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事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

株式会社Ｒ＆Ｔメディカル 北海道 札幌市 1011001131039
有限会社アルミホイールメンテナンス札幌 北海道 札幌市 1430002001308
株式会社イーザック 北海道 札幌市 3430001067843
ＷＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ株式会社 北海道 札幌市 1430001076482
虹輝株式会社 北海道 札幌市 3430001047829
興和電設株式会社 北海道 札幌市 4430001005975
株式会社栄町油機 北海道 札幌市 1430001006547
サッポロプレシジョン株式会社 北海道 札幌市 6430001020361
医療法人サンプラザ 北海道 札幌市 3430005001501
三和美建工業株式会社 北海道 札幌市 3430001019596
株式会社ＳＰＥＥＤ　ＳＴＩＣＫ　ＤＥＳＩＧＮＳ 北海道 札幌市 1430001083479
株式会社創伸建設 北海道 札幌市 6430001009108
医療法人社団創和会 北海道 札幌市 4430005001806
合同会社ｃｈｕｐａｃｈｉ 北海道 札幌市 1430003009647
株式会社ノース・フィール 北海道 札幌市 7430001028833
株式会社ヘルススクラム北海道 北海道 札幌市 7430001070315
有限会社北海化成工業所 北海道 札幌市 9430002024284
株式会社北海道メタルアート 北海道 札幌市 5430001037869
合同会社ポテト企画 北海道 札幌市 5430003006731
有限会社丸幸ホテル 北海道 札幌市 1430002024969
美松企業株式会社 北海道 札幌市 4430001016576
株式会社ＬＩＶ　ＳＴＹＬＥ　ＰＲＯＤＵＣＥ 北海道 札幌市 4430001059385
株式会社味の匠 北海道 函館市 3440001008565
有限会社藤田精肉店 北海道 函館市 2440002003847
北一化学株式会社 北海道 小樽市 2430001051303
有限会社きし運送 北海道 旭川市 8450002001687
旭東運輸株式会社 北海道 旭川市 4450001000842
株式会社Ｄ－ＰＬＵＳ 北海道 旭川市 3450001013300
西野目産業株式会社 北海道 旭川市 8450001002298
箭原倉庫株式会社 北海道 旭川市 9450001003254
株式会社湯浅 北海道 旭川市 7450001003355
有限会社都商事 北海道 室蘭市 5430002064961
株式会社道新ささはら販売所 北海道 北見市 3460301004576
株式会社網走ハイヤー 北海道 網走市 8460301003061
有限会社一休そば 北海道 苫小牧市 8430002058036
医療法人社団口福会 北海道 千歳市 9430005013508
日乃出食品株式会社 北海道 七飯町 6440001001880
有限会社樹工房 北海道 東川町 5450002000691
株式会社北雄圧送 北海道 白老町 8430001052972
株式会社広内エゾリスの谷チーズ社 北海道 新得町 5460101006283
大塚 卓人 北海道
金沢 晃祐 北海道
久保 一宏 北海道
小浪 知之 北海道
西原 諄 北海道
西 正俊 北海道
株式会社みのり商会 青森県 弘前市 3420001009532
株式会社クリーニングのブルースター 青森県 十和田市 9420001012274
医療法人桜青会 青森県 東北町 8420005006190
高城 一聖 青森県
株式会社あっとホーム 岩手県 盛岡市 2400001002011
株式会社盛岡総合ビルメンテナンス 岩手県 盛岡市 5400001001588
株式会社サトウ精機 岩手県 花巻市 3400001005319
有限会社菅原サッシ工業所 岩手県 花巻市 1400002008215
久慈ダイハツ販売株式会社 岩手県 久慈市 7400001007947
株式会社岩手日日新聞社 岩手県 一関市 2400501000043
有限会社会津ネーム 岩手県 奥州市 9400602000010
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有限会社小沢商会 岩手県 奥州市 4400602000155
杉沢薬品株式会社 岩手県 奥州市 9400601000176
東京自動車株式会社 岩手県 奥州市 6400601001061
有限会社村上製菓 岩手県 紫波町 1400002007191
株式会社木村産業 岩手県 一戸町 4400001014649
千葉 僚子 岩手県
中川 市子 岩手県
株式会社カーリペアクリハラ 宮城県 仙台市 5370001031688
カホク運送株式会社 宮城県 仙台市 5370301000384
株式会社シライシコーポレーション 宮城県 仙台市 7370001014344
株式会社タックス宮城野 宮城県 仙台市 5370001005527
株式会社東北ビル管財 宮城県 仙台市 9370001016941
株式会社永井電機 宮城県 仙台市 2370001001017
株式会社ＦＬＡＧＳ 宮城県 仙台市 2370002005041
一般財団法人宮城県青年会館 宮城県 仙台市 7370005000332
宮城サクマ株式会社 宮城県 仙台市 1370001003063
有限会社伊藤欣一商店 宮城県 石巻市 5370302000268
有限会社ケイスイ 宮城県 石巻市 6370302002817
特定非営利活動法人ＭＡＫＥ　ＨＡＰＰＹ 宮城県 石巻市 4430005010971
石野建設株式会社 宮城県 岩沼市 4370801000315
株式会社大崎クリエーション 宮城県 大崎市 2370201003515
有限会社倉加屋 宮城県 大崎市 9370202004118
株式会社　新大忠リゾート 宮城県 蔵王町 8370101001778
松島医療生活協同組合 宮城県 松島町 2370605000190
富永 裕大 宮城県
株式会社秋田住宅流通センター 秋田県 秋田市 1410001000378
合資会社金子ビル開発 秋田県 秋田市 9410003000212
株式会社北鹿 秋田県 大館市 1410001006136
川連運送株式会社 秋田県 湯沢市 7410001005611
株式会社共進 秋田県 にかほ市 5410001005324
有限会社ゆめ企画須藤健太郎商店 秋田県 羽後町 1410002008180
進藤 順美 秋田県
日新開発株式会社 山形県 酒田市 9390001006486
有限会社丸吉製作所 山形県 大江町 3390002016127
株式会社ホリエ 山形県 飯豊町 8390001011314
佐藤 雄一 山形県
株式会社ラジオ福島 福島県 福島市 8380001001794
浅沼産業株式会社 福島県 会津若松市 7380001017214
医療法人　岡﨑産婦人科 福島県 郡山市 6380005002766
株式会社大輝 福島県 郡山市 7380001007644
株式会社プールブー 福島県 郡山市 4380001028767
プライムケアイースト株式会社 福島県 郡山市 9380001008087
有限会社ｂｌａｎｃ 福島県 郡山市 4380002015938
株式会社ランチボックス 福島県 郡山市 4380001007168
株式会社　三プラント 福島県 いわき市 4380001020889
株式会社ＴＯＫＥＮ 福島県 いわき市 2380001019339
有限会社有賀酒店 福島県 白河市 3380002017407
株式会社ミルグラン 福島県 田村市 1380001025701
株式会社中野商店 福島県 南相馬市 1380001015917
株式会社竹や石材店 福島県 本宮市 5380001025796
成彰建設株式会社 茨城県 水戸市 4050001001435
医療法人あさひ会 茨城県 古河市 5050005005910
有限会社倉持薬局 茨城県 古河市 2050002023868
サンワ設計株式会社 茨城県 古河市 7050001019367
ＷＡＮＤＥＳＨ　ＬＡＮＫＡ株式会社 茨城県 古河市 3050001040104
株式会社Ｗｅｓｔｗｏｏｄ　ＭＸ 茨城県 龍ケ崎市 9050001048570
株式会社サンエレックス 茨城県 下妻市 2050001015189
日進商事株式会社 茨城県 常総市 7040001077382
株式会社筑波商事 茨城県 牛久市 6050001028773
株式会社リバース 茨城県 牛久市 1011201015702
株式会社日本社会機構 茨城県 つくば市 4050001045655
株式会社みなみ商会 茨城県 つくば市 5010501043418
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藤成建装株式会社 茨城県 筑西市 5050001039012
三喜車輛工業株式会社 茨城県 神栖市 6050001020623
株式会社アマレイノベーション 茨城県 境町 6050001014765
荒川 紗依里 茨城県
石井 義雄 茨城県
澤井 治平 茨城県
森田 勝則 茨城県
株式会社ウェルフィング 栃木県 宇都宮市 5060001032073
株式会社こうらく 栃木県 宇都宮市 7060001006422
栃木保健医療生活協同組合 栃木県 宇都宮市 8060005000593
田熊ダイヤモンド株式会社 栃木県 栃木市 1060001016427
株式会社オートスナック 栃木県 鹿沼市 6060001010268
有限会社渓山荘 栃木県 日光市 7060002016338
有限会社ジュビライド 栃木県 小山市 1060002040665
株式会社セイワデンキ 栃木県 小山市 2060001014883
株式会社ドリームキーパー 栃木県 小山市 3060001022670
医療法人ふみの会 栃木県 那須塩原市 4060005009317
有限会社タナカ 栃木県 さくら市 7060002012725
石川 久雄 栃木県
大塚 栄 栃木県
茂呂 典子 栃木県
有限会社宇田塗装 群馬県 前橋市 6070002000787
株式会社桑原動物病院 群馬県 前橋市 9070001033455
有限会社小林ハウス 群馬県 前橋市 2070002002168
有限会社品川組 群馬県 前橋市 7070002007641
上毛電業株式会社 群馬県 前橋市 9070001001486
福田国際株式会社 群馬県 前橋市 8070001031658
ＰＲＩＭＡＲＹ　ＳＯＬＵＴＩＯＮ株式会社 群馬県 前橋市 4070001030366
株式会社松島商店 群馬県 前橋市 2070001003051
株式会社リース 群馬県 前橋市 4070001003454
株式会社大利根漬 群馬県 高崎市 4070001006325
株式会社おしゃれ 群馬県 高崎市 1070001006419
合同会社ｇｉｆｔ 群馬県 高崎市 8070003003754
寿物産株式会社 群馬県 高崎市 3070001006912
合同会社Ｊｉｍａ 群馬県 高崎市 1070003003026
有限会社増村酒店 群馬県 高崎市 9070002012045
株式会社関崎鍍金 群馬県 桐生市 1070001016194
株式会社ファイン・ラベル 群馬県 桐生市 5070001016793
カラーコンシェル株式会社 群馬県 伊勢崎市 9070001035848
株式会社ｓｏ－ｈａｐｐｙ 群馬県 伊勢崎市 9070001029973
有限会社大石 群馬県 太田市 6070002028374
株式会社ＯＢＳ 群馬県 太田市 9070001028158
株式会社ヒロ・プランズ 群馬県 太田市 6070001020035
株式会社勝義 群馬県 太田市 4070001022611
株式会社坂井養蜂場 群馬県 沼田市 2070001023578
株式会社マルキホームズ 群馬県 沼田市 2070001023074
浅見工業株式会社 群馬県 渋川市 6070001017436
敷島産業株式会社 群馬県 渋川市 2070001017712
永井製材株式会社 群馬県 富岡市 4070001011861
近藤酒造株式会社 群馬県 みどり市 7070001015975
阿部 道恵 群馬県
石川 雅敏 群馬県
入沢 紀行 群馬県
小田 滋幸 群馬県
桑原 幸雄 群馬県
坂本 亮 群馬県
佐藤 貴紀 群馬県
中嶋 芳江 群馬県
西村 朋子 群馬県
羽鳥 佑一 群馬県
細野 充弘 群馬県
綿貫 英治 群馬県
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株式会社イナバプランニングカンパニー 埼玉県 さいたま市 5030003000064
有限会社稲荷屋商店 埼玉県 さいたま市 3030002001222
株式会社共同精米 埼玉県 さいたま市 3030001002262
株式会社小山本家酒造 埼玉県 さいたま市 5030001002954
株式会社サイタマ酒販 埼玉県 さいたま市 4030001004679
医療法人社団ＣＭＧ 埼玉県 さいたま市 6030005015852
株式会社シンメイライフ 埼玉県 さいたま市 7030001127444
株式会社世界鷹小山家グループ 埼玉県 さいたま市 9030003000242
株式会社テクノ 埼玉県 さいたま市 4010701006258
