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事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

株式会社相川商店 北海道 札幌市 2430001000103
株式会社アベールジャパン 北海道 札幌市 6430001028727
株式会社ａｉｍ 北海道 札幌市 8430001034566
株式会社エスプラウド 北海道 札幌市 1430001078586
株式会社及川商事 北海道 札幌市 3430001026493
ケーワンフーズ株式会社 北海道 札幌市 2430001040702
株式会社杉山燃料センター 北海道 札幌市 2430001008344
第一建興江島株式会社 北海道 札幌市 3430001020736
大栄建設株式会社 北海道 札幌市 5430001009224
大栄工業株式会社 北海道 札幌市 9430001009220
有限会社大栄シーリング 北海道 札幌市 3430002011404
大洋機材株式会社 北海道 札幌市 8430001009733
有限会社富樫政雄商店 北海道 札幌市 2430002013921
株式会社にしりん 北海道 札幌市 6430001012524
有限会社畑クリーニング商会 北海道 札幌市 8430002015887
株式会社ベルフルール 北海道 札幌市 2430001060411
医療法人社団北心会 北海道 札幌市 8460305001862
株式会社北海道ダイケン 北海道 札幌市 1430001022180
丸一大西食品株式会社 北海道 札幌市 4430001022797
マルイ包裝株式会社 北海道 札幌市 4430001022855
株式会社まるぜん 北海道 札幌市 8430001035548
株式会社都屋 北海道 札幌市 8430001016614
ワンダーストレージクリエイション株式会社 北海道 札幌市 2430003006395
株式会社かね万むさしや本店 北海道 函館市 6440001000437
タナカ冷機工業株式会社 北海道 函館市 2440001001224
東洋化工株式会社 北海道 小樽市 2430001050230
株式会社フルムラ商会 北海道 小樽市 9430001050364
北海道バイタライト販売有限会社 北海道 小樽市 2430002056838
アーバンデザイン株式会社 北海道 旭川市 4450002008075
医療法人愛和会 北海道 旭川市 3450005001920
医療法人社団今本歯科医院 北海道 旭川市 6450005000325
株式会社長谷川工作所 北海道 旭川市 6450001002432
有限会社ベストアドバイス 北海道 室蘭市 7430002066106
株式会社医療保険経理研究所 北海道 釧路市 5460001000147
株式会社オー・エヌ・オー 北海道 釧路市 1460001003616
佐々木畜産株式会社 北海道 帯広市 8460101000639
リアニード大千株式会社 北海道 帯広市 3430001074815
マルナカ松屋商事 株式会社 北海道 岩見沢市 4430001046680
株式会社札幌商興 北海道 苫小牧市 3430001052985
有限会社かねさ斉藤商店 北海道 深川市 7450002007438
有限会社いずみ亭 北海道 登別市 8430002065172
医療法人社団幸心会 北海道 登別市 8430005009845
株式会社ＴＡＫＩＢＩ 北海道 真狩村 1430001074643
株式会社木の城たいせつ 北海道 栗山町 1430001047921
株式会社月形町振興公社 北海道 月形町 4430001046994
有限会社丹羽商店 北海道 下川町 6450002010046
有限会社マルシメ川嶋商店 北海道 幌加内町 6450002007793
株式会社ワタナベ車体工業 北海道 芽室町 8460101001983
株式会社ゆたか 北海道 池田町 1460101003359
株式会社木村建設 北海道 足寄町 2460101003201
下坂 登 北海道
溝渕 康信 北海道
有限会社船水礦油販売 青森県 青森市 3420002002536
株式会社ＡＳＰｉＮ． 青森県 八戸市 5420001017319
株式会社ヤマヨ 青森県 八戸市 9420001007860
株式会社青森舗道 青森県 中泊町 9420001008223
工藤 修一 青森県
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株式会社アクト・ディヴァイス 岩手県 盛岡市 7400001000051
株式会社イワテブライダルセンター 岩手県 盛岡市 5400001000227
株式会社　東広社 岩手県 盛岡市 2400001001104
株式会社砂田屋 岩手県 花巻市 3400001005558
旭機械株式会社 岩手県 北上市 2400001005939
キャピタルホテル１０００株式会社 岩手県 陸前高田市 4402701000556
株式会社釜石電機製作所 岩手県 釜石市 8400001007335
二戸ガス株式会社 岩手県 二戸市 1400001007762
奥州地方森林組合 岩手県 奥州市 4400605000714
有限会社サトー住設 岩手県 奥州市 5400602001391
ＹＭＴプランニング株式会社 岩手県 滝沢市 1400001014313
特定非営利活動法人かし和の雫 岩手県 雫石町 2400005002346
株式会社ライブショップメイト 岩手県 岩手町 3400001004205
株式会社ナカショク 岩手県 大槌町 3400001007471
株式会社ｅ－ナビ不動産 宮城県 仙台市 5370001040656
株式会社エドワードアンドカンパニー 宮城県 仙台市 5370001047552
株式会社エムビーシー 宮城県 仙台市 6370001012704
皆成建設株式会社 宮城県 仙台市 5370001002796
株式会社クリエイト江川 宮城県 仙台市 9370001004970
東洋産業株式会社 宮城県 仙台市 3370001003689
内外商事株式会社 宮城県 仙台市 8370001009558
株式会社プロジェクト地域活性 宮城県 仙台市 2370001012798
宮城県中小企業団体中央会 宮城県 仙台市 7370005001132
モットーキュー株式会社 宮城県 仙台市 1370001012634
有限会社おかだ 宮城県 石巻市 6370302000572
株式会社和楽 宮城県 石巻市 9370301001453
株式会社仙台中京医薬品 宮城県 名取市 1050001016865
株式会社クラーク 宮城県 富谷市 1370001017666
有限会社相澤自動車工業 宮城県 涌谷町 9370202003301
岡部 太一 宮城県
上伸青果株式会社 秋田県 秋田市 1410001001384
株式会社ホワイトシード 秋田県 秋田市 5410003002749
株式会社マルシメ 秋田県 横手市 9410001009189
株式会社池田薬局 秋田県 由利本荘市 2410001011300
六郷小型貨物自動車運送株式会社 秋田県 美郷町 3410001008106
株式会社リングス 秋田県 羽後町 7410001005842
佐藤 真琴 秋田県
ジョウセン株式会社 山形県 山形市 4390001014790
株式会社尚美堂 山形県 山形市 8390001000812
畠山株式会社 山形県 山形市 4390001002473
株式会社みらい 山形県 山形市 8390001013707
株式会社レクト 山形県 山形市 8390001000671
特定非営利活動法人結いのき 山形県 米沢市 6390005006898
太田産商株式会社 山形県 鶴岡市 8390001007493
有限会社寒河江衛生管理センター 山形県 寒河江市 2390002015641
タルイシ産業株式会社 山形県 天童市 9390001004432
有限会社加藤印刷 山形県 小国町 9390002015296
株式会社飯豊町地域振興公社 山形県 飯豊町 2390001011294
小松 美由紀 山形県
株式会社向瀧 福島県 会津若松市 6380001017900
株式会社ＩＦＰ 福島県 郡山市 1380001025668
株式会社郡資 福島県 郡山市 4380001004958
有限会社県南測量設計センター 福島県 郡山市 6380002009112
寶薬品工業株式会社 福島県 郡山市 7380001019169
八光建設株式会社 福島県 郡山市 6380001006234
ヒューマン商事株式会社 福島県 郡山市 2380001006312
株式会社富久栄商会 福島県 郡山市 7380001028038
福島県南酒販株式会社 福島県 郡山市 6380001006457
株式会社宝来屋本店 福島県 郡山市 6380001006572
株式会社建翔 福島県 いわき市 1380001019496
株式会社福島スイケンエンジニアリング 福島県 いわき市 3380001013712
有限会社さとう総合印刷 福島県 白河市 4380002017810
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有限会社ボデーショップサトウ 福島県 二本松市 4380002016564
有限会社サトウ事務機器 福島県 田村市 2380002014941
株式会社杏佑 福島県 南相馬市 5380001029558
有限会社ホテル西山 福島県 南相馬市 2380002029097
有限会社星運送店 福島県 南会津町 7380002035611
有限会社有松工務店 福島県 石川町 5380002020821
佐久間 勝則 福島県
吉田 茂夫 福島県
茨城建機株式会社 茨城県 水戸市 4050001000180
株式会社エービーリース機械 茨城県 水戸市 6050001000518
株式会社大森食品 茨城県 水戸市 4050001000610
関東プロパン瓦斯株式会社 茨城県 水戸市 3050001000702
カンプロ株式会社 茨城県 水戸市 6050001000732
菊池モーター有限会社 茨城県 水戸市 1050002000950
株式会社サンテ 茨城県 水戸市 3050001003192
株式会社笠間自動車学校 茨城県 笠間市 4050001007936
株式会社イケノベ 茨城県 牛久市 6050001027973
有限会社ワタベ商会 茨城県 牛久市 5050002038013
株式会社エム・アール・エス 茨城県 つくば市 1040001042607
Ｓａｌｅｓ　ｌａｂ株式会社 茨城県 つくば市 7050001048498
株式会社ＰＵＰＰＹ 茨城県 つくば市 6050001034160
北条工業株式会社 茨城県 つくば市 1050001016287
日本紙材株式会社 茨城県 ひたちなか市 8310001013219
株式会社鹿島中央自動車学校 茨城県 鹿嶋市 6050001020185
有限会社中橋製麺所 茨城県 常陸大宮市 8050002035742
株式会社ガレージ３１１ 茨城県 那珂市 7050001040182
株式会社大島スポーツ 茨城県 筑西市 2050001031368
有限会社藤田管工 茨城県 桜川市 8050002044173
社会福祉法人鈴和福祉会 茨城県 神栖市 5050005006297
株式会社ニッケンエンジ 茨城県 神栖市 9050001020736
医療法人社団盛和会 茨城県 行方市 9050005006970
合同会社エーエムアイ 茨城県 つくばみらい市 8010403010926
株式会社創新化工 茨城県 阿見町 9050001025041
株式会社篠原工務店 茨城県 境町 2050001013928
菊地 一浩 茨城県
佐藤 邦裕 茨城県
中川 雄貴 茨城県
株式会社ファーマーズ・フォレスト 栃木県 宇都宮市 4060001007225
有限会社北松 栃木県 宇都宮市 6060002008204
有限会社マルトモ食品 栃木県 栃木市 1060002033090
株式会社あおぞら薬局 栃木県 鹿沼市 3060001032926
宇都宮通信工業株式会社 栃木県 鹿沼市 4060001010237
株式会社壮関 栃木県 矢板市 3010401149936
サンプラスチック株式会社 栃木県 那須塩原市 5040001085115
株式会社ユニテコ 栃木県 那須烏山市 6060001008295
井上株式会社 栃木県 下野市 2060001016211
舘野興業株式会社 栃木県 下野市 6060001014979
有限会社ニッテク 栃木県 益子町 2060002018198
株式会社小堀造園 栃木県 市貝町 1060001009942
株式会社宮一工建 栃木県 野木町 2060001032282
株式会社増山物流 栃木県 那珂川町 2060001008142
野村 泰助 栃木県
松谷 聡 栃木県
松本 勇 栃木県
横塚 亮 栃木県
群馬県庁生活協同組合 群馬県 前橋市 2070005000854
高徳商事株式会社 群馬県 前橋市 8070001024942
株式会社住まいる館 群馬県 前橋市 9070001025758
株式会社中野 群馬県 前橋市 4070001002357
株式会社ピクシー 群馬県 前橋市 9070001024495
Ｐｒｏｇｒｅ’ｓ株式会社 群馬県 前橋市 3070001032909
株式会社星の商人 群馬県 前橋市 8070001005694
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株式会社吉豊 群馬県 高崎市 6070001011389
株式会社シーアンドシー 群馬県 高崎市 3070001007134
株式会社Ｄ＆Ｃ 群馬県 高崎市 2070001030087
有限会社プロペラコーポレーション 群馬県 高崎市 1070002007969
ｐｅｇｕ合同会社 群馬県 高崎市 2070003002893
医療法人ライフサポート 群馬県 桐生市 8070005005030
株式会社ナガシマ 群馬県 伊勢崎市 2070001013612
株式会社ＬＩＦＥ 群馬県 太田市 2060001023273
ミツワ株式会社 群馬県 館林市 9070001022326
株式会社古久家旅館 群馬県 渋川市 3070001017629
有限会社清水屋 群馬県 渋川市 1070002026374
株式会社清芳亭 群馬県 渋川市 4070001017743
合同会社福善旅館 群馬県 渋川市 8070003001758
株式会社プラサロッツ 群馬県 藤岡市 2070001025707
株式会社富岡スポーツプラザ 群馬県 富岡市 4070001011853
東邦工業株式会社 群馬県 安中市 1070001010016
社会福祉法人にしあがつま福祉会 群馬県 長野原町 9070005007496
株式会社すこやか 群馬県 東吾妻町 1070001026359
株式会社高徳 群馬県 みなかみ町 3070001023247
株式会社サカト産業 群馬県 みなかみ町 9070001023381
株式会社ＦａｎｔＷｏｒｋコンサルティング 群馬県 玉村町 2070001036828
原 祐行 群馬県
細野 幹夫 群馬県
有限会社エイコウ電気工業 埼玉県 さいたま市 5030002001906
医療法人Ｈ－Ｐ　Ｓｍｉｌｅ 埼玉県 さいたま市 5030005002513
株式会社キュアラボ 埼玉県 さいたま市 6030001116126
株式会社タカテル． 埼玉県 さいたま市 9030001005103
医療法人社団治心会 埼玉県 さいたま市 2030005019477
都市管理サービス株式会社 埼玉県 さいたま市 5030001018059
マインスポーツ株式会社 埼玉県 さいたま市 4030001007756
ラングデイル合同会社 埼玉県 さいたま市 1030003014480
株式会社Ｒｉｔ 埼玉県 さいたま市 1030001098352
有限会社ワイズ・シー 埼玉県 さいたま市 9030002015381
ＢＥＡＣＯＮ　ＷＯＲＫＳ株式会社 埼玉県 川越市 9030001111446
