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事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

株式会社グーニーズグループ 北海道 札幌市 9430001078554
株式会社工成舎 北海道 札幌市 6430001005701
有限会社光誠薬品商会 北海道 札幌市 6430002007432
株式会社ＣＯＴＯＴＯＲＩ 北海道 札幌市 6430001040871
株式会社札幌映像プロダクシヨン 北海道 札幌市 2430001019622
株式会社ソレイユネットシステム 北海道 札幌市 6430001067428
株式会社タマインターナショナル 北海道 札幌市 9430001029821
テイクワンテクノロジー株式会社 北海道 札幌市 7010401144545
税理士法人中村総合会計 北海道 札幌市 5430005012843
株式会社ＮＸＴＥＤ 北海道 札幌市 6430001078318
株式会社プラムス 北海道 札幌市 3012401036841
株式会社丸三北栄商会 北海道 札幌市 7430001069002
有限会社三協印カトウ食品 北海道 函館市 3440002001800
真和機工株式会社 北海道 函館市 1440001001010
株式会社道水 北海道 函館市 3440001001347
山スストー罐詰株式会社 北海道 函館市 5440001002500
大ワ大和水産株式会社 北海道 小樽市 1430001050198
北日本カレンダー贈答品株式会社 北海道 旭川市 1450001000911
株式会社髙橋電気 北海道 旭川市 2450001001867
株式会社日専連ニックコーポレーション 北海道 北見市 7460301000786
有限会社前田商会 北海道 岩見沢市 7430002049812
ヤマタ太田商事株式会社 北海道 留萌市 6450001009023
有限会社東オートセンター 北海道 美唄市 7430002049969
株式会社上田商会 北海道 登別市 7430001057238
有限会社かわみなみ 北海道 長沼町 9430002051262
株式会社新聞協同運輸 北海道 鷹栖町 2450001001388
株式会社友愛コーポレーション 北海道 芽室町 6460101001903
尾越 啓治 北海道
齊藤 由香 北海道
白井 洋一 北海道
林 名津子 北海道
山下 理恵 北海道
有限会社佐々木毅会計事務所 青森県 八戸市 4420002007071
宮川商店株式会社 青森県 平川市 2420001010466
田中 健一郎 青森県
株式会社ケア・テック 岩手県 盛岡市 3400001000625
有限会社カトウ製作所 岩手県 北上市 1400002010039
株式会社佐原 岩手県 一関市 1400501000135
株式会社マルショウ 岩手県 釜石市 1400001007424
株式会社遠忠 岩手県 八幡平市 2400001004098
新洋商事有限会社 岩手県 奥州市 2400602001733
株式会社西堀建装 岩手県 奥州市 9400601000589
有限会社大森自動車鈑金塗装工業 岩手県 滝沢市 2400002003842
ラ・フランス温泉株式会社 岩手県 紫波町 5400001003865
株式会社オリテック２１ 岩手県 矢巾町 2400001004230
株式会社川秀 岩手県 山田町 7400001007138
八重樫 健次 岩手県
株式会社アジタス 宮城県 仙台市 1370001018219
株式会社エスアンドジーコーポレーション 宮城県 仙台市 1370001041534
有限会社クサナギカッター工業 宮城県 仙台市 7370002002752
株式会社クルーライフ 宮城県 仙台市 1370001025140
株式会社クロノドライブ 宮城県 仙台市 1370001014556
株式会社せいる 宮城県 仙台市 7370001003280
有限会社　仙石屋酒店 宮城県 仙台市 5370002011846
東北公営事業株式会社 宮城県 仙台市 3370001001346
東北中央青果株式会社 宮城県 仙台市 1370001004367
有限会社菊の屋酒店 宮城県 石巻市 5370302000747
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気仙沼パン工房株式会社 宮城県 気仙沼市 1370501000980
有限会社大沼酒造店 宮城県 村田町 3370102000107
株式会社田中酒造店 宮城県 加美町 9370201002345
大野 誠之 宮城県
河村 健一郎 宮城県
安保 寿利 秋田県
梶縄 直子 秋田県
株式会社菊地保寿堂 山形県 山形市 9390001000489
有限会社日の丸ゴム工業所 山形県 寒河江市 6390002015753
長沼合名会社 山形県 長井市 5390003000879
有限会社梅津モータース 山形県 東根市 1390002012111
農事組合法人りぞねっと 山形県 真室川町 8390005005568
シニアリンク・コミュニケーション株式会社 福島県 福島市 2380001027283
福央青果株式会社 福島県 福島市 9380001001281
松浦商事株式会社 福島県 会津若松市 5380001017868
株式会社チーム 福島県 いわき市 9380001030446
こまや合同会社 福島県 白河市 6380003000904
有限会社善方精工 福島県 須賀川市 7380002021719
有限会社大栄フーズ 福島県 二本松市 4380002016399
石川林業建設株式会社 福島県 南相馬市 9380001015488
株式会社萬屋 福島県 南相馬市 7380001028657
株式会社福島エンヤ 福島県 玉川村 8380001011620
有限会社豆庄 茨城県 土浦市 4050002013644
金砂郷食品株式会社 茨城県 常陸太田市 3050001027092
株式会社アレスト 茨城県 高萩市 6050001024715
有限会社長塚自動車整備工場 茨城県 笠間市 8050002010324
いずみファーム株式会社 茨城県 つくば市 5050001048574
三美工業株式会社 茨城県 茨城町 9050001002825
大洗お魚天国株式会社 茨城県 大洗町 9050001007824
マルナカ株式会社 茨城県 五霞町 2050001019017
飯泉 薫 茨城県
石田 利明 茨城県
岡崎 進一 茨城県
清水 貴大 茨城県
関根 将雄 茨城県
中嶋 健二 茨城県
山本 一夫 茨城県
協和測量設計株式会社 栃木県 宇都宮市 4060001001418
タツネ株式会社 栃木県 足利市 2060001018851
株式会社オチカイ・テクノス 栃木県 栃木市 7060002033754
株式会社サプリパーク 栃木県 栃木市 6060001026289
有限会社深澤製餡所 栃木県 栃木市 3060002032545
有限会社丁田屋 栃木県 日光市 3060002015723
株式会社アイ・デマンドシステム 栃木県 真岡市 7060001010052
有限会社花苑 栃木県 那須塩原市 7060002024646
有限会社金盛堂 栃木県 那須塩原市 8060002024587
株式会社サクシード 栃木県 さくら市 5060001006003
岡 鉄之 栃木県
黒崎 貴照 栃木県
早乙女 哲也 栃木県
関東防災工業株式会社 群馬県 前橋市 8070001000522
ケーアイ電機株式会社 群馬県 前橋市 8070001004481
有限会社ケープランニング 群馬県 前橋市 7070002001966
株式会社晃希 群馬県 前橋市 3070001033386
株式会社ゼロ 群馬県 前橋市 8070001005884
医療法人なかじま歯科クリニック 群馬県 前橋市 7070005008752
合同会社ビーグラッド 群馬県 前橋市 8070003000470
有限会社室橋機械店 群馬県 前橋市 2070002005360
合同会社ユホ工房 群馬県 前橋市 4070003003873
株式会社ＲＥＫ 群馬県 前橋市 9070001036821
相原製鋲株式会社 群馬県 高崎市 3070001010278
群馬エナジー株式会社 群馬県 高崎市 2070001035755
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株式会社スター商会 群馬県 高崎市 1070001007334
株式会社ＨＯＬＬＹＷＯＯＤ　ＳＴＡＲ　ＯＦＦＩＣＩＡＬ 群馬県 高崎市 6070001037566
有限会社高松商店 群馬県 桐生市 5070002024028
島久建設株式会社 群馬県 伊勢崎市 4070001013437
株式会社オールキャストグロー 群馬県 太田市 9070001021187
斉藤機工株式会社 群馬県 館林市 7070001021726
社会福祉法人美幸会 群馬県 みどり市 5070005005116
有限会社群馬包装トーフ 群馬県 玉村町 5070002022147
天川 洋 群馬県
落合 正芳 群馬県
株式会社伊藤製作所 埼玉県 さいたま市 2030001000762
稲荷屋興業株式会社 埼玉県 さいたま市 7030001000659
ケイタリング株式会社 埼玉県 さいたま市 3011801031304
有限会社白鳥精機 埼玉県 さいたま市 1030002021189
株式会社多田紙工 埼玉県 さいたま市 6030001005048
トレゾア株式会社 埼玉県 さいたま市 2030001022609
株式会社中原 埼玉県 さいたま市 7030001006144
有限会社百丈梱包運輸 埼玉県 さいたま市 7030002011176
ゆあすけっと合同会社 埼玉県 さいたま市 6030003013511
医療法人社団幸隆会 埼玉県 さいたま市 1030005016863
有限会社ワイズアンドコウ 埼玉県 さいたま市 8030002014715
有限会社エクステリア川田 埼玉県 川越市 4030002072444
匯智徳康株式会社 埼玉県 川口市 4030001116458
カオプ株式会社 埼玉県 川口市 5030001126027
津守興業株式会社 埼玉県 川口市 1030001076093
合同会社ＦＲＥＥ 埼玉県 川口市 3030003015782
本郷株式会社 埼玉県 川口市 4013301037986
医療法人献成会 埼玉県 行田市 8030005014489
株式会社ヨコカワ 埼玉県 行田市 1030001088931
株式会社メグリィ 埼玉県 秩父市 6030001115128
オリヤス株式会社 埼玉県 所沢市 5030001023819
株式会社オオツキ 埼玉県 飯能市 6030001089330
アイジーエー株式会社 埼玉県 東松山市 9030001096233
ＲＯＳＥ　ＬＡＢＯ株式会社 埼玉県 深谷市 3011603001686
アタノブ株式会社 埼玉県 上尾市 3430001079104
有限会社ＦＥＳ 埼玉県 越谷市 6030002090915
有限会社機工社 埼玉県 越谷市 9030002085656
株式会社福田工業 埼玉県 越谷市 1030001068272
株式会社やどり木 埼玉県 蕨市 2030001138537
かつみ不動産株式会社 埼玉県 朝霞市 6030001044681
医療法人社団皓有会 埼玉県 朝霞市 8030005007237
株式会社ティー・アンド・ティー 埼玉県 和光市 3011401004247
株式会社ＢＵＬＬＤＯＮ’Ｓ 埼玉県 久喜市 2030001095233
株式会社佐野自動車工業 埼玉県 八潮市 8030001116207
株式会社サンテクス 埼玉県 八潮市 1011801020275
医療法人社団雄仁会 埼玉県 八潮市 2030005005799
株式会社古川工務店 埼玉県 鶴ヶ島市 4030002092871
税理士法人フォーサイト 埼玉県 吉川市 8030005018564
大谷鋼業株式会社 埼玉県 ときがわ町 5030001070753
株式会社サンクスラップ 埼玉県 松伏町 9030002089533
大岩 陽太郎 埼玉県
狩谷 源一郎 埼玉県
北澤 浩司 埼玉県
志村 公彦 埼玉県
須賀 正幸 埼玉県
菅原 健一郎 埼玉県
田中 慎一 埼玉県
増田 新一 埼玉県
松本 哲 埼玉県
安田 憲弘 埼玉県
矢部 政彦 埼玉県
山田 賢宏 埼玉県
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キラトス株式会社 千葉県 千葉市 1040001108523
