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事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

小樽製パン株式会社 北海道 札幌市 7430001049771
株式会社ケーサポート 北海道 札幌市 8430001030383
株式会社コンテック 北海道 札幌市 5430001006205
株式会社サウダーデ 北海道 札幌市 7010401092926
株式会社札都 北海道 札幌市 6430001006815
株式会社ＪＥＲＯＰ 北海道 札幌市 7430001049466
株式会社ゼン 北海道 札幌市 5430001041763
株式会社大志 北海道 札幌市 8430001063953
株式会社日星電機 北海道 札幌市 8430001012670
ＢＥＡＭ’Ｓ管理株式会社 北海道 札幌市 2430001076069
株式会社光物産 北海道 札幌市 2430001038845
株式会社フォアヴェルツ 北海道 札幌市 5430001077163
株式会社ふじと屋 北海道 札幌市 4430001042242
税理士法人北辰会計 北海道 札幌市 8430005004326
丸北三和電気株式会社 北海道 札幌市 4430001023011
横山食品株式会社 北海道 札幌市 3430001017872
ワコー北成メタル株式会社 北海道 札幌市 6430001018199
株式会社旭川サンセイ 北海道 旭川市 7450001000212
株式会社エステート芙蓉 北海道 旭川市 7450001010822
西山坂田電気株式会社 北海道 旭川市 8450001002307
有限会社マルカフーズ 北海道 旭川市 3450002005222
株式会社江戸屋 北海道 帯広市 1460101000174
株式会社坂井印刷 北海道 北見市 7460301000423
山高建設工業株式会社 北海道 留萌市 5450001009024
苫小牧ＬＰガス事業協同組合 北海道 苫小牧市 9430005008714
医療法人社団三春会 北海道 江別市 6430005007594
株式会社タスクＭホールディングス 北海道 千歳市 6430001043726
株式会社箱根牧場 北海道 千歳市 4430001056036
高橋興業株式会社 北海道 北広島市 4430001069252
株式会社ＴＨＥＡＴＥＲ９ 北海道 余市町 2430001051591
有限会社エフライン 北海道 音更町 2460102007325
株式会社ママプラ 北海道 音更町 5430001075860
医療法人社団はまだ内科医院 北海道 芽室町 7460105000405
医療法人社団景山医院 北海道 幕別町 6460105000406
有限会社ムトウ自動車 北海道 足寄町 6460102006273
酒井 純 北海道
竹内 崇 北海道
寳崎 さゆり 北海道
株式会社三共 青森県 弘前市 6420001009100
有限会社ル・スゥブラン 青森県 八戸市 2420002010374
有限会社安田自動車鈑金 青森県 五所川原市 2420002011439
有限会社嶋野商事 青森県 つがる市 7420002012432
藤与果樹園株式会社 岩手県 盛岡市 5400001013559
株式会社カクヒロ陸運 岩手県 宮古市 8400001007153
有限会社セレクトクリーン 岩手県 一関市 6400502000419
有限会社タカラ住建 岩手県 一関市 5400502001269
釜石レミコン株式会社 岩手県 釜石市 5400001007338
株式会社ひめかゆ 岩手県 奥州市 3400601000545
岩手トラックターミナル株式会社 岩手県 矢巾町 7400001003748
菅原 伸三 岩手県
松田 葉 岩手県
有限会社愛栄堂 宮城県 仙台市 2370002000001
株式会社インディアン　ヴィレッジ 宮城県 仙台市 9370001023500
株式会社栄和 宮城県 仙台市 6370001002671
株式会社ＡＺコーポレーション 宮城県 仙台市 5370001024238
特定非営利活動法人おひさまくらぶ 宮城県 仙台市 9370005001741
株式会社K-SOCKET 宮城県 仙台市 4370001045152
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有限会社セブン電機 宮城県 仙台市 9370002005407
仙台フォームタイ株式会社 宮城県 仙台市 9370001006661
株式会社タゼン 宮城県 仙台市 6370001009031
株式会社ホテル華乃湯 宮城県 仙台市 5370001002202
宮城ノーミ株式会社 宮城県 仙台市 3370001001338
有限会社丸繁商店 宮城県 気仙沼市 8370502000841
株式会社キャニング 宮城県 白石市 3370101001295
有限会社東北ファスナー 宮城県 栗原市 8370202004928
有限会社パレット 宮城県 栗原市 1370202004488
合同会社祖庭 宮城県 大崎市 6370003004740
有限会社八巻モータース 宮城県 大和町 4370002020402
小池 勇輝 宮城県
齋藤 正昭 宮城県
有限会社ホテヤ不動産 秋田県 大館市 1410002008817
興栄建設株式会社 秋田県 大仙市 3410001007933
森川 公彦 秋田県
株式会社ユニバーサル山形 山形県 山形市 4390001004783
株式会社オネスト 山形県 天童市 5390001004279
有限会社ホテル小松 山形県 東根市 7390002012361
有限会社安彦園芸 山形県 鮭川村 8390002011189
株式会社藤島建設 山形県 川西町 3390001010774
有限会社松北園茶舗 福島県 福島市 5380002001763
山本商事株式会社 福島県 会津若松市 7380001017940
株式会社おおほり建設 福島県 郡山市 4380001009164
高野 幸夫 福島県
中山 英則 福島県
一般社団法人ＳＤＧｓマネジメント 茨城県 水戸市 4050005012726
株式会社喜美人 茨城県 水戸市 3050001006311
株式会社興醸社 茨城県 水戸市 7050001005581
株式会社小堀コーポレーション 茨城県 水戸市 1050001001009
株式会社ありがとう 茨城県 土浦市 3050001043338
株式会社チャンプ・ホールディングス 茨城県 土浦市 3050001035500
株式会社中村麺兵衛 茨城県 土浦市 2050001048750
いいね株式会社 茨城県 常総市 5050001044706
有限会社横島 茨城県 常総市 4050002041463
株式会社一望 茨城県 つくば市 3050001034080
株式会社筑波山江戸屋 茨城県 つくば市 3050001017399
株式会社新日興 茨城県 ひたちなか市 1050001006800
