001016733
株式会社エイト 兵庫県 姫路市 7140001117970
ゴダイ株式会社 兵庫県 姫路市 3140001065562
学校法人誠和学院 兵庫県 姫路市 3140005013468
医療法人社団土井医院 兵庫県 姫路市 5140005013359
株式会社的形設備工業 兵庫県 姫路市 8140001090944
株式会社八木産業 兵庫県 姫路市 6140001065345
株式会社宇野 兵庫県 尼崎市 2140001051209
株式会社エムシード 兵庫県 尼崎市 5140001111109
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株式会社トップス 兵庫県 尼崎市 6140001050248
株式会社仁川設備 兵庫県 尼崎市 1140001055490
医療法人社団かもめクリニック 兵庫県 明石市 9140005005501
株式会社アークレーヴ 兵庫県 西宮市 9140001095819
医療法人香英会 兵庫県 西宮市 6140005024891
伸和エンジニヤリング株式会社 兵庫県 西宮市 5140001069116
白鷹株式会社 兵庫県 西宮市 6140001069924
株式会社ＢＨＬ 兵庫県 西宮市 5140001026265
有限会社村上電機工業所 兵庫県 西宮市 9140002058031
有限会社アヤメ薬局 兵庫県 豊岡市 6140002046716
株式会社城崎設備 兵庫県 豊岡市 2140001056190
株式会社由利 兵庫県 豊岡市 6140001056146
株式会社三建 兵庫県 加古川市 1140001042951
株式会社岡井組 兵庫県 西脇市 6140001075377
株式会社三和塗料店 兵庫県 西脇市 2140001075587
株式会社金谷建材店 兵庫県 宝塚市 3140001081361
株式会社キューコーポレーション 兵庫県 宝塚市 9140001082973
株式会社建匠 兵庫県 宝塚市 2140001083103
合同会社コスモ 兵庫県 宝塚市 2140003008743
株式会社アイ企画 兵庫県 三木市 7140001088683
株式会社お菓子の木ふじき 兵庫県 三木市 1140001037010
株式会社松尾モータース 兵庫県 三木市 4140001036587
株式会社大日製作所 兵庫県 高砂市 1140001044048
株式会社後藤工務店 兵庫県 加西市 8140001076225
株式会社協栄電興 兵庫県 丹波篠山市 7140001041691
株式会社進藤自動車 兵庫県 南あわじ市 3140001096161
此の友酒造株式会社 兵庫県 朝来市 1140001046804
有限会社藤岡工業 兵庫県 宍粟市 6140002032823
アスカカンパニー株式会社 兵庫県 加東市 4140001074934
株式会社深田造園 兵庫県 たつの市 1140001040749
株式会社フジケン 兵庫県 市川町 1140001063691
株式会社ミヤケ建設 兵庫県 福崎町 4140001063821
足立 修一 兵庫県
安達 隆 兵庫県
犬丸 眞紀 兵庫県
加門 直樹 兵庫県
坂本 浩 兵庫県
坂元 正樹 兵庫県
廣瀬 晃二郎 兵庫県
福井 健雄 兵庫県
山崎 力 兵庫県
三和建設株式会社 奈良県 奈良市 1150001000900
株式会社やまと不動産 奈良県 奈良市 4150001016720
日進電工株式会社 奈良県 大和郡山市 4150001006036
有限会社アトゥ 奈良県 天理市 9150002005577
奈良県土地改良事業団体連合会 奈良県 橿原市 2150005000961
植田造園土木株式会社 奈良県 桜井市 4150001009237
株式会社オーテック 奈良県 五條市 3150001015649
有限会社ながたに生花 奈良県 五條市 2150002010988
吉森ホイル株式会社 奈良県 五條市 8120101031445
株式会社Ｗｉｔ 奈良県 御所市 5150001024697
ジルパートナーズ株式会社 奈良県 生駒市 6150001024317
株式会社ソレイユ 奈良県 葛城市 3150001014865
有限会社福井工務店 奈良県 斑鳩町 8150002006444
有限会社ワールドセキュリティーサービス 奈良県 王寺町 3150002009526