タダチ株式会社 千葉県 千葉市 5040001004347
司法書士法人アクシス 千葉県 市川市 1040005004743
株式会社スリーアイビジネスサポート 千葉県 市川市 7040001084610
株式会社ビー・エム・ツー・コーポレーション 千葉県 船橋市 4040001098679
株式会社大谷鉄工 千葉県 松戸市 7040001041396
株式会社Ａｃｈｉｅｖｅ 千葉県 茂原市 9040001060428
株式会社Ｗｈｅｒｅａｂｏｕｔｓ 千葉県 柏市 4040001099157
株式会社サンエイテック 千葉県 柏市 5040001065604
ＦＵＮ　ＴＲＩＰ株式会社 千葉県 柏市 4011501024359
有限会社ワタマン 千葉県 柏市 2040002059483
株式会社カーペンターズハウス 千葉県 八千代市 5040001083036
ＳＴＹＬＥ株式会社 千葉県 八千代市 8040001097058
株式会社三水ホテル 千葉県 鴨川市 3040001074276
株式会社ＩＷエクスプレス 千葉県 四街道市 8040002061806
有限会社栁沼建築設計 千葉県 四街道市 3040002064094
岩満 久典 千葉県
千葉 留理子 千葉県
塚田 幸生 千葉県
山本 将之 千葉県
アークワークス株式会社 東京都 千代田区 2010001160278
株式会社アニメストリート 東京都 千代田区 7011301020464
飯田橋商店株式会社 東京都 千代田区 6010001199742
エクセレンスジャパン株式会社 東京都 千代田区 5011501024960
株式会社グランエース 東京都 千代田区 3010001197575
作戦本部株式会社 東京都 千代田区 5011301018270
ＪＰＨ株式会社 東京都 千代田区 6010001195634
株式会社JAM restaurantコーポレーション 東京都 千代田区 1010001118392
一般社団法人全国スーパーマーケット協会 東京都 千代田区 7010005018088
株式会社富士工芸 東京都 千代田区 8010001027653
ＰｌａｙＮｏｄｅ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ株式会社 東京都 千代田区 4010001194472
ボタニック・ラボラトリー株式会社 東京都 千代田区 9040001008138
株式会社ミラスタ 東京都 千代田区 5011001122447
株式会社メジャーサービスジャパン 東京都 千代田区 7010401069750
株式会社ＬＥＡＶＥＳ 東京都 千代田区 8010001165503
株式会社陸上競技社 東京都 千代田区 3010001008625
株式会社味香り戦略研究所 東京都 中央区 1010001143746
ＵＰＷＡＲＤ株式会社 東京都 中央区 4020001041384
株式会社魚久 東京都 中央区 8010001037768
エミリーハート株式会社 東京都 中央区 2010001200224
関東砂糖株式会社 東京都 中央区 7010001039939
合同会社Ｋ’ｓ　ｃｏｃｈｏ 東京都 中央区 3010003031352
ココロコメ株式会社 東京都 中央区 2010001166044
有限会社サムコーポレーション 東京都 中央区 9010002020359
新光精工株式会社 東京都 中央区 7010001045755
新宏大株式会社 東京都 中央区 1010001216956
株式会社大煌 東京都 中央区 9010001186606
株式会社ダイレクトオーダー 東京都 中央区 6010001169365
株式会社福助 東京都 中央区 2010001063365
株式会社プライムエデュケーション 東京都 中央区 8010901020501
特定非営利活動法人幼年教育・子育て支援推進機構 東京都 中央区 1010005005694
株式会社Ｒｉｇｈｔｓ 東京都 中央区 2010001139413
株式会社鹿光サプリメント研究所 東京都 中央区 3010001133919
株式会社ＡｃｔｉｖｅＢｏｘ 東京都 港区 7010001145919
株式会社Ａｄｖａｎｃｅ 東京都 港区 6010401145032
株式会社イヴォークトーキョー 東京都 港区 3010901041163
株式会社ＩＤＥＸＩＡ 東京都 港区 6012703002043
株式会社ＦＫＰａｒｔｙ 東京都 港区 1010401108472
株式会社オフィスリブレ 東京都 港区 3010001182809
黒田商会株式会社 東京都 港区 7120001221948
株式会社ＪＲＡＰ 東京都 港区 5010001197433
株式会社ＳＴＵＤＩＯ５５ 東京都 港区 3011001048702

4 / 24 ページ



2022年6月16日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

株式会社７Ａカンパニー 東京都 港区 5040001091294
株式会社太洋マリーン 東京都 港区 3010401017614
トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社 東京都 港区 9140001097088
日本物流不動産株式会社 東京都 港区 5010401107710
有限会社フアースト 東京都 港区 4010402034938
有限会社実之和フーズ 東京都 港区 6010402029812
ミヤコトリコ株式会社 東京都 港区 6010401151014
株式会社ＲａｙｏｆＷａｔｅｒ 東京都 港区 6010401143044
株式会社アイエスエイ 東京都 新宿区 4011101000041
株式会社アイメックス 東京都 新宿区 1011101027129
株式会社アシストプラス 東京都 新宿区 1011101044306
株式会社イズアソシエイツ 東京都 新宿区 5010401002614
Ｈ．Ｉ．Ｆ．株式会社 東京都 新宿区 1011101082454
株式会社エイトプロダクト 東京都 新宿区 2010501037224
株式会社エクスオード 東京都 新宿区 7011101049976
株式会社Ｅｖｉｒｔｈ 東京都 新宿区 2011101084945
株式会社Ｌｐｌｕｓ 東京都 新宿区 7011201020829
株式会社大亀 東京都 新宿区 5011101003761
株式会社Ｃｒａｃｋｅｒ’ｓ 東京都 新宿区 2011101090662
株式会社Ｇｌｏｒｉｏｕｓ　Ｂｒｉｄｇｅ 東京都 新宿区 2011101066282
株式会社サタケ 東京都 新宿区 4011101007920
株式会社ＺＯＴＴ 東京都 新宿区 8011101062904
株式会社ＤａｒｍａｌＢｅａｕｔｙ 東京都 新宿区 9011101092586
ダイヤモンドコミュニティ株式会社 東京都 新宿区 6011101020293
株式会社ダブル 東京都 新宿区 7011101088322
株式会社トキオシティ 東京都 新宿区 1011101052226
株式会社ＰＩＥＣＥ　ＥＩＧＨＴ 東京都 新宿区 8010001145265
株式会社Ｂｏｇｕｎｏｖ 東京都 新宿区 1011101078469
株式会社山崎工業所 東京都 新宿区 1011101021437
インテグリカルチャー株式会社 東京都 文京区 4010001171397
有限会社御殿 東京都 文京区 9010002002349
株式会社ジェー・エフ・シー・セールスプラン 東京都 文京区 7010001003309
株式会社スリービー 東京都 文京区 2010001105968
有限会社高崎屋商店 東京都 文京区 4010002003681
株式会社トライ 東京都 文京区 9010001005633
公益財団法人二十一世紀職業財団 東京都 文京区 7010005003890
ニスコ株式会社 東京都 文京区 7010001120558
日本ビジネスドック株式会社 東京都 文京区 1010001124135
株式会社彌生 東京都 文京区 6010001008044
旭鉱末株式会社 東京都 台東区 6010501000153
株式会社エス・アンド・エス 東京都 台東区 2010501028289
金森製袋紙工株式会社 東京都 台東区 7010501002669
祥平株式会社 東京都 台東区 6010501035397
株式会社鈴木酒販 東京都 台東区 7010501006439
株式会社ツネミ 東京都 台東区 7010501008187
東京ＣＡＭＥＲＡ株式会社 東京都 台東区 1010501042786
医療法人社団徳誠会 東京都 台東区 1010505001227
株式会社小倉メリヤス製造所 東京都 墨田区 3010601009923
株式会社サンマリノ 東京都 墨田区 2010601011541
医療法人社団新生会 東京都 墨田区 5010005008272
株式会社ソケツトセンター 東京都 墨田区 5010601013312
東京パフ株式会社 東京都 墨田区 4010601012546
新井水産株式会社 東京都 江東区 3010001036551
サイニス株式会社 東京都 江東区 8010601054551
株式会社高英 東京都 江東区 8010001088019
日本かつお・まぐろ漁業協同株式会社 東京都 江東区 6010601032360
株式会社アヅマ 東京都 品川区 4010401001757
株式会社ＥＡＳＴ　ｈｏｓｐｉｔａｌｉｔｉｅｓ 東京都 品川区 3010701033492
インターワイヤード株式会社 東京都 品川区 8010701003672
株式会社グローベルス 東京都 品川区 9013201015880
株式会社シーズ・リンク 東京都 品川区 3010001171778
医療法人社団誠勝会 東京都 品川区 4010705000380
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有限会社ＴＭＳ 東京都 品川区 3010402031762
ＰＩＡ株式会社 東京都 品川区 3010701025275
有限会社宝来銅金属 東京都 品川区 5010702007469
株式会社Ｌｏｃａｒｅ 東京都 品川区 2010001146384
株式会社ワンブロウ 東京都 品川区 7010401095763
株式会社カリテプリ 東京都 目黒区 9013201015336
株式会社バイオフィリア 東京都 目黒区 8011001117849
株式会社アイ・ティ・エス 東京都 大田区 6010801025874
株式会社シールズ 東京都 大田区 2010801029524
新世界合同会社 東京都 大田区 9010803001763
株式会社スター 東京都 大田区 4010801025645
有限会社ナレッジネットワーク 東京都 大田区 8010802010881
株式会社富士建材 東京都 大田区 1011501025533
株式会社一〇八 東京都 世田谷区 8010901045291
株式会社かたぎり塾 東京都 世田谷区 7011001125373
医療法人社団厚良会 東京都 世田谷区 2010905000587
株式会社シマダトレーデイング 東京都 世田谷区 3010901005572
株式会社ジャパンハウス 東京都 世田谷区 8010901005849
株式会社ＳＴＲＩＮＧＳ 東京都 世田谷区 7010901024610
株式会社ダイアカラー 東京都 世田谷区 2010901006745
医療法人社団Ｂスマイル 東京都 世田谷区 1010905002634
株式会社マジコ 東京都 世田谷区 9010901028725
株式会社Ｍｉｒｒａｉｅ 東京都 世田谷区 4010901043695
株式会社あどばる 東京都 渋谷区 9011001111231
株式会社ヴィクトリー・オプティカル 東京都 渋谷区 3011001042300
株式会社エヌシーエス 東京都 渋谷区 7011001004040
株式会社コードスリー 東京都 渋谷区 3011001007781
株式会社サイキンソー 東京都 渋谷区 6011101071774
株式会社シームレス 東京都 渋谷区 7011001047592
Ｊコミュニティ株式会社 東京都 渋谷区 6011001099081
株式会社Ｃｉｅｒｔｏ　Ａｄｖａｎｃｅ 東京都 渋谷区 5011001103430
株式会社渋谷クラス 東京都 渋谷区 3010001210189
株式会社Ｓａｌｅｓｈｕｂ 東京都 渋谷区 6011001101598
株式会社多摩健 東京都 渋谷区 5012701013679
株式会社ダルマプロダクション 東京都 渋谷区 2011001092734