咲くカフェ合同会社 茨城県 大子町 2050003004529
菊地 理宣 茨城県
関本 和明 茨城県
布施 大樹 茨城県
山中 聡一郎 茨城県
上野文具株式会社 栃木県 宇都宮市 3060001000742
株式会社ＮＨＴＵ 栃木県 宇都宮市 5060003002495
株式会社コネクト 栃木県 宇都宮市 4060001032850
コモ有限会社 栃木県 宇都宮市 9060002003937
明花商事株式会社 栃木県 宇都宮市 5060001004411
有限会社帆足ベークライト成型所 栃木県 足利市 9060002037282
医療法人社団みこころ会 栃木県 栃木市 5060005007534
安蘇建設業協同組合 栃木県 佐野市 1060005006795
栃木ハウス株式会社 栃木県 鹿沼市 4060001010740
有限会社東光物産 栃木県 日光市 8060002015776
有限会社日光星の宿 栃木県 日光市 2060002016763
ファクトリー光株式会社 栃木県 日光市 5060001022173
有限会社オバタ 栃木県 小山市 8060002031286
有限会社美田自動車整備工場 栃木県 小山市 2060002029385
株式会社フローリスト花みずき 栃木県 真岡市 9060001010042
株式会社ｎａｓｕｂｙ 栃木県 大田原市 9060001023151
株式会社シマミツ 栃木県 那須塩原市 3060001012003
有限会社肉のミヤザワ 栃木県 那須塩原市 6060002022576
有限会社星野製麺 栃木県 那須塩原市 3060002024278
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有限会社阿久津鉄工 栃木県 高根沢町 7060002012386
須藤 明男 栃木県
二宮 善幸 栃木県
福田 久男 栃木県
株式会社ウィンドウデザイン 群馬県 前橋市 5070001038342
田村建設株式会社 群馬県 前橋市 9070001002071
丸菱紙工株式会社 群馬県 前橋市 2070001003118
株式会社露香 群馬県 前橋市 2070001003506
株式会社Ｌｏｍ 群馬県 前橋市 7070001035296
株式会社愛幸 群馬県 高崎市 7070001028003
株式会社アイステージ 群馬県 高崎市 6070001011356
社会福祉法人正覚会 群馬県 高崎市 7070005009420
社会福祉法人榛桐会 群馬県 高崎市 9070005002539
スズキ食品株式会社 群馬県 高崎市 3070001010749
株式会社大森 群馬県 高崎市 2070001010485
有限会社ビフォアー 群馬県 高崎市 9070002011708
双葉電設株式会社 群馬県 高崎市 9070001009612
株式会社ユウ．ベル 群馬県 高崎市 6070001008674
有限会社日の出製作所 群馬県 桐生市 6070002024506
医療法人寿和会かず歯科診療所 群馬県 伊勢崎市 1070005004690
株式会社ベンカン機工 群馬県 太田市 4140001049408
株式会社ＩＳＭ 群馬県 富岡市 5070001032386
株式会社新宇商店 群馬県 みどり市 9070001015569
貴船工業株式会社 群馬県 みどり市 2070001015864
株式会社ポリテック 群馬県 玉村町 6070001014284
株式会社ヤリ田工務店 群馬県 板倉町 7070001022039
一場 喜則 群馬県
萩原 暁史 群馬県
深津 政樹 群馬県
星野 健 群馬県
株式会社岩槻タクシー 埼玉県 さいたま市 6030002020624
医療法人社団幸誠会 埼玉県 さいたま市 3030005018478
株式会社コジマブレーンファクトリー 埼玉県 さいたま市 2030001002726
株式会社嶋澤啓工務店 埼玉県 さいたま市 1030001012511
志水木材株式会社 埼玉県 さいたま市 6030001003935
株式会社二宮カラー七宝 埼玉県 さいたま市 6030001006434
ニューエンパイヤホールディングス株式会社 埼玉県 さいたま市 6010801026492
株式会社ハグリス 埼玉県 さいたま市 7030001107140
株式会社マイディア 埼玉県 さいたま市 1030001007759
松永都市開発株式会社 埼玉県 さいたま市 9030001018212
リハプライム株式会社 埼玉県 さいたま市 2030001019869
ＡＳＩＡ　ＣＲＥＡＴＩＶＥ株式会社 埼玉県 川越市 2030001126095
株式会社大川製作所 埼玉県 川越市 9030001054422
株式会社ｃｏｌｏｒｓ 埼玉県 川越市 9030001104532
株式会社ゴダイエンジニアリング 埼玉県 川越市 6030001057535
有限会社産直グループこだわり村 埼玉県 川越市 8030002073538
きんまる星醤油株式会社 埼玉県 熊谷市 6030001085370
株式会社Ｅｔｅｒｎａｌ　Ｗｉｎｄ 埼玉県 川口市 3030001110222
有限会社小林商店 埼玉県 川口市 3030002102722
有限会社シュルプリーズ 埼玉県 川口市 5030002103834
初心株式会社 埼玉県 川口市 4011501022271
合同会社Ｂｅｓｔｉｅ 埼玉県 川口市 2030003017251
株式会社平進 埼玉県 行田市 8030001097513
株式会社ａｌｂｅｒｏ 埼玉県 所沢市 5030001122174
有限会社共栄エンジニアリング 埼玉県 加須市 2030002042424
株式会社エイティーエイトプラス 埼玉県 本庄市 9030001115967
株式会社才武給食 埼玉県 本庄市 5030001060250
有限会社アールアンドティー 埼玉県 東松山市 9080102006623
株式会社ピーシーローターシステム 埼玉県 狭山市 5030001026581
医療法人社団大志 埼玉県 上尾市 5030005006621
株式会社中央建材センター関東 埼玉県 草加市 1030001106619
合同会社華 埼玉県 朝霞市 8030003013955
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有限会社ムーヴ 埼玉県 朝霞市 7030002065172
医療法人社団ＩＤＣアイリス歯科・矯正歯科 埼玉県 久喜市 5030005019227
株式会社岡安不動産 埼玉県 久喜市 9030001031090
ＡＴＯ株式会社 埼玉県 神川町 6030001060704
新井 英朗 埼玉県
栗原 直美 埼玉県
齋藤 美佳 埼玉県
寿谷 光洋 埼玉県
髙橋 和義 埼玉県
高柳 武 埼玉県
田島 精 埼玉県
田中 裕美 埼玉県
中村 高文 埼玉県
水村 聖一 埼玉県
渡部 照夫 埼玉県
有限会社新生自動車工業 千葉県 千葉市 5040002005352