エルム室内株式会社 埼玉県 熊谷市 2030001084509
株式会社住まいる館 埼玉県 熊谷市 2030001088096
株式会社一会設備 埼玉県 川口市 2030001079574
株式会社藤島建設 埼玉県 川口市 5030001077014
株式会社藤島住宅 埼玉県 川口市 4030001077015
株式会社インクルージョン 埼玉県 所沢市 5030001108941
横尾建設株式会社 埼玉県 本庄市 3030001060450
有限会社大里不動産 埼玉県 東松山市 7030002095640
合同会社オリーブ 埼玉県 東松山市 4030003011319
有限会社ステーションイン 埼玉県 東松山市 7030002096960
有限会社ティーアンドシー 埼玉県 春日部市 3030002071959
株式会社よこい 埼玉県 春日部市 7030001051792
株式会社ＦＰＦ 埼玉県 羽生市 5030001127017
有限会社エーアンドワイ 埼玉県 越谷市 5030002085131
株式会社ｅｎ 埼玉県 越谷市 7030001124986
株式会社フロントベル 埼玉県 越谷市 6030001066957
株式会社森エイト 埼玉県 越谷市 8030001064892
株式会社８６物流 埼玉県 蕨市 4030001125459
萬満株式会社 埼玉県 蕨市 1030001127895
株式会社発送センター 埼玉県 戸田市 5030001023190
有限会社大和精工 埼玉県 朝霞市 6030002059456
株式会社たくまろ 埼玉県 久喜市 4030001032077
社会福祉法人みずほ愛育会 埼玉県 富士見市 3030005006986
エフビーエス株式会社 埼玉県 三郷市 5030001102688
有限会社早野 埼玉県 三郷市 8030002051246
合同会社日本アイケン 埼玉県 鶴ヶ島市 4030003018306
株式会社スズヤ 埼玉県 吉川市 5030001067964
株式会社凱旋門 埼玉県 ふじみ野市 3030001057694
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株式会社ＢＡＬＡＮＣＥ 埼玉県 ふじみ野市 3030001059419
株式会社リフレット 埼玉県 ふじみ野市 4030001056497
株式会社芝屋商店 埼玉県 毛呂山町 4030001114271
有限会社広沢モータース 埼玉県 越生町 6030002093892
長沢産業株式会社 埼玉県 松伏町 3030001065383
池田 哲次 埼玉県
木村 正二 埼玉県
木村 高広 埼玉県
木村 浩人 埼玉県
栗下 聡 埼玉県
駒場 靖之 埼玉県
関根 盛敏 埼玉県
田口 惣大 埼玉県
田村 亮一 埼玉県
原田 智之 埼玉県
針谷 すみ子 埼玉県
真取 輝和 埼玉県
山﨑 哲以 埼玉県
山本 大地 埼玉県
和田 一芳 埼玉県
有限会社アクティブ 千葉県 千葉市 3040002000289
アスカ自動車工業株式会社 千葉県 千葉市 4040001013497
株式会社クマモト 千葉県 千葉市 3040001001841
新求株式会社 千葉県 千葉市 4040001009628
株式会社つくもメディカル 千葉県 千葉市 7011801028627
株式会社ハナ 千葉県 千葉市 1040001107657
合同会社Ｆｅｅｌ　ｓｏ　Ｆｒｅｅ 千葉県 千葉市 7040003010812
株式会社ワールドパーク 千葉県 千葉市 5010401128698
株式会社ビスト 千葉県 銚子市 3040001061522
株式会社アプローズ 千葉県 船橋市 2040001113464
株式会社ＳＡＰ 千葉県 船橋市 7040001081970
医療法人社団史祥会 千葉県 木更津市 8040005011626
医療法人社団大伸会 千葉県 松戸市 6040005005357
株式会社ツバキ自動車 千葉県 松戸市 3040001036177
株式会社ＰＡＲＳ 千葉県 松戸市 4040002050283
株式会社フダイ 千葉県 松戸市 1040001036732
株式会社クローバーホーム 千葉県 成田市 2040001078113
有限会社清宮不動産 千葉県 成田市 4040002055308
成田市管工事協同組合 千葉県 成田市 6040005006090
株式会社アイピープロファクト 千葉県 東金市 1040001078849
有限会社加藤製作所 千葉県 柏市 4040002089322
株式会社シャイン 千葉県 柏市 9040002095398
株式会社セイリング 千葉県 柏市 3040001078921
株式会社マイタウントラベル 千葉県 柏市 5040002090980
医療法人社団友正会 千葉県 柏市 8040005014422
株式会社しおかぜ 千葉県 勝浦市 6040001117973
株式会社石渡工業 千葉県 市原市 3040001055714
ゼットエー株式会社 千葉県 市原市 9040001054867
株式会社井口商店 千葉県 流山市 3010001139445
有限会社エターナル 千葉県 流山市 9040002054602
医療法人社団グリーンパーク 千葉県 流山市 9040005019536
流鉄株式会社 千葉県 流山市 3040001038165
株式会社四街道企業 千葉県 四街道市 1040001049503
有限会社ヱビスヤ 千葉県 いすみ市 9040002101998
有限会社白子衛生 千葉県 白子町 9040002080375
農事組合法人長生産直 千葉県 白子町 6040005011289
石毛 厚 千葉県
河角 雅之 千葉県
庄司 瑞穂 千葉県
鈴木 浩樹 千葉県
千葉 幸雄 千葉県
中野 勝利 千葉県
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丸山 正司 千葉県
大和地 敬行 千葉県
株式会社ＥＮＧ 東京都 千代田区 3011001066423
オーベルインターナショナル株式会社 東京都 千代田区 7010001131695
株式会社カザミフーズ 東京都 千代田区 9010001040151
株式会社管理工学研究所 東京都 千代田区 4010001014036
キャンドルウィック株式会社 東京都 千代田区 6011001063517
Ｃｒｉｃｏ株式会社 東京都 千代田区 5010501034805
株式会社ジェイテック 東京都 千代田区 5010001019521
スピードマスター株式会社 東京都 千代田区 2010001033871
弁護士法人田中法律事務所 東京都 千代田区 7010005030828
ＴＤ　Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ株式会社 東京都 千代田区 7010001198776
株式会社ＤＡＹ　ＢＲＥＡＫ 東京都 千代田区 2010001214835
東立商事株式会社 東京都 千代田区 2330001018444
一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会 東京都 千代田区 4010005004280
ＢＢＣグローバルニュースジャパン株式会社 東京都 千代田区 3010401047990
弁護士法人フィード 東京都 千代田区 9010005005919
武陽食品株式会社 東京都 千代田区 8010001028692
株式会社友林医薬 東京都 千代田区 6040001108601
株式会社ラカラジャパン 東京都 千代田区 5470001006275
株式会社ランス 東京都 千代田区 2010001217747
ワンディー株式会社 東京都 千代田区 7010001181039
株式会社アジア太平洋通信社 東京都 中央区 4010001181850
エーディアルシー株式会社 東京都 中央区 3010001146474
有限会社エビスフーズ 東京都 中央区 7010002040061
オー・エス・エス株式会社 東京都 中央区 9011101029646
嘉創株式会社 東京都 中央区 2010001140866
京橋白木株式会社 東京都 中央区 4010001046120
有限会社吟 東京都 中央区 9010002048846
有限会社Ｋｏｔｏｓｈｉｒｏｄｏ 東京都 中央区 5010902020809
Ｊ＆Ｗネクサス株式会社 東京都 中央区 3010001190365
ｓｅｌｅａｄ　ｇｒｏｕｐ株式会社 東京都 中央区 5010001216060
株式会社タウン管理サービス 東京都 中央区 1011201003005
株式会社タウンハウジング 東京都 中央区 8010001049689
宝通商株式会社 東京都 中央区 3010001049495
株式会社ただいま 東京都 中央区 1010001112841
株式会社天山 東京都 中央区 7010001180718
東京真珠株式会社 東京都 中央区 4010001061359
株式会社ドライビングフォース 東京都 中央区 2021001051227
株式会社ＮｅｔＥｘｐｌｏｒｅｒ 東京都 中央区 6010001212216
税理士法人原会計事務所 東京都 中央区 8010005008716
株式会社マルタカ 東京都 中央区 7010001205227
株式会社未来 東京都 中央区 2480001010816
明興双葉株式会社 東京都 中央区 1010701009627
株式会社ｍｏｒｉｃｈ－Ｔｏ 東京都 中央区 5010001204313
Ｒ商会株式会社 東京都 港区 4010401158408
株式会社ＲＹコーポレーション 東京都 港区 4010701019607
株式会社IDEATECH 東京都 港区 3010901027963
インターディメンション株式会社 東京都 港区 8010403017483
株式会社エイ・ネット 東京都 港区 1010401004192
株式会社エクストリーマーズ 東京都 港区 3010401130160
株式会社Ｓｔｙｌｅ　Ｗｏｒｋｓ 東京都 港区 7010401132500
特定非営利活動法人全国認定こども園協会 東京都 港区 3060005007263
公益財団法人日本知的障害者福祉協会 東京都 港区 1010405001095
日本電工株式会社 東京都 港区 5010401022934
株式会社ＮＥＸＴＡＧＥ 東京都 港区 7010401151392
株式会社ハウズ 東京都 港区 6010401023717
株式会社バトラー 東京都 港区 3010401100659
株式会社文洋社 東京都 港区 7010401026132
マルイミート株式会社 東京都 港区 1010401028299
株式会社ムラデン 東京都 港区 6010401029177
株式会社ライフ・ブレーン 東京都 港区 3010401030922
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株式会社リブマックスプロパティマネジメント 東京都 港区 5011101070471
江口孔版株式会社 東京都 新宿区 1010001011580
株式会社ＳＵＮ 東京都 新宿区 2011101054295
株式会社ガウディ 東京都 新宿区 1010401118348
有限会社桂興業グループ企画 東京都 新宿区 2011102023191
税理士法人黒崎税務経営事務所 東京都 新宿区 5011105006769
株式会社コンランショップ・ジャパン 東京都 新宿区 5011101054417
株式会社ＧＥＮＺ 東京都 新宿区 4011201019114
ジャパングッズ株式会社 東京都 新宿区 1011101079640
株式会社スリーピングトーキョー 東京都 新宿区 4011001072354
株式会社ＴＹＣＳ 東京都 新宿区 5011601022815
株式会社ＮＥＷ　ＧＡＴＥ 東京都 新宿区 5020001102771
株式会社ＢＨＦ 東京都 新宿区 1011101088872
株式会社フウ未来生活研究所 東京都 新宿区 9010001006813
ミズトミコンサルティング株式会社 東京都 新宿区 4011001120154
株式会社ＬＵＣＥ 東京都 新宿区 9120001124703
有限会社伊勢五本店 東京都 文京区 8010002049713
有限会社ショップネット 東京都 文京区 2010002036205
合同会社ファースト 東京都 文京区 8010003015870
株式会社ヤスヰ 東京都 文京区 5010001007930
株式会社山口海苔 東京都 文京区 2010001007982
株式会社洋文社 東京都 文京区 4010001080334
ウインズファクトリー株式会社 東京都 台東区 9010001011482
ＬＥＤテクノ株式会社 東京都 台東区 8010501035569
株式会社エンジョイ 東京都 台東区 4010001157173
株式会社Ｇｒｅｅｎｅｒｙ 東京都 台東区 7010001185493
株式会社ＪＫ 東京都 台東区 7011801038469
株式会社ＢＩＥ 東京都 台東区 8120901029382
株式会社フープディドゥ 東京都 台東区 6010501013444
ゆくい堂株式会社 東京都 台東区 6010501021835
株式会社ワイズ・パートナーズ 東京都 台東区 7010001119682
株式会社黒ばら本舗 東京都 墨田区 2010601010270
株式会社ズーム 東京都 墨田区 9010601011386
株式会社谷口化学工業所 東京都 墨田区 8010601034537
一般社団法人ハウスワランティ 東京都 墨田区 3010605002148
三井興業株式会社 東京都 墨田区 2011101020520
医療法人社団一佳会 東京都 江東区 8010605003364
株式会社小野特殊硝子製作所 東京都 江東区 6010601001324
株式会社Ｎｅｗ　ｌｉｆｅ 東京都 江東区 9010601059104
株式会社美輝 東京都 江東区 6011201014872
税理士法人五反田会計 東京都 品川区 1010705002173
株式会社トリリオン 東京都 品川区 2010701007142
一般社団法人日本ドローン損害調査協会 東京都 品川区 6010705003076
日本システムケア株式会社 東京都 品川区 7010701023218
株式会社グロスピット 東京都 目黒区 8013201001741
医療法人社団善慶会 東京都 目黒区 9011005007112
株式会社ビューズ 東京都 目黒区 7013201013176
株式会社ＰＬＡＮ　Ｂ 東京都 目黒区 9011001137755
株式会社ワインファームＴＡＭＵＲＡ 東京都 目黒区 3011001118711
有限会社アスナロ 東京都 大田区 4010802017006
ｃｌｅａｎｅｒｓ洗屋株式会社 東京都 大田区 5010801025520
株式会社シティ・ハウジング 東京都 大田区 3010801005383
株式会社創真設備サービス 東京都 大田区 5010801021123
医療法人社団たんぽぽ 東京都 大田区 5010805001328
東林株式会社 東京都 大田区 6010801030932
株式会社トーイツ 東京都 大田区 8010801008068
株式会社日洋 東京都 大田区 7010401021868
日和産業株式会社 東京都 大田区 9010401021890
合同会社ｎｏｓｓｏ 東京都 大田区 1010803003445
株式会社Ｖ２Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ 東京都 大田区 3010801029498
マルイフーズ株式会社 東京都 大田区 6010801011255
丸友産業株式会社 東京都 大田区 9010801011343
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株式会社ダイニチ・コーポレーション 東京都 世田谷区 9120001012825
株式会社ナオコネクト 東京都 世田谷区 5010901044395