デジタル・パソコンクリニック株式会社 埼玉県 さいたま市 3030001092758
医療法人社団博寿会 埼玉県 さいたま市 1030005001048
株式会社ライブナビ 埼玉県 さいたま市 9030001016455
Ｂ．ｄｅｓｉｇｎ株式会社 埼玉県 川越市 4030001138188
株式会社トミオカ薬局 埼玉県 熊谷市 1030001085061
株式会社オープンアップ 埼玉県 川口市 7030002112239
株式会社クリスピー 埼玉県 川口市 1030001081440
株式会社さくら 埼玉県 川口市 6030001135720
医療法人仁佑会 埼玉県 所沢市 8030005003533
株式会社ノザワ産業 埼玉県 所沢市 3030001024819
株式会社ＨＡＮＤ 埼玉県 所沢市 1030001125214
医療法人社団萬陽会 埼玉県 所沢市 7030005003699
株式会社加須不動産 埼玉県 加須市 5030002042520
株式会社武藏屋本店 埼玉県 加須市 7030001033130
医療法人真明会 埼玉県 春日部市 7030005007452
株式会社彩菓堂 埼玉県 羽生市 5030001034064
株式会社タカトシ物産 埼玉県 草加市 8030001038921
医療法人朋武会 埼玉県 草加市 9030005005933
マルタケ運輸株式会社 埼玉県 草加市 7030001035597
ライフアート株式会社 埼玉県 草加市 6030001040961
石塚栄財産業株式会社 埼玉県 越谷市 2030001063537
株式会社サイドアイ 埼玉県 越谷市 6030001129210
新日本バルブ工業株式会社 埼玉県 越谷市 7010501005300
株式会社ステラ 埼玉県 越谷市 2030001066374
株式会社ハルク 埼玉県 越谷市 9030001067218
文化エステート株式会社 埼玉県 越谷市 2030001064700
株式会社ユニオン楽器 埼玉県 越谷市 8030001064950
ファーマシーズ株式会社 埼玉県 蕨市 1011101092305
株式会社マテリアル 埼玉県 蕨市 2030002024174
シセイカン株式会社 埼玉県 戸田市 9030001022123
Ｈａｐｐｙ　Ｐａｎｄａ株式会社 埼玉県 新座市 2012701016387
三習工業株式会社 埼玉県 久喜市 1030001030744
株式会社Ｊ＆Ｃ 埼玉県 吉川市 1030001065443
有限会社ロコ 埼玉県 吉川市 5030002090750
得洗隊株式会社 埼玉県 ふじみ野市 5030001106367
寺崎薬品株式会社 埼玉県 毛呂山町 1230001004785
株式会社カネザワ 埼玉県 神川町 4030001060714
今村 俊介 埼玉県
大関 豊岳 埼玉県
大谷 祐市 埼玉県
大塚 哲郎 埼玉県
掛川 尚之 埼玉県
定山 佳弘 埼玉県
馬場 惠利子 埼玉県
山下 悦弘 埼玉県
山本 洋子 埼玉県
株式会社アイスリー 千葉県 千葉市 1040001012485
株式会社ＫＴＮ＆Ｇ 千葉県 千葉市 4011801027152
医療法人社団健光会 千葉県 千葉市 4050005004715
株式会社寿々家コーポレーション 千葉県 千葉市 9040001078593
株式会社トライズコンサルティング 千葉県 千葉市 1040001112194
株式会社ユープロジェクト 千葉県 千葉市 3040001013894
合同会社ｏｎｅｐｌｕｓｏｎｅ 千葉県 千葉市 6040003011035
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株式会社言長 千葉県 市川市 7040001026240
医療法人社団煌道会 千葉県 船橋市 9040005018810
ＧＯＳＳＯ株式会社 千葉県 船橋市 6040002031356
昌永産業株式会社 千葉県 船橋市 6040001009386
医療法人社団爽晴会 千葉県 船橋市 8040005003689
株式会社トラスト 千葉県 船橋市 2040001021824
日本型枠工業株式会社 千葉県 船橋市 1040001019332
京葉建設工業株式会社 千葉県 木更津市 4040001053477
虎屋産業株式会社 千葉県 松戸市 4040001036374
ＢｏＭａＴｏｋｙｏ株式会社 千葉県 松戸市 5010501036108
医療法人社団徳壮会 千葉県 習志野市 6040005006009
株式会社金内建設 千葉県 柏市 8040001065378
松戸ＰＶアフターサービス株式会社 千葉県 柏市 6040001095360
有限会社スーパー喜多 千葉県 市原市 9040002073833
株式会社みやび 千葉県 市原市 8040001101356
医療法人社団勇清会 千葉県 我孫子市 7040005018548
株式会社フードイノベーション 千葉県 鎌ケ谷市 6040001102728
株式会社Ｋｙｏｇｏｋｕ 千葉県 富津市 5010501046453
中島産業株式会社 千葉県 白井市 8040001045792
株式会社石橋梱包運輸 千葉県 芝山町 7040001061337
安蒜 友司 千葉県
牛腸 真司 千葉県
張 杰 千葉県
インスタリム株式会社 東京都 千代田区 4020003012581
ＡＵＭ株式会社 東京都 千代田区 6011701021583
株式会社ＣＡＮＶＡＳ 東京都 千代田区 4010401093051
株式会社極東商会 東京都 千代田区 5010001014324
株式会社三榮廣告社 東京都 千代田区 2010001016942
シーアンドエス株式会社 東京都 千代田区 8011101008502
ジャイソル株式会社 東京都 千代田区 7011701023315
株式会社鮨勝 東京都 千代田区 3010001020324
スリーエム株式会社 東京都 千代田区 6010001138056
株式会社ＴＩＵ 東京都 千代田区 3010001117095
日報ビジネス株式会社 東京都 千代田区 6010001072305
一般社団法人日本工業倶楽部 東京都 千代田区 5010005003769
フェニックスダーツジャパン株式会社 東京都 千代田区 9040001068561
株式会社ＢＲＩＸＩＴ 東京都 千代田区 8010001186805
合同会社ＵＮＹ－Ｑｕｅ 東京都 千代田区 3010503004122
ライフバリュー株式会社 東京都 千代田区 7010001144318
アイステップ株式会社 東京都 中央区 5020001113653
合同会社ＷＩＮＤＳ 東京都 中央区 5010403009178
株式会社ＳＫカーボン 東京都 中央区 8010001095221
社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所 東京都 中央区 5010005006697
株式会社コネスール 東京都 中央区 3010001043671
株式会社ＣＬＣコーポレーション 東京都 中央区 1010001098263
株式会社ＪＡＰＡＮ　ＰＲＥＭＩＵＭ 東京都 中央区 3010001206906
ソプラ銀座株式会社 東京都 中央区 6010001144302
株式会社ＷＳＰ 東京都 中央区 8120001101117
株式会社ティーズフューチャー 東京都 中央区 8010001087805
有限会社中野 東京都 中央区 5010002023340
一般社団法人日本はちみつマイスター協会 東京都 中央区 3010005019148
ビーグッド株式会社 東京都 中央区 2010001180821
株式会社フロントライン 東京都 中央区 2010001197733
株式会社ホルモンでですけ 東京都 中央区 5010001175793
株式会社まなか 東京都 中央区 6012401013697
株式会社美馬印刷 東京都 中央区 8010001058293
ライチテック株式会社 東京都 中央区 7011801033800
株式会社ＷＯＷ 東京都 中央区 5010001214725
麻布税理士法人 東京都 港区 9010405005972
株式会社葦屋 東京都 港区 4010701034151
株式会社インプレッジ 東京都 港区 2030001109133
株式会社ＬＡアセット 東京都 港区 5010401081071
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有限会社鹿永アソシエイツ 東京都 港区 6010402017668
ＣＲＡＺＹＣＲＡＦＴ株式会社 東京都 港区 4010401087937
株式会社ｸﾛｽｶﾙﾁｬｰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 東京都 港区 1290001070871
株式会社ケイ・コンサルタンツ 東京都 港区 5030001002566
株式会社抗加齢医学研究所 東京都 港区 5010601034663
株式会社サウンド・シティ 東京都 港区 1010401010934
ｓａｒａ＆ｃｏ．株式会社 東京都 港区 8010701028364
株式会社サンドボックス 東京都 港区 2010401146851
株式会社ＴＨＥＡＴＥＲＲＯＯＭ 東京都 港区 9010401156638
株式会社ＳＱＵＥＥＺＥ 東京都 港区 6010401113988
医療法人社団昴会 東京都 港区 1010405001616
株式会社セスタンテ 東京都 港区 4010401076007
全国食肉事業協同組合連合会 東京都 港区 6010405001875
株式会社Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ 東京都 港区 9010903005318
株式会社徳壽 東京都 港区 5010401050943
株式会社Ｎｕｍｂｅｒ　Ｓｅｃｏｎｄ 東京都 港区 5020001090546
日本弘道株式会社 東京都 港区 9010401121880
株式会社パラドックス 東京都 港区 3010401045350
株式会社ハルハル 東京都 港区 3010401123362
万友産業株式会社 東京都 港区 2010401028273
株式会社物流ニッポン新聞社 東京都 港区 8010001156659
マインドセット株式会社 東京都 港区 4010401127172
株式会社マスモト 東京都 港区 4010401003539
株式会社Ｍａｔｔｏ 東京都 港区 9010901042123
ウェルフェアー・Ｊ・ユナイテッド株式会社 東京都 新宿区 8011101068802
Ｇｕｉｄａｂｌｅ株式会社 東京都 新宿区 4011301021812
株式会社ＫＩＴＳＵＮＡＩ 東京都 新宿区 1011101075425
清アート株式会社 東京都 新宿区 4011801032284
株式会社ＳＵＰＬＵＳ 東京都 新宿区 7010401080360
有限会社シェパードコーポレーション 東京都 新宿区 9011102026881
株式会社シグナルベース 東京都 新宿区 6011101032917
茂原印刷株式会社 東京都 新宿区 6011101008834
医療法人社団誓栄会 東京都 新宿区 3011805002854
医療法人社団正路会 東京都 新宿区 9010005012056
株式会社ゼロベータ 東京都 新宿区 6011101068861
株式会社東京システム技研 東京都 新宿区 4011101014999
株式会社東忠ソフト 東京都 新宿区 8011101055726
一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会 東京都 新宿区 2010405009071
株式会社マイコンサルティング 東京都 新宿区 6030001022150
三友株式会社 東京都 新宿区 8011101080014
株式会社ライズ 東京都 新宿区 2011101046879
ロイヤルリゾート株式会社 東京都 新宿区 7011101022982
株式会社イーエス 東京都 文京区 9010001080957
株式会社ウェルズ 東京都 文京区 6011401018070
合同会社ＡＷ 東京都 文京区 3010003029611
株式会社Ｊ．Ｊ 東京都 文京区 7040001076310
株式会社ニューエリアジャパン 東京都 文京区 8010001112678
株式会社ヴィーナスラボ 東京都 台東区 7011401016858
越洋株式会社 東京都 台東区 8010501045080
株式会社大重工業所 東京都 台東区 3010501001955
株式会社オオニシユカリ 東京都 台東区 5020001120856
金澤国際株式会社 東京都 台東区 8030001124639
株式会社ケンテックスジャパン 東京都 台東区 8010501021197
向海商事株式会社 東京都 台東区 7011101076970
コガソフトウェア株式会社 東京都 台東区 1010501023308
三友ビジネス株式会社 東京都 台東区 3010501037099
株式会社シルクプリン 東京都 台東区 1010501023638
ＺＥＳＴ株式会社 東京都 台東区 1010501045707
株式会社東商會 東京都 台東区 5010501000006
株式会社ＷＩＳＥ　ＰＥＡＣＥ 東京都 台東区 3010001169995
いしや株式会社 東京都 墨田区 5010601009780
株式会社　ヴェスト 東京都 墨田区 2010801021919
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東京ＦＤ株式会社 東京都 墨田区 7010601049511