株式会社ドットライン 千葉県 千葉市 6040001072938
特定非営利活動法人エイチ・エー・ビー研究機構 千葉県 市川市 9010005006090
鏡浦自動車株式会社 千葉県 館山市 5040001073763
社会福祉法人興徳会 千葉県 館山市 9040005019759
白黒株式会社 千葉県 館山市 2040001104100
株式会社ユウワ 千葉県 木更津市 1040001109109
株式会社バンゲージ 千葉県 松戸市 7040001073596
有限会社汎汎堂 千葉県 松戸市 7040002048597
増田商事株式会社 千葉県 松戸市 3040001092427
株式会社メイワン 千葉県 松戸市 8040001095490
株式会社エスワイトレーディング 千葉県 成田市 2040001046573
ＣＣ．Ｓｔｏｒｅ株式会社 千葉県 成田市 6013301033678
有限会社なるげや冷菓 千葉県 成田市 1040002055541
株式会社ＺＯＵＳ 千葉県 佐倉市 8040001092380
株式会社ＴーＴｒａｄｅ 千葉県 佐倉市 7040001049794
株式会社常翔印刷 千葉県 習志野市 3040001015206
医療法人社団リアン 千葉県 習志野市 5040005020258
医療法人社団感・即・動 千葉県 柏市 6040005018540
株式会社　榎本モータース 千葉県 市原市 8040001053655
医療法人社団志翠会 千葉県 八千代市 3040005003553
合同会社ＣＲＴ 千葉県 我孫子市 8040003010935
株式会社ＰＲＯＳＬＩＮＫ 千葉県 富津市 1040001079673
株式会社清田屋不動産 千葉県 浦安市 4040001029436
和幸工業株式会社 千葉県 印西市 6040001043765
秋葉 武 千葉県
飯島 正中 千葉県
小澤 哲士 千葉県
金森 靖宏 千葉県
川端 正俊 千葉県
木内 祐介 千葉県
轟 純一郎 千葉県
濱野 貴博 千葉県
松平 哲 千葉県
山田 隼人 千葉県
渡邉 聖子 千葉県
株式会社エイムライズ 東京都 千代田区 6011001134342
一般社団法人ＳＤＧｓプラットフォーム 東京都 千代田区 8010005030117
株式会社Ｍ＆Ａコンサルティング 東京都 千代田区 4011001127769
キャストグローバルプロパティ株式会社 東京都 千代田区 5010001218032
株式会社コノッド 東京都 千代田区 7010001169967
医療法人財団駿愛会 東京都 千代田区 4010005005171
サンタックス株式会社 東京都 千代田区 4010001017732
税理士法人Ｓｔａｎｄ　ｂｙ　Ｃ 東京都 千代田区 9010005032426
株式会社瀬戸コーポレーション 東京都 千代田区 1020001032857
ヒトツメ株式会社 東京都 千代田区 8010001214433
福井自動車株式会社 東京都 千代田区 3010001027864
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医療法人社団明佳会 東京都 千代田区 4010005012176
メディカルリサーチ株式会社 東京都 千代田区 7010401092182
ユニバーサルトラスト株式会社 東京都 千代田区 2010401085926
株式会社龍閑堂薬局 東京都 千代田区 3010001031981
株式会社ｉ２Ｓ２ 東京都 中央区 2010001085112
Ａｌｐｈａ　Ｓｕｐｅｒｉｏｒ株式会社 東京都 中央区 9020001111307
株式会社ＨＤＰプロジェクト 東京都 中央区 8010001087879
株式会社ＣＡＳＨＭＥＲＥ 東京都 中央区 5010001188795
株式会社興和インターナショナル 東京都 中央区 8010501022369
昭和西川株式会社 東京都 中央区 9010001045563
株式会社センスエンタテインメント 東京都 中央区 9020001132006
株式会社たつ吉 東京都 中央区 7010001070308
地方医療機構株式会社 東京都 中央区 4070001035745
株式会社中華・高橋 東京都 中央区 3010001050115
株式会社東京今野 東京都 中央区 8110002028293
日本医療機構株式会社 東京都 中央区 8012401034774
株式会社ビッグシャイン 東京都 中央区 3010001078057
プラスロン化粧品株式会社 東京都 中央区 3010001112303
株式会社マザーシップ 東京都 中央区 9010001168645
株式会社マルテー鳥安商店 東京都 中央区 9010001057880
株式会社アド・フェニックス・エージェンシー 東京都 港区 5011501011777
一心株式会社 東京都 港区 3010401080793
株式会社８８ 東京都 港区 9011001055247
株式会社ＥＫＵＢＯ 東京都 港区 2010401130723
合同会社Ｌ－ｓｉｆｔ 東京都 港区 5010403022148
ＧＨＯＯＬ株式会社 東京都 港区 7011001118377
株式会社ＳＡＮＮ 東京都 港区 1010401085935
株式会社三工社 東京都 港区 6010401012050
Ｇホールディングス株式会社 東京都 港区 3010401146875
特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会 東京都 港区 5010405002750
株式会社杉本事務所 東京都 港区 2120001120519
株式会社セイル 東京都 港区 3011001107598
株式会社アクシス 東京都 新宿区 7011101079684
株式会社ｕｓ 東京都 新宿区 9011101090400
株式会社イディア・ノブ 東京都 新宿区 7012401025147
株式会社ＫＩＤＳＰＯＷＥＲ 東京都 新宿区 5030001028842
グローバルスクエア株式会社 東京都 新宿区 2011102029858
株式会社ジャプロ 東京都 新宿区 5011101050639
順和株式会社 東京都 新宿区 9011101076069
湘南食品株式会社 東京都 新宿区 2011101046128
株式会社ＴＡＭＡＲＩＢＡ 東京都 新宿区 1011101081547
株式会社Ｔｅｒｒｅ　Ｂｌｅｕｅ 東京都 新宿区 7011101091838
株式会社ＤＳ 東京都 新宿区 7011101085352
司法書士法人東京ユナイテッド 東京都 新宿区 9011105008423
株式会社ウォーカー 東京都 文京区 9010801025806
大成理化工業株式会社 東京都 文京区 1010001004502
ウコウコヤオ株式会社 東京都 台東区 2010501033504
株式会社クリーネ 東京都 台東区 1011501017332
株式会社グローバル・デイリー 東京都 台東区 2010501035987