赤庄産業株式会社 奈良県 大淀町 2150001015781
中野 智康 奈良県
松田 鈴美 奈良県
株式会社岡谷工務店 和歌山県 和歌山市 3170001013989
株式会社興和製作所 和歌山県 和歌山市 6170001001256
ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 和歌山県 和歌山市 6170001003368
社会保険労務士法人ワンステップ 和歌山県 和歌山市 4170005006699
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神出建設企業株式会社 和歌山県 海南市 3170001005490
中野ＢＣ株式会社 和歌山県 海南市 4170001005481
有限会社フジコーポレーション 和歌山県 田辺市 6170002009034
株式会社山東組 和歌山県 紀の川市 3170001007792
株式会社モリシタ 和歌山県 湯浅町 1170001015970
株式会社溝畑組 和歌山県 広川町 3170001007066
株式会社松葉建設 和歌山県 有田川町 8170001007656
津守 伸明 和歌山県
西岡 文雄 和歌山県
いなば石材環境整備協同組合 鳥取県 鳥取市 2270005000198
有限会社亀井堂 鳥取県 鳥取市 4270002000463
株式会社幸正 鳥取県 鳥取市 2270001006174
シグマ電気株式会社 鳥取県 鳥取市 7270001000338
株式会社大晃工業 鳥取県 鳥取市 5270001000430
株式会社長谷板金 鳥取県 鳥取市 1270001002793
株式会社ルーツ 鳥取県 鳥取市 2270001008047
エレックス株式会社 鳥取県 米子市 8270001003158
サイキ建設工業株式会社 鳥取県 米子市 9270001004007
有限会社西尾モータース 鳥取県 倉吉市 7270002010501
日南町森林組合 鳥取県 日南町 8270005003708
佐藤 英夫 鳥取県
有限会社内田工務店 島根県 出雲市 3280002006238
有限会社奥井工務店 島根県 出雲市 6280002005286
山陰建設工業株式会社 島根県 出雲市 4280001003169
大湖工業株式会社 島根県 出雲市 1280001003659
有限会社山根水道 島根県 大田市 1280002007832
金山商事運輸有限会社 島根県 安来市 1280002004581
社会福祉法人仁寿会 島根県 雲南市 6280005006307
有限会社山田土木 島根県 津和野町 9280002010515
佐々井 美穂 島根県
株式会社ＡＱＵＡ建築設計室 岡山県 岡山市 7260001027316
株式会社アクアホームメイト 岡山県 岡山市 9260001026464
池田電業株式会社 岡山県 岡山市 5260001000431
株式会社エコプラン 岡山県 岡山市 2260002013328
株式会社ＧＥＮ設計 岡山県 岡山市 5260001002270
有限会社ＺＥＲＯ建設 岡山県 岡山市 9260002010830
株式会社タニモト 岡山県 岡山市 1260001004213
株式会社智商運輸 岡山県 岡山市 8260001024097
トヨタホーム岡山株式会社 岡山県 岡山市 4260001004796
有限会社福富建設 岡山県 岡山市 4260002008615
有限会社みなみ不動産事務所 岡山県 岡山市 9260002013247
有限会社メディカルひびき 岡山県 岡山市 7260002016004
株式会社ユー・デイ・デイ設計 岡山県 岡山市 6260001006824
株式会社井田組 岡山県 倉敷市 6260001012624
有限会社猪井木型製作所 岡山県 倉敷市 4260002016576
有限会社ウイルパワー 岡山県 倉敷市 5260002016377
興南設計株式会社 岡山県 倉敷市 4260001013285
株式会社児島技研 岡山県 倉敷市 8260001013240
株式会社ナショナルフーズ 岡山県 倉敷市 2260001014277
フォーシーズン株式会社 岡山県 倉敷市 5260001014126
水島管工事有限会社 岡山県 倉敷市 7260002021359
明信設備株式会社 岡山県 倉敷市 9260001031786