イノベーティブ・ジャパン株式会社 東京都 江東区 4010601044366
株式会社寺子屋そろばん 東京都 江東区 6010601052945
株式会社富久屋 東京都 江東区 8010001055365
ＦｕｔｕｒｅＳｏｆｔ株式会社 東京都 江東区 2010601054458
株式会社Ｂｌｉｃｋ 東京都 江東区 1010601059111
有限会社山静商店 東京都 江東区 1010002020226
株式会社イズモコーポレーション 東京都 品川区 7010701000852
有限会社ウンノ研磨工業所 東京都 品川区 4010702001118
税理士法人サポート２１品川オフィス 東京都 品川区 2010705001372
株式会社ハグズ 東京都 品川区 1010701020187
アテンション・ジャパン・プロダクツ有限会社 東京都 目黒区 1013202014212
株式会社エイシア 東京都 目黒区 7013201015528
ＰｌａｙＮｏｄｅ　ＧｒｏｗｔｈＰａｒｔｎｅｒｓ合同会社 東京都 目黒区 3011003011864
税理士法人山本総合会計 東京都 目黒区 7013205001417
株式会社イーグリーン 東京都 大田区 9010801019444
キッズモブ株式会社 東京都 大田区 9010801030871
有限会社清永事務所 東京都 大田区 4010802016833
東邦エクセルクラブ株式会社 東京都 大田区 8010801025897
日本航運株式会社 東京都 大田区 8040001032535
医療法人社団髙大仁会 東京都 世田谷区 8010905003213
株式会社日昇商事 東京都 世田谷区 3030001108448
平和運輸株式会社 東京都 世田谷区 1010901013437
丸松物産株式会社 東京都 世田谷区 3010901015150
株式会社インフォバーン 東京都 渋谷区 8011001106249
税理士法人大原税務会計事務所 東京都 渋谷区 4011005001763
有限会社ガルニ 東京都 渋谷区 2011002027482
株式会社コペックジャパン 東京都 渋谷区 3011001032053
株式会社翔栄 東京都 渋谷区 4011001010702
株式会社ＳＴＡＮＤ 東京都 渋谷区 6020001114865
株式会社スパーリングパートナーズ 東京都 渋谷区 1011001057382
株式会社ＺＥＲＯ　ＴＡＬＥＮＴ 東京都 渋谷区 2011001124264
株式会社たち英 東京都 渋谷区 7011001013743
株式会社ＣＨＩＮＡ　ＰＡＹＭＥＮＴ　ＧＡＴＥＷＡＹ 東京都 渋谷区 8010401133968
株式会社divx 東京都 渋谷区 8011001138168
株式会社Ｎｏｄｏｍａｒｕ 東京都 渋谷区 1011001126229
株式会社Ｐ．Ｒ．Ｎ．Ｊａｐｏｎ 東京都 渋谷区 8011001063036
ＢＣ原宿インターナショナル株式会社 東京都 渋谷区 3011001108448
ヘリテッジ株式会社 東京都 渋谷区 4010501045605
有限会社みずほメディケア 東京都 渋谷区 6011002026126
株式会社ｍａｋｅ　ａ　ｓｍｉｌｅ 東京都 渋谷区 8011001095517
株式会社メイプルリビングサービス 東京都 渋谷区 8011001027965
株式会社ランデブー 東京都 渋谷区 7011001118757
株式会社ｋａｉｎａ 東京都 中野区 1011201017970
株式会社キョウカ 東京都 中野区 7011201011992
株式会社七星科学研究所 東京都 中野区 6011201004031
有限会社ワーカホリック 東京都 中野区 7011202007214
アイユーシー株式会社 東京都 杉並区 8011301000143
モンテフーズ株式会社 東京都 杉並区 1011301007112
株式会社アイルズ 東京都 豊島区 4013301030743
株式会社アミグループ 東京都 豊島区 9030001126782
有限会社あもん 東京都 豊島区 3013302019448
イノーヴ株式会社 東京都 豊島区 9011401016014
株式会社シルバーライニング 東京都 豊島区 4030001016162
合同会社東京マンダリンアワード 東京都 豊島区 1011503004295
七彩株式会社 東京都 豊島区 1013301031117
ハヤシホールディングス株式会社 東京都 豊島区 1013301037733
株式会社フロントサイドコミュニティー 東京都 豊島区 1013301021951
アケナギ株式会社 東京都 北区 9011501025559
税理士法人あすか会計 東京都 北区 3011505001396
キュウワ株式会社 東京都 北区 1011501025244
医療法人社団コンパス 東京都 北区 6011505001377
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株式会社伸和紙工社 東京都 北区 2011501007035
タイガーレーザー株式会社 東京都 北区 7011501002592
有限会社原田左官工業所 東京都 北区 5011502004813
株式会社コールコム 東京都 荒川区 5011501011562
ＴＨＥ　Ｐａｉｎｔｅｒｓ株式会社 東京都 荒川区 2010401142306
有限会社関端金属塗装工業所 東京都 荒川区 1011502009353
医療法人社団篤豊会 東京都 荒川区 7011505002399
株式会社アルファ・プロダクションズ 東京都 板橋区 2010701034954
株式会社ＦＲＢコンサルティング 東京都 板橋区 2010401040022
株式会社ＭＹＣ 東京都 板橋区 8011401014992
Ｋ・Ｆ・Ｔ合同会社 東京都 板橋区 9011603002836
有限会社酒道庵阿部 東京都 板橋区 7011402004705
株式会社スガヌマ 東京都 板橋区 1011401003325
株式会社スリースター商会 東京都 板橋区 8011401014241
株式会社ガクシア 東京都 練馬区 3011601020523
清田興業株式会社 東京都 練馬区 1011601001830
株式会社サンオフィス 東京都 練馬区 9011401015065
株式会社スタジオ雲雀 東京都 練馬区 5011601003484
有限会社ファーストステップ 東京都 練馬区 1011602011944
有限会社藤通 東京都 練馬区 4011402010094
株式会社ラークスエンタテインメント 東京都 練馬区 7011601012681
株式会社Ｇｏｌｄ　Ｊｕｎ 東京都 足立区 5011801032440
ツツミ工業株式会社 東京都 足立区 8011801009865
フィブロ製薬株式会社 東京都 足立区 8011801011581
株式会社エースクリーニング 東京都 葛飾区 7011801031366
株式会社エスエムテー 東京都 葛飾区 4011801000613
アールティーケー・キャピタル合同会社 東京都 江戸川区 9011703001894
株式会社エム・ワン 東京都 江戸川区 4011701001661
株式会社知床 東京都 江戸川区 1011701004139
千代田興業株式会社 東京都 江戸川区 9011701005113
医療法人社団ＤｅｎｔａｌＨｏｎｅｓｔ 東京都 江戸川区 8011705001555
株式会社ハセガワ・ビコー 東京都 江戸川区 3011701006439
株式会社プログレ 東京都 江戸川区 2012401014914
株式会社ｉＧｌｏｂａｌ 東京都 八王子市 1010101008460
愛度合同会社 東京都 八王子市 4010103000966
株式会社Ａｐｐｒｅｃｉａｔｅ 東京都 八王子市 2010101012362
医療法人社団誠亮会 東京都 八王子市 2010105001428
株式会社多摩ニッタンサービス 東京都 八王子市 9010101002101
株式会社光企画 東京都 八王子市 3010102010728
株式会社ＦａＶ 東京都 立川市 5012801020278
社会福祉法人安立園 東京都 府中市 7012405000088
株式会社熊谷建装 東京都 昭島市 5012801010007
株式会社カンガルーズ 東京都 町田市 9012301003110
株式会社メモリアル多摩 東京都 町田市 2012301002300
税理士法人わかば 東京都 町田市 2012305001273
株式会社Ｎｏｒｔｈ　Ｖｉｌｌａｇｅ 東京都 日野市 8012801019029
武蔵野メディカルシステム株式会社 東京都 東村山市 8012701015689
シグマ自動車株式会社 東京都 国分寺市 5012401002214
有限会社山下商事 東京都 東久留米市 6012702007456
株式会社芝堅 東京都 稲城市 1013401001894
株式会社ＫＥＩＫＯＫＵ 東京都 あきる野市 5013101007338
有限会社健康自然工房 東京都 あきる野市 6013102007930
朝日運輸有限会社 東京都 奥多摩町 6013102007022
相田 聡 東京都
秋山 久美子 東京都
油田 充基 東京都
石田 紘史 東京都
井上 俊彦 東京都
稲生 安行 東京都
牛島 英二 東京都
宇田川 正明 東京都
江田 康嗣 東京都
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大内 豪 東京都
笠貫 容子 東京都
梶田 雅之 東京都
加島 翔太 東京都
梶谷 智哉 東京都
川原吹 莊三 東京都
熊田 寿栄 東京都
小西 正裕 東京都
鈴木 康公 東京都
田子 周一 東京都
谷口 健吉 東京都
種本 貴子 東京都
豊嶋 翼 東京都
野田 智大朗 東京都
橋口 司 東京都
備後 健一 東京都
福島 龍宣 東京都
福室 喜代次 東京都
古川 勉 東京都
細野 浩子 東京都
益田 賢治 東京都
増田 雅美 東京都
栁澤 久子 東京都
山﨑 浩平 東京都
和井田 勝正 東京都
株式会社Ｒコンサルティング 神奈川県 横浜市 6020001133634
有限会社飯田製作所 神奈川県 横浜市 5020002002293
株式会社オールクリエイト 神奈川県 横浜市 8020001124549
株式会社オクタノルムジャパン 神奈川県 横浜市 3360002013201
株式会社佳星商事 神奈川県 横浜市 5020001108703
有限会社きしや 神奈川県 横浜市 9020002026033
熊谷商事株式会社 神奈川県 横浜市 2020001000631
株式会社グリーンロードエナジー 神奈川県 横浜市 1020001108095
株式会社新川屋 神奈川県 横浜市 6020001102465
医療法人清美会 神奈川県 横浜市 9020005002774
株式会社たつみ 神奈川県 横浜市 6020001075785
合同会社ＷＭＤ．ＬＲ 神奈川県 横浜市 2020003016411
ティーフィールド株式会社 神奈川県 横浜市 1020001055536
医療法人ハートアンドオンリー 神奈川県 横浜市 2020005010635
有限会社フロムワン 神奈川県 横浜市 7020002071171
誠海事株式会社 神奈川県 横浜市 9020001028988
株式会社Ｍａｈａｌｏ 神奈川県 横浜市 8020001108320
株式会社丸三 神奈川県 横浜市 1020001001688
有限会社アーバンテックス 神奈川県 川崎市 6020002105442
株式会社ウスヰ産業 神奈川県 川崎市 2020001064998
株式会社トップ 神奈川県 川崎市 6020001066685
株式会社ＮＩＴＴＯ 神奈川県 川崎市 4020001068287
株式会社ＭＯＬＣＵＲＥ 神奈川県 川崎市 2010501035228
株式会社旅館ランドリー 神奈川県 川崎市 9020001071699
医療法人翠葉会 神奈川県 横須賀市 7021005010595
株式会社サンユー 神奈川県 平塚市 8021001036610
株式会社高一 神奈川県 鎌倉市 4021001052636
Ａ．Ｌ．Ａ株式会社 神奈川県 藤沢市 5021001069290
株式会社メイセイ自販 神奈川県 藤沢市 1021001005910
株式会社ＡＺＥＲＩＡ 神奈川県 小田原市 9021001061830
有限会社メディカルエムアンドエス 神奈川県 小田原市 8021002054017
医療法人社団遠藤歯科医院 神奈川県 茅ヶ崎市 2021005001608
有限会社Ｎａｎｏｓｈ 神奈川県 茅ヶ崎市 8021002013245
株式会社エクセル 神奈川県 秦野市 2021001022401
医療法人宝歯会 神奈川県 秦野市 6021005011470
株式会社県央冠婚葬祭互助会 神奈川県 厚木市 6021001019682
株式会社ノーマ 神奈川県 厚木市 6021001022117
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不二商株式会社 神奈川県 厚木市 5010401026893
株式会社アシスト 神奈川県 大和市 5012301007511
医療法人社団英優會 神奈川県 大和市 5021005005176
有限会社ロリアン 神奈川県 海老名市 5021002045860
相洋工業株式会社 神奈川県 座間市 3021001026401
株式会社アイワエンジニアリング 神奈川県 綾瀬市 9021001026643