信成合同会社 東京都 台東区 7010503004309
株式会社大心堂雷おこし 東京都 台東区 4010501007126
東方技研株式会社 東京都 台東区 4010501029054
株式会社トラスト 東京都 台東区 3010001174962
プラチナ萬年筆株式会社 東京都 台東区 8010501012007
株式会社プレステージ 東京都 台東区 8011101054447
株式会社やま吉 東京都 台東区 4010501018107
山田合成株式会社 東京都 台東区 8010501014060
株式会社アサヒ通一商アッソー 東京都 墨田区 8010601008292
医療法人社団一義会 東京都 墨田区 3010605002619
株式会社ＨＫサティエイト 東京都 墨田区 3011801027277
株式会社玉光堂 東京都 墨田区 5010401076220
ＨＯＰＥ合同会社 東京都 墨田区 7010603005066
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加研工業株式会社 東京都 江東区 1010601000256
有限会社伏新 東京都 江東区 1010002024656
株式会社ＩＮＯＫＯＭＡＸ 東京都 品川区 2010701040738
合同会社ＭＰｌａｎｎｉｎｇ 東京都 品川区 3010703002735
エルーグシステム株式会社 東京都 品川区 9010801019080
オレイユ株式会社 東京都 品川区 3010701037931
スマイルマルシェ株式会社 東京都 品川区 5010701034480
Ｔａｃｈｉ　Ｍｉｙａｂｉ合同会社 東京都 品川区 9010703005658
テクノアルファ株式会社 東京都 品川区 2010701006251
東邦流通システム株式会社 東京都 品川区 8010701006873
株式会社東和化学 東京都 品川区 6010701006966
株式会社ｌｅｓｓ　ｉｓ　ｍｏｒｅ 東京都 品川区 7010701029859
株式会社オムニア 東京都 目黒区 8010401096026
株式会社ｓｅｖｅｎｔｈ　ＤＯＯＲ 東京都 目黒区 9011101081812
大正鉄筋コンクリート株式会社 東京都 目黒区 6013201009191
株式会社フードワークス 東京都 目黒区 6010701008509
株式会社フォルテシモアッシュ 東京都 目黒区 7013201014133
株式会社ｒｏｏｔｓ 東京都 目黒区 6013201016171
株式会社レガリーノ 東京都 目黒区 4010701026768
Ｒｅｎｉａ株式会社 東京都 目黒区 3011001126128
株式会社三機商會 東京都 大田区 7010801004472
有限会社第一薬局 東京都 大田区 7010802008308
株式会社アークノット 東京都 世田谷区 4011401015994
株式会社アイラボ 東京都 世田谷区 8011001073539
株式会社ｉｉｙ 東京都 世田谷区 6010901045483
株式会社ＷＡＴＥＲ　ＳＥＶＥＮ 東京都 世田谷区 8010901037719
株式会社潮建設 東京都 世田谷区 1010901001490
有限会社小川工業 東京都 世田谷区 2010902003452
ハザマ・エンジニアリング株式会社 東京都 世田谷区 7010901009719
株式会社アイリッツ 東京都 渋谷区 6011001033445
株式会社ａｎｄ　ｍｅ 東京都 渋谷区 8011001123888
株式会社ヴァーヴ・コーヒー・ロースターズ・ジャパン 東京都 渋谷区 3011001117639
株式会社ヴェレダ・ジャパン 東京都 渋谷区 3011101028083
株式会社エクリプス 東京都 渋谷区 5011401015993
合同会社ＳＯＰＤＥＳＩＧＮ 東京都 渋谷区 1011203003226
株式会社エバースホールディングス 東京都 渋谷区 8010801022151
株式会社グッドプレイス 東京都 渋谷区 1011001070212
有限会社ケイジエイ 東京都 渋谷区 2011002003855
医療法人社団孝友会 東京都 渋谷区 4013305001245
株式会社ＣＯＬ 東京都 渋谷区 6011001135646
合同会社ＳＡＬＴＯ 東京都 渋谷区 6010003031688
株式会社ＣＳＤ 東京都 渋谷区 3011001108068
株式会社トリアンゴロ 東京都 渋谷区 2011001016040
株式会社ナースキュア 東京都 渋谷区 2040001092898
錦尚金株式会社 東京都 渋谷区 7120001199284
株式会社日本シナプス 東京都 渋谷区 9011001017742
株式会社ｈａｒａｐｐＡ 東京都 渋谷区 4011001135136
ビーサバイ株式会社 東京都 渋谷区 9011003006090
株式会社フォーウェイ 東京都 渋谷区 8011001135702
有限会社シノニムコール 東京都 中野区 7011202002900
医療法人社団ＷＤＣ 東京都 中野区 4011205002058
石井薬品株式会社 東京都 杉並区 5011301000600
株式会社Ｇ．Ｏ．Ａ．Ｔ 東京都 杉並区 2010001217557
株式会社Ｇｏｌｄ　Ｒｕｓｈ 東京都 杉並区 1011501016516
株式会社シャイム 東京都 杉並区 3010901038746
ｓｏｌａ株式会社 東京都 杉並区 3011301026267
太陽電子株式会社 東京都 杉並区 7011301004343
株式会社本村庵 東京都 杉並区 4011301007118
株式会社エコ・シティ 東京都 豊島区 7013301013497
株式会社ＸＧジャパン 東京都 豊島区 9011101084732
株式会社エム・エートレーディング 東京都 豊島区 4013301021189
株式会社フクロ薬局 東京都 豊島区 8013301011509
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株式会社ふじなコーポレーション 東京都 豊島区 4013301045171
株式会社Ｆｕｔｕｒｅ 東京都 豊島区 3013301045560
ＭＩＲＡＩ貿易株式会社 東京都 豊島区 6013301037992
株式会社メディカルラボ 東京都 豊島区 8013301019378
株式会社リアル 東京都 豊島区 4013301027087
株式会社同心 東京都 北区 9011501014462
株式会社ＮＯＴＥ 東京都 北区 9020001087786
有限会社松栄美粧 東京都 荒川区 6011502013276
株式会社滝口製作所 東京都 荒川区 6011501007428
税理士法人タクト 東京都 荒川区 8011505001490
株式会社ラックス 東京都 荒川区 5011501014722
株式会社興真運送 東京都 板橋区 5011401001969
株式会社ＧＰトレーディング 東京都 板橋区 1011401017671