株式会社林工務所 東京都 世田谷区 1010901009848
株式会社フレイヴァ 東京都 世田谷区 9011001072952
合同会社Ｌｉｅｎ 東京都 世田谷区 6010903003365
ロンジェニック有限会社 東京都 世田谷区 7010902025459
株式会社アイジェンシー 東京都 渋谷区 4011101000207
アクトダイニング株式会社 東京都 渋谷区 4020001063172
株式会社ＥＲＣ 東京都 渋谷区 2120001120056
伊澤タオル株式会社 東京都 渋谷区 9010401160598
株式会社イシキ 東京都 渋谷区 6011001092978
株式会社インターナショナル・ダイニング・コーポレーション 東京都 渋谷区 4010401093258
株式会社エクスメディア 東京都 渋谷区 7013401005683
有限会社エヌプラス 東京都 渋谷区 2011602021694
エポックル株式会社 東京都 渋谷区 3011001120188
株式会社ＫＡＤＯＭＯＲＩ 東京都 渋谷区 3011001113217
グローバルインク株式会社 東京都 渋谷区 3011001062546
株式会社国政情報センター 東京都 渋谷区 1011001007973
株式会社シーズン２ 東京都 渋谷区 6011001125507
株式会社ジェイボックス 東京都 渋谷区 2011001059403
株式会社システム・クリエート・センター 東京都 渋谷区 1011001010341
大星商事株式会社 東京都 渋谷区 7011001013181
ＤＡＩＢＯ株式会社 東京都 渋谷区 1010001123293
株式会社東京ミライズ 東京都 渋谷区 7011001072178
トラストレージ株式会社 東京都 渋谷区 8011101090987
株式会社Ｔｒｅｂｏｌ 東京都 渋谷区 5011001104412
株式会社ネイリー 東京都 渋谷区 9290001075228
株式会社ネイリス 東京都 渋谷区 6010701033548
株式会社ハピ・ディレクション 東京都 渋谷区 6011001133088
株式会社ＢＩＬＬＩＯＮ 東京都 渋谷区 3120001186559
有限会社ファリエロサルティジャパン 東京都 渋谷区 5011002036497
ＢＥＬＬＲＩＮＧＥＲ株式会社 東京都 渋谷区 5011001099116
株式会社ミギナナメウエ 東京都 渋谷区 7010401140676
株式会社ミツカリ 東京都 渋谷区 9120001191066
株式会社未来ビジネスコーポレーション 東京都 渋谷区 5011001127248
株式会社メモア 東京都 渋谷区 5011001063121
ＹＵ－Ｍエンターテインメント株式会社 東京都 渋谷区 5010401124210
株式会社リアルジャパンプロジェクト 東京都 渋谷区 7011001073069
株式会社ワイズインテグレーション 東京都 渋谷区 4011001061885
有限会社アスパ 東京都 中野区 6013302000479
五月産業株式会社 東京都 中野区 3011201002129
医療法人社団伸永会 東京都 中野区 1011205000196
株式会社ステディーライズ 東京都 中野区 4011201013075
株式会社エルサンク・ジャポン 東京都 杉並区 6011301001234
ＤＣＴグループ株式会社 東京都 杉並区 8011301014696
東京運輸合同会社 東京都 杉並区 4040003009238
合同会社Ｐ．Ｉ．Ｇ． 東京都 杉並区 5011303003452
Ｒｅｂｌｏｏｍ合同会社 東京都 杉並区 9011303003762
株式会社ジェック 東京都 豊島区 4013301005118
株式会社新領域理工塾 東京都 豊島区 7010001192936
Ｄｉｓｓｅｃｔｅｒａ株式会社 東京都 豊島区 6011601022442
株式会社野付 東京都 豊島区 3013301042145
華和株式会社 東京都 豊島区 1013301037403
株式会社フェルート 東京都 豊島区 3013301044505
メドケア株式会社 東京都 豊島区 5011101073020
Ｓ．ｐａｃｅ株式会社 東京都 北区 7011501026030
医療法人社団歯伝会 東京都 北区 9011505001770
小暮印刷株式会社 東京都 荒川区 6011501006388
株式会社千住抜型製作所 東京都 荒川区 7011501007195
株式会社トンボ楽器製作所 東京都 荒川区 7011501007922
いし本食品工業株式会社 東京都 板橋区 7011401000556
株式会社ウェイベックス 東京都 板橋区 9011401007624
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クロム電気株式会社 東京都 板橋区 8011401016320
株式会社セキムラ 東京都 板橋区 2011401003522
株式会社太陽整備 東京都 板橋区 7011402005463
東京薬品株式会社 東京都 板橋区 9011601004603
ミライ研究所株式会社 東京都 板橋区 7011401020645
株式会社六工房 東京都 板橋区 7011401010968
株式会社うえも商店 東京都 練馬区 1011601017075
寿観光株式会社 東京都 練馬区 2011601002324
株式会社ナベカン 東京都 練馬区 1011601008041
株式会社ヴェルテックスインターナショナル 東京都 足立区 9011801021274
Ｓ＆Ｃパートナーズ合同会社 東京都 足立区 9011803003808
サトウ電機株式会社 東京都 足立区 4011801008177
城北ヤクルト販売株式会社 東京都 足立区 5011801008721
医療法人社団誠友会 東京都 足立区 9030005010198
Ｆｏｒｅｓｔｉｎｇ　Ｊａｐａｎ株式会社 東京都 足立区 4011801038975
有限会社菊屋畜産 東京都 葛飾区 9011802021554
ＪＮＣＡインターナショナル株式会社 東京都 葛飾区 4021003007456
株式会社日清不動産 東京都 葛飾区 8011801031407
エヌ・イー・トレーディング株式会社 東京都 江戸川区 7010401041057
グリースホールディングス株式会社 東京都 江戸川区 5010001187293
株式会社剛力建設 東京都 江戸川区 7011701010841
株式会社サクラベッツ 東京都 江戸川区 3011701011174
ＪＳＴＨ株式会社 東京都 江戸川区 9011701021985
株式会社昭和企画 東京都 江戸川区 5011701003624
有限会社宝自動車 東京都 江戸川区 6011702007251
タチバナ工業株式会社 東京都 江戸川区 5011701004952
ニューエンパイヤ商事株式会社 東京都 江戸川区 7010401021918
株式会社フォルテシモ 東京都 江戸川区 6011701012558
有限会社平野オートボディー 東京都 八王子市 2010102008426
矢澤電気株式会社 東京都 立川市 5012801001666
株式会社シーエムエスコンサルティング 東京都 武蔵野市 8012401011261
中浜工芸株式会社 東京都 武蔵野市 3012401011596
有限会社ケイエスレーザ加工 東京都 三鷹市 8012402020088
株式会社ささもと建設 東京都 青梅市 5013101003659
ゑえやん合同会社 東京都 府中市 6012403002624
株式会社三和建設 東京都 府中市 6012401000662
株式会社ティーンズ 東京都 府中市 6012403003936
株式会社ＰＲＯＤＵＣＥＲＳ 東京都 府中市 4011001095710
株式会社ジオアークス 東京都 昭島市 5012801019923
株式会社春クリーン 東京都 昭島市 5012801009783
株式会社五十嵐惣一工務店 東京都 調布市 8012401007276
株式会社ベジクラ 東京都 調布市 5012401020711
株式会社アイ・トピア 東京都 町田市 4012301008097
有限会社シャドウ・スタントプロダクション 東京都 町田市 4012302008344
タウンエステート協同組合 東京都 町田市 1012305000350
一般社団法人地域包括ケア研究所 東京都 町田市 3011005006961
株式会社ヤザワ電機 東京都 小平市 9012701001028
大貴株式会社 東京都 東村山市 8012701014245
菱洋企業株式会社 東京都 東村山市 1012701002000
株式会社Ｄｕ・Ｐａｙ 東京都 国分寺市 4012401010548
株式会社ホッタ晴信堂薬局 東京都 福生市 9013101000363
西都保健生活協同組合 東京都 清瀬市 7012705000151
有限会社八栄興業 東京都 東久留米市 5012702007151
株式会社Ｋ－ＬＩＮＥ 東京都 武蔵村山市 8012801019680
ＫＣＡオペレーションズ株式会社 東京都 あきる野市 4013101006670
株式会社くすりのダイイチ 東京都 西東京市 3012701002758
赤間 三男 東京都
安部 大輝 東京都
石川 朗彦 東京都
石塚 永遠児 東京都
磯部 和郎 東京都
植田 圭 東京都
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大久保 篤 東京都
大西 栄司 東京都
大桃 秀勝 東京都
岡田 千のぶ 東京都
尾谷 恒行 東京都
草柳 昭浩 東京都
倉本 周治 東京都
小島 恭子 東京都
五島 博樹 東京都
志磨 宏彦 東京都
白石 莉菜 東京都
杉田 敬光 東京都
鈴木 秀夫 東京都
高島 雅之 東京都
立石 奈津子 東京都
鄭 壽仁 東京都
塚本 健雄 東京都
土井 典子 東京都
戸田 繁 東京都
中岡 真 東京都
中澤 美佐枝 東京都
中田 博 東京都
中山 守正 東京都
成瀨 由美子 東京都
西渕 淳 東京都
西山 太郎 東京都
野﨑 均 東京都
野中 敏博 東京都
野村 佳南恵 東京都
林 勉 東京都
降矢 好宏 東京都
星野 輝之 東京都
本田 泰史 東京都
増田 貴也 東京都
松村 健二郎 東京都
松山 昌弘 東京都
峯岸 敏 東京都
森山 哲也 東京都
矢野 宏明 東京都
山野 光弘 東京都
渡邉 季里 東京都
ＲＷｏｒｋｓ株式会社 神奈川県 横浜市 2020001138265
株式会社ＡＫＡＬＡ 神奈川県 横浜市 4020001127027
税理士法人あすか 神奈川県 横浜市 6020005004369
有限会社安部ファーマシー 神奈川県 横浜市 3020002060062
株式会社ＳＥアミューズメント 神奈川県 横浜市 7020001110847
嘉祥株式会社 神奈川県 横浜市 9020001055198
神奈川県漁業協同組合連合会 神奈川県 横浜市 1020005003680
Ｇｒｉｎ　Ｇｕｖｎｏｒ株式会社 神奈川県 横浜市 9021001044521
株式会社大勝 神奈川県 横浜市 5020001023679
太建工業株式会社 神奈川県 横浜市 1020001023575
医療法人社団高松歯科医院 神奈川県 横浜市 5020005003727
有限会社徳丸商店 神奈川県 横浜市 9020002067770
税理士法人仲田パートナーズ会計 神奈川県 横浜市 9020005005265
ハニーミルク株式会社 神奈川県 横浜市 6020001010445
有限会社ピトコサービス 神奈川県 横浜市 2020002010522
株式会社フジケン 神奈川県 横浜市 5020001018687
ブン・トータルサービス株式会社 神奈川県 横浜市 3020001032021
株式会社ＢＵＮ．ＩＴＧ 神奈川県 横浜市 9020001118129
株式会社ＢＵＮ．ＭＥＧ 神奈川県 横浜市 1020001118128
株式会社ＢＵＮ．ＬＯＧ 神奈川県 横浜市 7020001118130
株式会社マリアブルー 神奈川県 横浜市 4020001101568
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有限会社森仙蔵商店 神奈川県 横浜市 6020002015633
株式会社ラクセル 神奈川県 横浜市 4020001063560
株式会社アイクリーン東京 神奈川県 川崎市 1020001068802
株式会社ウスイ 神奈川県 川崎市 2020001067456
株式会社オージャス 神奈川県 川崎市 9020001082416
株式会社協同インターナショナル 神奈川県 川崎市 9020001067656
三和運輸機工株式会社 神奈川県 川崎市 6020001072931
一般社団法人ＳＯＬ 神奈川県 川崎市 4020005014907
株式会社塚越自動車 神奈川県 川崎市 5020001071208
堂本製菓株式会社 神奈川県 川崎市 7020001073887
東横ガス株式会社 神奈川県 川崎市 5020001069788
株式会社モンタナ 神奈川県 川崎市 7020001064820
アザエンジニアリング株式会社 神奈川県 相模原市 8012301000026
株式会社アトラス 神奈川県 相模原市 6021001011185
株式会社協和観光 神奈川県 相模原市 7021001016258
株式会社Ｂａｒ－ｓｏｌ 神奈川県 横須賀市 1021001042838
株式会社冨士電業社 神奈川県 横須賀市 1021001041022
株式会社ネイション 神奈川県 平塚市 2021001056738
合資会社関水スポーツ 神奈川県 藤沢市 3021003000131
株式会社ネクスホーム湘南 神奈川県 藤沢市 8021001072671
株式会社Ｎｅｗｓ 神奈川県 秦野市 2021001024158
株式会社アイネックス 神奈川県 厚木市 1021001023722
エクセルフィルム株式会社 神奈川県 厚木市 7021001024756
株式会社静科 神奈川県 厚木市 4021001039716
株式会社ニューライフオリジナル 神奈川県 厚木市 4021001020312
アブソリュート株式会社 神奈川県 伊勢原市 3021001021419
株式会社メック 神奈川県 海老名市 9021001029530
株式会社エレニックス 神奈川県 座間市 2021001026212
有限会社三橋自動車 神奈川県 南足柄市 3021002055036
有限会社ラメール洋菓子店 神奈川県 寒川町 8021002012429
株式会社本城商店 神奈川県 大磯町 4021001037653
有限会社ふきや旅館 神奈川県 湯河原町 7021002050231
阿萬 正巳 神奈川県
児玉 理恵 神奈川県
齋藤 公男 神奈川県
関根 慎介 神奈川県
太期 昭文 神奈川県
髙橋 礼篤 神奈川県
辻上 弘 神奈川県
原 幹治 神奈川県
廣松 伸一 神奈川県
細谷 雅彦 神奈川県
松長 秀志 神奈川県
的川 美砂子 神奈川県
宮崎 亨 神奈川県
アサヒアレックスホールディングス株式会社 新潟県 新潟市 3110001000290
株式会社アサヒテック 新潟県 新潟市 1110001001084
株式会社光立電機 新潟県 新潟市 7110001001938
有限会社坂上製作所 新潟県 新潟市 2110002002725
合資会社 鍋茶屋 新潟県 新潟市 2110003000190
株式会社ニイガタマシンテクノ 新潟県 新潟市 9110001006761
日東成工株式会社 新潟県 新潟市 9110001004492
有限会社星山米店 新潟県 新潟市 9110002005993
ヤマムラ板金合同会社 新潟県 新潟市 7110003003593
社会福祉法人虹のまち福祉会 新潟県 長岡市 5110005015795
アーネスト株式会社 新潟県 三条市 1110001015448
有限会社ノマタ酒店 新潟県 柏崎市 9110002020860
有限会社宮村製麸所 新潟県 新発田市 5110002015583
有限会社内山スポーツ 新潟県 村上市 2110002021411