株式会社チャナカンパニー 東京都 渋谷区 6010401056188
株式会社日本総合コミュニティー 東京都 渋谷区 2011001032698
株式会社プレヴェスタ 東京都 渋谷区 9011001130256
ＭｅＲＩＳＥ株式会社 東京都 渋谷区 7011001091855
株式会社ＭｉＬ 東京都 渋谷区 6011001120152
ラリー株式会社 東京都 渋谷区 7011001110961
株式会社リード・リアルエステート 東京都 渋谷区 9011001047401
株式会社Ｏｎｅｄａｙ 東京都 渋谷区 2011001130270
株式会社ＲＥＱＤ 東京都 中野区 9011201017674
医療法人社団愛育 東京都 中野区 3011205001275
株式会社イーチ・アザー 東京都 杉並区 8011301017039
株式会社ＫＵＡＩＭＡＮＴＩＭＥＳ 東京都 杉並区 6013301044196
株式会社スタジオハル 東京都 杉並区 1011301008606
株式会社タッチョモ 東京都 杉並区 5011301020045
日本カリュウ株式会社 東京都 杉並区 2011301015213
株式会社ミルキーハウス 東京都 杉並区 7011301006959
株式会社アイバトル 東京都 豊島区 9013301020905
映光産業株式会社 東京都 豊島区 1013301015598
関東ナイロン株式会社 東京都 豊島区 5013301029917
子祥合同会社 東京都 豊島区 8011403002847
株式会社創新 東京都 豊島区 7013301006518
株式会社デネボラ 東京都 北区 9011501023496
株式会社森住建 東京都 北区 6011501024101
光商事株式会社 東京都 荒川区 7011501017211
株式会社ｔｈｅ　ｔｉｍｅ 東京都 板橋区 3011401023197
有限会社スリーク 東京都 板橋区 9011402005024
株式会社タニタハウジングウェア 東京都 板橋区 2011401004074
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桧山電業株式会社 東京都 板橋区 2011401005444
ＡＬＴＡＩ株式会社 東京都 練馬区 7011601024058
合同会社ＡＮＤ 東京都 練馬区 4010903004290
株式会社清水幸 東京都 練馬区 5011601003121
医療法人社団Ｔ’ｓ　ＭＥＤＩＣＡＬ 東京都 練馬区 4011605001989
ベストライフ有限会社 東京都 練馬区 9011602022785
税理士法人江北綜合経理事務所 東京都 足立区 6011805001647
株式会社シネマチック 東京都 足立区 6011801023109
株式会社テクノオート 東京都 足立区 1011801026289
藤倉応用化工株式会社 東京都 足立区 3011801011470
株式会社増田製作所 東京都 足立区 4011801011998
関東メンテナンス株式会社 東京都 葛飾区 3011801019695
三星樹脂工業株式会社 東京都 葛飾区 8011801001822
医療法人社団泰爾会 東京都 葛飾区 3011805001815
医療法人社団ナナオ会 東京都 葛飾区 2011805002112
イワタ株式会社 東京都 江戸川区 2010601040672
大塚運送株式会社 東京都 江戸川区 6011701001759
京和工業株式会社 東京都 江戸川区 9011701002457
畑山商事株式会社 東京都 江戸川区 3011701006471
株式会社ミューズ 東京都 江戸川区 8011701007688
山元建設株式会社 東京都 江戸川区 7011701008068
医療法人社団楽遊会 東京都 江戸川区 8011705001381
ディージャック株式会社 東京都 八王子市 9010101002480
株式会社むつみ 東京都 八王子市 7010101003893
テス株式会社 東京都 立川市 4012801001089
橋本木工機株式会社 東京都 青梅市 8013101003945
株式会社光幸ビルサービス 東京都 府中市 2012401016514
医療法人社団ＴＦＵＤ 東京都 府中市 5012405004561
株式会社ｂｅ 東京都 府中市 4012401018632
株式会社開陽 東京都 昭島市 2012801004192
社会福祉法人ゆいのもり福祉協会 東京都 昭島市 7012805000456
有限会社井上モータース 東京都 町田市 4012302000581
株式会社マンシン 東京都 町田市 6012301011801
有限会社豊島屋 東京都 小金井市 7012402005296
株式会社ハンブル 東京都 小金井市 1012401030375
有限会社フジオート 東京都 小金井市 3012402005449
アルマンビズ合同会社 東京都 小平市 4012703002136
有限会社共立商事 東京都 小平市 1012702000630
株式会社信誠ハウジング 東京都 日野市 2013401005548
北斗理研株式会社 東京都 東村山市 2012701001835
株式会社プラタナス 東京都 国分寺市 6012801020616
株式会社メイド・イン・スマイル 東京都 国分寺市 3012401021793
株式会社塩田組 東京都 福生市 2013101000155
株式会社山一建設 東京都 福生市 2013101004107
フリーウェイズネットワーク株式会社 東京都 多摩市 8010901023207
株式会社マイライフ・ハウジング 東京都 稲城市 1013401002109
株式会社イスズスポーツ 東京都 羽村市 4013101005482
有限会社杉田燃料店 東京都 あきる野市 7013102002047
有限会社丸由自動車商会 東京都 あきる野市 6013102002411
有限会社オーゼットエンジニアリング 東京都 瑞穂町 8013102003515
株式会社Ｍｉｄｏｒｕ 東京都 瑞穂町 8013101005512
青木 伸好 東京都
青木 紀和 東京都
明ケ戸 慎平 東京都
安部 美紀 東京都
石原 明子 東京都
今井 博子 東京都
大久保 裕二 東京都
大島 賢一 東京都
大塚 和宏 東京都
大出 勝久 東京都
小川 友成 東京都
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門田 正二 東京都
兼本 英志 東京都
小林 基弘 東京都
小室 貴史 東京都
今野 富美子 東京都
齋藤 秀明 東京都
坂場 正美 東京都
櫻井 善幸 東京都
塩原 英史 東京都
篠宮 篤樹 東京都
嶋津 司 東京都
島 秀樹 東京都
鈴木 一義 東京都
高品 和哉 東京都
髙野 知明 東京都
高場 有美 東京都
武田 昭紀 東京都
田中 孝太郎 東京都
富塚 百々子 東京都
中野 翔太 東京都
西島 泉 東京都
林田 賢一 東京都
平谷 雄輝 東京都
廣原 秀樹 東京都
吹上 恵 東京都
松山 弘行 東京都
山本 美由紀 東京都
吉留 淳二 東京都
ＥＲＢ株式会社 神奈川県 横浜市 4020001135087
株式会社イノベーションホーム 神奈川県 横浜市 6020001114031
株式会社今井商店 神奈川県 横浜市 5020001014307
株式会社大倉物産 神奈川県 横浜市 5020001005966
株式会社大城屋硝子店 神奈川県 横浜市 4020001025676
ＡＬＬマイティー株式会社 神奈川県 横浜市 9020001107296
株式会社勝田 神奈川県 横浜市 7020001012713
かもめプロペラ株式会社 神奈川県 横浜市 8020001007217
旭平硝子加工株式会社 神奈川県 横浜市 6020001016500
有限会社ケー・エス小杉鍍金工場 神奈川県 横浜市 7020002042370
Ｓｅａｇｒｅｅｎ株式会社 神奈川県 横浜市 1020001129406
シュトルヒ合同会社 神奈川県 横浜市 7020003010327
白岩物産株式会社 神奈川県 横浜市 9020001073126
神光株式会社 神奈川県 横浜市 2020001126039
株式会社セブンシーズ・パートナーズ 神奈川県 横浜市 1020001110571
有限会社大興資源 神奈川県 横浜市 9020002006431
日本軸受加工株式会社 神奈川県 横浜市 5020001018398
株式会社ビューティフルエンジェル 神奈川県 横浜市 7020001058905
フリーウェイ株式会社 神奈川県 横浜市 6020001122496
横浜商工会議所 神奈川県 横浜市 1020005003540
株式会社リビングサービス 神奈川県 横浜市 5020001016419
ＷＥＧＯ株式会社 神奈川県 川崎市 4021001069779
株式会社オカトモ 神奈川県 川崎市 9020001072243
株式会社建快 神奈川県 川崎市 9020001116462
医療法人昇慶会 神奈川県 川崎市 1020005013936
有限会社とき・モーターサービス 神奈川県 川崎市 8020002089774
合同会社ＮＯＬ．ｄｉｃｔ 神奈川県 川崎市 7020003018997
株式会社ビッグウィリージャパン 神奈川県 川崎市 8020001077598
株式会社日本財産コンサルティング 神奈川県 相模原市 6021001052114
コウフク合同会社 神奈川県 横須賀市 4021003006664
有限会社湘南義肢研究所 神奈川県 横須賀市 9021002064865
株式会社Ｏｎｅ　ｓｔｅｐ 神奈川県 小田原市 3021001064748
株式会社矢島ハム 神奈川県 茅ヶ崎市 9021001007486
株式会社Ｒｅ　ａｍｂｉｔｉｏｕｓ 神奈川県 秦野市 1021001047085
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湘南メディカルパートナー株式会社 神奈川県 伊勢原市 3021001038669
有限会社中屋 神奈川県 伊勢原市 3021002035343
田中林業株式会社 神奈川県 箱根町 3021001035006
株式会社マークシティー 神奈川県 湯河原町 9021001033458
河合 圭介 神奈川県
川邊 正樹 神奈川県
貴美島 学 神奈川県
小林 聖 神奈川県
齋藤 達哉 神奈川県
田口 由多加 神奈川県
田邊 智明 神奈川県
西ヶ谷 道久 神奈川県
町田 清鳳 神奈川県
株式会社ＡＯＺＯＲＡ　ＣＯＭＰＡＮＹ 新潟県 新潟市 9110001028748
株式会社クラフトメンテ 新潟県 新潟市 6110001028486
フタバ工業株式会社 新潟県 新潟市 4110001004910
株式会社古町糀製造所 新潟県 新潟市 4110001029643
株式会社本間政城商店 新潟県 新潟市 2110001005167
有限会社アイ工務店 新潟県 長岡市 5110002030772
株式会社青柳塗装 新潟県 長岡市 8110001024599
株式会社田村商店 新潟県 長岡市 5110001022853
株式会社タナベ 新潟県 柏崎市 1110001017428
有限会社松海寿司 新潟県 十日町市 9110002025876
笠原商事株式会社 新潟県 糸魚川市 2110001021759
たいまつ食品株式会社 新潟県 五泉市 5110001011864
有限会社アーリーバード 新潟県 上越市 1110002024282
株式会社大島組 新潟県 上越市 9110001018880
サトウ産業株式会社 新潟県 魚沼市 7110001026720
岡村 正喜 新潟県
小山 雄司 新潟県
高橋 知典 新潟県
田口 賢 新潟県
長岡 周 新潟県
小川イーピー開発株式会社 富山県 富山市 9230001000521
株式会社カノイコーポレーション 富山県 富山市 6230001017312
有限会社田尻酒店 富山県 富山市 3230002002118
林建設株式会社 富山県 富山市 9230001006650
株式会社清田工業 富山県 滑川市 9230001007797
株式会社延樂 富山県 黒部市 8230001007633
大和木工株式会社 富山県 砺波市 5230001008295
有限会社石丸建設 富山県 小矢部市 8230002009950
有限会社仕出しセンターあらやま 富山県 南砺市 2230002010419
富山県標識保全株式会社 富山県 射水市 1230001012788
飯村 武 富山県
木村 温子 富山県
山岸 美智子 富山県
山本 就彦 富山県
株式会社金崎鋲螺製作所 石川県 金沢市 8220001001868