有限会社バロック 東京都 板橋区 6011402017245
株式会社エム・ケイ・ディ 東京都 練馬区 3011601001085
株式会社ＫＢＩ 東京都 練馬区 5011601011792
株式会社好循環 東京都 練馬区 8011601023934
株式会社ＡＯＩ 東京都 足立区 9011801036958
康盛合同会社 東京都 足立区 2010503004635
尚品文化伝媒合同会社 東京都 足立区 3011803003549
医療法人社団慈清会 東京都 葛飾区 8011805001348
超美合同会社 東京都 葛飾区 7011803003033
有限会社テーアイピーアクティ 東京都 葛飾区 2011802005217
株式会社ホワイトハウス 東京都 葛飾区 5011801018935
Ｓ・Ｙ・Ｌ合同会社 東京都 江戸川区 3013303003112
有限会社セイエイ 東京都 江戸川区 8011702006342
有限会社船宿あみ達 東京都 江戸川区 1011702010078
株式会社リック 東京都 江戸川区 5011701022401
有限会社麻生 東京都 八王子市 7010102000254
佐竹特殊鋼株式会社 東京都 立川市 6012801000576
税理士法人土谷会計事務所 東京都 立川市 8012805001404
医療法人社団顯歯会 東京都 武蔵野市 2012405001867
株式会社コジマ笑店 東京都 武蔵野市 6012401029512
株式会社ラブティアラ 東京都 武蔵野市 6012401021279
株式会社リアライズ 東京都 武蔵野市 7012401014447
株式会社セフテック 東京都 三鷹市 5012401012659
名取屋興産株式会社 東京都 三鷹市 8012401012854
株式会社Ｂａｃｃｈｕｓ 東京都 府中市 1012801014003
株式会社Ｖｉｏｌａ 東京都 昭島市 8012801008304
医療法人社団建成会 東京都 調布市 5012405002466
株式会社猿屋一家 東京都 国分寺市 8012401017498
有限会社ｉ管理 東京都 福生市 5013102000440
有限会社藤田製作所 東京都 福生市 6013102003657
税理士法人栗山会計事務所 東京都 狛江市 9012405001332
有限会社青梅電子 東京都 東大和市 1012802000472
株式会社総眞設備 東京都 武蔵村山市 9012801010317
株式会社ブエン・カミーノ 東京都 稲城市 6012401034941
株式会社エイト電子 東京都 羽村市 8013101000521
井上 仁 東京都
江野 敦子 東京都
小駒 基一郎 東京都
片桐 英二 東京都
加藤 雄規 東京都
河野 和久 東京都
菊池 亮太 東京都
岸 陽介 東京都
木下 敦子 東京都
小出 和弘 東京都
重永 基樹 東京都
島根 秀光 東京都
清水 治彦 東京都
鈴木 孝昭 東京都
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鈴木 祐人 東京都
髙橋 芳江 東京都
髙栁 和男 東京都
武井 俊太 東京都
田中 美那 東京都
富澤 城正 東京都
豊村 洋子 東京都
長岡 拓也 東京都
長瀬 弘 東京都
長野 新一 東京都
野村 和幸 東京都
平出 洋一 東京都
松田 卓 東京都
丸山 良尚 東京都
三浦 望 東京都
三添 聡 東京都
三橋 和成 東京都
森野 朋奈 東京都
森野 英昭 東京都
山口 貞夫 東京都
山田 隆広 東京都
株式会社ＡＶＡＮＺＡＲＥ 神奈川県 横浜市 8020001127436
Ａｄｖｅｒｓ合同会社 神奈川県 横浜市 8020003020003
アンプトジャパン合同会社 神奈川県 横浜市 6020003012646
株式会社神永工務店 神奈川県 横浜市 3020001019869
クニミエステート株式会社 神奈川県 横浜市 9020001017132
株式会社グリーンスポーツ 神奈川県 横浜市 2020001004979
株式会社クロス 神奈川県 横浜市 4020001088847
株式会社恒栄商事 神奈川県 横浜市 6020001102003
株式会社ザ・カスタム 神奈川県 横浜市 1020001019821
ＳＡＶＶＹ合同会社 神奈川県 横浜市 3020003010198
株式会社産業貿易センター 神奈川県 横浜市 7020001026589
三興運油株式会社 神奈川県 横浜市 8020001026555
サンユープロジェクト株式会社 神奈川県 横浜市 3020001124058
株式会社四海国際 神奈川県 横浜市 6020001120137
医療法人社団翔仁会 神奈川県 横浜市 6020005014418
株式会社神酒連 神奈川県 横浜市 7020001005163
税理士法人創和パートナーズ 神奈川県 横浜市 8020005011784
株式会社TMT 神奈川県 横浜市 7020001006715
テクノライズ株式会社 神奈川県 横浜市 6020001035384
天源国際株式会社 神奈川県 横浜市 4020001058503
永田塗装株式会社 神奈川県 横浜市 6020001028009
有限会社二宮工務店 神奈川県 横浜市 2020002024497
株式会社浜備建 神奈川県 横浜市 5020001116061
株式会社東日本ハウジング 神奈川県 横浜市 3020001011966
平井工業株式会社 神奈川県 横浜市 6020001000355
株式会社丸曽根 神奈川県 横浜市 6020001018810
㈱山装 神奈川県 横浜市 9020001003909
株式会社横浜高分子研究所 神奈川県 横浜市 5020001021930
株式会社リリティ 神奈川県 横浜市 2020001115009
株式会社伊藤屋 神奈川県 川崎市 9020001071996
医療法人柿生会 神奈川県 川崎市 5020005011028
株式会社カワブチスポーツ 神奈川県 川崎市 5020001070705
株式会社Ｇｏｏｇ 神奈川県 川崎市 3011001098598
株式会社サンシャイン 神奈川県 川崎市 9020001079825
株式会社Ｔ．Ｓ．Ｊ． 神奈川県 川崎市 5020001078673
株式会社ビタロマン 神奈川県 川崎市 3020001079087
有限会社プライマリーフアーマシー 神奈川県 川崎市 1020002087438
合同会社ＦＲＥＥＤＯＭ 神奈川県 川崎市 2020003009497
株式会社Ｌｕｘｅｌ 神奈川県 川崎市 3011101082056
株式会社デイリーこどもクラブ 神奈川県 相模原市 6021001050910
国壱株式会社 神奈川県 横須賀市 1021001065459
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医療法人社団亀井矯正歯科医院 神奈川県 平塚市 9021005006823
関東工業株式会社 神奈川県 平塚市 1021001036328