株式会社寒川自動車整備工場 神奈川県 寒川町 3021001068534
医療法人社団泰晴会 神奈川県 山北町 3021005006093
岡 実 神奈川県
越光 義明 神奈川県
坂本 滿 神奈川県
塚田 準之介 神奈川県
堤 まゆみ 神奈川県
鳥山 大輔 神奈川県
藤原 静代 神奈川県
森 康雄 神奈川県
有限会社インテリアミヤジマ 新潟県 新潟市 2110002012121
株式会社ｓｕｇａｒ 新潟県 新潟市 8110001010005
有限会社竹内印刷所 新潟県 新潟市 8110002011720
田中商事株式会社 新潟県 新潟市 8110001007208
新潟角千木材株式会社 新潟県 新潟市 2110001003757
株式会社バウハウス 新潟県 新潟市 6110001008471
富士建設工業株式会社 新潟県 新潟市 3110001004787
有限会社丸常 新潟県 新潟市 1110002006289
株式会社ユーキ 新潟県 新潟市 6110001030491
株式会社リリーフセキュリティ 新潟県 新潟市 5110001008638
加茂錦酒造株式会社 新潟県 加茂市 4110001016708
笹菊薬品株式会社 新潟県 加茂市 5110001015213
雪椿酒造株式会社 新潟県 加茂市 4110001015354
株式会社本間牛乳店 新潟県 村上市 2110001018219
株式会社長谷留印刷所 新潟県 燕市 2110001016206
株式会社ＳＧ宮越 新潟県 上越市 1110001020489
加藤酒造株式会社 新潟県 上越市 9110001020507
株式会社信越エコノス 新潟県 上越市 6110001019931
株式会社マキタ創建 新潟県 上越市 6110001019700
越後桜酒造株式会社 新潟県 阿賀野市 7110001011326
株式会社ウェルファー 新潟県 佐渡市 6110001027843
株式会社越佐 新潟県 佐渡市 7110001027842
株式会社環境保全事業 新潟県 佐渡市 4110001027572
木下産業株式会社 新潟県 佐渡市 1110001027575
南秋北陸生コン株式会社 新潟県 佐渡市 2410001003479
北陸建材株式会社 新潟県 佐渡市 7110001027685
ムラタ興業株式会社 新潟県 佐渡市 5110001027729
株式会社ＷＡＫＡ 新潟県 佐渡市 6110001035219
株式会社山田興業 新潟県 南魚沼市 5110002033552
株式会社大和環境 新潟県 南魚沼市 9110002033400
白瀧酒造株式会社 新潟県 湯沢町 4110001026327
塩崎 嘉夫 新潟県
鈴木 啓太 新潟県
坪谷 麻里子 新潟県
皆川 英之 新潟県
株式会社青葉建設 富山県 富山市 7230001000028
株式会社アトリエいざわ 富山県 富山市 5230001000137
株式会社インフィニティ 富山県 富山市 3230001018247
株式会社蛯米水産加工 富山県 富山市 9230001000430
富山中央税理士法人 富山県 富山市 6230005002137
合同会社ＴｅｎＵＰ 富山県 氷見市 7230003001643
立山酒造株式会社 富山県 砺波市 7230001008293
株式会社ＢＵＺＺＢＵＺＺ 富山県 射水市 4230001017719
酒井建設株式会社 富山県 上市町 3230001004759
川幡 博司 富山県
堀江 麻希 富山県
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オリジナルサポート株式会社 石川県 金沢市 7220001019515
株式会社金沢環境サービス公社 石川県 金沢市 1220001002047
株式会社伝広社 石川県 金沢市 6220001004410
有限会社丸勝建設 石川県 金沢市 5220002005557
株式会社丸福エステート 石川県 金沢市 1220001006766
吉田道路株式会社 石川県 金沢市 5220001007414
大向観光株式会社 石川県 輪島市 6220001016488
富士工業株式会社 石川県 加賀市 4220001013363
株式会社アクトリー 石川県 白山市 8220001008962
大竹化成株式会社 石川県 白山市 8220001000085
有限会社林電化燃料店 石川県 白山市 1220002000066
株式会社フクズミ 石川県 白山市 8220001009390
株式会社ホクビ 石川県 野々市市 2220001000495
有限会社大石建材 石川県 志賀町 3220002014824
株式会社瀬戸自動車 石川県 宝達志水町 3220001016342
中川 忠夫 石川県
西山 幸宏 石川県
堀江 一成 石川県
山田 昇 石川県
株式会社たくみ創建 福井県 敦賀市 3210001011393
敦賀断熱工業株式会社 福井県 敦賀市 4210001010873
有限会社クリエ 福井県 越前市 6210002011530
藤田織物株式会社 福井県 坂井市 2210001003169
樟本 実由紀 福井県
田中 希世子 福井県
広田 延孝 福井県
古谷 経介 福井県
株式会社Ｌａ　Ｂｏｎｔｅ 山梨県 甲府市 5090001005596
株式会社ＲＩＦＯＲＭＡ 山梨県 甲府市 2090001015425
株式会社加藤会計社 山梨県 都留市 6090001012864
公益財団法人キープ協会 山梨県 北杜市 2090005006032
株式会社ｈａｓｈｉｇｏｙａ 山梨県 北杜市 3011001122069
９８ＷＩＮＥｓ合同会社 山梨県 甲州市 9090003001284
河西工業有限会社 山梨県 身延町 4090002015307
株式会社山上 山梨県 富士川町 1090001012134
ふみたけ株式会社 山梨県 昭和町 7090001013894
株式会社アスカ木材 長野県 長野市 6100001031747
株式会社ｒｅｎｔｒｙ 長野県 長野市 2100001031098
ナイスモバイル株式会社 長野県 松本市 1100001029449
株式会社萩野鉄筋加工センター 長野県 松本市 9100001024161
有限会社ホテルニューことぶき 長野県 松本市 6100002021474
株式会社林友 長野県 松本市 6100001014396
林友電気通信工事株式会社 長野県 松本市 4100001029628
有限会社青木モータース 長野県 上田市 8100002013552
ティーエス販売株式会社 長野県 上田市 2100001029720
有限会社浜自動車 長野県 岡谷市 2100002031642
イー・ジーシステム（株） 長野県 諏訪市 2100001020407
有限会社諏訪観光ホテル 長野県 諏訪市 5100002028355
有限会社フジマキ 長野県 大町市 4100002026780
林友ハウス工業株式会社 長野県 安曇野市 2100001015373
有限会社片山肉店 長野県 御代田町 9100002011654
株式会社井口 長野県 下諏訪町 6100001018174
和合同会社 長野県 飯島町 2100003005026
有限会社内山自動車鈑金 長野県 喬木村 8100002035885
株式会社システムアプリケーション 長野県 小布施町 1100001005821
富澤 翼 長野県
粋株式会社 岐阜県 岐阜市 1200001026898
有限会社グローアップ 岐阜県 岐阜市 8200002009053
新日本金属工業株式会社 岐阜県 岐阜市 6200001002507
株式会社ＮＩＣＯＸ 岐阜県 岐阜市 7200001038599
バニラモード株式会社 岐阜県 岐阜市 1200001035627
株式会社マツイモータース 岐阜県 岐阜市 3200001005900
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株式会社宇佐美組 岐阜県 大垣市 2200001013268
河合電子工業株式会社 岐阜県 大垣市 8200001013460
有限会社オリジナル 岐阜県 高山市 6200002025069
株式会社中尾平 岐阜県 高山市 1200001025446
株式会社エフビーエム 岐阜県 多治見市 7180001044526
株式会社織部 岐阜県 多治見市 9200001020530
有限会社小芝商事 岐阜県 多治見市 1200002020181
有限会社塩澤工業 岐阜県 多治見市 4200002022910
株式会社Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｆｉｅｌｄ 岐阜県 羽島市 8200001033723
有限会社マルイ鈑金 岐阜県 可児市 8200002017287
桂川電工株式会社 岐阜県 下呂市 9200001025760
株式会社Ｆａｃｔｏｒｉａ 岐阜県 海津市 1180001086912
市橋 弘充 岐阜県
神原 慶 岐阜県
杉本 健 岐阜県
田口 祐樹 岐阜県
服部 英美 岐阜県
渡邉 幸道 岐阜県
アイル株式会社 静岡県 静岡市 6080001019308
税理士法人アップル 静岡県 静岡市 2080005007287
有限会社長田商店 静岡県 静岡市 8080002001270
株式会社甲賀弓具店 静岡県 静岡市 9080001001403
株式会社コーブンドウ 静岡県 静岡市 5080001010647
株式会社タイユウ 静岡県 静岡市 7080002010561
手塚産業株式会社 静岡県 静岡市 4080001003610
株式会社イエロースタジオ 静岡県 浜松市 6080401000395
Ｗｉｔｈ　Ｗｉｎ合同会社 静岡県 浜松市 6080403002836
有限会社エム・エイ・コーポレィション 静岡県 浜松市 2080402016733
株式会社神谷商会 静岡県 浜松市 9080401001309
賀茂塗料株式会社 静岡県 浜松市 9080401001300
株式会社にわとり不動産 静岡県 浜松市 6080401021813
株式会社ファーストクラス 静岡県 浜松市 9080401022528
有限会社藤原会計事務センター 静岡県 三島市 5080102011453
株式会社富士理科 静岡県 富士市 1080101009551
株式会社松林組 静岡県 富士市 6080101010455
有限会社ハッスイトランスポート 静岡県 焼津市 2080002016134
トダホームサービス株式会社 静岡県 掛川市 4080401022573
株式会社しまだ 静岡県 御殿場市 1080101004107
株式会社花ごよみ 静岡県 御殿場市 3080101015275
株式会社ヤマウメ 静岡県 牧之原市 5080001022436
東海食糧株式会社 静岡県 函南町 7080101005990
鷺坂 一真 静岡県
柴田 武士 静岡県
鈴木 拓郎 静岡県
田中 龍 静岡県
水野 重康 静岡県
望月 章弘 静岡県
山内 哲 静岡県
米山 武義 静岡県
株式会社アートブレッド 愛知県 名古屋市 3180001090160
株式会社アールワンエステート 愛知県 名古屋市 6180001064789
有限会社あかね福祉サービス 愛知県 名古屋市 8180002053962
アクオ株式会社 愛知県 名古屋市 5180001063602
株式会社アシスト 愛知県 名古屋市 1180001089650
株式会社ａｍａｚｉｎｇ 愛知県 名古屋市 9180001114673
有限会社アンドー工業 愛知県 名古屋市 9180002005665
税理士法人Ｈ＆Ｐ 愛知県 名古屋市 9180005015372
株式会社ＥＸＣＥＬＬＥＮＴ　ＷＡＬＬ 愛知県 名古屋市 6180001139665
株式会社エスユーハウジング 愛知県 名古屋市 4180001141458
株式会社ＥＳＬＩＥＦ 愛知県 名古屋市 9180001130753
大友産業株式会社 愛知県 名古屋市 6180001037571
株式会社オノテック 愛知県 名古屋市 9180001060934
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加藤株式会社 愛知県 名古屋市 8180001035144
株式会社カルプディエム 愛知県 名古屋市 8180001109880
グロースリンク税理士法人 愛知県 名古屋市 9180005011405
一般社団法人高耐久ＳＳＴライニング協会 愛知県 名古屋市 5180005014114
有限会社三和クリーニング 愛知県 名古屋市 4180002008086
株式会社柴田電機製作所 愛知県 名古屋市 9180001019682
株式会社Ｓｈｉｎｓｈｉ 愛知県 名古屋市 5180001142109
株式会社鈴木塗料店 愛知県 名古屋市 3180001028284
鈴木ポンプ株式会社 愛知県 名古屋市 5180001022046
株式会社セーヌライン 愛知県 名古屋市 4180001048281
株式会社タイコウ建装 愛知県 名古屋市 3180001106247
泰成興業株式会社 愛知県 名古屋市 9180001019914
株式会社ツジ建装 愛知県 名古屋市 5180001104067
株式会社ＴＹＳ 愛知県 名古屋市 3180001120198
トータルテクニカルソリューションズ株式会社 愛知県 名古屋市 4180001104638
トヨセット株式会社 愛知県 名古屋市 1180001063671
株式会社トランスクリエーション 愛知県 名古屋市 2180002044224
株式会社鶏工房 愛知県 名古屋市 2180001058860