株式会社小坂硝子店 石川県 金沢市 5220001002729
サンラインズ合同会社 石川県 金沢市 9220003000974
大三建設株式会社 石川県 金沢市 5220001003859
株式会社ヤマウチ産業 石川県 小松市 5220001012546
株式会社余助総建 石川県 小松市 9220001013978
有限会社高田本店 石川県 輪島市 2220002015534
小川建設株式会社 石川県 加賀市 1220001013085
株式会社三協機械 石川県 白山市 1220001010553
医療法人社団中井歯科医院 石川県 津幡町 3220005006926
株式会社ヤマモト自工 石川県 中能登町 9220001018218
株式会社ダナックス 福井県 福井市 1210001002048
浜本建設株式会社 福井県 福井市 9210001002734
株式会社マスターピース 福井県 福井市 8210001014714
マミクル株式会社 福井県 福井市 2210001014835
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株式会社ファイブピュア 福井県 敦賀市 5210001018362
岸田産業株式会社 福井県 小浜市 7210001013931
株式会社幸池商店 福井県 小浜市 5210001013941
医療法人三愛会 福井県 小浜市 8210005009669
有限会社津田自動車 福井県 小浜市 7210002013831
株式会社とば屋酢店 福井県 小浜市 8210001014185
大野衛生設備株式会社 福井県 大野市 5210001009725
有限会社ハート 福井県 大野市 8210002009580
株式会社鯖江第一ホテル 福井県 鯖江市 3210001012879
株式会社ワカヤマ 福井県 鯖江市 4210001013406
テラオライテック株式会社 福井県 越前市 6210001011812
サントネージュワイン株式会社 山梨県 山梨市 6090001008904
株式会社歩成 山梨県 山梨市 7090001009439
荻野 洋和 山梨県
株式会社スピカコーポレーション 長野県 長野市 6100001001601
有限会社宮下自動車工業 長野県 長野市 4100002005132
株式会社長野テクノス 長野県 松本市 5100001014629
有限会社山崎精一商店 長野県 松本市 8100002021976
合同会社わらいみらい 長野県 飯田市 7100003004444
有限会社タマオートスクエア 長野県 小諸市 8100002012562
有限会社立山モータース 長野県 大町市 7100002026547
株式会社ダイヤ精工 長野県 茅野市 5100001019108
株式会社コンティニュエーション 長野県 塩尻市 4100001016733
有限会社松岡新聞店 長野県 木曽町 3100002027532
株式会社クリーン・ア・グリーン 長野県 山形村 8100001024220
有限会社しろうま荘 長野県 白馬村 5100002026474
株式会社道の駅おたり 長野県 小谷村 2100001017667
有限会社ホテル昭和園 長野県 山ノ内町 4100002018687
ホテルタキモト株式会社 長野県 山ノ内町 6100001027043
農業生産法人株式会社ファームかずと 長野県 信濃町 4100001006635
大塚 裕 長野県
小林 竜二 長野県
中村 裕司 長野県
宮下 崇志 長野県
有限会社大栄青果 岐阜県 岐阜市 4200002007770
大永工業株式会社 岐阜県 大垣市 8200001013824
株式会社カレット 岐阜県 関市 5200002019484
合同会社ＫＣクリエイト 岐阜県 中津川市 8200003003922
株式会社パストーン 岐阜県 羽島市 4200002011566
株式会社コテラ商会 岐阜県 各務原市 6200001007183
株式会社トイファクトリー 岐阜県 可児市 5200001018628
株式会社藤岡木工所 岐阜県 山県市 7200002006563
有限会社斐太企画工房 岐阜県 下呂市 4200002027323
タナカ株式会社 岐阜県 海津市 5200001015410
井戸 英晴 岐阜県
熊田 亜純 岐阜県
坂本 康太 岐阜県
棚橋 伸晃 岐阜県
米田 健次 岐阜県
有限会社ジョリィ美容室 静岡県 静岡市 6080002002774
シンヨウフロンティア株式会社 静岡県 静岡市 7080001002106
株式会社大晃 静岡県 静岡市 6080001003063
株式会社中田自動車学校 静岡県 静岡市 5080001003857
株式会社浮月 静岡県 静岡市 6080001004540
株式会社インクル 静岡県 浜松市 1080401011645
株式会社ガリバーフーズ 静岡県 浜松市 8080401001367
有限会社共楽荘 静岡県 浜松市 3080402010900
セルコ株式会社 静岡県 浜松市 7080401002746
有限会社魚魚一 静岡県 浜松市 8080402010235
株式会社リビングサンアイ 静岡県 浜松市 6080401005832
ロボセンサー技研株式会社 静岡県 浜松市 1080401021677
コーラルウェイ有限会社 静岡県 沼津市 7080102010156
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株式会社伊東造花 静岡県 伊東市 5080101013137
株式会社マルサン中野園 静岡県 島田市 6080001014432
株式会社カンナ工業 静岡県 富士市 8080101008357
株式会社充英アート 静岡県 磐田市 1080401017196
株式会社丸橋運送 静岡県 焼津市 4080001015663
株式会社インターキャップ 静岡県 掛川市 9080401015399
株式会社クックランド 静岡県 下田市 3080101014970
株式会社せいしん 静岡県 函南町 5080101019010
静信工業株式会社 静岡県 函南町 4080101005795
井山工作所有限会社 静岡県 長泉町 7080102009512
岡田 真和 静岡県
河合 勝之 静岡県
鈴木 正人 静岡県
平川 昌彦 静岡県
横山 剛士 静岡県
愛知クライスラー株式会社 愛知県 名古屋市 1180001051651
アオキ産業株式会社 愛知県 名古屋市 5180001003269
株式会社アクションパワー 愛知県 名古屋市 1180001091045
株式会社アクションラボ 愛知県 名古屋市 5180001111757
浅井建材株式会社 愛知県 名古屋市 3180001123564
明日翔ナレッジワーカーズ税理士法人 愛知県 名古屋市 7180005017511
株式会社アズクリエイト 愛知県 名古屋市 8180002057113
株式会社アンダンテ 愛知県 名古屋市 8180001143665
株式会社いづつや本店 愛知県 名古屋市 4180001105388
岩崎木材株式会社 愛知県 名古屋市 2180001011646
有限会社インスタイル 愛知県 名古屋市 1180002073752
株式会社ウィントレーディング 愛知県 名古屋市 5180001064641
ウカイ産業株式会社 愛知県 名古屋市 4180001009845
有限会社Ｓ．Ｒ 愛知県 名古屋市 7180002057485
株式会社Ｍｄｅｓｉｇｎ 愛知県 名古屋市 5180001142125
医療法人オアシス 愛知県 名古屋市 2180005008044
株式会社神谷商会 愛知県 名古屋市 8180001029872
株式会社ＧＩＭＩＸｐｒｏｍｏｔｉｏｎ 愛知県 名古屋市 8180001139127
株式会社桑山 愛知県 名古屋市 4180001030116
株式会社国際アポロンエイト 愛知県 名古屋市 3180001016636
株式会社コスモルート 愛知県 名古屋市 5180001021832
コネクト株式会社 愛知県 名古屋市 1180001108526
有限会社サカエきこえの相談室 愛知県 名古屋市 9180002030861
株式会社サムテック 愛知県 名古屋市 7180001030492
株式会社三恵社 愛知県 名古屋市 2180001012231
株式会社サンリット企画 愛知県 名古屋市 8180001057964
シンコー株式会社 愛知県 名古屋市 3180001019630
合同会社スタディーハウス 愛知県 名古屋市 2180003020843
株式会社大福 愛知県 名古屋市 8180001104659
株式会社ダブルエイチオー 愛知県 名古屋市 5180001051268
株式会社タム・タム 愛知県 名古屋市 4180001053934
中部機械刃物株式会社 愛知県 名古屋市 3180001004681
株式会社ツカサディザインコマース 愛知県 名古屋市 8180001000817
株式会社テクノＰＬＵＳ 愛知県 名古屋市 3180001128464
株式会社豊福組運輸 愛知県 名古屋市 9180001020302
有限会社永井商店 愛知県 名古屋市 8180002032082
一般社団法人日本清掃収納協会 愛知県 名古屋市 2180005017326
ファムコ株式会社 愛知県 名古屋市 2180001005219
株式会社ＦＩＳＴ 愛知県 名古屋市 5180003015411
株式会社ＦＯＲ　ＬＥＡＳＥ 愛知県 名古屋市 9180001089528
株式会社ブランドメゾン 愛知県 名古屋市 9180001058490
ＰＲＯＭ　ＢＩＴＯＷＡ株式会社 愛知県 名古屋市 8180001122636
株式会社ベスト・モア 愛知県 名古屋市 9180001090650
株式会社ベルドリーム 愛知県 名古屋市 1180001116272
ホーム建材株式会社 愛知県 名古屋市 3180001002917
星商事株式会社 愛知県 名古屋市 9180001002928
株式会社Ｍｏｕｎｔ＆Ｓｅｅ 愛知県 名古屋市 6180001054955
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マミコム株式会社 愛知県 名古屋市 7180001071009
有限会社水善 愛知県 名古屋市 8180002010336
株式会社ミナミテクノ 愛知県 名古屋市 3180001048885
社会福祉法人みなみ福祉会 愛知県 名古屋市 1180005002873
株式会社森精肉店 愛知県 名古屋市 7180001071883
株式会社吉田屋 愛知県 名古屋市 1180001018584
株式会社レベル 愛知県 名古屋市 7180001106607
株式会社オリジン 愛知県 豊橋市 3180302012086
トラスト運輸有限会社 愛知県 豊橋市 1180302011668
株式会社小島鉄工所 愛知県 岡崎市 8180301000896
合同会社JEM'S　construction 愛知県 岡崎市 5180303001929
セリオ株式会社 愛知県 岡崎市 6180301001260
有限会社トータルクリーン 愛知県 岡崎市 3180302002013
三河珪石株式会社 愛知県 岡崎市 4180301001989
山忠青果株式会社 愛知県 岡崎市 1180301002263
株式会社Ｔ－ｓｔｙｌｅ 愛知県 一宮市 5180001116442
フライトユニオン株式会社 愛知県 一宮市 8180001141594
株式会社ミツボシ商会 愛知県 瀬戸市 9180001079297
甍エンジニアリング株式会社 愛知県 半田市 4180001106634
有限会社水本陶苑 愛知県 半田市 2180002084022
株式会社オガッシダイニング 愛知県 春日井市 1180001104450
大和エネルフ株式会社 愛知県 春日井市 2180001074395
株式会社中日新聞八田販売 愛知県 春日井市 8180001125143
合同会社Ｔｓｕｍｕｇｕ 愛知県 春日井市 1180003016702
株式会社シービーテック 愛知県 豊川市 5180301011913
浜島防災システム株式会社 愛知県 豊川市 4180301010437
有限会社ヤマミ山田屋 愛知県 津島市 2180002089500
株式会社メイダイ 愛知県 豊田市 6180301019435
株式会社サンワ 愛知県 安城市 8180301012883
株式会社セコしんぶんてん 愛知県 安城市 8180301031371
株式会社梅岡 愛知県 西尾市 6180301022331
倖進建設株式会社 愛知県 蒲郡市 9180301028904