ホシノ工業株式会社 新潟県 上越市 5110001019404
有限会社丸政ミシン電気商会 新潟県 上越市 5110002023520
株式会社長生館 新潟県 阿賀野市 8110001011498
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松前海運株式会社 新潟県 佐渡市 6110001027694
有限会社匠工務店 新潟県 南魚沼市 8110002033021
株式会社ＢＬＡＮＣ　ＤＥ　ＢＬＡＮＣＳ 新潟県 南魚沼市 4011101054277
秋田 嗣夫 新潟県
坂西 輝男 新潟県
有限会社内田鉄工 富山県 富山市 3230002000435
広貫堂河上薬品グループ株式会社 富山県 富山市 3200001020164
株式会社縄合屋 富山県 富山市 8230001013945
ネクスト・ワン株式会社 富山県 富山市 3230001016309
株式会社ビーンズ・クリエイティヴ・ディレクションズ 富山県 富山市 2230001002581
有限会社藤原工業 富山県 富山市 8230002006790
有限会社富南電設工業 富山県 富山市 5230002003048
マンテンホテル株式会社 富山県 富山市 5230001003321
株式会社吉崎商会 富山県 富山市 8230001003491
竹澤工業株式会社 富山県 高岡市 2230001010345
株式会社三愛 富山県 滑川市 3230002008924
有限会社波間工作所 富山県 滑川市 2230002009015
庄川観光株式会社 富山県 南砺市 8230001008581
株式会社流通産業 富山県 上市町 5230001003536
中川 宏 富山県
株式会社石野製作所 石川県 金沢市 3220001001105
井筒管材株式会社 石川県 金沢市 3220001001170
加賀建設株式会社 石川県 金沢市 7220001001976
株式会社菓匠高木屋 石川県 金沢市 4220001001789
株式会社真田製あん 石川県 金沢市 4220001003083
株式会社ＳＵ－ＢＥＥ 石川県 金沢市 3220001017547
新保酒販株式会社 石川県 金沢市 4220001003331
有限会社多田緑化サービス 石川県 金沢市 7220002003740
（株）ナカムラ工業 石川県 金沢市 9220001019372
株式会社松本商店 石川県 金沢市 4220001018916
株式会社マナコーポレーション 石川県 金沢市 8220001011371
株式会社吉﨑商会 石川県 金沢市 4220001007398
株式会社ル・キューブ金沢 石川県 金沢市 7220001018830
株式会社月うさぎの里 石川県 加賀市 6220001017148
株式会社かほく土建 石川県 かほく市 7220001019696
税理士法人大翔 石川県 白山市 7220005008431
大同開発株式会社 石川県 川北町 9220001008796
株式会社福井鉄工所 石川県 川北町 5220001008817
中橋商事株式会社 石川県 宝達志水町 4220001015822
岩田 浩二 石川県
大角 武志 石川県
大多 泰宏 石川県
北野 隆也 石川県
汐井 久恵 石川県
南海 豊充 石川県
三井 斉 石川県
株式会社岡本吉之亟商店 福井県 福井市 1210001000794
公益財団法人福井県労働衛生センター 福井県 福井市 6210005000076
株式会社ＭＡＣＲＯ 福井県 福井市 2210002009289
三谷不動産株式会社 福井県 福井市 1210001004028
株式会社ローズガーデン 福井県 福井市 6210001008932
合同会社ＥＮＧＩＮＥ　ＢＲＡＩＮ 福井県 大野市 6210003001191
株式会社昇竜 福井県 大野市 7210001009806
有限会社杉本清味堂 福井県 大野市 7210002009499
アルファ株式会社 福井県 鯖江市 6210001012637
新珠製菓株式会社 福井県 越前市 3210001011451
片山酒造株式会社 福井県 越前市 7210001011547
株式会社三国屋 福井県 坂井市 1210001007451
有限会社ニューチップ運送 福井県 越前町 5210002012298
富士良建設株式会社 福井県 おおい町 7210001014426
齋藤 昭治 福井県
嶋﨑 真路 福井県
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村田 英子 福井県
株式会社相川プレス工業 山梨県 都留市 1090001008289
ケイカーズコミュニケーションズ株式会社 山梨県 甲斐市 6090001007451
窪田 五郎 山梨県
清水 太郎 山梨県
保坂 弘秀 山梨県
三神 治彦 山梨県
株式会社ＣｏｃｏＣｈｏｕＣｈｏｕ 長野県 長野市 4100001032615
株式会社サン・スプレー 長野県 長野市 4100001001132
株式会社戸隠 長野県 長野市 4100001031245
長坂バロック株式会社 長野県 長野市 8100001002564
公益財団法人長野県学校給食会 長野県 長野市 9100005000142
五光自動車センター有限会社 長野県 松本市 6100002019923
有限会社草菴 長野県 松本市 7100002020467
株式会社飯島商店 長野県 上田市 2100001009524
千曲建設工業株式会社 長野県 上田市 7100001009949
有限会社南條旅舘 長野県 上田市 1100002014508
有限会社ホームラン堂運動具店 長野県 上田市 1100002014722
有限会社イチオカ 長野県 岡谷市 5100002030897
株式会社美謄堂 長野県 岡谷市 2100001019721
コンテックナガイ株式会社 長野県 飯田市 4100001022442
有限会社吉川測量設計事務所 長野県 飯田市 1100002037608
株式会社電管エンジニアリング 長野県 諏訪市 1100001018501
有限会社新﨑酒店 長野県 須坂市 9100002008460
有限会社中高冷菓 長野県 中野市 1100002018070
北アルプス森林組合 長野県 大町市 4100005007365
株式会社スーサランシィー・イデ 長野県 茅野市 3100001020100
ネオテック株式会社 長野県 塩尻市 9100001015739
株式会社ウッディクリエーション 長野県 白馬村 3100001017600
有限会社ぴー坊 長野県 白馬村 6100002026754
株式会社小布施堂 長野県 小布施町 2100001005787
上條 勇一 長野県
高橋 正昭 長野県
武田 文雄 長野県
塚田 修 長野県
渡辺 敏子 長野県
ウィンキャリア株式会社 岐阜県 岐阜市 3200001028661
株式会社オブリージュ 岐阜県 岐阜市 3200001035146
税理士法人栗本会計事務所 岐阜県 岐阜市 7200005011957
ＴＨＡＫＵコーポレーション株式会社 岐阜県 岐阜市 2200001034099
三徳株式会社 岐阜県 岐阜市 3200001027218
株式会社シティフーズ 岐阜県 岐阜市 8200001002488
株式会社誠和 岐阜県 岐阜市 3200001024611
日本いぶし瓦株式会社 岐阜県 岐阜市 3200001003953
モアビルメンテナンス株式会社 岐阜県 岐阜市 8200001029746
やまと工業株式会社 岐阜県 岐阜市 7200001005624
有限会社ヒダヤ 岐阜県 大垣市 4200002013075
株式会社ひらばやし 岐阜県 大垣市 8200001014186
株式会社スカイワールド 岐阜県 高山市 3200001025295
ブレーン企画株式会社 岐阜県 高山市 9200001025109
平和プロパン瓦斯株式会社 岐阜県 高山市 5200001025112
益田川上流漁業協同組合 岐阜県 高山市 5200005009706
Ｌｉｆｅ　Ｂａｎｋ株式会社 岐阜県 高山市 8200001030092
株式会社石田商店 岐阜県 多治見市 7200001022108
有限会社シマカゲ 岐阜県 多治見市 8200002021264
株式会社ドゥプラン 岐阜県 多治見市 6200001020839
有限会社Ｂフードサービス 岐阜県 多治見市 1200002022772
株式会社エラーブル 岐阜県 中津川市 7200001031843
有限会社佐々木モータース 岐阜県 中津川市 1200002023309
株式会社新杵堂 岐阜県 中津川市 5200001024163
鈴商株式会社 岐阜県 中津川市 9200001023392
ＫＲＳ株式会社 岐阜県 土岐市 6200001030409
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有限会社ゼストコーポレーション 岐阜県 土岐市 6200002020210
株式会社中央重機 岐阜県 土岐市 2200001021403
株式会社中部保育 岐阜県 可児市 5200001031936
株式会社新東工機製作所 岐阜県 瑞穂市 8200001009970
大日本警備保障株式会社 岐阜県 瑞穂市 6200001010014
株式会社カー・ポート・マドカ 岐阜県 郡上市 5200001026333
フッド株式会社 岐阜県 郡上市 9200002028093
望川館株式会社 岐阜県 下呂市 5200001026151
有限会社岐南鉄工所 岐阜県 岐南町 5200002010575
株式会社ファニテック 岐阜県 岐南町 6200001011466
富士和商事株式会社 岐阜県 安八町 3200001014918
医療法人ＯＲＡＬＩＳＳ 岐阜県 池田町 8200005012748
株式会社一縁 岐阜県 北方町 7200001033492
稲川 喜之 岐阜県
岩田 慎也 岐阜県
中嶌 誠 岐阜県
吉田 恭二 岐阜県
株式会社アクタガワ 静岡県 静岡市 9080001002335
株式会社ＥＶＩＭＡ 静岡県 静岡市 6080001023391
合同会社Ｏｒｉｏｎ 静岡県 静岡市 7080003002211
株式会社きたがわ宝石 静岡県 静岡市 4080001001168
有限会社黒田建材 静岡県 静岡市 5080002009779
株式会社ｇｏｓｅａ’ｓ 静岡県 静岡市 5080001023624
株式会社三水 静岡県 静岡市 8080001008028
株式会社辻雄貴空間研究所 静岡県 静岡市 1080001022266
株式会社プランナーエム 静岡県 静岡市 7080001004639
株式会社オンリーワン 静岡県 浜松市 6080401020030
合同会社カチスタプラス 静岡県 浜松市 5080403003637
株式会社コバテクノロジー 静岡県 浜松市 8080401001771
小松不動産株式会社 静岡県 浜松市 2080401020744
株式会社スティルアン 静岡県 浜松市 8080401009749
スリーカウント株式会社 静岡県 浜松市 1080401011983
株式会社フード・フォレスト 静岡県 浜松市 9080402008328
株式会社松本 静岡県 浜松市 4080401011485
株式会社みによん 静岡県 浜松市 9080401005326
株式会社ＬｏｃａｌＮｏｗ 静岡県 浜松市 7080401011193
有限会社アーク 静岡県 沼津市 1080102000030
株式会社オフィスグルー 静岡県 沼津市 8080101003449
株式会社金子工務店 静岡県 沼津市 5080101005200
有限会社カネヒロ 静岡県 沼津市 1080102001466
興栄塗料株式会社 静岡県 沼津市 1080101000543
素肌新館株式会社 静岡県 沼津市 6080101016064
有限会社東信建設工業 静岡県 熱海市 5080102019034
株式会社三静工業 静岡県 三島市 4080101005622
有限会社西山ライフ保険 静岡県 三島市 6080102011221
有限会社ヒヨシサイン 静岡県 三島市 1080102012513
有限会社山下工業 静岡県 三島市 8080102012985
株式会社梅原建設 静岡県 伊東市 5080101013905
有限会社エスケイ自動車販売 静岡県 伊東市 3080102019110
株式会社リタプロモーション 静岡県 伊東市 8080101017663
株式会社小長谷製紐所 静岡県 富士市 7080101008523
株式会社山清倉庫 静岡県 富士市 4080101009895
株式会社アマノ 静岡県 磐田市 7080401016416
有限会社松村モータース 静岡県 磐田市 9080402019928
株式会社マーベラス 静岡県 焼津市 2080001017793
株式会社エス・テック 静岡県 掛川市 3080401015454
株式会社北辰たちばなや 静岡県 掛川市 2020001030959
丸山ホールディングス株式会社 静岡県 掛川市 9080401020515
小野製茶株式会社 静岡県 藤枝市 7080001016312
医療法人志太会 静岡県 藤枝市 2080005005893
株式会社榛原電業 静岡県 御前崎市 8080401015268
カネ十農園株式会社 静岡県 牧之原市 5080001014573
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株式会社ＳＴ　ＰＡＲＴＮＥＲＳ 静岡県 河津町 5013201005646
株式会社オイル屋ぶんぶん 静岡県 小山町 2080101004659
菊地工業株式会社 静岡県 吉田町 6080001013938
市野 修司 静岡県
江間 佐一 静岡県
嘉藤 淳 静岡県
佐藤 晃彦 静岡県
佐野 和久 静岡県
杉本 文雄 静岡県
杉山 容子 静岡県
長谷川 乾 静岡県
室伏 正樹 静岡県
若尾 和雄 静岡県
愛知県セメント卸協同組合 愛知県 名古屋市 3180005004356
有限会社アイ・ディー・エフ・アクテュアライズ 愛知県 名古屋市 7180002041695
株式会社アクティブ 愛知県 名古屋市 5180001001520
ＡＺＡＰＡ株式会社 愛知県 名古屋市 2180001066062
株式会社ＡＳＵＩＲＯ 愛知県 名古屋市 9180001145982
株式会社ＡＢＹＳＴＥＰ 愛知県 名古屋市 9180001119111
株式会社アンドウコーポレーション 愛知県 名古屋市 1180001050868
株式会社イーリード 愛知県 名古屋市 5180001071084
株式会社ＶＩＳＩＯＮ 愛知県 名古屋市 5180001099935
株式会社エコフ 愛知県 名古屋市 5180001058932
株式会社Ｓ．Ｉ．Ｍ 愛知県 名古屋市 3180001127565
株式会社ＳＰＦ 愛知県 名古屋市 7180001059193
ＭＳドリーム株式会社 愛知県 名古屋市 2180001068975
エリールスジャパン株式会社 愛知県 名古屋市 8180001111630
特定非営利活動法人えんとかく 愛知県 名古屋市 8180005015638
株式会社大嶽設備 愛知県 名古屋市 7180001121317
株式会社加藤鉄工所 愛知県 名古屋市 3180001102270
株式会社上川 愛知県 名古屋市 1180001006259
株式会社貴船インスペクション 愛知県 名古屋市 8180002057666
株式会社グローバルフーズ 愛知県 名古屋市 2180001139322
税理士法人Ｋ＆Ｈパートナーズ 愛知県 名古屋市 5180005019170
株式会社建機テクノサービス 愛知県 名古屋市 5180001133776
株式会社Ｓｕｎｎｙ　Ｐｌｕｓ 愛知県 名古屋市 2180001104656
株式会社ＳＡＲＡ 愛知県 名古屋市 2180001138299
サンスリー株式会社 愛知県 名古屋市 3180001000383
株式会社シード 愛知県 名古屋市 3180001071482
医療法人歯聖会 愛知県 名古屋市 5180005002515