株式会社ライフナビ 岡山県 倉敷市 8260001024072
Ｙｓ’コーポレーション株式会社 岡山県 倉敷市 4260001016973
ヒーラリース株式会社 岡山県 津山市 6260001020148
有限会社山本メンテナンス 岡山県 津山市 1260002029671
株式会社クラルス 岡山県 備前市 3260001033243
株式会社備前文具 岡山県 備前市 6260001021682
株式会社星尾組 岡山県 備前市 6260001021765
崇備コーポレーション株式会社 岡山県 赤磐市 7260001011501
有限会社西岡工作所 岡山県 赤磐市 1260002011134
有限会社外司モータース 岡山県 美作市 6260002030435
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ＯＶＥＲＡＬＬ株式会社 岡山県 早島町 4260001031147
福井建設工業株式会社 岡山県 矢掛町 9260001018107
大出 徹 岡山県
片山 朗 岡山県
船曵 洋司 岡山県
水杉 友行 岡山県
株式会社アバンセ 広島県 広島市 6240001058025
株式会社壱栄 広島県 広島市 4240001057235
株式会社エム・シー 広島県 広島市 1240001001550
株式会社ＫＯＮＯＭＩＣＨＩ 広島県 広島市 6240001052457
株式会社正光社 広島県 広島市 9240001005346
大一株式会社 広島県 広島市 5240001004104
株式会社タオダ自動車工業 広島県 広島市 4240001006068
竹末洋紙株式会社 広島県 広島市 8240001006188
土井工業株式会社 広島県 広島市 6240001050832
株式会社トランスデザイン 広島県 広島市 6240001019258
有限会社西日本テック 広島県 広島市 5240002025611
医療法人ハート 広島県 広島市 9240005001382
株式会社広島アグリシステム 広島県 広島市 2240001021317
広島県漁業協同組合連合会 広島県 広島市 4240005001742
株式会社冨士谷商店 広島県 広島市 5240001010390
有限会社フレンドハウス 広島県 広島市 9240002021350
木住販売株式会社 広島県 広島市 2240001002572
株式会社Ｙ’ｓ 広島県 広島市 5240002021445
有限会社井村工務所 広島県 呉市 5240002032079
株式会社新興建設 広島県 呉市 3240001027750
真成工業株式会社 広島県 呉市 7240001053173
有限会社野呂山タクシー 広島県 呉市 3240002035042
おのみち渡し船株式会社 広島県 尾道市 5240001037839
アグサメタル株式会社 広島県 福山市 1240001035276
エヌケートラスト有限会社 広島県 福山市 7240002044428
株式会社グローバル 広島県 福山市 5240001033623
作田洋紙株式会社 広島県 福山市 7240001030668
有限会社檀上木型製作所 広島県 福山市 4240002041790
株式会社藤原建設 広島県 福山市 8240001035550
前田土建工業株式会社 広島県 福山市 9240001032126
医療法人社団片岡歯科医院 広島県 庄原市 5240005005230
株式会社ティーツークラフト 広島県 東広島市 9240001050697
有限会社浜本精機 広島県 東広島市 9240002028180
株式会社セトファニチャー 広島県 廿日市市 8240001050137
清友 貢 広島県
有限会社おかむら 山口県 下関市 9250002008462
有限会社第一商会 山口県 下関市 8250002011871
有限会社タハラ工業 山口県 下関市 3250002009895
有限会社イズモヤ 山口県 宇部市 8250002004124
有限会社宇部銘材 山口県 宇部市 2250002004303
中国産建株式会社 山口県 宇部市 6250001003418
三素設計有限会社 山口県 宇部市 8250002005774
株式会社ユーロードサービス 山口県 宇部市 5250001014804
有限会社小野商店 山口県 山口市 1250002000352