鉄道本舗株式会社 愛知県 蒲郡市 3180301028174
有限会社関西 愛知県 犬山市 2180002074774
中部魚錠株式会社 愛知県 犬山市 4180001081381
株式会社ラルース 愛知県 小牧市 9200001012759
有限会社トスコ 愛知県 稲沢市 7180002081080
株式会社フォーシーズンズクリーンサービス 愛知県 稲沢市 5180001145094
株式会社圓屋 愛知県 東海市 4180001096058
一般社団法人あいちママクリエーションズ 愛知県 愛西市 9180005018730
株式会社靴のホツタ 愛知県 清須市 4180001045320
株式会社グルメストーリー 愛知県 清須市 2180001070262
株式会社中野機工 愛知県 清須市 7180001122240
株式会社伊藤組 愛知県 あま市 6180001097830
医療法人みらいの一番星 愛知県 あま市 9180005014812
株式会社リブ 愛知県 あま市 1180001110853
加藤軽金属工業株式会社 愛知県 蟹江町 2180001096803
有限会社日間賀島いすず館 愛知県 南知多町 4180002085695
相武 幸樹 愛知県
池田 裕紀 愛知県
宇佐美 基彦 愛知県
大澤 憲明 愛知県
北村 健二 愛知県
櫻枝 茂雄 愛知県
鈴木 覚 愛知県
中村 諭 愛知県
中村 裕一郎 愛知県
西本 容子 愛知県
丹羽 加容子 愛知県
原田 孝之 愛知県
日野 雅之 愛知県
藤塚 勝功 愛知県
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牧 充裕 愛知県
森 信夫 愛知県
渡邉 博義 愛知県
佐治陶器株式会社 三重県 四日市市 4190001014984
株式会社ときわ自動車 三重県 四日市市 7190001019444
合同会社ＰＬＵＳ 三重県 四日市市 2190003002452
北村物産株式会社 三重県 伊勢市 8190001006581
有限会社ウエイブ 三重県 松阪市 3190002013623
株式会社スズカ 三重県 鈴鹿市 1190001006035
上野観光株式会社 三重県 鳥羽市 8190001007340
有限会社大岩武雄商店 三重県 鳥羽市 6190002010428
株式会社ミエ安全 三重県 伊賀市 2190001008699
伊東 信介 三重県
伊藤 徳善 三重県
山下 淳一 三重県
株式会社中山スポーツ 滋賀県 大津市 1160001001443
株式会社クールエンターテイメント 滋賀県 彦根市 6160001022204
有限会社小川ヤ 滋賀県 長浜市 4160002006331
長住建設株式会社 滋賀県 長浜市 6160001006859
株式会社滋賀物流サービス 滋賀県 甲賀市 2160001005641
有限会社古田金物 滋賀県 高島市 5160002011487
株式会社大兼工務店 滋賀県 東近江市 5160001010036
上杉 修賢 滋賀県
大野 和夫 滋賀県
高津 明 滋賀県
平田 功 滋賀県
有限会社あかつき 京都府 京都市 5130002025928
映光産業株式会社 京都府 京都市 5130001016639
株式会社カケザン 京都府 京都市 4130001060258
カトーテック株式会社 京都府 京都市 9130001010266
関西畳工業株式会社 京都府 京都市 3130001016161
有限会社神田兄弟舎 京都府 京都市 9130002016031
キッチャン有限会社 京都府 京都市 4130002021606
京都宝製菓株式会社 京都府 京都市 4130001002342
株式会社ＫＹＯＹＡ 京都府 京都市 7130001051799
有限会社服部商事 京都府 京都市 2130002014644
ファーストリネンサプライ株式会社 京都府 京都市 4130001022290
合同会社Ｂｒｅｗ　Ｃｏｎｃｅｐｔ 京都府 京都市 8130003005513
株式会社プレメーズ 京都府 京都市 4130001055786
有限会社俣野商店 京都府 京都市 8130002006165
有限会社明淨 京都府 京都市 8130002023425
山崎紙工株式会社 京都府 京都市 3130001004018
株式会社山本本家 京都府 京都市 5130001015979
ユアサ化成ホールディングス株式会社 京都府 京都市 8130001004062
株式会社リトパコーポレーション 京都府 京都市 8130001016280
有限会社凜ｓｔｙｌｅ 京都府 京都市 2130002021888
株式会社京丹波 京都府 京都市 3130001024172
有限会社森羅 京都府 亀岡市 3130002024493
株式会社コサカ 京都府 向日市 7130001030068
医療法人ふくしま小児歯科医院 京都府 京田辺市 7130005009216
株式会社ｐｒｉｚｅ． 京都府 京田辺市 1130001052794
株式会社京都冷藏 京都府 久御山町 9130001033341
浅見 雄樹 京都府
井木 登志雄 京都府
亀山 貴 京都府
木原 隆一 京都府
藏本 純 京都府
近藤 栄吾 京都府
新庄 洋平 京都府
中路 健一 京都府
並木 正次 京都府
土野 正樹 京都府
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事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

アウティスレンタリース株式会社 大阪府 大阪市 2120001224889
株式会社アウル 大阪府 大阪市 9120901031692
旭日商事株式会社 大阪府 大阪市 5120001228160
朝日電材株式会社 大阪府 大阪市 2120001060021
株式会社井野屋 大阪府 大阪市 7122001025164
株式会社インポートロッサ 大阪府 大阪市 5120001060860
株式会社ＷＯＭＢ 大阪府 大阪市 9140001033167
株式会社魚矢 大阪府 大阪市 4120001041473
合同会社ｕｍａｋｕｉｋｕ 大阪府 大阪市 8120003012931
株式会社永達 大阪府 大阪市 9120001190019
株式会社エイト 大阪府 大阪市 5120001022464
株式会社エス・アール・ビー 大阪府 大阪市 7120001140529
株式会社Ｆ． 大阪府 大阪市 5120001225868
ＭＳニューマン株式会社 大阪府 大阪市 6120001111737
株式会社エムズデザイン 大阪府 大阪市 5120001174537
株式会社ｅｌｍｅ 大阪府 大阪市 3120001210582
エンシア税理士法人 大阪府 大阪市 3120005020276
オートマチック工業株式会社 大阪府 大阪市 5120001054391
奥小路スティール株式会社 大阪府 大阪市 7120001026174
株式会社カサイ 大阪府 大阪市 9120001076853
鹿島化学金属株式会社 大阪府 大阪市 8120001049380
株式会社かめいあんじゆ 大阪府 大阪市 3120001077048
菊地シート工業株式会社 大阪府 大阪市 1120001001694
菊華通信株式会社 大阪府 大阪市 7120001207823
銀月国際株式会社 大阪府 大阪市 8120001226509
株式会社京王 大阪府 大阪市 3120001188101
株式会社ケイハン 大阪府 大阪市 8120001094253
医療法人健誠会 大阪府 大阪市 7120005021766
株式会社サウンドプラン 大阪府 大阪市 6120001115440
株式会社ＳＡＭＵＲＡＩ 大阪府 大阪市 3120001141299
有限会社ＳＡＹＡエステート 大阪府 大阪市 6500002017754
３’ｓ株式会社 大阪府 大阪市 3120001228947
株式会社サンドピット 大阪府 大阪市 5120001232014
株式会社ＧＳ 大阪府 大阪市 2120001183409
株式会社島田ホールディングス 大阪府 大阪市 9120001213571
ＺＩＭ株式会社 大阪府 大阪市 3120001226199
株式会社ジャパンリソース 大阪府 大阪市 9120002040610
株式会社ｓｈｏｉｃｈｉ 大阪府 大阪市 3120001161628
株式会社伸光 大阪府 大阪市 9120001032864
水育国際株式会社 大阪府 大阪市 7120001234990
株式会社Ｓｃａｂｓ 大阪府 大阪市 9120001220659
株式会社ＳｃｒｅａｍｓＪａｐａｎ 大阪府 大阪市 2120001216829
鈴木油脂工業株式会社 大阪府 大阪市 6120001052080
株式会社スペシャルアザーズ 大阪府 大阪市 6140001097495
株式会社Ｓｅｖｅｎｓ　Ａｒｃ 大阪府 大阪市 8120001231112
大扇産業株式会社 大阪府 大阪市 3120001007938
税理士法人高橋会計事務所 大阪府 大阪市 5120005015893
医療法人立花クリニック 大阪府 大阪市 4120005005367
株式会社ＴＷレストランツ 大阪府 大阪市 3120001136844
哲明商事株式会社 大阪府 大阪市 8120001218646
有限会社トラストプロパティサービス 大阪府 大阪市 9120002059502
トリプルエー株式会社 大阪府 大阪市 8120001203986
中川鉄工株式会社 大阪府 大阪市 5120001015781
ＮＡＮＥＩ株式会社 大阪府 大阪市 3120001192466
株式会社日栄テック 大阪府 大阪市 7120001164148
株式会社博多中唄 大阪府 大阪市 4120001170462
ＨＡＳＨＯ興業株式会社 大阪府 大阪市 5120001200994
株式会社ハッピーヘアライフホールディングス 大阪府 大阪市 2120001141886
株式会社パティオ 大阪府 大阪市 9120001139528
ピュアライフ株式会社 大阪府 大阪市 7122001034537
株式会社平八亭 大阪府 大阪市 5120001008570
豊栄興業株式会社 大阪府 大阪市 1120001089235
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株式会社丸宮商店 大阪府 大阪市 5120001070793
株式会社安田商店 大阪府 大阪市 1120001053100
株式会社吉永 大阪府 大阪市 1120001227406
株式会社Ｒｏｂｕｓｔｏ 大阪府 大阪市 8120001223902
ＹＳホールディングス株式会社 大阪府 大阪市 7120001193238
関西緑化資材株式会社 大阪府 堺市 1120101001470
医療法人五月会 大阪府 堺市 3120105000095
Ｊ＆Ｇ株式会社 大阪府 堺市 5120101055777
Ｊ＆Ｄ株式会社 大阪府 堺市 7120101057020
株式会社ジャンティ 大阪府 堺市 8120001129182
医療法人清澄会 大阪府 堺市 2120105000113
辻野プラスチックス工業株式会社 大阪府 堺市 5120101021630
株式会社辻林鐵工所 大阪府 堺市 4120101004215
日産ネジ株式会社 大阪府 堺市 1120101005397
株式会社ハンナン 大阪府 堺市 5120101023222
株式会社フィスコ 大阪府 堺市 5120101048252
有限会社遊食家 大阪府 堺市 4120102011854
吉慶商事株式会社 大阪府 堺市 9120001218645
株式会社シン・コーポレーション 大阪府 岸和田市 8120101038762
株式会社ビッグ 大阪府 岸和田市 4120101037529
極東食品株式会社 大阪府 豊中市 7120901026397
株式会社三和コーポレーション 大阪府 豊中市 3120901023976
株式会社TEQUP 大阪府 豊中市 4120901040962
株式会社ハンワ 大阪府 豊中市 1120901025297
株式会社フロンティア 大阪府 豊中市 8120901008213
株式会社満樹園緑化部 大阪府 池田市 7120901020004
株式会社ウィズアス 大阪府 吹田市 7120901018808
デコラティブシステム株式会社 大阪府 吹田市 2120901009753
医療法人藤美会 大阪府 吹田市 1120905001550
株式会社正久 大阪府 吹田市 5120901008447
Ａｍｂｉｔｉｏｎ　ＢＧ株式会社 大阪府 泉大津市 3120101054863