医療法人昌学会 愛知県 名古屋市 6180005006390
株式会社末廣堂 愛知県 名古屋市 5180001025156
株式会社セゾン 愛知県 名古屋市 4180001128422
セントラル画材株式会社 愛知県 名古屋市 5180001037317
大栄産業株式会社 愛知県 名古屋市 2180001014748
テクノネット株式会社 愛知県 名古屋市 7180001080026
東海地所パートナーズ株式会社 愛知県 名古屋市 8180001108544
東海ロックカナモノ株式会社 愛知県 名古屋市 4180001012865
株式会社トーカイ 愛知県 名古屋市 8180001050449
株式会社ＴｏＭＡ 愛知県 名古屋市 3180001123705
遠山産業株式会社 愛知県 名古屋市 4180001038803
豊丸産業株式会社 愛知県 名古屋市 2180001032618
一般社団法人ドリームサポーター協会 愛知県 名古屋市 7180305008367
有限会社トレンディ名古屋 愛知県 名古屋市 9180002008494
株式会社ナカシマ 愛知県 名古屋市 7180001012961
株式会社ニッショー住販 愛知県 名古屋市 3180001131583
株式会社日野澤商店 愛知県 名古屋市 4180001026840
ＰＬＵＳＴＡＲ株式会社 愛知県 名古屋市 7180001124344
株式会社豊正堂 愛知県 名古屋市 6180001027036
株式会社ＭＡＩコンサルティング 愛知県 名古屋市 9180001110029
株式会社丸友 愛知県 名古屋市 4180001109959
丸万株式会社 愛知県 名古屋市 7180001005461
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美ツ冨士自動車工業株式会社 愛知県 名古屋市 2180001009459
株式会社ミレーヌ 愛知県 名古屋市 4180001018391
株式会社六弦 愛知県 名古屋市 9180001142146
株式会社ムトー工機 愛知県 名古屋市 4180001022922
株式会社餅文総本店 愛知県 名古屋市 3180001053101
株式会社ＬＵＣＫＩＩＳ 愛知県 名古屋市 1180001120968
株式会社リーム中産連 愛知県 名古屋市 1180001018618
株式会社ＬＥＦＦ 愛知県 名古屋市 9180001143499
合同会社輪幸 愛知県 名古屋市 4180003016006
朝倉建築有限会社 愛知県 豊橋市 8180302006174
株式会社ジェイアンドシー 愛知県 豊橋市 8180301008329
医療法人使誠会 愛知県 豊橋市 4180305008923
株式会社豊橋国際貿易 愛知県 豊橋市 3180301028059
医療法人三宅歯科医院 愛知県 豊橋市 7180305006643
株式会社ＢＩＧ　ＴＲＥＥ 愛知県 岡崎市 4180301012383
弁護士法人リブレ 愛知県 岡崎市 5180305001084
株式会社アスクリエイト 愛知県 一宮市 9200001027690
株式会社内田プロパン 愛知県 一宮市 5180001082214
大阪超市株式会社 愛知県 一宮市 6120001206074
株式会社そよ風 愛知県 一宮市 3180002079616
株式会社大嶋電工 愛知県 瀬戸市 5180001140590
株式会社かめさきカホリン 愛知県 半田市 1180001091631
合同会社文睿 愛知県 半田市 3180003017269
有限会社渡辺モータース 愛知県 半田市 9180002087282
クリスタルアドバンスメント株式会社 愛知県 春日井市 4180001091117
株式会社ケイズイール 愛知県 春日井市 9180001131842
株式会社芝田工業 愛知県 春日井市 2180002049462
株式会社セルス 愛知県 春日井市 8180001074340
三上税理士法人 愛知県 春日井市 9180005014242
株式会社大和 愛知県 豊川市 6180301027883
株式会社浅井商店 愛知県 碧南市 4180301017440
りんく税理士法人 愛知県 碧南市 2180305005138
株式会社いわ園 愛知県 刈谷市 4180301026276
医療法人至誠会（社団） 愛知県 刈谷市 7180305004952
株式会社ＡＩパートナーズ 愛知県 豊田市 1180301033358
エムケー物流株式会社 愛知県 豊田市 3180301019842
栄ガス株式会社 愛知県 豊田市 9180301018293
株式会社サンセルフ 愛知県 豊田市 6180301021721
トモハウジング株式会社 愛知県 豊田市 1080001024171
三河商事株式会社 愛知県 豊田市 8180301019375
株式会社くわこや 愛知県 西尾市 5180301022431
株式会社千賀屋 愛知県 蒲郡市 4180301011113
装飾株式会社 愛知県 蒲郡市 2180301011115
株式会社復元屋 愛知県 常滑市 9180001107090
株式会社マルカ事務機 愛知県 常滑市 8180001142816
株式会社ヤマキイカイ 愛知県 常滑市 2180001093619
株式会社サンズ 愛知県 小牧市 9180001077350
株式会社ナカヤマペイント 愛知県 小牧市 1180001120365
有限会社千里リースキン 愛知県 新城市 1180302027904
株式会社ワールド 愛知県 知多市 9180001133987
株式会社コムライン 愛知県 知立市 8180301014707
有限会社ジュエリーおおの 愛知県 尾張旭市 3180002072777
株式会社ＳＴＥＰ 愛知県 豊明市 4180001137687
株式会社イオンズホーム 愛知県 日進市 9180001067450
株式会社ＷＥＬＤＰＡＲＴＳ 愛知県 日進市 9180001069827
税理士法人松井会計事務所 愛知県 田原市 5180305008278
有限会社焼肉笑徳 愛知県 田原市 2180302011188
合同会社ＹＳＴ 愛知県 田原市 8180303004400
有限会社ニシキオリ工房 愛知県 愛西市 8180002090766
株式会社渡辺 愛知県 愛西市 5180001101832
ユタカ硝子株式会社 愛知県 清須市 1180001071947
株式会社ヒルズライフ 愛知県 北名古屋市 6180001089869
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株式会社オカムラ 愛知県 弥富市 3180001096942
株式会社プライオリティ 愛知県 みよし市 8180301020795
株式会社マルホウ 愛知県 東郷町 3180001067464
株式会社リフォ 愛知県 東郷町 4180001067067
有限会社青木新聞店 愛知県 扶桑町 8180002075049
株式会社桜屋サービス 愛知県 阿久比町 7180001092310
株式会社さろんど・Ｆｏｕｃｈｅ 愛知県 東浦町 2180001146748
丸七住宅株式会社 愛知県 幸田町 3180301002402
青山 圭一 愛知県
荒川 達典 愛知県
伊相 彰二 愛知県
伊藤 二三 愛知県
楳坂 昭大 愛知県
岡本 昌之 愛知県
小川 令持 愛知県
加藤 大輝 愛知県
吉良 隆博 愛知県
酒井 直人 愛知県
酒井 佑佳 愛知県
坂口 美穂 愛知県
杉浦 啓益 愛知県
杉野 正樹 愛知県
杉山 昌彦 愛知県
長岡 大輔 愛知県
長尾 誠 愛知県
中川 正樹 愛知県
阪東 幸正 愛知県
広瀬 伊久雄 愛知県
船間 章慎 愛知県
堀田 祐一朗 愛知県
保永 和宏 愛知県
松葉口 貴穂 愛知県
村松 春佳 愛知県
山本 雅弘 愛知県
有限会社うな勢 三重県 四日市市 1190002019374
Ｋ・ＴＥＣＨ　Ｄ＆Ｔ株式会社 三重県 四日市市 3190001022187
株式会社ＧＭＣ 三重県 四日市市 9190001015086
医療法人ＳＨＩＢＡ 三重県 四日市市 5190005011291
一般社団法人ＪＵＮＣＯいずむ芸術アカデミー 三重県 四日市市 9190005010587
株式会社東海機材 三重県 四日市市 3190001015620
株式会社東海テクノ 三重県 四日市市 5190001015635
株式会社リョーケンホールディングス 三重県 四日市市 6190001024783
有限会社上野屋 三重県 松阪市 3190002015909
有限会社西尾建設 三重県 松阪市 6190002015146
株式会社メディカルリンク 三重県 松阪市 7190001003935
有限会社伊藤新聞店 三重県 桑名市 4190002016328
株式会社エルマーナ 三重県 桑名市 1190001013130
オーケーズデリカ株式会社 三重県 桑名市 6190001012078
さんあい薬局株式会社 三重県 桑名市 6190001004991
三重精機株式会社 三重県 桑名市 4190001012600
有限会社橘商会 三重県 尾鷲市 1190002005481
コスモ農産株式会社 三重県 亀山市 3260001009532
株式会社造家工房 三重県 亀山市 7190001028577
竹内 康訓 三重県
株式会社大津二橋商店 滋賀県 大津市 9160001002392
真郷精機株式会社 滋賀県 大津市 1160001004462
合同会社Ｔｅｒｒａ 滋賀県 大津市 2160003001770
株式会社西村梅吉商店 滋賀県 大津市 1160001001476
プライマリ協同組合 滋賀県 大津市 2160005010935
株式会社丸富 滋賀県 大津市 7160001003772
有限会社レイホープ 滋賀県 大津市 9160002013439
株式会社棚橋食品 滋賀県 彦根市 6160001008467
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橋本建材株式会社 滋賀県 長浜市 9160001007292
株式会社八幡自動車工業所 滋賀県 近江八幡市 3160001010764
合同会社優友 滋賀県 近江八幡市 3160003001506
株式会社人機一体 滋賀県 草津市 5160001014375
株式会社麦笑製麺所 滋賀県 草津市 9160001014925
株式会社原サービス 滋賀県 草津市 5160001020134
株式会社オートサービス辻井 滋賀県 野洲市 6160001015562
有限会社伊藤嘉商店 滋賀県 高島市 5160002011198
株式会社江州 滋賀県 高島市 4160001011893
株式会社新光 滋賀県 高島市 9160001012177
株式会社あいゆう広告 滋賀県 東近江市 3160001011432
株式会社大橋工務店 滋賀県 東近江市 6160001009804
株式会社奥竹バルブ 滋賀県 東近江市 1160001009800
湖東生コン協同組合 滋賀県 東近江市 8160005007364
滋賀三菱農機販売株式会社 滋賀県 東近江市 3160001009947
ＺＥＰＨＹＲ　ＣＯＦＦＥＥ株式会社 滋賀県 東近江市 8160001021419
有限会社ツジエンジ 滋賀県 東近江市 2160002009708
社会福祉法人八身福祉会 滋賀県 東近江市 9160005006381
有限会社文平堂 滋賀県 東近江市 8160002009826
モリト電設株式会社 滋賀県 東近江市 7160001011412
八日市電子工業株式会社 滋賀県 東近江市 6160001010299
株式会社野中工務店 滋賀県 日野町 5160001010143
有限会社ＫＩＲＡＫＵＴＥＩ　ＦＯＯＤＳ 滋賀県 豊郷町 2160002008998
後藤 隆行 滋賀県
坂谷 清和 滋賀県
杉之原 千里 滋賀県
田中 恵巳 滋賀県
中村 利男 滋賀県
中村 友希 滋賀県
西村 宏 滋賀県
村田 修三 滋賀県
株式会社ＩＣ 京都府 京都市 6130001063845
株式会社アルク 京都府 京都市 1130001051301
株式会社ＡＮＣｃｏｍｍｕｎｉｔｙ 京都府 京都市 2130001068988
株式会社ＨＣＫＹＯＴＯ 京都府 京都市 7130001060932
尾池工業株式会社 京都府 京都市 6130001016761
株式会社京豆庵 京都府 京都市 2130001053965
株式会社コートレットフーズカンパニー 京都府 京都市 5130001055001
株式会社坂ノ途中 京都府 京都市 6130001047807
株式会社さくさく 京都府 京都市 6130001045075
株式会社三晃食品 京都府 京都市 6130001020929
弁護士法人白浜法律事務所 京都府 京都市 5130005008731
ソリタリーワークス合同会社 京都府 京都市 5130003006968
株式会社ダイナモ 京都府 京都市 1130001003269
有限会社デジログ工房 京都府 京都市 4130002020129
株式会社東峰 京都府 京都市 5130001015153
株式会社冨永 京都府 京都市 8130001000755
日本被服工業株式会社 京都府 京都市 7130001019557
有限会社林商会 京都府 京都市 6130002020721
合同会社人見工務店 京都府 京都市 9130003005826
株式会社ファンド 京都府 京都市 8130001068413
株式会社フェイス 京都府 京都市 3130001018604
株式会社福楽 京都府 京都市 7130001061385
富士抵抗器株式会社 京都府 京都市 4130001005386
二九精密機械工業株式会社 京都府 京都市 6130001011366
株式会社マジックランプ 京都府 京都市 6130001006985
株式会社ミッツ 京都府 京都市 4130001008736
株式会社ミノウチ写真印刷所 京都府 京都市 3130001022770
む津美製菓株式会社 京都府 京都市 2130001019033
株式会社Ｍｕｎｄｏ　Ｒｉｃｏ 京都府 京都市 1130001064030
有限会社やました 京都府 京都市 3130002015179
株式会社萬弥ＳＥ 京都府 京都市 4130001042470
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税理士法人洛 京都府 京都市 7130005006196
有限会社ワイワイ 京都府 京都市 5130002009542
株式会社セミテックインターナショナル 京都府 宇治市 7130001034432
株式会社ミゾツラ電器 京都府 亀岡市 2130001068996
有限会社ナチュールシロモト 京都府 京田辺市 5130002031307
株式会社フロンティア 京都府 京田辺市 3130001049475
Ｋｉｓｓｕｉｅｎ株式会社 京都府 京丹後市 3130001067898
熊野酒造有限会社 京都府 京丹後市 9130002033869
株式会社スカイ企画 京都府 京丹後市 4130001042776
株式会社瀬戸自動車 京都府 京丹後市 8130001042979
丹後中央不動産株式会社 京都府 京丹後市 3130001042785
日本インパクト株式会社 京都府 京丹後市 3130001042703
株式会社松田木材 京都府 木津川市 4130001036919
伊藤 政宏 京都府
尾﨑 春樹 京都府
岸 直弥 京都府
桑野 兼行 京都府
田村 寿 京都府
鄭 成哲 京都府
西澤 敦史 京都府
橋本 幸憲 京都府
藤田 雄彦 京都府
藤本 純也 京都府
森 一浩 京都府
株式会社葵 大阪府 大阪市 3120001131135
医療法人アトランティック 大阪府 大阪市 1120005017621
有限会社アントプレナーマネジメントグループ 大阪府 大阪市 9120002062373
イーグルの家株式会社 大阪府 大阪市 7010501039199
イーグル美装株式会社 大阪府 大阪市 4120001165685
Ｙｓ株式会社 大阪府 大阪市 1120001227728