株式会社名古屋リビングエージェンシー 愛知県 名古屋市 9180001046784
日益化成株式会社 愛知県 名古屋市 3180001032105
日本テクノコントロールス株式会社 愛知県 名古屋市 8180001005048
株式会社ＮｅｘｔＰｌａｃｅ 愛知県 名古屋市 6180001137578
株式会社ハートイノベーション 愛知県 名古屋市 7180001125581
有限会社英 愛知県 名古屋市 1180002055040
株式会社ハンブル 愛知県 名古屋市 3180001117681
株式会社Ｆｉｔ　Ｆｏｕｎｄｅｒ 愛知県 名古屋市 4180001134833
株式会社富士山 愛知県 名古屋市 7180001107935
株式会社プロダスト 愛知県 名古屋市 4180001055897
株式会社ＭＡＮＡ 愛知県 名古屋市 3180001122137
八熊鍍金工業株式会社 愛知県 名古屋市 9180001023008
株式会社山博 愛知県 名古屋市 1180001066393
株式会社ライフサポート 愛知県 名古屋市 6180001053445
良品企画有限会社 愛知県 名古屋市 7180002057592
株式会社ルフト 愛知県 名古屋市 6180001041929
有限会社エスケイ・メンテナンス社 愛知県 豊橋市 1180302011412
東三葬具有限会社 愛知県 豊橋市 7180302008766
仲宏不動産株式会社 愛知県 豊橋市 5180301025814
有限会社林精機 愛知県 豊橋市 7180302009236
株式会社太田圧送 愛知県 岡崎市 2180301000539
医療法人翔友会 愛知県 岡崎市 7180305000720
株式会社マルキヤ 愛知県 岡崎市 1180301002602
木村家具株式会社 愛知県 一宮市 8180001082558
株式会社Ｇｒｏｃ 愛知県 一宮市 2180001125537
有限会社幸福 愛知県 一宮市 1180002078058
株式会社伸光テクノス 愛知県 一宮市 3180001085012
橋本毛織株式会社 愛知県 一宮市 2180001083520
有限会社ピーシースタイル 愛知県 一宮市 8180002080180
株式会社朝日新聞瀬戸販売 愛知県 瀬戸市 1180001130777
みつまる自動車株式会社 愛知県 半田市 2180001092067
有限会社しっぽ屋 愛知県 春日井市 9180002067961
株式会社中部研磨 愛知県 春日井市 8180001074480
堀尾物産株式会社 愛知県 春日井市 7180001074936
株式会社およべ 愛知県 豊川市 8180301010045
株式会社小島屋 愛知県 刈谷市 4180301015741
株式会社山田屋 愛知県 豊田市 2180301019496
有限会社テクシン電工 愛知県 安城市 5180302020748
有限会社大阪屋葬祭 愛知県 常滑市 1180002086003
トーカイｓｙｎａｐｓｅ株式会社 愛知県 江南市 3180001129421
株式会社エリアップ 愛知県 小牧市 3180001118102
ダイセー倉庫運輸株式会社 愛知県 小牧市 5180001076091
有限会社加古新聞店 愛知県 東海市 3180002087627
有限会社ゼン 愛知県 東海市 8180002087770
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株式会社大煌 愛知県 東海市 7180001124170
株式会社こころ 愛知県 知多市 6180001073484
株式会社中村工務店 愛知県 岩倉市 6180001087922
有限会社中村不動産 愛知県 岩倉市 5180002082873
有限会社ニムラ新聞店 愛知県 豊明市 3180002064626
医療法人荒川歯科 愛知県 日進市 7180005007347
株式会社タカサキ新聞 愛知県 田原市 2180301007732
佐藤配管株式会社 愛知県 愛西市 7180001097152
デイライフ株式会社 愛知県 清須市 8180001106110
宮部製菓株式会社 愛知県 北名古屋市 8180001027323
龍城工業株式会社 愛知県 みよし市 8180301019689
にじ協同組合 愛知県 あま市 8190005011223
株式会社Ｌａｆｆｅｙ 愛知県 あま市 4180001142506
有限会社ニシムラ 愛知県 長久手市 7180002063541
浅井 昭人 愛知県
池田 知司 愛知県
池田 友洋 愛知県
石黒 幹敏 愛知県
石黒 峰男 愛知県
稲石 良一 愛知県
岩本 留美子 愛知県
押村 憲昭 愛知県
加古 光弘 愛知県
加納 鉦二 愛知県
河合 佐和 愛知県
榊原 規芳 愛知県
杉浦 大貴 愛知県
杉谷 竜 愛知県
高栁 優治 愛知県
田口 常代 愛知県
竹迫 愛 愛知県
恒川 米生 愛知県
中島 智浩 愛知県
長谷川 貴一 愛知県
羽田 カリーナ 愛知県
彦坂 充宏 愛知県
深谷 尚司 愛知県
三浦 勝美 愛知県
三輪 真大 愛知県
吉川 洋光 愛知県
吉村 利恵子 愛知県
株式会社マルキンキカイ 三重県 津市 8190001001013
株式会社アイルフィルダウス 三重県 四日市市 7190001023090
株式会社伸栄設備工業 三重県 四日市市 5190001015081
株式会社長工 三重県 四日市市 9190001015549
株式会社弁イ 三重県 四日市市 4190001017310
株式会社四日市ひもの食堂 三重県 四日市市 8190001018230
医療法人ワールデント 三重県 四日市市 6190005009566
株式会社アイエスイー 三重県 伊勢市 3190001006405
有限会社ナカムラ 三重県 松阪市 9190002014194
新成テック株式会社 三重県 桑名市 9190001013296
有限会社ナガラオート 三重県 桑名市 9190002018435
ホワイト商事株式会社 三重県 桑名市 5190001013861
株式会社カーフレンドタナカ 三重県 鈴鹿市 9190001005797
株式会社涼仙ゴルフ倶楽部 三重県 いなべ市 6190001012994
株式会社ワコー 三重県 いなべ市 5190001012995
正興印刷株式会社 三重県 伊賀市 7190001009057
株式会社ビルドコーポレーション 三重県 伊賀市 4190001009191
稲浜 博一 三重県
田中 宏幸 三重県
谷田 義弘 三重県
前田 英宣 三重県
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奥比叡観光株式会社 滋賀県 大津市 9160001000306
奥比叡参詣自動車道株式会社 滋賀県 大津市 8160001000307
奥比叡物産有限会社 滋賀県 大津市 6160002000349
有限会社至誠庵 滋賀県 大津市 3160002000252
有限会社玉利商店 滋賀県 大津市 6160002001099
株式会社中村組 滋賀県 大津市 3160001001433
Ｈ・Ｋ株式会社 滋賀県 彦根市 6160001020125
有限会社小倉木工 滋賀県 長浜市 9160002006343
株式会社中森建業 滋賀県 長浜市 1160001017844
株式会社グリッターズ 滋賀県 草津市 6160001017212
株式会社ウィンズスコア 滋賀県 守山市 3160001015994
一般社団法人栗東市観光協会 滋賀県 栗東市 4160005010826
日本シーエムアイ株式会社 滋賀県 湖南市 2160001005658
小田 慎也 滋賀県
神原 幸夫 滋賀県
澤田 佳尚 滋賀県
徳山 和宏 滋賀県
堀 真澄 滋賀県
有限会社アドバンスフード 京都府 京都市 9130002023804
株式会社アトリエＣａｓｈａ 京都府 京都市 6130001046610
株式会社有喜屋 京都府 京都市 6130001026447
エキップ株式会社 京都府 京都市 8130001026544
株式会社ＬＬＢ 京都府 京都市 7130001056831
株式会社京姫酒造 京都府 京都市 7130001014252
キンダイ・ケミカル株式会社 京都府 京都市 1130001012591
株式会社五條長兵衛 京都府 京都市 6130001024780
株式会社ＴＨＥ　ＮｅＯ 京都府 京都市 5130001050431
株式会社サン・グリーン 京都府 京都市 7130001014541
合同会社ＳＨＩＲＯＩＲＯ　ＤＥＳＩＧＮ 京都府 京都市 8130003007022
伸和建設株式会社 京都府 京都市 8130001001035
大剛建設株式会社 京都府 京都市 7130002005928
株式会社　拓美 京都府 京都市 1130001026708
株式会社ＤＯＯＲＢＡＹ 京都府 京都市 5140001087662
有限会社鳥せい大阪 京都府 京都市 9130002014472
株式会社南大門 京都府 京都市 9130001018318
西村事務所ホールディングス株式会社 京都府 京都市 2130001063106
株式会社葉月建築事務所 京都府 京都市 2130001027795
株式会社ファンシー 京都府 京都市 9130001062621
株式会社Ｆｕｎ　Ｗｏｒｋ 京都府 京都市 6130001062756
株式会社平和工房 京都府 京都市 5130001039623
株式会社ベストライフ 京都府 京都市 5130001032000
株式会社みつまめ総合研究所 京都府 京都市 5130001022760
株式会社ＨＯＲＩ建築 京都府 福知山市 6130001041487
株式会社スリーエスコーポレーション 京都府 宇治市 4130001036563
株式会社出来塗装工業所 京都府 宇治市 8130001032856
株式会社中村藤吉本店 京都府 宇治市 4130001032884
有限会社ムラカミ 京都府 宇治市 4130002026976
有限会社辻久ガス 京都府 城陽市 9130002030767
有限会社フチガミ器械 京都府 向日市 3130002025574
医療法人社団健究会 京都府 長岡京市 5130005006529
有限会社メサベルテ 京都府 長岡京市 8122002012573
とらこ株式会社 京都府 八幡市 9130001061763
株式会社とり松 京都府 京丹後市 4130001043171
株式会社喜創 京都府 木津川市 4130001064812
Ｇｏｏｄｙ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ合同会社 京都府 大山崎町 8120003016214
尾﨑林産工業株式会社 京都府 井手町 8130001037797
磯林 恵介 京都府
佐野 陽平 京都府
清水 仁志 京都府
長澤 大祐 京都府
長野 晋也 京都府
松本 高幸 京都府
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真鍋 京子 京都府
李 成基 京都府
株式会社アクアリンク 大阪府 大阪市 1120001099622
株式会社安治川商店 大阪府 大阪市 3120001028422
株式会社アラカワフードサービス 大阪府 大阪市 4120002007663
株式会社ヴィス 大阪府 大阪市 7120001167084
株式会社ＷＥＬＬＤＥＣ 大阪府 大阪市 1120001225566
株式会社Ｗａｒｍ　Ｈｅａｒｔ 大阪府 大阪市 3120001168045
梅田運輸倉庫株式会社 大阪府 大阪市 7120001034375
有限会社エイチジー 大阪府 大阪市 1120002054551
株式会社ａｉｍ－ｒｏｓｅ 大阪府 大阪市 3120001214559
Ａ　ＣＡＳＴ株式会社 大阪府 大阪市 4120001173358
株式会社エース 大阪府 大阪市 2120001041715
エース音響株式会社 大阪府 大阪市 4120001001535
合同会社ｅｃｌａｔ 大阪府 大阪市 1120003014323
ＳＨ－２株式会社 大阪府 大阪市 6120001209366
株式会社Ｓｔ．Ｒ＆Ｋ 大阪府 大阪市 1120001231762
有限会社ＨＲＰ 大阪府 大阪市 9120002071093
株式会社エバンズ 大阪府 大阪市 1120001177378
株式会社エムアールフォト 大阪府 大阪市 4120901038180
株式会社オーエスケー 大阪府 大阪市 4120001009363
大阪住宅設備機器株式会社 大阪府 大阪市 4120001143105
株式会社オーテック 大阪府 大阪市 8120001051428
株式会社オノマシン 大阪府 大阪市 6120001042123
株式会社折目 大阪府 大阪市 1120001022781
Ｃｏｍｅｓ　Ｕｐ株式会社 大阪府 大阪市 3120001164424
加陽印刷株式会社 大阪府 大阪市 1120001007205
株式会社神﨑屋 大阪府 大阪市 4120001042414
きくや酒販株式会社 大阪府 大阪市 1120001037805
株式会社九飛勢螺 大阪府 大阪市 6120001004148
株式会社Ｑ美ワールド 大阪府 大阪市 4120001110906
株式会社京源 大阪府 大阪市 6120001169164
Ｋｉｒａｋｕ株式会社 大阪府 大阪市 7120002068216
研栄興業株式会社 大阪府 大阪市 9120001078940
株式会社Ｋｅｎ’Ｓ 大阪府 大阪市 6120001115886
株式会社サーカス 大阪府 大阪市 7120001125224