コニシエンジニアリング株式会社 大阪府 泉大津市 1120101046243
Ｈ．ｉｍｓ株式会社 大阪府 高槻市 9120901034290
株式会社フジモト薬舗 大阪府 高槻市 5120901001823
医療法人もりわき歯科 大阪府 高槻市 5120905002826
有限会社オフィスＴＡＣＴＯ 大阪府 守口市 7120002081061
東光防災株式会社 大阪府 守口市 7120001160106
阪栄株式会社 大阪府 枚方市 2120001151695
株式会社ラブサンクインターナショナル 大阪府 枚方市 1120001192682
株式会社若宮の家一級建築士事務所 大阪府 枚方市 6120001180476
合同会社ｓｉｄａ 大阪府 茨木市 8120903003856
株式会社信和興業 大阪府 茨木市 3120901001049
株式会社山内建具 大阪府 茨木市 2120901002270
千石株式会社 大阪府 八尾市 6120001220678
株式会社テラダ 大阪府 八尾市 4122001004930
Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　Ｓｈａｌｏｍ株式会社 大阪府 八尾市 6122001027244
松岡金属株式会社 大阪府 八尾市 2122001032850
チャンピオンツール株式会社 大阪府 富田林市 2122001021069
株式会社祖田商店 大阪府 寝屋川市 2120001205732
医療法人天紋会 大阪府 寝屋川市 9120005014710
株式会社三住建設 大阪府 大東市 2122001015987
株式会社ｄｏｕｂｌｅ 大阪府 箕面市 7120901028204
西川建設株式会社 大阪府 箕面市 8120901022222
有限会社スマイル 大阪府 柏原市 3122002016562
大日倉庫株式会社 大阪府 門真市 2120001156158
株式会社アクスル 大阪府 東大阪市 7122001023366
エフビー工業株式会社 大阪府 東大阪市 4122001000995
株式会社エムアンドエスコーポレーション・ジャパン 大阪府 東大阪市 2122001001013
岡村商事株式会社 大阪府 東大阪市 2122001001327
クラスターテクノロジー株式会社 大阪府 東大阪市 4122001002199
株式会社シャインテック 大阪府 東大阪市 1122001024238
ジュテック株式会社 大阪府 東大阪市 9122001008786
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株式会社田積製作所 大阪府 東大阪市 7120001017917
株式会社東田 大阪府 東大阪市 8122001014208
株式会社ファーステック 大阪府 東大阪市 4122001012347
株式会社勇進金型 大阪府 東大阪市 9122001033470
株式会社川遊堂 大阪府 大阪狭山市 6120101056782
株式会社翔心堂 大阪府 阪南市 7120102028375
阿曽 孝二 大阪府
今井 賀代后 大阪府
今前田 隆敏 大阪府
上谷 庸介 大阪府
上田 宏 大阪府
上堂 友義 大阪府
氏井 庸介 大阪府
江上 浩史 大阪府
大垣内 玲菜 大阪府
大西 隆裕 大阪府
大橋 裕之 大阪府
岡本 憲明 大阪府
河合 繁一 大阪府
河合 琢也 大阪府
木戸 智規 大阪府
桑田 仁史 大阪府
小林 遥香 大阪府
笹部 努 大阪府
佐藤 壱磨 大阪府
澤多 宏章 大阪府
下瀬 明信 大阪府
田中 淳 大阪府
寺村 薫 大阪府
西浦 勇希 大阪府
西原 正人 大阪府
伴海 弘宜 大阪府
藤岡 敬史 大阪府
藤田 崇子 大阪府
藤田 博樹 大阪府
松川 善和 大阪府
森岡 猛 大阪府
山田 依里子 大阪府
山本 章 大阪府
善元 正樹 大阪府
株式会社エーステック 兵庫県 神戸市 4140001017307
株式会社ＭＧＯ 兵庫県 神戸市 5140001042188
株式会社幸神 兵庫県 神戸市 1140001102557
有限会社大開印刷 兵庫県 神戸市 1140002011609
株式会社辰巳食品 兵庫県 神戸市 5140001016431
株式会社Ｃｈａｔ　Ｐａｙ 兵庫県 神戸市 6140001103880
株式会社ドリーム時代 兵庫県 神戸市 1140001094869
株式会社ハリマック 兵庫県 神戸市 3140001010254
株式会社蛮海 兵庫県 神戸市 7140001023896
一般社団法人兵庫県社会福祉士会 兵庫県 神戸市 4140005004978
株式会社ふぇにっくす 兵庫県 神戸市 1140001116598
株式会社村上工務店 兵庫県 神戸市 5140001014352
株式会社飯塚運動具店 兵庫県 姫路市 1140001057702
有限会社福崎酒店 兵庫県 姫路市 1140002054070
株式会社いとうや 兵庫県 尼崎市 9140001047670
医療法人さかねレディースクリニック 兵庫県 尼崎市 3140005010977
株式会社サンテック 兵庫県 尼崎市 6140001115075
株式会社ＷＧＳｃｏｍｐａｎｙ 兵庫県 尼崎市 2140001094760
株式会社日之出美装 兵庫県 尼崎市 9140001107012
株式会社福永管楽器 兵庫県 尼崎市 6140001051072
株式会社ＲＯＯＭＳ 兵庫県 明石市 6140001097504
宝泉商事株式会社 兵庫県 西宮市 5140001070305
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株式会社ポツポヤ 兵庫県 西宮市 5140001070338
ＵＶ株式会社 兵庫県 西宮市 7140001012379
株式会社ＰＲコーポレーション 兵庫県 芦屋市 1140001030295
森興株式会社 兵庫県 芦屋市 7430001075025
株式会社伊丹レンタカー 兵庫県 伊丹市 5140001078026
株式会社ＭＯＧ 兵庫県 伊丹市 3140001089603
甲陽化学工業株式会社 兵庫県 伊丹市 3140001078309
株式会社やまいち 兵庫県 伊丹市 5140001079032
アサヒ物産株式会社 兵庫県 加古川市 4140001042445
タチバナ自動車株式会社 兵庫県 加古川市 1140001045847
株式会社プントワークス 兵庫県 加古川市 7140001089335
株式会社公商 兵庫県 西脇市 4140001075833
株式会社宝塚急配社 兵庫県 宝塚市 8140001081670
株式会社Ｍａｒｓ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 兵庫県 宝塚市 3140001083705
株式会社ＫＡＮＡＭＯＮＯ 兵庫県 三木市 8140001116336
株式会社三條冨士星 兵庫県 三木市 7140001036320
株式会社ネクサスクリエーション 兵庫県 三木市 1140001109651
株式会社黒田金物 兵庫県 高砂市 7140001043878
株式会社オフィチーナ 兵庫県 川西市 7140001087693
株式会社Ｆｉｒｓｔ　Ｂｒｉｄｇｅ 兵庫県 川西市 7140001115248
株式会社山角興業 兵庫県 川西市 6140001079717
丹波農販株式会社 兵庫県 三田市 7140001066474
株式会社ロペ商事 兵庫県 三田市 6140001066657
有限会社朝倉酒食料品店 兵庫県 養父市 5140002039051
泉ガス株式会社 兵庫県 南あわじ市 8140001085531
マルショウ運輸株式会社 兵庫県 南あわじ市 5140001085856
株式会社宮本土建 兵庫県 南あわじ市 8140001085812
赤尾 聡一 兵庫県
延命寺 正 兵庫県
笠原 伸哉 兵庫県
神野 節子 兵庫県
小西 孝明 兵庫県
佐伯 光規 兵庫県
武田 一樹 兵庫県
田村 秀明 兵庫県
伏見 利憲 兵庫県
医療法人なごみ会 奈良県 奈良市 3150005001059
株式会社ＰＨＯＥＮＩＸ 奈良県 奈良市 7150001023994
株式会社吉田屋旅館 奈良県 奈良市 8150001002584
株式会社サンシュウ 奈良県 橿原市 9150001017004
医療法人輝歯会 奈良県 生駒市 1150005009087
株式会社マーキス 奈良県 香芝市 5150001014946
伸和建設株式会社 奈良県 田原本町 7150001010555
株式会社イメージングラボ 奈良県 広陵町 3150001016928
有限会社ＭＥＬＥＥ 奈良県 広陵町 3150002010632
興津 拓司 奈良県
加藤 英昭 奈良県
下岡 俊博 奈良県
竹田 唯志 奈良県
野志 賢司 奈良県
熨斗 利光 奈良県
丸谷 光 奈良県
三輪 晃成 奈良県
株式会社グレースランド 和歌山県 和歌山市 7170001014174
刀祢税理士法人 和歌山県 和歌山市 6170005006912
株式会社ふみこ農園 和歌山県 有田市 5170001007411
株式会社エコロジーバンク 和歌山県 岩出市 5170001008319
井上梅干食品株式会社 和歌山県 みなべ町 7170001009166
北川 慎次郎 和歌山県
小出 寿司 和歌山県
西川 直宏 和歌山県
株式会社　山田産業 鳥取県 鳥取市 5270002001972
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医療法人社団やまもと 鳥取県 米子市 1270005003813
株式会社ＲＥＬＩＦＥ 鳥取県 米子市 9270001007760
株式会社まさしげ 鳥取県 倉吉市 8270001005740
國吉 美貴 鳥取県
林原 省治 鳥取県
有限会社奥田商店 島根県 松江市 4280002002806
山陰菱冷株式会社 島根県 松江市 8280001000286
根っこや株式会社 島根県 松江市 3280002004308
野白保温有限会社 島根県 松江市 3280002002939
高橋機工株式会社 島根県 益田市 6280001005056
石飛商事株式会社 島根県 雲南市 4280001008135
株式会社きこり 島根県 雲南市 7280001006235
石原 澄子 島根県
株式会社生田商店 岡山県 岡山市 9260001000428
株式会社清水屋食品 岡山県 岡山市 3260001003329
株式会社センホウ 岡山県 岡山市 3260001009409
千芳設計株式会社 岡山県 岡山市 6260001033307
有限会社津島自工 岡山県 岡山市 3260002006495
西日本設備管理株式会社 岡山県 岡山市 2260001005128
株式会社アルテクト 岡山県 倉敷市 6260001032985
有限会社下津井造船所 岡山県 倉敷市 1260002018773
中野建築有限会社 岡山県 倉敷市 5260002020065
西山建設株式会社 岡山県 倉敷市 3260001014359
合同会社カール 岡山県 笠岡市 7260003003331
有限会社テクノス 岡山県 総社市 1260002023781
長瀬石油株式会社 岡山県 瀬戸内市 5260001021428
株式会社ナスボート牛窓マリーナ 岡山県 瀬戸内市 8260001021433
ＬＵＦＴ株式会社 岡山県 真庭市 1260001033063
株式会社遠藤運輸 岡山県 和気町 1260001021902
有限会社瀨戸内興商 岡山県 久米南町 2260002028631
大島 勇一 岡山県
森松 秀人 岡山県
株式会社アクアシーン 広島県 広島市 1240001020617
旭ホームズ株式会社 広島県 広島市 5240001000061
イメージファーム株式会社 広島県 広島市 2240001016399
医療法人おひさま歯科・小児歯科 広島県 広島市 5240005014347
株式会社河崎組 広島県 広島市 2240001002416
倉崎海産株式会社 広島県 広島市 9240001002995
合同会社grasshopper 広島県 広島市 6240003004299
Ｃｒｏｓｓ　Ｍｅｄｉａ　Ｊａｐａｎ株式会社 広島県 広島市 1240001051182
医療法人青心会 広島県 広島市 6240005012341
第一設計株式会社 広島県 広島市 9240001005767
つばめ交通株式会社 広島県 広島市 8240001007070
有限会社栃木屋 広島県 広島市 5240002011487
株式会社ニムラ 広島県 広島市 3240001041000
株式会社ＢＬＵＥ　ＳＫＹ 広島県 広島市 7240001041616