医療法人宇野医院 大阪府 大阪市 9120005004892
エイドラボ株式会社 大阪府 大阪市 7120001138341
株式会社ＡＦＣ不動産 大阪府 大阪市 2120001194736
株式会社ＡＣＥ 大阪府 大阪市 3120002058831
株式会社ＥＳＴＡＳＩ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 大阪府 大阪市 8120001197997
株式会社ＮＴ企画 大阪府 大阪市 6120001208087
株式会社エミネント 大阪府 大阪市 9120001075830
有限会社エム・カンパニー 大阪府 大阪市 9120102000811
株式会社エルマノス 大阪府 大阪市 1120001185018
株式会社エレファント・ドリーム 大阪府 大阪市 7120001144455
株式会社カクダイ 大阪府 大阪市 4120001042208
有限会社ガッツうまい米橋本 大阪府 大阪市 8120002041023
株式会社加藤商会 大阪府 大阪市 9120001126848
カネミ運送株式会社 大阪府 大阪市 8120001003148
喜佑株式会社 大阪府 大阪市 3120001232214
株式会社近畿サービス 大阪府 大阪市 7120001176317
株式会社Ｇｏｏｄ　Ｆａｃｅ　Ｇｒｏｕｐ 大阪府 大阪市 3120901019306
株式会社グリーンフィールド 大阪府 大阪市 9120001063364
株式会社ケアースタッフ 大阪府 大阪市 3120001038066
医療法人敬友会 大阪府 大阪市 3120005012307
株式会社広伝社 大阪府 大阪市 2120001079169
株式会社ゴール 大阪府 大阪市 8120001055296
株式会社ＫＯＫＹＵ 大阪府 大阪市 1120001234212
株式会社ＣＯＮＮＥＹ 大阪府 大阪市 5122001031940
三幸商事株式会社 大阪府 大阪市 5120001043650
サンダンス株式会社 大阪府 大阪市 4120001110096
株式会社ＣＩ 大阪府 大阪市 3120001204337
株式会社Ｊ・フィールド 大阪府 大阪市 1120002063271
株式会社ＪＫトレーディング 大阪府 大阪市 5122001009160
シエルインターナショナル株式会社 大阪府 大阪市 4120001225225
株式会社島田商店 大阪府 大阪市 5120001043766
収益バンク株式会社 大阪府 大阪市 5120001227369
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有限会社勝英 大阪府 大阪市 8120002060733
株式会社Ｓｈｉｒｏｌｏｇｉ 大阪府 大阪市 7120001125728
株式会社慎辰工業 大阪府 大阪市 6120001228275
株式会社ステーキハウス上田 大阪府 大阪市 8120001182875
スロース有限会社 大阪府 大阪市 7120002067977
株式会社増進堂 大阪府 大阪市 2120001044775
株式会社ソフィアクリスタル 大阪府 大阪市 1120001138140
株式会社大恵 大阪府 大阪市 6120001003703
ダイデリィ合同会社 大阪府 大阪市 9120003019182
株式会社大福 大阪府 大阪市 4120001176971
タイホ防災株式会社 大阪府 大阪市 9120001032996
田川税理士法人 大阪府 大阪市 6120005019027
株式会社龍屋 大阪府 大阪市 1120001084087
千房ホールディングス株式会社 大阪府 大阪市 1120001084343
有限会社ツルサキコーキ 大阪府 大阪市 1120002009885
株式会社Ｄ＆Ｆ 大阪府 大阪市 9120001212953
ＴＭＲ株式会社 大阪府 大阪市 9120001088304
株式会社テイコク製薬社 大阪府 大阪市 4120001003837
株式会社土井商店 大阪府 大阪市 2120001027838
東邦産業株式会社 大阪府 大阪市 8120001000847
株式会社東洋クリーニング 大阪府 大阪市 3120001195510
株式会社トレアジューシェ・ジャパン 大阪府 大阪市 1120001191387
株式会社中村熔接工作所 大阪府 大阪市 4120001021145
にえもん商事株式会社 大阪府 大阪市 3120002066371
日興鶏卵荷受株式会社 大阪府 大阪市 7120001006085
株式会社ＮＥＷ　ＰＡＲＫ　ＰＲＯＪＥＣＴ 大阪府 大阪市 2120001235300
株式会社灰善 大阪府 大阪市 1120001076745
社会福祉法人博愛社 大阪府 大阪市 4120005002471
株式会社八神 大阪府 大阪市 2120001000984
株式会社ハレルカ 大阪府 大阪市 5120001235603
株式会社ピーエス 大阪府 大阪市 1120001118332
株式会社ビーキューブ 大阪府 大阪市 7120001119515
株式会社ビークル 大阪府 大阪市 9120001118143
税理士法人平岡会計事務所 大阪府 大阪市 7120005010546
有限会社フィールド・ネット・ジャパン 大阪府 大阪市 5120002065693
福井化成株式会社 大阪府 大阪市 2120001006338
株式会社福利厚生援護会 大阪府 大阪市 6120001128475
富士商株式会社 大阪府 大阪市 8120001047062
株式会社ブライト・ネット・システム 大阪府 大阪市 7120001117188
株式会社ブレインアシスト 大阪府 大阪市 4010001159070
ＰＲＥＴＯ株式会社 大阪府 大阪市 3122001031414
株式会社ベリーズ 大阪府 大阪市 8120001154528
ポイントバンク株式会社 大阪府 大阪市 5120001218814
有限会社マクロシステム 大阪府 大阪市 7120002038615
有限会社松博 大阪府 大阪市 9120002004862
株式会社丸福商会 大阪府 大阪市 2120001047654
株式会社ミスレー 大阪府 大阪市 9120001067927
都産業株式会社 大阪府 大阪市 7120101007231
株式会社ｍｏｂｉｌｉｔｙ 大阪府 大阪市 8120001123565
株式会社泰丸 大阪府 大阪市 4120001128543
有限会社山根 大阪府 大阪市 6120002033682
山村築炉工業株式会社 大阪府 大阪市 6120001040341
ライフシステム株式会社 大阪府 大阪市 4120001085909
株式会社Ｌａｕｇｈａｌｌ 大阪府 大阪市 9120001225311
株式会社Ｌａｕｇｈｏｍｅ 大阪府 大阪市 1120001233115
株式会社Ｒｅ　ｇｏｔｔｚ 大阪府 大阪市 8120001138142
ＬＵＣＩＯＮ＆Ｃｏｍｐａｎｙ株式会社 大阪府 大阪市 3120001195023
株式会社レゴリス 大阪府 大阪市 2120001194463
有限会社Ｅテーブル 大阪府 堺市 1120002061003
株式会社えびす堂 大阪府 堺市 5120101062055
株式会社サンケン 大阪府 堺市 6120101029516
医療法人Ｓｍｉｌｅ＆Ｔｅｅｔｈ 大阪府 堺市 8120105009074
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株式会社丹慈 大阪府 堺市 2120001230887
株式会社堀井商店 大阪府 堺市 5120101006689
株式会社マル杉食品 大阪府 堺市 1120101007105
医療法人勇愛会 大阪府 堺市 2120105007769
株式会社田邊商会 大阪府 岸和田市 1120101037102
株式会社ハヤシ技建 大阪府 岸和田市 6120101037411
株式会社エース 大阪府 豊中市 7120901030168
株式会社サンエナジー 大阪府 豊中市 4120901033818
有限会社志水動物病院 大阪府 豊中市 3120902021525
株式会社トップワーク 大阪府 豊中市 9120901037855
ｆｉｒｅｂｉｒｄ株式会社 大阪府 豊中市 1120901043489
株式会社アッシュ 大阪府 池田市 4120901037397
タツミ印刷株式会社 大阪府 池田市 7120901019748
株式会社ｎＲホールディングス 大阪府 吹田市 1120901034876
株式会社橋本設備工業所 大阪府 吹田市 1120901008013
株式会社エブリワンダイン 大阪府 高槻市 7120901040836
有限会社関西ライニング工業 大阪府 高槻市 3120902009917
ナガノサイエンス株式会社 大阪府 高槻市 9120901011653
株式会社ＴＢ　Ｄｅｓｉｇｎ 大阪府 貝塚市 4120101062972
株式会社ｆａｍｉｌｉｎｋ 大阪府 守口市 4120001195336
有限会社ヤマナオ 大阪府 枚方市 3120002075752
株式会社幸 大阪府 茨木市 1120901039297
合同会社ミーシャ 大阪府 茨木市 6120903003073
アクリル運動部株式会社 大阪府 八尾市 3122001029565
株式会社オオクマ 大阪府 八尾市 9122001017928
山陽金属鋼業株式会社 大阪府 八尾市 5120001044079
合資会社タカヤス建築工房 大阪府 八尾市 2122003000624
株式会社ＴＷＩＮＳ　ＨＯＭＥ 大阪府 八尾市 8122001033728
株式会社マルマフーズ 大阪府 八尾市 4122001021901
株式会社メディカルサポートラボ 大阪府 八尾市 3122001035308
株式会社アイズカンパニー 大阪府 寝屋川市 4120001151677
医療法人社団相愛会 大阪府 寝屋川市 4120005020317
株式会社日本マイクロＭＩＭホールディングス 大阪府 寝屋川市 6120001209944
不二商事株式会社 大阪府 寝屋川市 5120001148623
医療法人三家クリニック 大阪府 寝屋川市 3120005012694
旭紙工株式会社 大阪府 松原市 8120101024894
有限会社上西工業所 大阪府 松原市 1120102013936
株式会社丸一発條製作所 大阪府 松原市 9122001021500
株式会社ＧＬＯＢＡＬ 大阪府 大東市 7122001030890
有限会社雅 大阪府 大東市 3122002012124
株式会社ａｎ　ｃｕｂｅ 大阪府 和泉市 2120101055078
株式会社オファー 大阪府 箕面市 8120901027700
株式会社角英 大阪府 箕面市 7120901030928
株式会社セイモズエナジー 大阪府 箕面市 5120901035177
株式会社新島商店 大阪府 箕面市 4120901020799
朝日衛生材料株式会社 大阪府 柏原市 5122001020729
アドファン株式会社 大阪府 摂津市 7120901035027
株式会社アテックス 大阪府 東大阪市 3120001014216
有限会社エイコーサービス 大阪府 東大阪市 6122002000729
株式会社エクシアス 大阪府 東大阪市 7122001028695
有限会社川村ラベル印刷 大阪府 東大阪市 6122002001347
株式会社商大自動車整備工業 大阪府 東大阪市 5122001003527
竹野株式会社 大阪府 東大阪市 9122001004397
社会福祉法人人輪会 大阪府 東大阪市 2122005002643
株式会社フレネルライン 大阪府 東大阪市 1122001030748
株式会社キャニオン・スパイス 大阪府 泉南市 5120101044078
株式会社ミツワ 大阪府 太子町 7120101031520
石川 奈々子 大阪府
石丸 友久 大阪府
泉 昌吾 大阪府
上井 哲朗 大阪府
熊本 雄之 大阪府
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佐久間 貴士 大阪府
進藤 整 大阪府
杉浦 祥一 大阪府
武市 直子 大阪府
竹内 聡貴 大阪府
多田 俊一 大阪府
田中 保徳 大阪府
千田 絵美 大阪府
寺田 和弘 大阪府
戸田 哲也 大阪府
友藤 了佑 大阪府
中岡 靖昭 大阪府
中村 喜代始 大阪府
中村 賢人 大阪府
中山 麻衣子 大阪府
成清 想生 大阪府
西尾 憲志 大阪府
西村 知佐子 大阪府
野村 大輔 大阪府
福田 洋一 大阪府
藤田 紗和 大阪府
堀田 善史 大阪府
本田 康文 大阪府
松本 康聖 大阪府
松山 哲士 大阪府
三角 洋 大阪府
水本 惣二 大阪府
宮本 康二 大阪府
本山 浩司 大阪府
脇阪 説男 大阪府
和田 充代 大阪府
株式会社アディッシュ 兵庫県 神戸市 3140001031358
有限会社ウイル 兵庫県 神戸市 4140002008214
株式会社神戸住吉国際日本語学校 兵庫県 神戸市 9140001021279
有限会社サウスフーズ 兵庫県 神戸市 7140002023004
三泰工業株式会社 兵庫県 神戸市 7140001017510
Ｇｅｒａｌｄ　ＭｃＤｏｎａｌｄ　Ａｓｉａ株式会社 兵庫県 神戸市 9140001101403
合同会社Ｓｗｉｔｃｈ　ｒｏｏｍ 兵庫県 神戸市 6140003015406
有限会社ダンケシェーン 兵庫県 神戸市 1140002004819
株式会社ドゥクエスト 兵庫県 神戸市 6140001024680
株式会社ノアドココ 兵庫県 神戸市 7140001113870
株式会社Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｌ’ｉｎｓｉｅｍｅ 兵庫県 神戸市 8140001096867
有限会社ホップ技研 兵庫県 神戸市 4140002017256
株式会社マスオカ 兵庫県 神戸市 1140001016848
有限会社丸愛商店 兵庫県 神戸市 4140002012208
ＭＥＤＩＡＥＤＧＥ株式会社 兵庫県 神戸市 7140001067745
有限会社ヤマワキクリーナーズ 兵庫県 神戸市 7140002003906
Ｌ’ＡＶＥＮＵＥ株式会社 兵庫県 神戸市 5140001057384
株式会社ＲＯＯＴＳ 兵庫県 神戸市 6140001119662
株式会社アンドジーコーポレーション 兵庫県 姫路市 1140001110766
株式会社イザ 兵庫県 姫路市 1140001089902
有限会社大西商店 兵庫県 姫路市 4140002047856
株式会社サンエス電気設備 兵庫県 姫路市 9140001058981
ジャパンベンダー株式会社 兵庫県 姫路市 1140001060078
マエカワテイスト株式会社 兵庫県 姫路市 5140001061568
株式会社丸鹿 兵庫県 姫路市 9140001062439
株式会社洋行 兵庫県 姫路市 2140001062189
医療法人社団ＪＵＮレディースクリニック 兵庫県 尼崎市 6140005021204
赤松食品株式会社 兵庫県 明石市 6140001034473
株式会社ＶＩＳＴＡ 兵庫県 明石市 7140001117120
医療法人社団アルティス 兵庫県 西宮市 4140005024571
有限会社コラボねっと 兵庫県 西宮市 9140002058766
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有限会社スリーアップフーズ 兵庫県 西宮市 2140002060753
株式会社フォルテックス 兵庫県 西宮市 1140001073815
株式会社福井組 兵庫県 西宮市 4140001094164
株式会社Ｈ２Ｒ　Ｊａｐａｎ 兵庫県 芦屋市 8140001096586
株式会社壺坂クリーニング工場 兵庫県 芦屋市 1140001000554
ファーマナレッジイニシアティブ株式会社 兵庫県 伊丹市 7140001083841
株式会社Ｍｉｒａｃｔｉｖｅ 兵庫県 伊丹市 7140001105703
クレア株式会社 兵庫県 加古川市 7140001110397