株式会社サカイトレーディング 大阪府 大阪市 4120001168151
株式会社幸コーポレーション 大阪府 大阪市 2120001225094
株式会社サン・デザイン 大阪府 大阪市 8120001064388
株式会社サンオーシャン 大阪府 大阪市 6120001028989
株式会社シーアイ・パートナーズ 大阪府 大阪市 8120001194755
株式会社しろきた 大阪府 大阪市 5120001107752
医療法人真和会 大阪府 大阪市 7120005018812
株式会社スクエア・エッジ 大阪府 大阪市 1120001221904
株式会社ストレッチ 大阪府 大阪市 8120001213936
株式会社創明和建設 大阪府 大阪市 8120001127789
株式会社そばに 大阪府 大阪市 7130002014053
大栄住宅株式会社 大阪府 大阪市 6120001198007
株式会社ダイプラ 大阪府 大阪市 4120001018100
株式会社ダイロック 大阪府 大阪市 2120001045088
株式会社ＴＡＮＩＡコーポレーション 大阪府 大阪市 4120001186938
有限会社炭味家 大阪府 大阪市 2120002031450
合同会社デサフィオ 大阪府 大阪市 4120003010451
東亜圧接株式会社 大阪府 大阪市 1120001067604
株式会社富井商店 大阪府 大阪市 7120001085724
株式会社トラストビジョン 大阪府 大阪市 4120001100881
とりきち横丁ジャパン合同会社 大阪府 大阪市 5120003014947
株式会社ドルフィン 大阪府 大阪市 6120001106687
一般社団法人なかの屋天満橋 大阪府 大阪市 4120005020804
株式会社ナツウェブ 大阪府 大阪市 7160001016469
七式株式会社 大阪府 大阪市 5120001206406
日化エンジニアリング株式会社 大阪府 大阪市 4120001029551
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日本ユニティ株式会社 大阪府 大阪市 3120001019066
株式会社ハート・クリップ 大阪府 大阪市 2120001167948
株式会社ＢＡＤＤＥＳＴ 大阪府 大阪市 6120001215075
株式会社バディ 大阪府 大阪市 1120001206293
株式会社播重 大阪府 大阪市 8120001039613
株式会社阪神トレーディング 大阪府 大阪市 7140001071607
株式会社美庵 大阪府 大阪市 6120001160486
ＰＨ株式会社 大阪府 大阪市 6120001224506
Ｆｉｓｈ株式会社 大阪府 大阪市 3120001180289
株式会社フードリンク・サービス 大阪府 大阪市 4120001155034
藤村眼鏡株式会社 大阪府 大阪市 9120001033648
株式会社プラチナ 大阪府 大阪市 9120001145278
株式会社フルカウント 大阪府 大阪市 2120001124081
株式会社ベターベスト 大阪府 大阪市 3122001019995
株式会社松本コンストラクション 大阪府 大阪市 5120001191367
ＭＩＭＳ株式会社 大阪府 大阪市 8130001062894
株式会社森岡電気商会 大阪府 大阪市 5120001025608
株式会社モンカミーノ 大阪府 大阪市 8120001166184
株式会社山田念珠堂 大阪府 大阪市 2120001025692
ライズ・ステージ株式会社 大阪府 大阪市 3120001222033
株式会社ＬａｂＬａｂ 大阪府 大阪市 7120001226674
株式会社Ｌｉｅｎ 大阪府 大阪市 1120001119231
株式会社Ｒｅｅｆ 大阪府 大阪市 1120002069285
理水化学株式会社 大阪府 大阪市 4120001071999
ＲＩＲＩＬＡ　ＪＡＰＡＮ合同会社 大阪府 大阪市 1120003015734
株式会社ＲＥＬＩＥＦ 大阪府 大阪市 9120001187254
株式会社ロディソン 大阪府 大阪市 6120001211917
株式会社さくらコーポレーション 大阪府 堺市 2120101004489
株式会社日建テクノス 大阪府 堺市 9120101029018
有限会社日勝ネジ工業 大阪府 堺市 4120102012919
株式会社日本テレメックス 大阪府 堺市 2120101005669
株式会社ユージン 大阪府 堺市 5120001022002
合同会社ｒｅｌａｔｉｏｎ 大阪府 堺市 4140003012636
株式会社若松 大阪府 堺市 5120101030094
ゼットシ株式会社 大阪府 豊中市 8120001180557
株式会社ワンダーシェフ 大阪府 豊中市 4120901027431
株式会社ブレットジャパン 大阪府 池田市 7120901029598
医療法人ＲＡＫ会 大阪府 吹田市 4120905005838
株式会社シンセーインターナショナル 大阪府 吹田市 3120901002922
株式会社治京製作所 大阪府 高槻市 4120901011468
株式会社Ｇｏｏｄ　Ａｇｅｎｔ 大阪府 守口市 7122001029330
株式会社アンカー 大阪府 枚方市 4120001153070
有限会社ＯＥＨ 大阪府 枚方市 7120002073752
株式会社Ｑｕｅｅｎ’ｓ　Ｂｅｒｒｙ 大阪府 枚方市 1120001167742
株式会社ＮＡＴＴＯＫＵ 大阪府 枚方市 7120001214349
株式会社コーケン 大阪府 茨木市 5120901031804
株式会社さわらぎや家具店 大阪府 茨木市 3120901000851
山陽興業株式会社 大阪府 茨木市 7120901017223
株式会社久保田建材店 大阪府 八尾市 8122001018340
八尾自販株式会社 大阪府 八尾市 9122001020485
有限会社植田商運 大阪府 富田林市 1120102017508
近畿電電輸送株式会社 大阪府 寝屋川市 2120001023135
株式会社大衆自動車商会 大阪府 寝屋川市 6120001151097
株式会社ダブルアップ 大阪府 寝屋川市 4120001151223
株式会社みどりの大地 大阪府 寝屋川市 1120001209866
有限会社トップイノベート 大阪府 河内長野市 3120102011789
セイブプロセス株式会社 大阪府 大東市 9122001015460
株式会社大平鐵工 大阪府 大東市 1122001015550
社会福祉法人芳春会 大阪府 和泉市 8120105006848
有限会社中央プレス 大阪府 羽曳野市 7120102018979
株式会社門真パブリックホテル 大阪府 門真市 4120001159670
有限会社英建 大阪府 摂津市 4120902008372
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株式会社流輝 大阪府 摂津市 6120901038435
株式会社ＥＶＥＲＹ　ＢＯＤＹ 大阪府 藤井寺市 2120001215905
株式会社ｈｅｒｏｉｃ 大阪府 藤井寺市 4120101058756
メディカルポリス株式会社 大阪府 藤井寺市 4122001023352
株式会社ＳＫプロダクト 大阪府 東大阪市 2122001031290
株式会社大山工業 大阪府 東大阪市 4122001030654
株式会社三晃鍍金工業所 大阪府 東大阪市 3122001002943
株式会社ツバキＨＯＭＥ 大阪府 東大阪市 4122001031818
株式会社フィガロデザイン 大阪府 東大阪市 2122001023486
株式会社宮﨑商会 大阪府 東大阪市 6122001013475
メイワ食品株式会社 大阪府 東大阪市 2122001007431
株式会社ユニバーサル建装 大阪府 東大阪市 6122001026477
有限会社山崎 大阪府 交野市 8120002071796
有限会社設営 大阪府 熊取町 4120102024154
相浦 淳一 大阪府
天野 龍志 大阪府
犬伏 幸代 大阪府
伊良波 剛 大阪府
岩永 寛司 大阪府
大石 飛香 大阪府
加納 誌織 大阪府
岸本 健志 大阪府
小薗 悠子 大阪府
小谷 伸 大阪府
島田 昌明 大阪府
十楚 武司 大阪府
杉本 久子 大阪府
田中 茂 大阪府
茶木 佳那子 大阪府
中村 幸司 大阪府
松宮 広泰 大阪府
松本 敬 大阪府
松元 早仙 大阪府
山城 秀文 大阪府
山本 明平 大阪府
山本 満理子 大阪府
吉田 豊 大阪府
和田 卓也 大阪府
株式会社アークニクス 兵庫県 神戸市 5140001031793
株式会社秋江設備工業 兵庫県 神戸市 8140001067703
株式会社インレット 兵庫県 神戸市 3140001109344
株式会社おうちカンパニー 兵庫県 神戸市 9140001111014
オートバリュー株式会社 兵庫県 神戸市 8140001086711
株式会社オン・ユイット 兵庫県 神戸市 2140001095701
ＫＵＮＡＩ株式会社 兵庫県 神戸市 9140001109149
神戸理化学工業株式会社 兵庫県 神戸市 6140001002892
国際飼料工業株式会社 兵庫県 神戸市 4140001004718
医療法人社団新英会 兵庫県 神戸市 7140005022275
有限会社テラモト 兵庫県 神戸市 3140002025516
株式会社東照 兵庫県 神戸市 6140001094856
一般社団法人ＮＡＧＡＴＡＧＲＯＵＰ 兵庫県 神戸市 1140005024979
株式会社ＭＯＲＥ　ＴＨＥ　ＭＯＲＥ 兵庫県 神戸市 8130001065328
株式会社山垣畜産 兵庫県 神戸市 5140001021729
有限会社Ｗａｔｅｒｓ　Ｉｎｃ． 兵庫県 姫路市 2140002053567
感動会社楽通株式会社 兵庫県 姫路市 4140001098636
株式会社光商 兵庫県 姫路市 1140001062768
株式会社サーブ 兵庫県 姫路市 1140001058989
株式会社ＳＵＭＡＩ情報館 兵庫県 姫路市 5140001119382
株式会社筒井塗装 兵庫県 姫路市 2140001117257
姫路インザイ株式会社 兵庫県 姫路市 5140001060883
株式会社細川土地 兵庫県 姫路市 6140001086580
有限会社リトルウイング 兵庫県 姫路市 5140002052855
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株式会社尼米商店 兵庫県 尼崎市 6140001047525
株式会社正和工業 兵庫県 尼崎市 3140002041356
トクシユ技研株式会社 兵庫県 尼崎市 8120001035802
株式会社ニチジン 兵庫県 尼崎市 6120001086376
株式会社ＳＫＳ 兵庫県 明石市 8140001114001
株式会社相場屋 兵庫県 明石市 5140001096580
株式会社ＰＵＲＥ　ＢＡＬＡＮＣＥ 兵庫県 明石市 9140001035980
株式会社中野建材 兵庫県 洲本市 6140001089880
株式会社高翔 兵庫県 芦屋市 1140001009174
有限会社楽笑 兵庫県 伊丹市 8140002065838
株式会社日高興産運輸 兵庫県 豊岡市 9140001056507
有限会社増田商店 兵庫県 豊岡市 6140002046732
株式会社ジー・エム・シー 兵庫県 加古川市 7140001042921
株式会社セーラー 兵庫県 加古川市 1140001043058
有限会社ＧＡＳＳＡＮ 兵庫県 三木市 9140002030675
栗田運送株式会社 兵庫県 三木市 3140001036761
藤本産商株式会社 兵庫県 三木市 3140001036539
ポリーライフケアサービス有限会社 兵庫県 三木市 8140002031088
株式会社マエナカスポーツ 兵庫県 三田市 5140001066600
株式会社太陽 兵庫県 丹波市 8140001041138
株式会社森田石材店 兵庫県 丹波市 6140001041354
株式会社兵庫物流 兵庫県 たつの市 8140001038844
株式会社エジソン 兵庫県 播磨町 7140001034596
株式会社フォトスタジオカワモト 兵庫県 福崎町 9140001109017
大野 憲 兵庫県
金指 博文 兵庫県
久原 圭介 兵庫県
小林 健一 兵庫県
佐藤 栄一 兵庫県
島内 健吾 兵庫県
嶋田 冨美代 兵庫県
塚元 正昭 兵庫県
仲塚 元秋 兵庫県
橋村 大司 兵庫県
藤本 圭介 兵庫県
藤原 二郎 兵庫県
丸山 由里子 兵庫県
森本 健太 兵庫県
吉井 正義 兵庫県
株式会社０７４２ 奈良県 奈良市 9120001215907
有限会社吉川鉄工所 奈良県 奈良市 1150002001922
株式会社ディア・サポート 奈良県 橿原市 8150001012088
株式会社ニッショウ 奈良県 橿原市 5150001011539
有限会社ハート・クリップ 奈良県 橿原市 7150002007666
株式会社ＵＴケアシステム 奈良県 橿原市 4150001016654
株式会社コヤマ塗装 奈良県 生駒市 7150001022559
ＲＥＧＯＲＩＳ株式会社 奈良県 生駒市 5150001017478
株式会社伸構造事務所 奈良県 香芝市 1150001014693
勝田 敏哉 奈良県
森﨑 歩 奈良県
株式会社Ｅ・Ｒ・Ｓ 和歌山県 和歌山市 9170001012036
株式会社岩瀬鉄工所 和歌山県 和歌山市 2170001016398
医療法人かわさきデンタルクリニック 和歌山県 和歌山市 2170005006569