株式会社ブロード・ウェイ 広島県 広島市 8240001010512
株式会社田頭茶店 広島県 呉市 1240001026110
有限会社幾野弘酒舗 広島県 三原市 8240002052925
株式会社三光建設 広島県 福山市 8240002047504
信菱液化ガス株式会社 広島県 府中市 9240001034270
株式会社新川西条本店 広島県 東広島市 4240001022833
新日本建設株式会社 広島県 東広島市 1240001022844
株式会社スナダ 広島県 東広島市 8240001022763
株式会社江田島自動車学校 広島県 江田島市 7240001027103
株式会社エムファーマシィ 広島県 北広島町 8240001052042
山岡通商株式会社 広島県 神石高原町 6240001046608
朝倉 聖也 広島県
川崎 英之 広島県
河本 貴充 広島県
高杉 將壽 広島県
多森 幹雄 広島県
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堀 和行 広島県
松本 久美子 広島県
松本 美幸 広島県
溝畑 陽氏 広島県
港商事株式会社 山口県 下関市 5250001006438
株式会社喜良久 山口県 山口市 6250001015314
株式会社水建 山口県 萩市 6250001013210
柚野産業有限会社 山口県 防府市 5250002003599
株式会社朝日食品 山口県 下松市 2250001015549
有限会社佐々木製作所 山口県 柳井市 3250002019688
有限会社Ｂａｍｂｏｏ 山口県 柳井市 8250002020575
株式会社藤吉 山口県 周南市 3250001009236
藤本 広司 山口県
株式会社鹿祿 徳島県 徳島市 3480001007877
株式会社シンユウ 徳島県 徳島市 4480001001177
有限会社たいち 徳島県 徳島市 7480002002659
株式会社ＣＨＡＫＲＡ 徳島県 徳島市 3480001006557
有限会社徳島化洗 徳島県 徳島市 3480002008825
篠原商事有限会社 徳島県 阿波市 4480002009558
株式会社四国車体 徳島県 北島町 4480001005285
株式会社石原林造商店 香川県 高松市 4470001000535
株式会社ＭＧＬ　Ｔａｋａｍａｔｓｕ 香川県 高松市 8470001016387
小河運送株式会社 香川県 高松市 2470001000867
小河梱包株式会社 香川県 高松市 1470001000868
株式会社ＣＡＳＡ・ＣＡＳＡ 香川県 高松市 5470001006044
株式会社かにわし 香川県 高松市 9470001006008
小松印刷株式会社 香川県 高松市 8470001005357
株式会社ササハラ 香川県 高松市 3470001001674
四国警備保障株式会社 香川県 高松市 1470001001825
四国工房株式会社 香川県 高松市 4470001016390
高松清掃株式会社 香川県 高松市 3470001002425
有限会社古賀通商 香川県 坂出市 9470002015552
坂出自動車整備事業協同組合 香川県 坂出市 7470005003408
医療法人紗久会 香川県 善通寺市 3470005006298
ニューマーク株式会社 香川県 さぬき市 9470001014621
株式会社クロダ 香川県 東かがわ市 6470001011316
日生化学株式会社 香川県 東かがわ市 9470001011453
四国倉庫株式会社 香川県 三豊市 6470001010490
尾﨑 圭三 香川県
株式会社ウィクスト 愛媛県 松山市 9500001019385
株式会社エイトワン 愛媛県 松山市 1500001019260
株式会社みずほ工業 愛媛県 松山市 1500001003999
有限会社西条マツダ 愛媛県 西条市 7500002014172
有限会社クマノ 愛媛県 大洲市 5500002012145
株式会社フィースト 愛媛県 松前町 2500001006282
武井 優士 愛媛県
山本 徹 愛媛県
有限会社臼井エステート 高知県 高知市 1490002000527
株式会社シンゲン 高知県 高知市 2490001002168
スクールプラス株式会社 高知県 高知市 7490001007666
フクヤ建設株式会社 高知県 高知市 6490001003212
有限会社アイコー機械 高知県 南国市 4490002011538
株式会社共進工業 高知県 南国市 6490001000457
松岡 宣明 高知県
山上 翔 高知県
株式会社イムス 福岡県 北九州市 9290801009054
株式会社折園 福岡県 北九州市 9290801009731
株式会社河口酒店 福岡県 北九州市 5290801018637
特定非営利活動法人北九州スポーツクラブＡＣＥ 福岡県 北九州市 9290805005462
ゴトウ産業株式会社 福岡県 北九州市 8290801024384
株式会社ザ・ライジングサン・ジャパン 福岡県 北九州市 9290801026850
有限会社ショーケン 福岡県 北九州市 8290802003197
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株式会社Ｔａｏ 福岡県 北九州市 4290801020759
株式会社鶴田号工作所 福岡県 北九州市 2290801002420
株式会社東筑軒 福岡県 北九州市 8290801010327
株式会社トラストアンドクリエイト 福岡県 北九州市 7290801013966
株式会社Fu 福岡県 北九州市 7290801027116
株式会社ＦＡＩＴＨＳ 福岡県 北九州市 6290801021417
株式会社平四郎 福岡県 北九州市 8290801018139
株式会社ｒ 福岡県 福岡市 6290001087077
株式会社アールプロ 福岡県 福岡市 2290001030825
ＩＲＩＥ合同会社 福岡県 福岡市 8290003009936
株式会社朝日エージェンシー西部 福岡県 福岡市 2290001077313
有限会社アズトレーディング 福岡県 福岡市 4290002021648
株式会社アスリード 福岡県 福岡市 4260001011561
アスリード協同組合 福岡県 福岡市 6290005017708
株式会社アドバンス・Ｔ 福岡県 福岡市 4290001082930
株式会社ａｎａｌｏｇｕｅ 福岡県 福岡市 2290001035634
株式会社アルティ 福岡県 福岡市 3290001030262
有限会社イートレスト 福岡県 福岡市 5290002031670
株式会社一優亭 福岡県 福岡市 5290001034501
有限会社ウィナー 福岡県 福岡市 8290002029811
株式会社エースフードサービス 福岡県 福岡市 2290001073849
株式会社ｅｔｅｒｎｏ 福岡県 福岡市 2290001071019
株式会社エネリーフ 福岡県 福岡市 5290001090841
株式会社エノモト 福岡県 福岡市 3290001002716
株式会社ＦＲＳ 福岡県 福岡市 8290001042451
株式会社ＬＦＤ　ＪＡＰＡＮ 福岡県 福岡市 9290001065138
株式会社大宮社中 福岡県 福岡市 2290001086784
城島印刷株式会社 福岡県 福岡市 4290001027043
有限会社九州東洋商会 福岡県 福岡市 3290002024759
株式会社ＧｒａｓｓＰｌａｃｅ 福岡県 福岡市 4290001072502
株式会社グランドビジョン 福岡県 福岡市 5290001025863
株式会社ＧＲＥＥＮ　ＬＩＦＥ　ＪＡＰＡＮ 福岡県 福岡市 5290001092689
医療法人Ｃｒｅ　Ｖｉｅ 福岡県 福岡市 3290005004485
株式会社グローカル・パイン 福岡県 福岡市 7290001042502
株式会社クロラス 福岡県 福岡市 7300001010300
コウタカンパニー株式会社 福岡県 福岡市 3290001076017
株式会社コスモインダストリー 福岡県 福岡市 9290001013146
株式会社Ｃ．Ｆ．Ｃ．ｃｏｍｐａｎｙ 福岡県 福岡市 4290001046588
有限会社ジェイ・ドリーム 福岡県 福岡市 1290002024447
一般社団法人ジャパンヒューマンセラピー協会 福岡県 福岡市 2290005016705
合同会社丞 福岡県 福岡市 8290003006644
株式会社ＳＨＯＥＩ　ＧＲＯＵＰ 福岡県 福岡市 1290001063891
株式会社大二 福岡県 福岡市 2290001060062
株式会社龍廣 福岡県 福岡市 6290001054671
津田産業株式会社 福岡県 福岡市 3290001014686
株式会社ＴＮＣプロジェクト 福岡県 福岡市 4290001005429
株式会社ＴＭエンタープライズ 福岡県 福岡市 2290001054972
株式会社ｔｋｏ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ｃｌｕｂ 福岡県 福岡市 7290001088099
Ｄ－ＮＥＸＴ株式会社 福岡県 福岡市 6290001084149
株式会社ＴＯＹ　ＭＡＸ 福岡県 福岡市 8290001089798
株式会社ＴＯＤＡＹ 福岡県 福岡市 9290001080079
株式会社ＴＲＩＰ 福岡県 福岡市 9290801020597
株式会社鳥安 福岡県 福岡市 2290001052200
株式会社ネクスト城南 福岡県 福岡市 9290001004608
合同会社ＮＥＸＴ　ＤＥＡＲ 福岡県 福岡市 6290003005796
ＮＯＲＥＮ合同会社 福岡県 福岡市 1290003010371
株式会社博多トランスポート 福岡県 福岡市 4290001089959
株式会社博水 福岡県 福岡市 2290001001982
合同会社ＨＡＮＡＢＩ 福岡県 福岡市 7290003007742
久浦株式会社 福岡県 福岡市 5290001089280
株式会社ビジネスリファイン 福岡県 福岡市 4290001009834
株式会社ヒラノ 福岡県 福岡市 3290001088961
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株式会社福岡・ロッソ 福岡県 福岡市 9290001081102
株式会社Ｆｌｏｕｒｉｓｈ 福岡県 福岡市 9290001064461
株式会社ベスト福岡 福岡県 福岡市 8290001070741
株式会社ＢＯＮＤ 福岡県 福岡市 9290001029118
株式会社ＭＡＲＳ 福岡県 福岡市 1290001070095
株式会社松村シール 福岡県 福岡市 2290001085308
三浦造園土木建設株式会社 福岡県 福岡市 3290001026483
株式会社Ｍｅｔｅｏｒｅ　ＷＥＤＤＩＮＧ 福岡県 福岡市 7290001072747
株式会社ライフクリエート 福岡県 福岡市 8290001069800
合同会社ラブ 福岡県 福岡市 7290003006843
株式会社Ｌｏａｓｉｓ 福岡県 福岡市 1290001067686
有限会社和コーポレーション 福岡県 福岡市 8290002028169
株式会社石橋 福岡県 大牟田市 1290001063660
株式会社To Next 福岡県 大牟田市 9290001083965
牛島商事合名会社 福岡県 久留米市 6290003002620
有限会社大倉鶏卵 福岡県 久留米市 5290002048582
株式会社環境サニタリー 福岡県 久留米市 9290001048530
喜多電設株式会社 福岡県 久留米市 8290001080732
株式会社吉兆 福岡県 久留米市 2290001052092
ファステラ合同会社 福岡県 久留米市 6290003006720
有限会社福田時計店 福岡県 久留米市 5290002049911
有限会社三潴環境 福岡県 久留米市 9290002050436
ＳＫＴ株式会社 福岡県 直方市 3290801023911
株式会社スウズ 福岡県 直方市 7290801018742
有限会社明治屋食料品店 福岡県 直方市 3290802020651
株式会社はるやま食品 福岡県 飯塚市 8290001046535
ミンクルプロダクツ株式会社 福岡県 飯塚市 5290001045754
医療法人こぐま会 福岡県 田川市 4290805008288
株式会社キョーワ 福岡県 柳川市 3290001052793
有限会社清柳食産 福岡県 柳川市 6290002053482
株式会社トータル・プロ 福岡県 柳川市 1290002054345