Ｔ＆Ｃエステート株式会社 兵庫県 加古川市 2140001045466
株式会社芝匠 兵庫県 宝塚市 7140001083222
木島精工株式会社 兵庫県 三木市 5140001036207
大昭建設株式会社 兵庫県 三木市 6140001036437
株式会社モーターアォット 兵庫県 小野市 3140001111226
株式会社大東 兵庫県 三田市 6140001066450
株式会社ちきゅうきぼ 兵庫県 加西市 4140001120977
木場建設工業株式会社 兵庫県 丹波篠山市 1140001067107
合資会社布袋堂薬局 兵庫県 丹波篠山市 3140003006192
青垣観光バス株式会社 兵庫県 丹波市 5140001040877
伊藤工務店株式会社 兵庫県 たつの市 2140001111813
常磐運輸株式会社 兵庫県 たつの市 7140001038829
陽企画合同会社 兵庫県 たつの市 4140003014343
株式会社安田製材所 兵庫県 多可町 6140001075930
足立 寛 兵庫県
石原 博史 兵庫県
大川 明秀 兵庫県
久保田 清文 兵庫県
住友 佐知子 兵庫県
武田 英彦 兵庫県
田中 健治 兵庫県
中村 誠志 兵庫県
成井 修司 兵庫県
水黒 健一 兵庫県
三鍋 康平 兵庫県
南 満 兵庫県
三好 幸作 兵庫県
山下 裕史 兵庫県
山端 かおり 兵庫県
余田 未生 兵庫県
ＧＬＯＷ株式会社 奈良県 奈良市 7150001017666
株式会社ヒロ 奈良県 奈良市 5122001006174
寧藥化學工業株式会社 奈良県 大和高田市 5150001013254
株式会社光洋自動車 奈良県 大和郡山市 9150001005702
株式会社川西包装社 奈良県 五條市 5150001015424
株式会社フィガロホールディングス 奈良県 生駒市 7150001020414
松塚建設株式会社 奈良県 宇陀市 2150001009932
株式会社チョイプラ 奈良県 三郷町 7150001023656
葛城工業株式会社 奈良県 広陵町 2150001012523
北乾 勇 奈良県
喜夛 章元 奈良県
北村 忠之 奈良県
竹岡 勇海 奈良県
横田 昌浩 奈良県
株式会社タイガー薬品 和歌山県 和歌山市 5170002002246
株式会社笹原商会 和歌山県 海南市 9170001005725
株式会社中紀バス観光社 和歌山県 御坊市 1170001010105
中紀ビジネス株式会社 和歌山県 御坊市 9170001010106
株式会社プラトン 和歌山県 岩出市 2170001008445
アンドリゾート株式会社 和歌山県 那智勝浦町 1170001011623
株式会社ケイオープラン 和歌山県 那智勝浦町 7170001011691
株式会社ユーアイホテル 和歌山県 那智勝浦町 2170001011688
叶自動車有限会社 鳥取県 鳥取市 8270002000518
株式会社吉備総合電設 鳥取県 鳥取市 4270001000175
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株式会社ＴＲＡＮＳＭＵＴＥ 鳥取県 倉吉市 6270001007540
有限会社美甘商店 鳥取県 倉吉市 5270002010222
株式会社ライトアップ 鳥取県 倉吉市 1270001007124
有限会社杉村建設 鳥取県 湯梨浜町 9270002010895
有限会社松本酒店 鳥取県 湯梨浜町 7270002010939
一般社団法人大山観光局 鳥取県 大山町 6270005004773
大岡 拓也 鳥取県
岡田 幸一 鳥取県
川﨑 孝久 鳥取県
竹内 泉 鳥取県
一畑電気鉄道株式会社 島根県 松江市 9280001000070
企業組合廣和包装 島根県 松江市 6280005000400
株式会社谷口印刷 島根県 松江市 3280001000464
株式会社ポインテリア 島根県 松江市 2280001007254
株式会社松江ガスサービス 島根県 松江市 9280001000748
株式会社物部 島根県 松江市 7280002002357
浅尾繊維工業株式会社 島根県 出雲市 4280001003037
河野 希 島根県
合同会社いし松 岡山県 岡山市 4260003000406
岡山電波株式会社 岡山県 岡山市 3260001001209
株式会社カーヴィレヂ 岡山県 岡山市 9260001009840
株式会社加賀商会 岡山県 岡山市 8260001001740
完和物流有限会社 岡山県 岡山市 2260002015076
株式会社Ｇｏｉｎｇ 岡山県 岡山市 9260001030524
真田電気設備株式会社 岡山県 岡山市 3260001010572
有限会社サンワ資材工業 岡山県 岡山市 8260002004635
株式会社西日本藥行 岡山県 岡山市 9260001033519
富士尾産業株式会社 岡山県 岡山市 8260001005824
有限会社ベル・エキップ 岡山県 岡山市 7260002013777
Ｙ’ｓエンタープライズ株式会社 岡山県 岡山市 6260001025048
株式会社大島屋 岡山県 倉敷市 7260001012722
株式会社倉敷日の出 岡山県 倉敷市 6260001013135
秀栄システムテクノ株式会社 岡山県 倉敷市 6260002022473
たい公望有限会社 岡山県 倉敷市 3260002024555
株式会社ドルフィン・エイド 岡山県 倉敷市 1260001017388
株式会社のだ初 岡山県 倉敷市 5260001014407
有限会社長谷屋 岡山県 倉敷市 7260002022910
株式会社ラディアボディ 岡山県 倉敷市 1260001024392
株式会社兵恵建設 岡山県 津山市 3260001020159
株式会社福森商会 岡山県 玉野市 5260001022442
富士真珠株式会社 岡山県 笠岡市 3260001017865
農村エナジー株式会社 岡山県 総社市 3260001025216
有限会社中光商店 岡山県 瀬戸内市 9260002031447
向原 政博 岡山県
安佐北モータース株式会社 広島県 広島市 8240001042852
株式会社アビ自動車 広島県 広島市 3240001000567
有限会社ウィズクリエイト 広島県 広島市 2240002028286
株式会社カジヤマ 広島県 広島市 1240001044186
株式会社カトル・フィユ 広島県 広島市 8240001019289
キヨプロ税理士法人 広島県 広島市 5240005014421
株式会社広松 広島県 広島市 2240001019014
ココーチェ株式会社 広島県 広島市 9240001047149
ザフィジックファーム株式会社 広島県 広島市 5240001049735
株式会社島田工務店 広島県 広島市 3240001004816
株式会社秀和 広島県 広島市 6240001048447
田中食品株式会社 広島県 広島市 3240001006432
株式会社ｔｏ　ｗａｉｔ 広島県 広島市 3240001052138
株式会社ニュートン 広島県 広島市 2240001036736
福德技研株式会社 広島県 広島市 3240001010277
医療法人森田会 広島県 広島市 9240005001457
吉岡機工株式会社 広島県 広島市 7240001012229
Ｒｅ　Ｃｒｅａｔｅ株式会社 広島県 広島市 9240001054418
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有限会社栄進機工 広島県 呉市 9240002035086
エイト金属株式会社 広島県 呉市 5240001025554
一般財団法人呉海員会館 広島県 呉市 2240005005712
清水開発株式会社 広島県 呉市 7240001027004
トライ産業株式会社 広島県 呉市 9240001026276
株式会社奈良運送 広島県 呉市 9240001026301
株式会社ＢＡＮＤＳ 広島県 呉市 3240001027255
山中住建株式会社 広島県 呉市 2240001026662
株式会社ラパイド・ジャパン 広島県 呉市 8240001047174
有限会社前川酒店 広島県 竹原市 6240002049683
株式会社カープランニング広島 広島県 尾道市 9240001039187
株式会社ケイコーポレーション 広島県 尾道市 5240001038044
株式会社スズキ販売山陽 広島県 尾道市 5240001038184
株式会社保成工業 広島県 尾道市 4240002054000
有限会社岩船水産 広島県 福山市 7240002038355
株式会社ＧｏｏｄＰｉｎｅ 広島県 福山市 2240001049317
タイムス株式会社 広島県 福山市 9240001031202
株式会社夏海 広島県 福山市 7240001044825
土井木工株式会社 広島県 府中市 4240001034325
東洋バンキン株式会社 広島県 府中市 3240001034326
株式会社小林総合新聞店 広島県 三次市 3240001048367
株式会社広島トランスポート 広島県 廿日市市 9240001028735
株式会社山田会計事務所 広島県 廿日市市 4240001028913
株式会社平和工務店 広島県 神石高原町 2240001057939
阿部 公樹 広島県
石井 裕明 広島県
浦口 正臣 広島県
岡田 哲也 広島県
櫛田 圭佑 広島県
児玉 正治 広島県
高橋 智恵美 広島県
寺田 秀樹 広島県
中尾 誠 広島県
中川 徹 広島県
中本 康道 広島県
灘 博明 広島県
株式会社山陽 山口県 下関市 1250001005526
長山電機産業株式会社 山口県 下関市 9250001006062
株式会社リンクサービス 山口県 下関市 8250001018117
Ｔ－ＷＯＲＫＳ株式会社 山口県 宇部市 6250001014398
有限会社なべちょう 山口県 宇部市 6250002005355
有限会社トキオ 山口県 光市 2250002017395
有限会社青海島食品 山口県 長門市 9250002014089
株式会社大島商会 山口県 田布施町 1250001012687
有限会社林鉄工所 山口県 平生町 3250002020027
楠 康博 山口県
出口 裕理 山口県
八木 昭二 山口県
医療法人秀佑会 徳島県 徳島市 7480005000362
医療法人せきね耳鼻咽喉科医院 徳島県 徳島市 6480005006476
株式会社ＳＯＵ 徳島県 徳島市 3480001010550
株式会社テクノスモトキ 徳島県 徳島市 6480001001332
株式会社ハウステクノライフ 徳島県 徳島市 4480001004106
株式会社坂東ガラス店 徳島県 徳島市 6480001001869
マツモト株式会社 徳島県 徳島市 2480001010527
合同会社名東 徳島県 徳島市 3480003001614
株式会社ジェイ・アイ・ティ 徳島県 阿南市 4480001006993
有限会社久保設備 徳島県 吉野川市 7480002009092
有限会社杉本建設工業 徳島県 海陽町 4480002014046
株式会社ビッグウィル 徳島県 東みよし町 9480001007698
川原 明 徳島県
株式会社ＯＫ 香川県 高松市 2470001014702
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下笠居運輸株式会社 香川県 高松市 6470001002125
株式会社創裕 香川県 高松市 3470001002383
田村ボーリング株式会社 香川県 高松市 6470001002752
株式会社ちきりや 香川県 高松市 7470001006678
株式会社中野屋高松 香川県 高松市 2470001015287
株式会社バンドー 香川県 高松市 3470001003373
株式会社久本酒店 香川県 高松市 1470001004951
株式会社明徳ホーム 香川県 高松市 4470001004032
菱讃建工株式会社 香川県 高松市 7470001004806
有限会社佐久間 香川県 丸亀市 4470002011663
株式会社トキワ工芸社 香川県 坂出市 4470001009114
丸善工業株式会社 香川県 坂出市 1470001009190
有限会社ミサキ 香川県 坂出市 1470002015642
株式会社佑同建設 香川県 善通寺市 9470001008128
株式会社川西歯車工作所 香川県 観音寺市 2470001010370
株式会社ｔｅｔ． 香川県 東かがわ市 7470001017122
プーキーホールディングス株式会社 香川県 三木町 7470001016108
株式会社藤井製麺 香川県 三木町 1470001006808
金毘羅醤油株式会社 香川県 琴平町 5470001008156
有限会社シマヤ真鍋薬局 香川県 琴平町 5470002013254
有馬 聖人 香川県
浦 竜也 香川県
福井 翔大 香川県
福田 恒輝 香川県
三谷 利恵 香川県
有限会社岡島造船所 愛媛県 松山市 8500002000015
株式会社宇高 愛媛県 今治市 5500001011230
四國溶材株式会社 愛媛県 今治市 5500001011676
有限会社瀬戸内ギフト 愛媛県 今治市 4500002018498
有限会社弥生 愛媛県 今治市 6500002019354
株式会社四国電設 愛媛県 新居浜市 6500001010826
有限会社丸雄高速運輸 愛媛県 西条市 3500002015257
有限会社カートピア大洲 愛媛県 大洲市 2500002011637
株式会社クリーンフォレスト 愛媛県 四国中央市 3500001021272
有限会社サチ 愛媛県 四国中央市 4500002021106
株式会社楽器堂 高知県 高知市 4490001000401
有限会社四国住宅センター 高知県 高知市 3490002002307
有限会社四国油器 高知県 高知市 4490002002347
合同会社スクールデポ 高知県 高知市 1490003000393
有限会社三橋組 高知県 高知市 2490002007959
ワールドスポーツ株式会社 高知県 高知市 2490001002317
株式会社松村鉄工所 高知県 南国市 5490002011966
有限会社マルオカ 高知県 香南市 5490002012312
岡田 孔宏 高知県
川﨑 尚美 高知県
株式会社ＯＧＫ 福岡県 北九州市 5290801008613
株式会社海成 福岡県 北九州市 9290801017692
株式会社カトレア 福岡県 北九州市 4290801009752
有限会社カネチュウ 福岡県 北九州市 6290802001483
九州管材株式会社 福岡県 北九州市 5290801000727
株式会社Ｃｒｅｅｒ 福岡県 北九州市 9290801015993
株式会社Ｋ＆Ｈ 福岡県 北九州市 6290801015039
株式会社こどものとも福岡 福岡県 北九州市 8290801018130
株式会社総合福祉緑化園 福岡県 北九州市 2290801010175
有限会社ソラリ 福岡県 北九州市 3290802012013
株式会社ＣＨＩＲＥＮ 福岡県 北九州市 8290801016209
長島商事株式会社 福岡県 北九州市 1290801010374
株式会社パグラス 福岡県 北九州市 2290801007881
有限会社ハナダショウテン 福岡県 北九州市 8290802019895
藤工業株式会社 福岡県 北九州市 9290801003296
松尾興産株式会社 福岡県 北九州市 3290801003491
マルヤ産業株式会社 福岡県 北九州市 1290801016677
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満井電気計測株式会社 福岡県 北九州市 9290801010664
リノベンチャー株式会社 福岡県 北九州市 2290801021759
株式会社アールワークス 福岡県 福岡市 6290001043897