株式会社双子島荘 和歌山県 和歌山市 3170001002892
株式会社リアー 和歌山県 和歌山市 7170003001245
株式会社和秋建設 和歌山県 和歌山市 8170001012870
有限会社嶋モータース 和歌山県 橋本市 8170002010618
株式会社奥平林業 和歌山県 田辺市 6170001012781
医療法人淳心会 和歌山県 田辺市 8170005003494
株式会社高垣工務店 和歌山県 田辺市 4170001008716
株式会社北又本店 和歌山県 湯浅町 8170001007111
高塚 努 和歌山県

19 / 26 ページ



2022年6月30日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

土井 佳代子 和歌山県
前田 多美 和歌山県
南方 孝一 和歌山県
塩谷糀味噌株式会社 鳥取県 大山町 7270001006244
東洋ソーラー株式会社 島根県 松江市 5280001000504
マツエ通信工業株式会社 島根県 松江市 3280001000704
有限会社清香苑 島根県 浜田市 4280002008464
株式会社尊Ｍｉｋｏｔｏ 島根県 出雲市 7280001008355
貫里 勉 島根県
株式会社岡山スポーツ会館 岡山県 岡山市 1260001001128
光亜断熱有限会社 岡山県 岡山市 4260002003566
株式会社タスコーポレーション 岡山県 岡山市 2260001004170
株式会社ひだや 岡山県 岡山市 9260001030235
株式会社ＢＬＵＥ　ＢＥＹＯＮＤ 岡山県 岡山市 7260001011971
アバンステクノサービス有限会社 岡山県 倉敷市 1260002016323
株式会社雨風 岡山県 倉敷市 1260001012505
株式会社カスケホーム 岡山県 倉敷市 6260001033777
株式会社テオリ 岡山県 倉敷市 7260001014058
株式会社トマリ 岡山県 倉敷市 4260001033853
株式会社プロコンサービス 岡山県 倉敷市 7260001017143
株式会社ｍａ・ｆｌｕｅｒ　ａＫＩ 岡山県 倉敷市 8260001032521
大貿食品株式会社 岡山県 玉野市 9260001022364
ハナビジョン株式会社 岡山県 玉野市 3260001029472
株式会社石強 岡山県 笠岡市 7260001018389
アビリティ合同会社 岡山県 総社市 6260003002672
有限会社いろは屋 岡山県 吉備中央町 5260002011898
岡本 律子 岡山県
柏野 一雄 岡山県
河井 紀子 岡山県
塩田 哲也 岡山県
堤 雅嗣 岡山県
株式会社Ｒ．Ｈ．Ｍ．コンサルティング 広島県 広島市 1240001018933
アイレストホーム株式会社 広島県 広島市 8240001000257
株式会社アキメディ 広島県 広島市 7240001000365
有限会社アグリード 広島県 広島市 8240002000545
医療法人社団Ｅｎ　ｆｌｅｕｒｓ 広島県 広島市 5240005013357
ウォーターポイント株式会社 広島県 広島市 8240001005751
有限会社エム・フジタ 広島県 広島市 3240002026371
株式会社小笠原オートショップ 広島県 広島市 1240001001848
有限会社沖村経営エンタープライズ 広島県 広島市 2240002003322
公益社団法人学校教育開発研究所 広島県 広島市 3240005013796
石翠備整株式会社 広島県 広島市 6240001005472
高田通商有限会社 広島県 広島市 1240002024971
株式会社土井 広島県 広島市 5240001007404
株式会社日殖建設 広島県 広島市 5240001008567
株式会社バルタン 広島県 広島市 6240003002641
有限会社フォーサイト 広島県 広島市 9240002024923
株式会社フルステージ 広島県 広島市 1240001010568
株式会社プレッジ 広島県 広島市 7240001049766
株式会社文華堂 広島県 広島市 6240001012799
株式会社マイ・コック 広島県 広島市 2240001010864
有限会社ラビット 広島県 広島市 6240002025668
株式会社大下工業所 広島県 呉市 5240001025570
大之木建設株式会社 広島県 呉市 1240001025574
有限会社西本広薬局 広島県 呉市 2240002033666
株式会社鶴田電設コンサルタント 広島県 三原市 7240001040015
株式会社アド・カスタム岡本 広島県 尾道市 6240002050039
株式会社オカモトクリーン 広島県 尾道市 7240001038892
有限会社新生企業 広島県 尾道市 2240002050744
瀬戸田燃料株式会社 広島県 尾道市 6240001038919
株式会社ウダテクノ 広島県 福山市 5240001034547
株式会社こまのや 広島県 福山市 9240001034683
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一般社団法人広島県東部美容協会 広島県 福山市 8240005007785
レーベン株式会社 広島県 福山市 5240001045619
有限会社アトリエファム 広島県 三次市 4240002029885
株式会社鷹屋運輸 広島県 三次市 3240001024657
税理士法人前田会計事務所 広島県 大竹市 1240005007115
西條商事株式会社 広島県 東広島市 8240001022532
日新産業株式会社 広島県 東広島市 3240001022982
株式会社ノサックス 広島県 東広島市 6240001022583
豊国自動車株式会社 広島県 東広島市 5240001022774
多加津堂酒店有限会社 広島県 廿日市市 3240002037971
新井 良太 広島県
黒住 茂雄 広島県
貞本 洋一 広島県
末本 貴照 広島県
田原 昴 広島県
檀浦 靖憲 広島県
中島 清 広島県
野口 紘志 広島県
林 優美 広島県
廣井 誠司 広島県
藤井 稔久 広島県
前田 康子 広島県
村田 健二 広島県
株式会社石松商会 山口県 下関市 5250001005101
有限会社ＡＳウオタニ 山口県 下関市 9250002008405
株式会社下関地所 山口県 下関市 5250001016429
株式会社ヤマモ水産 山口県 下関市 4250001006496
株式会社小川商会 山口県 宇部市 2250001003090
株式会社Ｗ－ｆａｃｔｏｒｙ 山口県 宇部市 3250001013840
株式会社スモット不動産 山口県 防府市 4250001015522
藤生魚市場有限会社 山口県 岩国市 5250002018548
株式会社貞木会計事務所 山口県 光市 7250001010215
有限会社塚本葬儀社 山口県 長門市 1250002013932
富士産業株式会社 山口県 山陽小野田市 3250001003890
豊川 毅愛 山口県
株式会社鈴屋 徳島県 徳島市 9480001001206
株式会社フードセンター 徳島県 徳島市 1480001003226
株式会社柚りっ子 徳島県 徳島市 6480001004145
芳水酒造有限会社 徳島県 三好市 5480002015811
株式会社バナナダンス 徳島県 北島町 7480001005927
北岡 直樹 徳島県
株式会社イージョイ 香川県 高松市 2470001014487
株式会社ＷＥＬＬＮＥＳＴ　ＨＯＭＥ 香川県 高松市 4470001013537
恵比寿物産株式会社 香川県 高松市 7470001011983
株式会社ギフトグッズ 香川県 高松市 1470001004687
極東ポリマー株式会社 香川県 高松市 6470001001283
社会福祉法人サマリヤ 香川県 高松市 2470005000665
医療法人フレッシュ歯科 香川県 高松市 5470005006338
秋山興産株式会社 香川県 丸亀市 2470001007227
四國団扇株式会社 香川県 丸亀市 4470001007506
たたら建築工房株式会社 香川県 丸亀市 6470001014632
有限会社デリ・ファクトリー 香川県 丸亀市 6470002013526
株式会社フェール木谷 香川県 善通寺市 4470001008108
株式会社富商 香川県 観音寺市 2470001010296
有限会社藤川果樹園 香川県 観音寺市 3470002016382
株式会社四国遍路 香川県 三木町 5470001015499
石田 洋典 香川県
中山 真弓 香川県
四国ベンディング株式会社 愛媛県 松山市 6500001001981
有限会社ジン 愛媛県 松山市 1500002003214
有限会社松見水道 愛媛県 八幡浜市 4500002013805
秋山工業株式会社 愛媛県 新居浜市 5500001009555
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株式会社曽我部鐵工所 愛媛県 新居浜市 5500001010059
株式会社Ｏｆｆｉｃｅ　Ａｐｐｒｅｃｉａｔｅ 高知県 高知市 7490001003640
高陵マシン株式会社 高知県 高知市 6490001001042
四国教施研綜合サービス株式会社 高知県 高知市 3490001000798
有限会社ほにや 高知県 高知市 4490002006034
株式会社マミヤ 高知県 高知市 4490002006117
株式会社末正 高知県 南国市 2490001009329
有限会社白木農機 高知県 土佐市 2490002009749
株式会社手結山観光ホテル 高知県 香南市 6490001006388
一般社団法人いの町観光協会 高知県 いの町 3490005006536
公益財団法人三原村農業公社 高知県 三原村 4490005002567
杉本 開 高知県
株式会社あいはら 福岡県 北九州市 8290801009567
有限会社アラモード 福岡県 北九州市 3290802018547
石黒ガス株式会社 福岡県 北九州市 1290801005093
有限会社エイド 福岡県 北九州市 8290802000871
大久保設備工業株式会社 福岡県 北九州市 1290801000615
小倉運送株式会社 福岡県 北九州市 6290801001451
株式会社ＳＨＩＮＲＥＮ 福岡県 北九州市 2290801023326
株式会社ＳＰＥＡＲＨＥＡＤ 福岡県 北九州市 9290801027403
株式会社大黒組 福岡県 北九州市 5290801024643
株式会社大徳 福岡県 北九州市 5290802014552
株式会社ＴＳＧフーズ 福岡県 北九州市 5290801026706
日本造船鉄工株式会社 福岡県 北九州市 5290801011930
株式会社パークコーポレーション 福岡県 北九州市 7290001031851
株式会社フェザーズ 福岡県 北九州市 4290801008325
株式会社ＨＡＷＫ－１ 福岡県 北九州市 2290801026262
株式会社マロン 福岡県 北九州市 2290801024233
ＵｎｉｒＴｅｃｈｎｉｃａ株式会社 福岡県 北九州市 4290801023167
株式会社隆成建設工業 福岡県 北九州市 2290801013161
株式会社アイズスポーツ 福岡県 福岡市 7290001064273
株式会社Ａｐｐｌａｕｓｅ 福岡県 福岡市 2290001086669
有限会社岩正 福岡県 福岡市 1290002009679
合同会社ＩＮＧＡ 福岡県 福岡市 4290003008009
株式会社ａｓｅ． 福岡県 福岡市 4290001064920
株式会社エース 福岡県 福岡市 8290001065485
エナジー電気株式会社 福岡県 福岡市 4290001087731
合同会社ＦＣサービス 福岡県 福岡市 9290003009828
株式会社エリシオン 福岡県 福岡市 5290001073870
株式会社エンシェア 福岡県 福岡市 2290001084862
株式会社エントプラ 福岡県 福岡市 4290001024453
オドラ株式会社 福岡県 福岡市 9290001085037
株式会社カーペディエム 福岡県 福岡市 5290001058319
有限会社絹吉 福岡県 福岡市 7290002010400
有限会社九州建材 福岡県 福岡市 8290002030819
有限会社キューブリック 福岡県 福岡市 4290002023181
株式会社グランアセットマネジメント 福岡県 福岡市 4290001067477
株式会社Ｇｒａｎｄ　Ｄｅｓｉｇｎ 福岡県 福岡市 5290001061909
グリーンホーム株式会社 福岡県 福岡市 1290001012873
株式会社Ｇｒｏｗｔｈ　ｃａｎｖａｓ 福岡県 福岡市 1290001081010
株式会社コペル 福岡県 福岡市 7290001082837
株式会社Ｓｕｒｆ－ｔｒｅｅ 福岡県 福岡市 5290001071148
株式会社才田組 福岡県 福岡市 4290001025724
株式会社ＴＨＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ 福岡県 福岡市 5290001093101
株式会社サクセスグループ 福岡県 福岡市 9290001089426
株式会社Ｓａｆａｒｉ 福岡県 福岡市 5290003001581
株式会社３９ダイニング 福岡県 福岡市 4290001076016