株式会社開成 山口県 山口市 1250001016309
有限会社シモセ 山口県 山口市 8250002000759
医療法人大悠鈴会 山口県 山口市 3250005008135
有限会社パセリデザイン 山口県 山口市 5250002002543
有限会社芳西工務店 山口県 山口市 3250002002751
株式会社マイルーム 山口県 山口市 9250001001823
特定非営利活動法人田万川地域サポート２１ 山口県 萩市 3250005004596
株式会社板村工業所 山口県 防府市 7250001001858
有限会社白藤刃物店 山口県 防府市 6250002003103
株式会社中冷山口 山口県 防府市 4250001002099
株式会社ＵＫ工業 山口県 防府市 6250001016980
山県精巧株式会社 山口県 下松市 5250001009688
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季美の住まい株式会社 山口県 岩国市 5250001012378
株式会社錦樹園 山口県 岩国市 2250001011291
株式会社ハシモト 山口県 岩国市 4250001011785
有限会社エクシード 山口県 光市 7250002016319
好村建設株式会社 山口県 柳井市 9250001012580
株式会社エイジ・Ｇ・ファーム 山口県 山陽小野田市 8250001014652
株式会社イワキ 山口県 上関町 9250001012746
隅野 正 山口県
辻村 栄治 山口県
冨士 尚俊 山口県
有限会社錦工務店 徳島県 徳島市 8480002003631
株式会社日産サティオ徳島 徳島県 徳島市 3480001001673
株式会社フォレスト 徳島県 徳島市 6480001001976
株式会社明徳 徳島県 徳島市 3480001003298
ワイズガーデン株式会社 徳島県 鳴門市 5480001005045
社会福祉法人共生会 徳島県 阿波市 6480005003226
株式会社姫野組 徳島県 石井町 8480001002592
三共建設株式会社 徳島県 上板町 2480001005551
有限会社アンジュ 香川県 高松市 7470002010349
有限会社一城建設 香川県 高松市 2470002001006
株式会社オールストーン 香川県 高松市 3470001000032
株式会社ＫＵＭＡ 香川県 高松市 8470001005984
株式会社ヨコイ 香川県 高松市 3470001004207
株式会社岩崎建設 香川県 丸亀市 1470001007244
株式会社富山総合建築 香川県 三豊市 3470001010766
矢野金物株式会社 香川県 三豊市 4470001010286
株式会社増田機工 香川県 綾川町 7470001015241
山城金属株式会社 香川県 琴平町 4470001008207
黒渕 忍 香川県
株式会社アート不動産 愛媛県 松山市 7500001005544
北条土砂有限会社 愛媛県 松山市 2500002000318
前島建設株式会社 愛媛県 松山市 3500001020811
社会福祉法人松山市社会福祉事業団 愛媛県 松山市 6500005000889
有限会社松山メンテ工業社 愛媛県 松山市 4500002006222
株式会社ミライズ 愛媛県 松山市 8500001018140
株式会社常進 愛媛県 今治市 5500001011726
株式会社井上設備工業 愛媛県 八幡浜市 6500002013027
有限会社佐々木組 愛媛県 新居浜市 2500002015687
株式会社田口工業所 愛媛県 新居浜市 6500001010074
有限会社柚山製材所 愛媛県 新居浜市 4500002017319
株式会社一番 愛媛県 西条市 6500001008886
株式会社ＯＫＡＤＡ電気 愛媛県 西条市 9500001010591
有限会社守矢建設 愛媛県 西条市 4500002015487
カタオカキコー有限会社 愛媛県 四国中央市 3500002022328
有限会社フジオカ 愛媛県 松前町 6500002008621
株式会社山鐵 愛媛県 松前町 6500002008704
株式会社面田組 愛媛県 愛南町 3500001015844
藤本 竜也 愛媛県
株式会社ＳＩＴガレージ 高知県 高知市 3490001008701