あさひ健康福祉サービス株式会社 神奈川県 鎌倉市 7021001009716
株式会社ニューコロンブス 神奈川県 鎌倉市 3021001072123
株式会社ＡＬＬ．ｅ 神奈川県 藤沢市 3021001064095
有限会社亀井野木材 神奈川県 藤沢市 5021002001335
税理士法人エナリ 神奈川県 小田原市 5021005006100
万葉倶楽部株式会社 神奈川県 小田原市 3021001032036
有限会社住宅美建産業 神奈川県 茅ヶ崎市 9021002010951
合同会社ライフプラス 神奈川県 逗子市 7021003007098
株式会社厚木自動車販売サービス工場 神奈川県 厚木市 7021001023972
特定非営利活動法人ゆくりこ 神奈川県 厚木市 1021005005361
有限会社信玄館 神奈川県 山北町 8021002055774
相原 聡 神奈川県
飯田 壮 神奈川県
河内 雅人 神奈川県
古賀 亮一 神奈川県
佐澤 尚子 神奈川県
嶋田 愛未 神奈川県
冨田 真明 神奈川県
畠山 武史 神奈川県
馬場 猛 神奈川県
細羽 勇貴 神奈川県
山下 清兵衛 神奈川県
株式会社サクラサービス 新潟県 新潟市 4110001008853
医療法人しむら皮膚科クリニック 新潟県 新潟市 8110005008061
有限会社永井鈑金塗装 新潟県 新潟市 8110002011761
株式会社新潟フィールドコンサルタント 新潟県 新潟市 4110001004043
株式会社ａｎｄ．３ 新潟県 長岡市 2110001036071
株式会社ストレイト 新潟県 長岡市 4110001033018
株式会社フレンド 新潟県 長岡市 4110001025824
有限会社新潟日報見附専売店 新潟県 見附市 5110002031762
株式会社ＢＡＫＥＲ’Ｓ　ＤＯＺＥＮ 新潟県 見附市 6110001025970
株式会社会津屋 新潟県 村上市 4110001018019
株式会社本間製作所 新潟県 燕市 2110001016313
株式会社マルエム 新潟県 燕市 7110001016853
株式会社木島組 新潟県 糸魚川市 3110001021576
有限会社酒のあいざわ 新潟県 上越市 7110002022702
税理士法人ビジネスカツシマ 新潟県 上越市 1110005015659
有限会社鷹の巣館 新潟県 関川村 8110002021942
青木 辰巳 新潟県
小越 靜雄 新潟県
川原 隆幸 新潟県
佐藤 一夫 新潟県
鈴木 正志 新潟県
内藤 安 新潟県
株式会社ガッツ・ヒーロー 富山県 富山市 4230001015747
株式会社クノップ 富山県 富山市 5230001017429
株式会社グラニーレ 富山県 富山市 3380001024973
株式会社グリーングローブ 富山県 富山市 9230001017111
株式会社ハシモト 富山県 富山市 5230001015069
株式会社ハシモトＢａｇｇａｇｅ 富山県 富山市 6230001002512
株式会社ユニテ 富山県 富山市 1230001005131
株式会社ラ・ポンテ 富山県 富山市 4230001003438
株式会社ＲＥＶＯ 富山県 富山市 9230001018035
有限会社アイエヌエル 富山県 魚津市 8230002007426
株式会社魚津興産 富山県 魚津市 5230001007009
有限会社岡本工務店 富山県 魚津市 5230002007511
株式会社朝日運輸 富山県 射水市 1230001013118
医療法人社団喜生会 富山県 射水市 3230005007213
ＪＶＳ株式会社 富山県 上市町 5230001017775
荻野 新也 富山県
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高野 利郎 富山県
広沢 欣一 富山県
株式会社ウォークオン 石川県 金沢市 8220001020356
医療法人社団加藤歯科 石川県 金沢市 8220005001815
株式会社シンヤ 石川県 金沢市 3220001003381
野々市運輸機工株式会社 石川県 金沢市 2220001005222
株式会社マリモ 石川県 七尾市 2220001015527
有限会社マルフジ 石川県 小松市 4220002011192
株式会社大一家具 石川県 羽咋市 5220001016043
株式会社ドマックス 石川県 白山市 9220001017186
有限会社志雄自動車販売 石川県 宝達志水町 6220002014755
中川 朋 石川県
株式会社岩本貸衣裳店 福井県 福井市 1210001000258
株式会社大津屋 福井県 福井市 3210001000636
ＧＲＡＮＤ　ＨＯＵＳＥ株式会社 福井県 福井市 6210001018576
株式会社ＴＯＭＩ－ＴＥＸ 福井県 福井市 8210001009499
フクイエンジニヤリング株式会社 福井県 福井市 7210001003610
有限会社はし亀 福井県 敦賀市 1210002010504
有限会社かぎ八津田商店 福井県 小浜市 3210002013711
三つ星株式会社 福井県 坂井市 1210001017005
飯田 久司 福井県
有限会社クオーレ 山梨県 甲府市 9090002000873
有限会社鷹野モータース 山梨県 甲府市 4090002001950
有限会社大谷製作所 山梨県 富士吉田市 5090002011726
富士新幸株式会社 山梨県 都留市 5090001008491
有限会社 塚原製作所 山梨県 南アルプス市 6090002007483
農事組合法人　甲州地どり生産組合 山梨県 笛吹市 2090005002634
有限会社アップルフード 山梨県 上野原市 2090002009558
有限会社ハセガワスタジオ 山梨県 甲州市 8090002011277
有限会社百一紙業 山梨県 昭和町 5090002004713
遠藤 哲 山梨県
長田 忠幸 山梨県
株式会社エイト 長野県 長野市 5100001000372
株式会社ビオカ 長野県 長野市 1010801005121
Ｌｏｐｕｔ合同会社 長野県 長野市 4100003003597
モールドバンク国分株式会社 長野県 上田市 7100001010106
秀友商事株式会社 長野県 飯田市 4060001002275
株式会社コトブキファームデポ 長野県 小諸市 9100001032321
ＦＰ資産設計合同会社 長野県 茅野市 7100003004881
中村漆器産業株式会社 長野県 塩尻市 5100001015908
株式会社林農園 長野県 塩尻市 9100001015747
株式会社アイリンク 長野県 佐久市 2100001009045
株式会社軽井沢西ドライビングスクール 長野県 佐久市 9100002010722
有限会社田中製材工業 長野県 東御市 8100002015796
株式会社ワタベアンドカンパニー 長野県 軽井沢町 3100001009309
株式会社桜花 長野県 御代田町 1100001030274