有限会社サン設備設計事務所 福岡県 福岡市 9290002010935
株式会社ＣＬＳ 福岡県 福岡市 1290001085622
株式会社Ｊ．ｃｒｅａｔｅ 福岡県 福岡市 7290001031059
シンテックサービス株式会社 福岡県 福岡市 2290001038034
株式会社すぱいす・１ 福岡県 福岡市 4290001026482
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株式会社ＳＯＬシステム 福岡県 福岡市 3290001078839
有限会社ターボマニア 福岡県 福岡市 7290002023278
大盛食品株式会社 福岡県 福岡市 4290001001576
弁護士法人大明法律事務所 福岡県 福岡市 9290005018050
株式会社ＴＳＵＢＡＫＩ 福岡県 福岡市 4290001064499
株式会社出会いの旅 福岡県 福岡市 6330001028373
株式会社ディーエムエー 福岡県 福岡市 7290001034846
株式会社ハイブリットＤＳ 福岡県 福岡市 6290001067038
一般社団法人ＨＡＣＩプロジェクト・ジャパン 福岡県 福岡市 6290005017939
合同会社ＨＡＮＡＭＩ 福岡県 福岡市 1290003010289
株式会社はやと 福岡県 福岡市 8290001076648
Ｐ＆Ｃプランニング株式会社 福岡県 福岡市 7290001029788
株式会社ＦＡＩＮＬＡＮＤ 福岡県 福岡市 4290001027786
フエフーズ・ジャパン株式会社 福岡県 福岡市 3290001025725
株式会社福報メディアエージェンシー 福岡県 福岡市 5290001079926
株式会社フタキ 福岡県 福岡市 8290001039539
マルハラ株式会社 福岡県 福岡市 3290001030618
株式会社ミーナ 福岡県 福岡市 3290001076025
Ｌａｎｇａ　Ｊａｐａｎ株式会社 福岡県 福岡市 1290001086983
株式会社リファイン 福岡県 福岡市 2290001060574
株式会社旭電気 福岡県 大牟田市 2290001054436
有限会社美川漢方堂 福岡県 大牟田市 9290002055831
アースサポート株式会社 福岡県 久留米市 6290002050744
有限会社アイコン総合企画 福岡県 久留米市 7290002050850
有限会社荒巻商店 福岡県 久留米市 1290002052638
株式会社ＥＭＣＫ 福岡県 久留米市 9290001055592
株式会社ＥＢＭ 福岡県 久留米市 7290001075320
井上籃胎漆器株式会社 福岡県 久留米市 3290001048395
株式会社ヴィサージュ 福岡県 久留米市 5290001051579
筑後川ビジネス株式会社 福岡県 久留米市 4290001090669
中川建材株式会社 福岡県 久留米市 3290001049278
有限会社ハロン 福岡県 久留米市 4290002052684
ビッグファッションアサイ株式会社 福岡県 久留米市 2290001049469
株式会社フジエンヂニアリング 福岡県 久留米市 6290001049507
有限会社坂田モータース 福岡県 直方市 6290802020277
株式会社古野鉄工所 福岡県 直方市 1290801014301
有限会社ＮＩＫＯ，ＮＩＫＯ・フラワー・カンパニー 福岡県 飯塚市 5290002046446
株式会社ニッツー 福岡県 飯塚市 7290001045876
旭工業株式会社 福岡県 田川市 5290801017705
株式会社エクセレント 福岡県 筑後市 2290001069896
株式会社荏原電気 福岡県 行橋市 5290801015717
株式会社イートルズ 福岡県 小郡市 3290001071406
立花建設有限会社 福岡県 小郡市 2290002051754
佐和屋産業株式会社 福岡県 筑紫野市 5290001040730
株式会社ｓｏｒａプロジェクト 福岡県 筑紫野市 6290001042775
株式会社タキ商事 福岡県 筑紫野市 1290001040874
株式会社大国 福岡県 太宰府市 3290001089885
パーツ工業（株） 福岡県 古賀市 1290001028457
株式会社メルシー 福岡県 古賀市 5290001069349
シースプリング株式会社 福岡県 福津市 3290001080118
アスカ産業株式会社 福岡県 嘉麻市 6290001045200
有限会社賀和運送 福岡県 朝倉市 3290002043461
才田砕石工業株式会社 福岡県 朝倉市 8290001044365
株式会社サイテックス 福岡県 朝倉市 7290001044366
株式会社ＴＩＭＥ 福岡県 糸島市 4290001067758
株式会社ヒサダヤ 福岡県 糸島市 2290001033209
株式会社ＳＩ－ＶＡ 福岡県 那珂川市 4290001060366
有限会社安河内商店 福岡県 宇美町 9290002037185
東邦石油株式会社 福岡県 志免町 9290001038408
医療法人大和会 福岡県 新宮町 9290005017374
株式会社カリス 福岡県 広川町 7290001057839
有限会社坂田織物 福岡県 広川町 3290002047181
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株式会社ビルドイノベーション 福岡県 苅田町 7290801026621
石本 良太 福岡県
鎌田 竜也 福岡県
菊川 智久 福岡県
釘嶋 雅彦 福岡県
呉竹 浩一 福岡県
小島 大和 福岡県
後藤 周二 福岡県
佐藤 朋美 福岡県
椎 孝史 福岡県
高澤 利春 福岡県
田中 義浩 福岡県
田中 亮 福岡県
長 伸幸 福岡県
堤 宏治 福岡県
藤 勝裕 福岡県
中尾 明美 福岡県
仲里 陽一 福岡県
中牟田 由佳 福岡県
原野 拓己 福岡県
伴 寛之 福岡県
福田 美紀子 福岡県
藤尾 典一 福岡県
松永 和高 福岡県
丸谷 美奈子 福岡県
道上 佳明 福岡県
三森 夕貴 福岡県
元吉 一 福岡県
森 竜輝 福岡県
山下 寛興 福岡県
山本 剛史 福岡県
吉田 光志 福岡県
米村 紅莉 福岡県
渡 達哉 福岡県
有限会社江口建設 佐賀県 佐賀市 2300002005147
九州交易株式会社 佐賀県 佐賀市 8300001000226
株式会社武田健康堂 佐賀県 佐賀市 2300001000784
株式会社ビッグ 佐賀県 唐津市 3300001007317
フクイＭ＆Ｃ株式会社 佐賀県 唐津市 8300001007320
有限会社松浦漬本舗 佐賀県 唐津市 3300002011086
有限会社鳥栖魚市場 佐賀県 鳥栖市 3300002009147
鳥栖設備工業有限会社 佐賀県 鳥栖市 6300002009136
株式会社ビューティークラフト 佐賀県 伊万里市 4300001009808
株式会社古賀木材センター 佐賀県 小城市 9300001003327
有限会社乃市商店 佐賀県 小城市 3300002004585
株式会社小渕建設 佐賀県 神埼市 6300001007017
有限会社富士瓦商店 佐賀県 大町町 8300002006627
有限会社蟹御殿 佐賀県 太良町 5300002007058
岩﨑 蒼 佐賀県
古賀 善順 佐賀県
有限会社貴純カンパニー 長崎県 長崎市 4310002001374
山口不動産有限会社 長崎県 長崎市 4310002005788
医療法人有光会ありた小児歯科・矯正歯科 長崎県 長崎市 9310005008494
ラッキー自動車株式会社 長崎県 長崎市 8310001003525
株式会社NSNプランニング 長崎県 佐世保市 4310001012505
株式会社エム・ティ・ジ・エンジニアリング 長崎県 佐世保市 6310001005192
合同会社Ｏｈ 長崎県 佐世保市 3310003002604
株式会社武田商事 長崎県 佐世保市 2310001005683
株式会社沖道 長崎県 佐世保市 1310001007210
株式会社村上彫刻 長崎県 佐世保市 5310001015333
有限会社みづほ清掃社 長崎県 諫早市 1310002015617
株式会社一龍陶苑 長崎県 波佐見町 1310001006195
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株式会社ダイキ 長崎県 佐々町 6310001015456
稻垣 健 長崎県
田中 輝良 長崎県
椿山 和也 長崎県
古川 祥子 長崎県
吉田 幸喜 長崎県
株式会社オーエープランニング 熊本県 熊本市 4330001000615
合同会社オフィス高野 熊本県 熊本市 4330003001776
熊本大同ホールディングス株式会社 熊本県 熊本市 9330001001501
株式会社東亜管理 熊本県 熊本市 4330001022007
株式会社ＮＡＩＡ　ＴＲＡＤＥ 熊本県 熊本市 5330001023441
有限会社平山酒店 熊本県 熊本市 5330002008854
有限会社山本薬品 熊本県 熊本市 7330002018802
レントリー熊本株式会社 熊本県 熊本市 6330001004960
有限会社小山電工社 熊本県 荒尾市 2330002021752
株式会社ＣＥＮＯ 熊本県 荒尾市 7330001023431
九州スタッド株式会社 熊本県 宇城市 2330001013206
株式会社グリーンフィールドプロジェクト 熊本県 天草市 9330001018719
株式会社ゴチ食品 熊本県 合志市 4330001024663
有限会社稲葉製材住宅 熊本県 南関町 7330002022184
株式会社コントラスト 熊本県 あさぎり町 7330001024149
上村 達也 熊本県
竹島 裕子 熊本県
中村 雅彦 熊本県
東 聖也 熊本県
前田 真崇 熊本県
前田 元嗣 熊本県
株式会社エーテック 大分県 大分市 6320001006124
大分県味噌醤油工業協同組合 大分県 大分市 9320005001333
有限会社ガレージキタムラ 大分県 大分市 1320002001970
株式会社ＫＹＯＷＡ 大分県 大分市 5320001003361
株式会社さかえ写真スタジオ 大分県 大分市 4320002002891
株式会社シンク 大分県 大分市 5320001001340
株式会社トラスト 大分県 大分市 2320001002969
東九州木材市場株式会社 大分県 大分市 2320001002291
有限会社恵比寿屋二宮酒舗 大分県 別府市 4320002010969
有限会社中津清潔社 大分県 中津市 2320002020912
有限会社ツカサ 大分県 日田市 9320002019576
小手川酒造株式会社 大分県 臼杵市 7320201000132
有限会社トランスポートサービス・ミエノ 大分県 臼杵市 2320202000359
有限会社長井モータース 大分県 由布市 2320002004956
医療法人ふじがき歯科医院 大分県 国東市 6320005005246
幸巡株式会社 大分県 九重町 9320001011542
有限会社玖珠森林開発酒井興産 大分県 玖珠町 1320002020070
梅山 昭二 大分県
賀來 信二 大分県
佐藤 憲 大分県
羽田野 貴明 大分県
ｂｅｌｌｓ合同会社 宮崎県 宮崎市 5350003003506
株式会社マルエイ自動車 宮崎県 都城市 4350001008284
西南電気株式会社 宮崎県 延岡市 9350001006820
株式会社トミシゲ 宮崎県 延岡市 4350001006890
有限会社花菱精板工業 宮崎県 延岡市 4350002012509
株式会社都農ワイン 宮崎県 都農町 7350002009782
松山 好隆 宮崎県
井上商工株式会社 鹿児島県 鹿児島市 1340001000468
株式会社ＷＩＳＨシステムコンサルティング 鹿児島県 鹿児島市 4340001006009
有限会社共立時計店 鹿児島県 鹿児島市 3340002003278
有限会社Ｓａｗａ　Ｃｏｍｐａｎｙ 鹿児島県 鹿児島市 9340002002992
株式会社西建築工房 鹿児島県 鹿児島市 9340001022744
株式会社風月堂 鹿児島県 鹿児島市 3340001003650
株式会社ホープ住設 鹿児島県 鹿児島市 8340001017464
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合同会社Ｕａ－ＲａｉＬ 鹿児島県 鹿児島市 8340003002852
合同会社楠 鹿児島県 西之表市 8340003002126
株式会社山内製菓 鹿児島県 日置市 2340001000178
株式会社上集組 鹿児島県 曽於市 7340001015122
株式会社カミゾノ電気 鹿児島県 姶良市 8340001008067
有木 伸幸 鹿児島県
有限会社朝日印刷 沖縄県 那覇市 9360002000185
ＳＳＫ株式会社 沖縄県 那覇市 1011101087957
株式会社コーカス 沖縄県 那覇市 7360001014618
株式会社パーフェクトＭ 沖縄県 那覇市 1360001015150
税理士法人やまたい税務会計事務所 沖縄県 那覇市 7360005001711
有限会社津波 沖縄県 うるま市 3360002013473
株式会社響 沖縄県 中城村 6360001016210
久貝 尚輝 沖縄県
島袋 将 沖縄県
真栄田 義通 沖縄県
山内 昌憲 沖縄県
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