株式会社新晃総合コンサルタント 高知県 高知市 5490001003907
丸和建設株式会社 高知県 高知市 6490001002354
有限会社サンロック 高知県 香南市 9490002012184
筒井 伸光 高知県
有限会社アート空調エンジニアリング 福岡県 北九州市 8290802011786
株式会社永建 福岡県 北九州市 2290801019778
有限会社お菓子のリーフ 福岡県 北九州市 5290802001146
岡本土木株式会社 福岡県 北九州市 6290801000486
株式会社高級婚礼衣裳はなだ 福岡県 北九州市 1290802014028
サンエイ株式会社 福岡県 北九州市 2290801012758
有限会社杉寿設備 福岡県 北九州市 7290802003388
株式会社ネクスト 福岡県 北九州市 6290801013100
有限会社原田産業 福岡県 北九州市 3290802005124
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有限会社藤井木型製作所 福岡県 北九州市 9290802005705
株式会社ＲＡＩＤ 福岡県 北九州市 3290801012641
有限会社若松自動車 福岡県 北九州市 4290802019585
株式会社アイ広告社 福岡県 福岡市 1290001062919
晃建設株式会社 福岡県 福岡市 6290001068606
株式会社Ｍ＆Ｃｏ 福岡県 福岡市 1290001028135
株式会社オリエント総合設備 福岡県 福岡市 1290001006743
熊川工業株式会社 福岡県 福岡市 4290001018769
光建株式会社 福岡県 福岡市 9290001058083
三和株式会社 福岡県 福岡市 5290001047040
株式会社シーンアンドコー 福岡県 福岡市 9290001093790
松鶴建設株式会社 福岡県 福岡市 3290001013845
株式会社トキワ 福岡県 福岡市 8290001014987
公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団 福岡県 福岡市 3290005001045
株式会社渕上ファインズ 福岡県 福岡市 6290001010864
株式会社フレスコ 福岡県 福岡市 7290001080114
医療法人社団芳香会 福岡県 福岡市 5290005001729
株式会社丸木建設 福岡県 福岡市 6290001005724
ＭＡＩＮ株式会社 福岡県 福岡市 3290001088004
株式会社メディポリ 福岡県 福岡市 8290001044712
株式会社リーシングサポート 福岡県 福岡市 7290001029136
リバンク株式会社 福岡県 福岡市 1290003008787
フナツエンジニアリング株式会社 福岡県 大牟田市 9290001054198
株式会社下川工業 福岡県 久留米市 2290001057950
医療法人誠心会 福岡県 久留米市 1290005016805
株式会社中央建設工業 福岡県 久留米市 7290001049183
医療法人寺崎医院 福岡県 久留米市 7290005010257
株式会社ひまわり調剤薬局 福岡県 久留米市 4290001052074
有限会社藤本商事 福岡県 久留米市 6290002050513
株式会社ＩＣＭエンジニアリング 福岡県 飯塚市 1290001046533
有限会社松本建興 福岡県 飯塚市 1290002045154
株式会社エスケーコーポレーション 福岡県 柳川市 2290001053644
株式会社川島コーポレーション 福岡県 柳川市 6290001052766
株式会社勝建 福岡県 柳川市 6290001084421
大和道路株式会社 福岡県 柳川市 4290001053295
株式会社堤組 福岡県 柳川市 8290001053052
冨士建設工業株式会社 福岡県 柳川市 6290001053194
有限会社山田土木 福岡県 柳川市 5290002054127
大坪建築株式会社 福岡県 八女市 9290001047144
東和建設株式会社 福岡県 八女市 1290001047374
株式会社丸欣 福岡県 筑後市 6290001072161
株式会社匠 福岡県 行橋市 3290801019455
有限会社堀本建設 福岡県 行橋市 5290802022555