みのわテック株式会社 長野県 箕輪町 1100001021513
木曽カントリー株式会社 長野県 木曽町 8100001017975
北信五岳シードルリー株式会社 長野県 飯綱町 4100001030800
石坂 成人 長野県
北村 真一 長野県
倉田 博光 長野県
小宮山 能康 長野県
澤田 友行 長野県
山田 力 長野県
株式会社キクスイ 岐阜県 岐阜市 4200001001535
株式会社ケアリー 岐阜県 岐阜市 1200001038150
税理士法人成和 岐阜県 岐阜市 7200005009646
有限会社高橋新聞店 岐阜県 岐阜市 6200002002828
ティーチーノジャパン株式会社 岐阜県 岐阜市 5200001032637
ツヤ技研有限会社 岐阜県 大垣市 1200002012897
株式会社宮本 岐阜県 高山市 1200001025231
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株式会社オア・シス 岐阜県 多治見市 4200001020519
有限会社うき與 岐阜県 羽島市 4200002010403
有限会社丸加転写 岐阜県 土岐市 7200002021612
有限会社万寿実家具センター 岐阜県 可児市 7200002017288
社会福祉法人和光児童福祉会 岐阜県 郡上市 9200005010800
有限会社田中漬物食品 岐阜県 海津市 3200002014818
丸芳化学株式会社 岐阜県 岐南町 9200001011546
Ｎａｔｕｒａｌ　Ｌｉｆｅ　Ｄｅｓｉｇｎ株式会社 岐阜県 池田町 8200001037864
株式会社達建 岐阜県 坂祝町 9200001035355
有限会社足立自動車 岐阜県 川辺町 3200002016566
有限会社典霊 岐阜県 白川町 2200002017581
岩越 友一 岐阜県
岩田 敏男 岐阜県
苅谷 憲明 岐阜県
五明 俊二 岐阜県
有限会社イケヤ 静岡県 静岡市 8080002009149
株式会社カツマタ 静岡県 静岡市 8080001001057
KITAGAWA株式会社 静岡県 静岡市 7080001009712
サンシーフーズ株式会社 静岡県 静岡市 8080001008110
株式会社マサモリ 静岡県 静岡市 4080001004831
有限会社やまうち薬局 静岡県 静岡市 9080002018693
株式会社やまうち薬局 静岡県 静岡市 5080001012189
株式会社らいふサポートセンター 静岡県 静岡市 7080001018911
株式会社ルシルケイ 静岡県 静岡市 9080001005726
株式会社アイプレイス 静岡県 浜松市 4080401019132
株式会社きしん 静岡県 浜松市 9080401022899
三賀株式会社 静岡県 浜松市 6080401006442
株式会社創生 静岡県 浜松市 6080401013546
有限会社天竜堂 静岡県 浜松市 3080402015180
原田精機株式会社 静岡県 浜松市 7080401013066
有限会社美容室アマノ 静岡県 浜松市 4080402006740
株式会社風流舎 静岡県 浜松市 4080401012847
Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｏｎ　ｔｈｅ　Ｂｏａｒｄｉｎｇ株式会社 静岡県 浜松市 8080401024632
株式会社ランディック 静岡県 浜松市 8080401005780
有限会社加藤茶園 静岡県 沼津市 9080102000881
社会福祉法人士詠会 静岡県 沼津市 9080105000128
株式会社ＤＢＳ 静岡県 沼津市 3080102006208
有限会社日東工機 静岡県 富士宮市 8080102017092
岳南有機株式会社 静岡県 富士市 9080101008315
協立設計サービス株式会社 静岡県 富士市 9080101011137
第一建設株式会社 静岡県 富士市 5080101008896
株式会社東誠 静岡県 焼津市 5080001017510
合同会社あさひ 静岡県 掛川市 3080403003928
丸幸村松株式会社 静岡県 掛川市 9080401025233
株式会社ｒｅｌｉｅｆ 静岡県 掛川市 3080401021015
有限会社アンドエー 静岡県 藤枝市 5080002017212
株式会社山田組 静岡県 藤枝市 5080001016850
株式会社榛南自動車学校 静岡県 牧之原市 6080001013863
株式会社鈴紘建設 静岡県 函南町 3080101005763
一般社団法人スポーツコミュニティＥＸＣＥＬＳＩＯＲ 静岡県 清水町 1080105005720
大石 力朗 静岡県
萩原 国生 静岡県
藤野 剛成 静岡県
株式会社葵エンジニアリング 愛知県 名古屋市 6180001029197
株式会社アクセス 愛知県 名古屋市 8180001033742
株式会社Ｅ・Ｓ・ＴＥＣ 愛知県 名古屋市 9200001030661
株式会社ＥＣロジ 愛知県 名古屋市 9180001138796
ＭＳＩシステム株式会社 愛知県 名古屋市 8180001081618
株式会社エムジーエム 愛知県 名古屋市 1180001139273
株式会社オーカネ 愛知県 名古屋市 3180001000202
合資会社尾張屋 愛知県 名古屋市 6180003004925
株式会社環境科学研究所 愛知県 名古屋市 8180001011830
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有限会社ゴーショップ 愛知県 名古屋市 6180002011328
株式会社ＣｏＣｏ 愛知県 名古屋市 8180001117289
小林株式会社 愛知県 名古屋市 5180001035964
株式会社コメットカトウ 愛知県 名古屋市 7180001019453
株式会社ザ・セッションズ 愛知県 名古屋市 4180001138099
有限会社サワデー栄 愛知県 名古屋市 5180002052439
株式会社ジョイ・タイム 愛知県 名古屋市 8180001036935
真永工業株式会社 愛知県 名古屋市 7180001105014
株式会社スタッフ東海 愛知県 名古屋市 1180001037155
司法書士法人スペース 愛知県 名古屋市 4180005019114
株式会社タカマ 愛知県 名古屋市 8180001019980
長楽国際サービス有限会社 愛知県 名古屋市 1180002059256
株式会社デコンス 愛知県 名古屋市 7180001121234
株式会社豊建 愛知県 名古屋市 7180001022416
株式会社トラスト 愛知県 名古屋市 7180001070340
株式会社ネイチャーズウェイ 愛知県 名古屋市 5180001016221
野田化学工業株式会社 愛知県 名古屋市 3180001017931
株式会社ＨＡＹＡＳＨＩ 愛知県 名古屋市 7180001132611