弁護士法人ＡＬＡＷ＆ＧＯＯＤＬＯＯＰ 福岡県 福岡市 3290005014708
イーストラボアジア合同会社 福岡県 福岡市 9290003005843
株式会社石橋高組 福岡県 福岡市 8290001000087
株式会社Ｖａｌｏｒｅ 福岡県 福岡市 7290001092761
合同会社ＶＩＥＬ 福岡県 福岡市 1290003006015
株式会社ヴィサージュ 福岡県 福岡市 7290001006341
ウィンスパイラル株式会社 福岡県 福岡市 9290001070484
株式会社魚伸 福岡県 福岡市 9290001035462
エー・エイチ・シー株式会社 福岡県 福岡市 9290001075921
株式会社Ｓ＆Ｌ 福岡県 福岡市 5290001071882
株式会社ＦＢＭ 福岡県 福岡市 2290001080738
株式会社Ｍ＆Ｓアライアンス 福岡県 福岡市 2290001086636
ＡＵＴＨＥＮＴＩＣ　ＪＡＰＡＮ株式会社 福岡県 福岡市 9290001058216
株式会社九州機工 福岡県 福岡市 9290001002850
株式会社クリーンライフサポート 福岡県 福岡市 2290001088954
有限会社くるまドットコム 福岡県 福岡市 9290002056458
ＣＲＥＡＸ株式会社 福岡県 福岡市 1290001076423
ＫＹＥＣジャパン株式会社 福岡県 福岡市 1290001022311
広洋貿易株式会社 福岡県 福岡市 6290001076732
有限会社こまどり 福岡県 福岡市 4290002026837
株式会社サトル 福岡県 福岡市 3290001005207
株式会社ザ・ブリッジ 福岡県 福岡市 3290001057438
株式会社Ｊ・Ｂ・Ｃ 福岡県 福岡市 1290001065475
株式会社Ｓｏｎｏｒｉｔｅ 福岡県 福岡市 3290001030254
株式会社ソフネット 福岡県 福岡市 8290001008411
Ｔ＆Ｋ株式会社 福岡県 福岡市 8290001073950
有限会社天火鳥にくしん 福岡県 福岡市 1290002024744
東邦地下工機株式会社 福岡県 福岡市 5290001014890
株式会社ｔｏｍａｔｏ　ｃｒｅａｔｅ 福岡県 福岡市 3290001080729
日欧トレーディング合同会社 福岡県 福岡市 1290003009835
有限会社ＮＥＳＴ　ｄｅｓｉｇｎ 福岡県 福岡市 1290002028217
株式会社ｎｅｒｏ 福岡県 福岡市 1290001092627
有限会社伸自動車 福岡県 福岡市 7290002008659
株式会社博多石焼大阪屋 福岡県 福岡市 9290001011348
初村サイロ株式会社 福岡県 福岡市 7290001093834
初村第一倉庫株式会社 福岡県 福岡市 6290001093835
株式会社溌剌 福岡県 福岡市 7290001060181
株式会社Ｂ‐ＣＡＲＧＯ 福岡県 福岡市 4290001095684
株式会社ＰＤＳ 福岡県 福岡市 5290001083837
ファインライフ・カンパニー株式会社 福岡県 福岡市 8290001065171
一般社団法人福岡ウイニングスピリッツ 福岡県 福岡市 2290005017835
福岡電線株式会社 福岡県 福岡市 5290001041563
株式会社藤家 福岡県 福岡市 5290001054607
株式会社ＰＬＵＳＴＲＹ 福岡県 福岡市 3290001080448
株式会社Ｐｏｒｔｅ　ｄｕ　Ｓｏｌｅｉｒ 福岡県 福岡市 1290001044900
有限会社マルニシ 福岡県 福岡市 5290002029756
合同会社未来デザイン総合研究所 福岡県 福岡市 4290003006235
株式会社ムトー輸送サービス 福岡県 福岡市 7290001000600
株式会社明峰学院 福岡県 福岡市 8290001075831
ユーエム物産株式会社 福岡県 福岡市 5290001010865
株式会社ＲＡＰＡＳ 福岡県 福岡市 7290001088529
株式会社リーモ・トロージェン 福岡県 福岡市 9290001032922
リバーブックジャパン株式会社 福岡県 福岡市 8290001060619
株式会社ＬＵＸＳＩＡ 福岡県 福岡市 5290001069794
株式会社ロゼコーポレーション 福岡県 福岡市 9290001071648
和電技工株式会社 福岡県 福岡市 1290001068734
アール・ケア株式会社 福岡県 久留米市 9290001086150
株式会社グラノフェルム 福岡県 久留米市 4290001066685
有限会社久留米日通プロパン 福岡県 久留米市 9290002048835
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有限会社たはら 福岡県 久留米市 4290002049466
株式会社ファーマゲート 福岡県 直方市 3290802020346
株式会社メイホー 福岡県 直方市 3290801014943
株式会社高大 福岡県 飯塚市 3290001072131
株式会社ＢＯＮＤＳ 福岡県 飯塚市 9290801025423
株式会社トップ 福岡県 柳川市 2290001053074
有限会社柳川伝導 福岡県 柳川市 5290002054218
手作り家具工房日本の匠株式会社 福岡県 大川市 7290003003205
フルカワテック株式会社 福岡県 大川市 8290002053919
有限会社ふかやま 福岡県 小郡市 7290002051849
株式会社伊豆丸商店 福岡県 宗像市 3290001036904
株式会社エスコム 福岡県 宗像市 2290001036921
富士アトラス株式会社 福岡県 宗像市 4290001072915
株式会社レガリス 福岡県 福津市 5290001091253
有限会社サン・フレッシュサービス 福岡県 宮若市 6290802020987
サガラスポーツ株式会社 福岡県 朝倉市 1290001044272
有限会社ミモレ・ダイコク 福岡県 みやま市 6290002054027
株式会社ＢＩＧ　Ａｕｔｏ 福岡県 那珂川市 2290001031121
株式会社日昇機電 福岡県 須恵町 7290001039523
株式会社未来興産 福岡県 新宮町 3290001066620
株式会社カービューティうらかた 福岡県 粕屋町 5290001087012
一般社団法人遠賀中間医師会 福岡県 水巻町 9290805004786
有限会社ゆめ環境 福岡県 水巻町 4290802019866
医療法人　柴山クリニック 福岡県 岡垣町 6290805005416
阿部 敬次 福岡県
一木 敦夫 福岡県
上野 伊久美 福岡県
上野 茂人 福岡県
上野 靖 福岡県
宇野 準 福岡県
大内 佑太 福岡県
大中 孝子 福岡県
落合 弘 福岡県
木村 聡 福岡県
釘宮 恵 福岡県
後藤 恭平 福岡県
コルドバベラ ルイスアルマンド 福岡県
坂井 誠 福岡県
島内 明文 福岡県
菅原 優理 福岡県
高田 朋子 福岡県
髙橋 斉 福岡県
田代 秀樹 福岡県
田中 くるみ 福岡県
田中 千香子 福岡県
田中 寛 福岡県
次川 博美 福岡県
永野 順子 福岡県
鍋内 慎吾 福岡県
西口 信三 福岡県
疋田 三郎 福岡県
平田 忠信 福岡県
廣池 定之利 福岡県
前田 将登 福岡県
松熊 洋久 福岡県
松村 安基 福岡県
山口 祐樹 福岡県
山田 広毅 福岡県
山村 祐太 福岡県
吉武 優香 福岡県
渡邉 真生 福岡県
渡辺 康幸 福岡県
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佐賀県電気工事業工業組合 佐賀県 佐賀市 3300005000268
桑形建設株式会社 佐賀県 鳥栖市 3300001010659
医療法人敬天会 佐賀県 鳥栖市 7300005006385
株式会社三介 佐賀県 鳥栖市 9290001080302
株式会社とろ作＆お届け料理はかせ＆めし飯カンパニー 佐賀県 伊万里市 8300001012007
株式会社ＨＭＹ 佐賀県 小城市 3300001004297
株式会社　光彩 佐賀県 小城市 7300001003403
株式会社Ｙ’ｓ　ｊａｐａｎ 佐賀県 嬉野市 8300001004805
アリタポーセリンラボ株式会社 佐賀県 有田町 5300001005954
高巣 仁淳 佐賀県
のき田 正男 佐賀県
飯島商事株式会社 長崎県 長崎市 5310001000120
川添硝子株式会社 長崎県 長崎市 7310001000382
株式会社ささや 長崎県 長崎市 6310001000672
株式会社勝伸ＳＰ工業 長崎県 長崎市 5310001016471
有限会社長崎製作所 長崎県 長崎市 8310002007475
株式会社長崎ユタカ 長崎県 長崎市 1310001001527
株式会社ＥａｒｔｈＯｎｅＢｅａｕｔｉｆｕｌ 長崎県 佐世保市 6310001016355
令和株式会社 長崎県 佐世保市 2310001014825
株式会社令和産業 長崎県 佐世保市 8310001017005
株式会社プラス１ 長崎県 島原市 3310001012290
株式会社こぴっと 長崎県 雲仙市 3310001013116
株式会社ヤマコウ 長崎県 雲仙市 8310001012690
ソリ産業株式会社 長崎県 時津町 8310001003327
（株）長崎ロードサービス 長崎県 時津町 8310001003723
株式会社ＹＵＴＡＫＡ 長崎県 時津町 3310001004684
澤田 玲子 長崎県
辛 大輝 長崎県
高田 紋弥 長崎県
丸田 洋一 長崎県
宮原 一裕 長崎県
山口 拓士 長崎県
湯口 智 長崎県
株式会社有明楽器 熊本県 熊本市 5330001000226
株式会社猪本ホールディングス 熊本県 熊本市 5330001022807
株式会社築 熊本県 熊本市 6330001006189
熊本トヨタホールディングス株式会社 熊本県 熊本市 1330001001558
有限会社清水商店 熊本県 熊本市 8330002012721
株式会社チームワーク 熊本県 熊本市 7330001024578
株式会社ネオホーム 熊本県 熊本市 9330001023124
株式会社子出藤農園 熊本県 熊本市 6330001024439
大和銘木株式会社 熊本県 熊本市 3330001002835
犬童総合企画株式会社 熊本県 人吉市 2330001026240
株式会社アーティストリーコーポレーション 熊本県 玉名市 7330001013440
株式会社緒方建設 熊本県 菊池市 1330001009601
フクシンプライム株式会社 熊本県 上天草市 5330001028201
株式会社船田工務店 熊本県 天草市 6330001015727
有限会社ａｓｉａ 熊本県 合志市 3330002016792
株式会社ＣＡＲＯＴＡ 熊本県 菊陽町 3330001027007
合同会社フォーシーズ 熊本県 菊陽町 1330003004963
有限会社喜下屋那須酒店 熊本県 氷川町 9330002026670
株式会社八代化薬 熊本県 氷川町 3330001014137
株式会社 ユネツト 熊本県 多良木町 3330001016166
株式会社中央設備 熊本県 山江村 9330001015939
川島 弘 熊本県
俵 正誠 熊本県
益田 和明 熊本県
株式会社家計の見直し相談室 大分県 大分市 7320001015693
株式会社グッドライフガルマンインターナショナル 大分県 大分市 7320001000844
ＧＯ－ＲＩＳＥ株式会社 大分県 大分市 1320001017282
世紀建設株式会社 大分県 大分市 3320001005095
有限会社ディスプレイ大分 大分県 大分市 9320002008629
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医療法人庸誠舎 大分県 大分市 9320005009236
日光食品株式会社 大分県 別府市 3320001006449
株式会社ＦＬＡＳＨ 大分県 別府市 2320001007183
井上機工株式会社 大分県 中津市 6320001010695
株式会社全日警中津 大分県 中津市 6320001010811
日田漁業協同組合 大分県 日田市 5320005007004
株式会社平成建設 大分県 日田市 4320001010441
有限会社第一文具店 大分県 津久見市 2320202000656
有限会社藤原家具 大分県 杵築市 6320002015413
有限会社清月堂 大分県 宇佐市 7320002013952
明治印刷株式会社 大分県 宇佐市 2320001007720
株式会社トリプルライク 大分県 日出町 4320001011489
前田 隆洋 大分県
山口 泰成 大分県
有限会社アサヒ青写真 宮崎県 宮崎市 4350002000190
佐藤建設株式会社 宮崎県 宮崎市 3350001005019
株式会社創未家 宮崎県 宮崎市 2350001015290
有限会社タカフジ 宮崎県 宮崎市 9350002002819
有限会社長友ビニールハウス 宮崎県 宮崎市 2350002003328
株式会社バッグのあつた 宮崎県 宮崎市 4350001004564
宮崎県中古自動車販売商工組合 宮崎県 宮崎市 1350005000959
株式会社イマムラ 宮崎県 都城市 5350001007847
株式会社リブハウジング 宮崎県 都城市 4350001009159
株式会社中島スポーツ 宮崎県 延岡市 2350001006892
株式会社錦屋商事 宮崎県 延岡市 3350001006917
有限会社大迫計算センター 宮崎県 小林市 7350002017728
黒木 美生 宮崎県
杉田 裕篤 宮崎県
茶薗 浩一 宮崎県
鹿児島ハマ産業株式会社 鹿児島県 鹿児島市 8340001001039
鹿児島福鳥株式会社 鹿児島県 鹿児島市 6340001001024
株式会社肝付 鹿児島県 鹿児島市 5340001021691
株式会社Ｓａｗａ 鹿児島県 鹿児島市 7340001013687
有限会社大輝電設 鹿児島県 鹿児島市 9340002005632
タイハク株式会社 鹿児島県 鹿児島市 1340001002571
株式会社プラウィス 鹿児島県 鹿児島市 9340001003793
ミルフィユ有限会社 鹿児島県 鹿児島市 1340002011539
株式会社メディケアリンクス 鹿児島県 霧島市 9290001065674
一般社団法人横川ｋｉｔｏ 鹿児島県 霧島市 4340005009222
田崎酒造株式会社 鹿児島県 いちき串木野市 9340001008990
株式会社長浜調剤薬局 鹿児島県 奄美市 6340001010669
奄美ＤＮＡ株式会社 鹿児島県 伊仙町 8340001022183
井岡 隆 鹿児島県
竹之下 尚也 鹿児島県
村上 耕一 鹿児島県
株式会社アイアム 沖縄県 那覇市 9360001002785
株式会社アスワン琉球．ｃｏｍ 沖縄県 那覇市 1360001005572
株式会社Ａ．Ｋ．Ａ． 沖縄県 那覇市 5360001024701
有限会社サムインターナショナル 沖縄県 那覇市 1360002001884
株式会社セレブ 沖縄県 那覇市 7360001005204
株式会社晴レル屋 沖縄県 那覇市 1360001020679
有限会社ナカムラ 沖縄県 宜野湾市 4360002018975
合同会社グリーンズファーム 沖縄県 石垣市 9360003006743
株式会社ショップス 沖縄県 浦添市 9360001010598
株式会社琉球コラソン 沖縄県 浦添市 2360001006842
有限会社美和コーポレーション 沖縄県 うるま市 3360002014199
ガレージハウス株式会社 沖縄県 南城市 7360001020814
沖縄北谷自然海塩株式会社 沖縄県 北谷町 1360001009383
株式会社フジワークス 沖縄県 西原町 2360002011156
株式会社松川文泉堂 沖縄県 西原町 8360001004386
天久 隆一 沖縄県
楠見 康夫 沖縄県
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