株式会社緑豊テック 福岡県 行橋市 4290801015899
株式会社永和 福岡県 中間市 7290801011103
アイフィールド有限会社 福岡県 小郡市 2320002008783
有限会社ケイ・アイ 福岡県 大野城市 4290002042157
株式会社道の駅むなかた 福岡県 宗像市 1290001037458
株式会社浮羽商会 福岡県 うきは市 4290001055275
有限会社日新工務店 福岡県 うきは市 3290002056686
株式会社篠原建設 福岡県 宮若市 9290801014871
合同会社ＭＯＭＯ 福岡県 宮若市 5290803002960
社会福祉法人ひまわり会 福岡県 嘉麻市 1290005007894
有限会社松柏 福岡県 宇美町 2290002037803
親和工業株式会社 福岡県 須恵町 3290001038314
株式会社山翔 福岡県 須恵町 1290001039545
株式会社田舎暮し 福岡県 遠賀町 1290801012742
株式会社柿原建設 福岡県 筑前町 8290001044002
有限会社おばた 福岡県 大木町 5290002054390
阿部 豊 福岡県
浦田 大輔 福岡県
浦野 修一 福岡県
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江藤 圭輔 福岡県
岡松 孝則 福岡県
岡本 高太郎 福岡県
櫻井 隆一 福岡県
中村 祐介 福岡県
森口 政嗣 福岡県
株式会社田久保建設 佐賀県 佐賀市 8300001003922
株式会社中原薬局 佐賀県 佐賀市 8300001000589
株式会社ライフラインコネクト 佐賀県 佐賀市 7300005002517
株式会社ローリングキッズ 佐賀県 佐賀市 3300001008125
株式会社進藤木材店 佐賀県 唐津市 7300001007206
株式会社ＳＨＧ．ビアントス 佐賀県 鳥栖市 9300001012633
株式会社黒川商会 佐賀県 伊万里市 1300001005487
株式会社中山組 佐賀県 武雄市 3300001004776
株式会社平川建設 佐賀県 武雄市 1300001004753
株式会社栗山組 佐賀県 鹿島市 4300001004916
ミナノ精工株式会社 佐賀県 小城市 3300001003349
株式会社小林産業 佐賀県 有田町 3300001005733
荒木建設株式会社 佐賀県 白石町 8300001004879
増田建設株式会社 佐賀県 太良町 4300001005055
株式会社ユーテック 佐賀県 太良町 6300001005061
中島 正浩 佐賀県
朝日通信建設株式会社 長崎県 長崎市 8310001000076
医療法人宏友会さとう内科医院 長崎県 長崎市 4310005001215
三和通信長崎株式会社 長崎県 長崎市 1310001005073
株式会社タカラ電設 長崎県 長崎市 8310001001074
株式会社田村電設 長崎県 長崎市 9310002007029
長崎軽運送協業組合 長崎県 長崎市 1310005001663
長崎マリンサービス株式会社 長崎県 長崎市 6290001030664
株式会社松倉工業 長崎県 長崎市 9310001011956
有限会社邦昭建設 長崎県 佐世保市 1310002009775
宮本電機株式会社 長崎県 佐世保市 2310001006062
有限会社白浜建設 長崎県 諫早市 1310002015229
株式会社池田開発 長崎県 大村市 2310001011673
株式会社翔里 長崎県 平戸市 9310001010470
松永建設有限会社 長崎県 平戸市 6310002019506
壱岐土木工業株式会社 長崎県 壱岐市 8310001010190
立山建設株式会社 長崎県 壱岐市 6310001010201
社会福祉法人ふるさと 長崎県 西海市 8310005003307
株式会社藤島建設 長崎県 雲仙市 8310001013053
株式会社マツテック 長崎県 雲仙市 1310001013159
株式会社林田工業 長崎県 南島原市 2310001010048
医療法人初誠会 長崎県 時津町 2310005002009
坂本 慶一郎 長崎県
永田 光喜 長崎県
ＩＧＫ株式会社 熊本県 熊本市 1330001017315
アルファルマ株式会社 熊本県 熊本市 7330001020156