社会福祉法人伍福会 福岡県 八女市 2290005009403
株式会社にじコーポレーション 福岡県 八女市 7290001048012
株式会社ステア 福岡県 豊前市 6290801021532
アールアンドエイチ合同会社 福岡県 中間市 7290003006579
株式会社ＤＲ． 福岡県 宗像市 1290001091496
太宰府ニュータウン株式会社 福岡県 太宰府市 3290001041697
有限会社美しま薬局 福岡県 太宰府市 1290002040254
株式会社古賀環美サービスセンター 福岡県 古賀市 7290001036735
有限会社中野酒店 福岡県 古賀市 2290002033843
一般社団法人くらげれんごう 福岡県 福津市 1290005018090
三豊商事株式会社 福岡県 福津市 3290001035798
プリンセスガーデン株式会社 福岡県 うきは市 1290001083691
株式会社ＡＮＣＨＯＲ 福岡県 嘉麻市 4290001075711
サイタホールディングス株式会社 福岡県 朝倉市 5290001044368
株式会社ｓｈｅｍｉｎ 福岡県 朝倉市 4290001044542
有限会社いきさん牧場 福岡県 糸島市 9290002033259
有限会社川久保酒店 福岡県 糸島市 2290002032671
合同会社一優亭フードサービス 福岡県 那珂川市 6290003009475
有限会社大庭建設 福岡県 宇美町 3290002036135
株式会社土屋組 福岡県 篠栗町 8290001038400
有限会社吉田自動車整備工場 福岡県 遠賀町 8290802015671
赤坂 雄作 福岡県
石田 桂子 福岡県
今宮 誠司 福岡県
牛島 康宏 福岡県
内川 信一郎 福岡県
大川内 秀幸 福岡県
大田 ちひろ 福岡県
大坪 稔和 福岡県
大家 賢人 福岡県
奥村 保和 福岡県
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鹿島 秀公 福岡県
川口 由夏 福岡県
草場 恵美 福岡県
坂本 あすか 福岡県
篠原 宏 福岡県
渋田 厚志 福岡県
白井 智子 福岡県
左座 和吉 福岡県
平 正己 福岡県
髙尾 和利 福岡県
田中 謙治 福岡県
都甲 孝雄 福岡県
中村 公春 福岡県
中村 祥兵 福岡県
平兮 哲男 福岡県
福田 雄太 福岡県
前田 勇治 福岡県
松川 泉樹 福岡県
松里 明彦 福岡県
松永 英士 福岡県
松永 和博 福岡県
森 督道 福岡県
山田 紀久子 福岡県
大和 麻実子 福岡県
株式会社佐賀花市場 佐賀県 佐賀市 6300001000657
有限会社白石電気設備 佐賀県 佐賀市 7300002005662
新生工業株式会社 佐賀県 佐賀市 9300001000316
株式会社バイオテックス 佐賀県 佐賀市 3300001000668
株式会社まいづる百貨店 佐賀県 唐津市 4300001007340
有限会社まいづる物流 佐賀県 唐津市 7300002010695
株式会社てらさき 佐賀県 鳥栖市 7300001006224
株式会社ヨシノロジ 佐賀県 鳥栖市 2300001009702
有限会社亀栄プロパン 佐賀県 伊万里市 9300002007673
野口商事株式会社 佐賀県 伊万里市 8300001005613
株式会社古賀電工社 佐賀県 鹿島市 1300001004919
株式会社テレビ九州 佐賀県 嬉野市 1300001004794
株式会社昭和電設工業 佐賀県 みやき町 6300001006357
六田竹輪蒲鉾企業組合 佐賀県 みやき町 4300005004854
株式会社香蘭社 佐賀県 有田町 6300001005730
筬 俊一 佐賀県
有限会社招福企画 長崎県 長崎市 8310002006527
株式会社スカイ 長崎県 長崎市 3290001056381
ＰＲＩＭＥ・ＢＡＳＥＢＡＬＬ株式会社 長崎県 長崎市 9310001009546
合同会社石橋工業 長崎県 佐世保市 9310003003456
株式会社ウイングホーム 長崎県 佐世保市 9310001007203
株式会社えびす 長崎県 佐世保市 1310001016104
合同会社興英 長崎県 佐世保市 9310003004132
ソーラーレボリューション株式会社 長崎県 佐世保市 3310001007729
株式会社浜本クレーン 長崎県 佐世保市 3310001005906
株式会社松本住建 長崎県 佐世保市 9310001014199
株式会社未来 長崎県 佐世保市 5310001014277
株式会社山新 長崎県 佐世保市 7310001016544
ルードヴィヒ株式会社 長崎県 佐世保市 1310001007029
九州ガス株式会社 長崎県 諫早市 3310001007919
有限会社菅原産業 長崎県 諫早市 9310002016153
株式会社堀田米穀 長崎県 大村市 1310001008902
白石建設株式会社 長崎県 平戸市 9310001010495
有限会社堀江ガス・デンキ 長崎県 壱岐市 2310002018874
株式会社浜口水産 長崎県 五島市 2310001011038
株式会社松村工業 長崎県 西海市 8310001012162
高伸工業有限会社 長崎県 雲仙市 6310002016552
株式会社ケンコー 長崎県 時津町 8310001000530
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株式会社長崎ウイン 長崎県 時津町 2310001003349
赤木 辰成 長崎県
石橋 成美 長崎県
囲 孝伸 長崎県
古賀 友里恵 長崎県
小林 みどり 長崎県
境 秀利 長崎県
長谷 雄登 長崎県
濱田 裕也 長崎県
久部 香名子 長崎県
古川 源太 長崎県
松本 裕規 長崎県
本谷 海 長崎県
森山 雅也 長崎県
山上 よし子 長崎県
山口 恭子 長崎県
山口 和歌子 長崎県
株式会社ありがとうファーム 熊本県 熊本市 8330001016979
有限会社インフィックス 熊本県 熊本市 7330002012573
有限会社ウィンシステム 熊本県 熊本市 4330002007584
株式会社Ｗｅｓｔ　Ｖｉｌｌａｇｅ 熊本県 熊本市 1330001017678
株式会社ＭＯ２コーポレーション 熊本県 熊本市 5330001007700
株式会社ＱｏＱ 熊本県 熊本市 8330001023249
熊本県花き事業協同組合 熊本県 熊本市 6330005000873
株式会社ゲイコー水産 熊本県 熊本市 3330001018823
有限会社ジェイケイエス 熊本県 熊本市 3330002004756
株式会社堤工業 熊本県 熊本市 1330001020772
株式会社ｔｏ－ｔｏｏ－ｔｏ 熊本県 熊本市 6330001018382
株式会社肉のクック 熊本県 熊本市 3330001003404
有限会社西口晴秀堂 熊本県 熊本市 6330002007780
株式会社にだま 熊本県 熊本市 1330001017554
有限会社野口美容室 熊本県 熊本市 2330002008106
株式会社白山不動産 熊本県 熊本市 5330001024010
株式会社バランスネットワーク 熊本県 熊本市 3330001017882
有限会社ミウラコーポレーション 熊本県 熊本市 2330002025381
株式会社三嶋建設 熊本県 熊本市 3330001028426
株式会社メガネの大宝堂 熊本県 熊本市 5330003000463
有限会社熊星電気 熊本県 熊本市 2330002011035
株式会社ｒｅｃｔｕｓ 熊本県 熊本市 9330001026143
医療法人デンタル・アート 熊本県 八代市 8330005005821
やつしろ税務会計センター株式会社 熊本県 八代市 4330001014581
株式会社アースコーポレーション 熊本県 玉名市 8330002022464
有限会社轟の里 熊本県 宇土市 2330002024870
株式会社平山海洋 熊本県 天草市 8330001015650
有限会社共楽園 熊本県 南小国町 2330002023352
有限会社鳩野建設 熊本県 小国町 2330002023146
有限会社松下釀造場 熊本県 水上村 3330002031081
球磨村森林組合 熊本県 球磨村 8330005007628
株式会社アスリー 熊本県 あさぎり町 7330001019223
社会医療法人稲穂会 熊本県 苓北町 6330005006788
有働 敦 熊本県
神崎 昌二 熊本県
張 奏 熊本県
渕川 知幸 熊本県
光本 明弘 熊本県
ソーコー株式会社 大分県 大分市 8320001017219
株式会社萓島商会 大分県 別府市 1320001006285
有限会社 寿浄化槽センター 大分県 中津市 6320002020628
九建プロテック株式会社 大分県 日田市 1320001010601
株式会社アスペックス 大分県 臼杵市 6320001013938
有限会社疋田電工 大分県 臼杵市 2320202000409
株式会社ひまわり総合車輌 大分県 臼杵市 7320201000520
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株式会社ゆらり 大分県 由布市 2320001005427
酒見 毅 大分県
塩月 久人 大分県
株式会社ケイプラ 宮崎県 宮崎市 5350001015949
有限会社五色木材 宮崎県 宮崎市 1350002005754
南邦紙工業株式会社 宮崎県 宮崎市 7350001001229
株式会社プレックス 宮崎県 宮崎市 8350001015368
有限会社ボールパークドットコム 宮崎県 宮崎市 6350002007738
有限会社メディエイド 宮崎県 宮崎市 4350002006171
株式会社河中飼料 宮崎県 都城市 3350001007907
有限会社九南サービス 宮崎県 都城市 6350002014024
株式会社　中村商事 宮崎県 都城市 6350001011798
株式会社ミヤシン建材 宮崎県 延岡市 4350001007047
有限会社落合衛生社 宮崎県 日南市 8350002016489
社会福祉法人西都市社会福祉協議会 宮崎県 西都市 8350005001942
社会福祉法人晴陽会 宮崎県 西都市 4350005001946
社会福祉法人エデンの園 宮崎県 国富町 6350005001333
河内 孝元 宮崎県
外山 恵美子 宮崎県
有限会社有田産業 鹿児島県 鹿児島市 7340002001113
株式会社イタヤマ事務機 鹿児島県 鹿児島市 2340001000459
板山商亊株式会社 鹿児島県 鹿児島市 9340001000460
有限会社かねやま 鹿児島県 鹿児島市 4340002002576
合同会社広至 鹿児島県 鹿児島市 9340003003288
税理士法人甲南総合会計 鹿児島県 鹿児島市 8340005001786
有限会社コロン 鹿児島県 鹿児島市 6340002004075
合同会社ＴＫ 鹿児島県 鹿児島市 2340003001810
株式会社Ｎｅｘｔｉｎｇ 鹿児島県 鹿児島市 6340001020081
有限会社ハヤカワ 鹿児島県 鹿児島市 3340002013285
株式会社マルヒラ 鹿児島県 鹿児島市 3340001004046
南九州メディカルソリューション株式会社 鹿児島県 鹿児島市 6340001017094
株式会社中村五郎薬局 鹿児島県 出水市 5340001012006
医療法人東 鹿児島県 薩摩川内市 8340005008831
有限会社新堀自動車 鹿児島県 日置市 6340002012730
株式会社スズキアリーナ大隅 鹿児島県 曽於市 1340001014897
株式会社コワダヤ 鹿児島県 南さつま市 1010401010595
株式会社木村ブロック工業 鹿児島県 姶良市 2340001007867
天星酒造株式会社 鹿児島県 大崎町 7340001014933
町田酒造株式会社 鹿児島県 龍郷町 4340001010737
株式会社ＧＥＡＲ 沖縄県 那覇市 4360001026079
ミナモト工業合同会社 沖縄県 那覇市 4360003006426
株式会社山内工業 沖縄県 那覇市 3360001020421
株式会社リゾートリビング沖縄 沖縄県 那覇市 5360001011294
株式会社グローバルイノベーション 沖縄県 宜野湾市 6360001018058
社会福祉法人心の会 沖縄県 久米島町 9360005004175
大河内 洋典 沖縄県
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