九州電設株式会社 熊本県 熊本市 9330001001179
株式会社京呉服小糸伸輔の店 熊本県 熊本市 8330001000974
有限会社清藤歯科技工所 熊本県 熊本市 2330002002793
有限会社工藤測量設計事務所 熊本県 熊本市 1330002003025
協同組合熊本ＬＰガス保安センター 熊本県 熊本市 3330005001016
医療法人弘生会 熊本県 熊本市 5330005001204
株式会社興農園 熊本県 熊本市 5330001001760
株式会社城野印刷所 熊本県 熊本市 5330001002370
株式会社すいぜんじ公園前不動産 熊本県 熊本市 6330001019224
有限会社杉野建設 熊本県 熊本市 3330002005580
住商産業株式会社 熊本県 熊本市 9330001002359
有限会社トーア設計 熊本県 熊本市 7330002007144
株式会社中山建設 熊本県 熊本市 8330001003366
西日本エレクトロニクス工業株式会社 熊本県 熊本市 8330001003614
有限会社平江建設 熊本県 熊本市 8330002015848
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株式会社ホープ建設コンサルタント 熊本県 熊本市 6330001004218
株式会社吉永産業 熊本県 熊本市 2330001004857
岩奥産業株式会社 熊本県 八代市 3330001013923
有限会社三友プロパン 熊本県 八代市 4330002025859
株式会社マルヤマ 熊本県 八代市 2330001013726
医療法人本里内科 熊本県 荒尾市 5330005004215
有限会社蘇鉄園芸 熊本県 玉名市 1330002021571
株式会社江上建設 熊本県 菊池市 9330001009593
株式会社杉田建設 熊本県 阿蘇市 1330002022883
苓州建設工業株式会社 熊本県 天草市 9330001015377
有限会社橋本土木 熊本県 南関町 4330002022245
有限会社斉木工業 熊本県 和水町 2330002021315
株式会社トイク 熊本県 大津町 7290001080601
井手上精機有限会社 熊本県 菊陽町 3330002015976
株式会社ケイディ工業 熊本県 南阿蘇村 8330001012375
株式会社新興運送 熊本県 嘉島町 2330001002209
有限会社日本福祉整体学院 熊本県 嘉島町 8330002007993
有限会社平江商店 熊本県 芦北町 9330002027594
株式会社カネマツ 熊本県 苓北町 9330001015146
木下 英樹 熊本県
島田 博之 熊本県
土山 慎一郎 熊本県
ＦＭＳ工業株式会社 大分県 大分市 6320001013665
株式会社大分ベニヤ商会 大分県 大分市 2320001000304
株式会社小畑建設工業 大分県 大分市 3320001015185
株式会社熊野建設 大分県 大分市 6320001001018
株式会社Ｃｌｕｓｔｅｒ 大分県 大分市 1320001016862
株式会社ＳＡＴＡＫＥコーポレーション 大分県 大分市 2320001016564
三枝工業株式会社 大分県 大分市 4320001001226
株式会社ジェットダイナー 大分県 大分市 9320001017390
株式会社永冨建設工業 大分県 大分市 5320001002009
株式会社平和建設 大分県 大分市 1320001002466
有限会社龍成工業 大分県 大分市 7320002004398
株式会社榮建トータル・ハウジング 大分県 別府市 6320001006958
株式会社九州東和薬品 大分県 別府市 5320001007040
ＤＯＲＡ株式会社 大分県 中津市 2320001017827
医療法人いけべ耳鼻咽喉科医院 大分県 日田市 1320005007528
株式会社伊東薬局 大分県 日田市 5320001009953
株式会社ＫＡＫＵＤＯ 大分県 日田市 1320001013018
株式会社コウキ 大分県 佐伯市 8320001018209
奥田建設株式会社 大分県 豊後高田市 8320001007780
株式会社久綱産業 大分県 宇佐市 4320001007891
医療法人土生医院 大分県 豊後大野市 7320005006243
大野 まさき 大分県
木付 暁子 大分県
有限会社住友ホームズ 宮崎県 宮崎市 5350002002442
春山建設工業株式会社 宮崎県 宮崎市 2350001001407
有限会社ひむか電業 宮崎県 宮崎市 8350002003891
有限会社上野電設工業 宮崎県 都城市 4350002013795
久保設備株式会社 宮崎県 都城市 9350001007959
株式会社Ｒｉｖｅｒ　Ｈｏｕｓｉｎｇ 宮崎県 都城市 6350001008415
株式会社エイコー建設 宮崎県 小林市 4350001009811
株式会社緒方組 宮崎県 小林市 1350001009814
株式会社末松工務店 宮崎県 日向市 9350001017140
有限会社福島測量設計調査事務所 宮崎県 西都市 9350002009459
有限会社堂領建設 宮崎県 三股町 1350002015332
井戸川建設株式会社 宮崎県 国富町 6350001004125
株式会社黒木設備工業 宮崎県 新富町 6350001005726
株式会社天井丸建設 宮崎県 新富町 9350001005789
有限会社おおく建設 鹿児島県 鹿児島市 3340002002032
株式会社金忠 鹿児島県 鹿児島市 9340001001178
神野商事株式会社 鹿児島県 鹿児島市 5340001001207
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株式会社久保工務店 鹿児島県 鹿児島市 8340001000131
有限会社グリフィン・アーキテクツ 鹿児島県 鹿児島市 2340002003584
末吉建設株式会社 鹿児島県 鹿児島市 3340001002264
株式会社創造企画 鹿児島県 鹿児島市 8340001002417
有限会社立和名冷熱 鹿児島県 鹿児島市 7340002006021
株式会社ツイン・ビー 鹿児島県 鹿児島市 1340001002803
株式会社松葉電設 鹿児島県 鹿児島市 3340001003972
有限会社松原製作所 鹿児島県 鹿児島市 6340002008943
株式会社吉屋組 鹿児島県 鹿児島市 2340001004550
株式会社沢田電設 鹿児島県 鹿屋市 1340001013940
株式会社岩野建設 鹿児島県 指宿市 2340001009368
株式会社シナジーブリーディング 鹿児島県 指宿市 9340001022612
有限会社外山組 鹿児島県 日置市 2340002000202
淵脇建設株式会社 鹿児島県 霧島市 5340001007352
株式会社上加世田建設 鹿児島県 南さつま市 8340002023404
内野建設有限会社 鹿児島県 南さつま市 3340002023400
有限会社ナカノ建設 鹿児島県 志布志市 3340002027905
社会福祉法人長光福祉会 鹿児島県 長島町 5340005005204
有限会社立迫建設 鹿児島県 東串良町 5340002025915
株式会社鹿児島グリーン綜合建設 鹿児島県 屋久島町 6340001005512
奄美殖産株式会社 鹿児島県 大和村 1340001018551
株式会社里山興業 鹿児島県 瀬戸内町 9340002021704
株式会社甲斐組 鹿児島県 知名町 9340001010261
有限会社大満土建 沖縄県 那覇市 1360002001034
沖縄環境企画株式会社 沖縄県 那覇市 8360001000352
有限会社環設備工業 沖縄県 那覇市 5360002001253
株式会社富士盛建設 沖縄県 那覇市 5360001016467
合同会社７Ｈラボ 沖縄県 石垣市 9013303005020
沖縄市管工事協同組合 沖縄県 沖縄市 9360005002055
株式会社當間自動車 沖縄県 豊見城市 8360001027833
沖一技建株式会社 沖縄県 うるま市 6360001023025
合資会社徳田土木設計事務所 沖縄県 うるま市 8360003002867
有限会社當真組 沖縄県 宜野座村 3360002020032
株式会社世名城 沖縄県 嘉手納町 1360002017187
株式会社北東建設 沖縄県 中城村 4360001025709
有限会社アサト電気 沖縄県 与那原町 7360002010269
伊波 健作 沖縄県
嘉陽 宗俊 沖縄県
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