合資会社林製麺所 愛知県 名古屋市 3180003003418
株式会社ハンティントン 愛知県 名古屋市 2180001072952
株式会社ビエスコドリーム 愛知県 名古屋市 3180001071103
株式会社二葉屋 愛知県 名古屋市 4180001005282
株式会社マリンハート 愛知県 名古屋市 1180001089188
株式会社ミツエス 愛知県 名古屋市 2180001032907
有限会社明佑 愛知県 名古屋市 2180002036799
有限会社ヤスイ食品 愛知県 名古屋市 5180002038074
株式会社ＲＥＢＩＵＳ 愛知県 名古屋市 7180001119484
グリーンガス株式会社 愛知県 豊橋市 2180301008367
株式会社平野 愛知県 豊橋市 2180301006890
株式会社味岡人形 愛知県 岡崎市 4180301000157
株式会社ＳＡＩＺ 愛知県 岡崎市 3180301017045
有限会社ふじ薬局 愛知県 岡崎市 2180302004415
有限会社丹羽エクステリア 愛知県 一宮市 9180002074710
株式会社ＭＪＸ 愛知県 瀬戸市 5180001127877
大橋運輸株式会社 愛知県 瀬戸市 3180001078692
株式会社アニバーサリーホーム半田 愛知県 半田市 1180001123582
株式会社荒川測量設計 愛知県 春日井市 8180001077632
井上化成株式会社 愛知県 春日井市 3180001073719
イトモル株式会社 愛知県 豊川市 3180301011741
イトモル精密株式会社 愛知県 豊川市 8180301009748
株式会社ｒｅｂｏｒｎ 愛知県 豊川市 3180302014867
平野建設株式会社 愛知県 刈谷市 4180301014413
株式会社ディーピーエス 愛知県 豊田市 9180301024812
株式会社ブローニュ 愛知県 安城市 2180301013284
丸石工業株式会社 愛知県 安城市 1180301013351
有限会社焼肉ぎゅう舎 愛知県 安城市 8180302017378
大幸株式会社 愛知県 西尾市 5180301030814
とうふプロジェクトジャパン株式会社 愛知県 西尾市 9180301023756
ナガエ塗装株式会社 愛知県 西尾市 3180301022565
西尾自動車協業組合 愛知県 西尾市 6180305006669
光工業株式会社 愛知県 西尾市 7180301014410
合資会社石井角弘商店 愛知県 犬山市 5180003011195
合資会社犬山衛生社 愛知県 犬山市 2180003011198
株式会社にんじん 愛知県 小牧市 2180001076301
株式会社プレイズ 愛知県 新城市 5180301024576
株式会社マルヤス 愛知県 新城市 7180301024087
東海システム株式会社 愛知県 東海市 3180001094442
有限会社田口 愛知県 大府市 6180002084902
株式会社玉清 愛知県 大府市 8180001093596
株式会社氷感サプライズ 愛知県 知多市 9180001110202
株式会社米蔵家 愛知県 知立市 6180301016952
株式会社キヌガワカンパニー 愛知県 日進市 4180001066812
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松井産業株式会社 愛知県 田原市 3180301007780
株式会社間山 愛知県 長久手市 8180001060225
株式会社ガッツ・コーポレーション 愛知県 東郷町 5180001110156
株式会社助ッと 愛知県 阿久比町 1180001118384
特定非営利活動法人絆 愛知県 東浦町 8180005012420
株式会社Ｔ－ＮＥＸＴ 愛知県 東浦町 4180001143710
今枝 秀雄 愛知県
片田 芳朗 愛知県
金田 真也 愛知県
喜多 章之 愛知県
楠川 康夫 愛知県
後藤 聡 愛知県
佐藤 功一 愛知県
白星 朋之 愛知県
田中 雅人 愛知県
寺澤 進吾 愛知県
野々山 浩 愛知県
服部 祐介 愛知県
原 英孝 愛知県
日比 聖人 愛知県
堀田 和恵 愛知県
山田 達也 愛知県
株式会社ミエアカリ 三重県 津市 1013301042238
有限会社美鶴 三重県 津市 5190002001527
有限会社錦江防災設備 三重県 四日市市 9190002019846
株式会社ＣＲＯＳＳ 三重県 四日市市 9190001018361
株式会社サービスネット 三重県 四日市市 4190001014860
オランジェ株式会社 三重県 伊勢市 1190001006448
有限会社隠岐プロパン 三重県 松阪市 1190002013690
株式会社サンテ 三重県 松阪市 8190002013899
鈴定ガス販売株式会社 三重県 松阪市 5190001010289
株式会社オート桑名 三重県 桑名市 9190001012083
有限会社たけの古家 三重県 桑名市 6190002018784
株式会社マルカン 三重県 鈴鹿市 2190001006298
株式会社ミタヤ建築 三重県 名張市 8190001009725
ＥＡＳＴ　ＢＬＵＥ株式会社 三重県 志摩市 8190002011556
株式会社伊賀 三重県 伊賀市 8190001009849
社会福祉法人慈幸会 三重県 木曽岬町 4190005008388
金子 直人 三重県
菊山 忠久 三重県
廣庭 克俊 三重県
福中 理人 三重県
光永 吉久 三重県
株式会社近畿予防医学研究所 滋賀県 大津市 2160001000535
株式会社エース産業機器 滋賀県 長浜市 5160001007404
株式会社トップ精工 滋賀県 長浜市 1160001007374
有限会社井上水産 滋賀県 近江八幡市 3160002010391
有限会社ウシヤマ設備 滋賀県 近江八幡市 3160002011043
株式会社エクボスタジオ 滋賀県 近江八幡市 1160001010642
草津環境管理サービス企業組合 滋賀県 草津市 7160005008371
株式会社小泉商店 滋賀県 甲賀市 8160001005520
有限会社青根倉庫 滋賀県 湖南市 1160002005047
有限会社西村織布工場 滋賀県 高島市 5160002011438
キリンオートモール株式会社 滋賀県 東近江市 4160001009863
株式会社Ｂｅｌｌａｖｉｔａ 滋賀県 東近江市 8160001022937
社会福祉法人睦美会 滋賀県 東近江市 8160005006374
脇繊維工業株式会社 滋賀県 東近江市 7160001010331
株式会社西塚商店 滋賀県 日野町 1160001010130
有限会社徳本輪業 滋賀県 竜王町 3160002010986
淺野 俊彦 滋賀県
北野 貞裕 滋賀県
田中 耕平 滋賀県
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遊部工芸株式会社 京都府 京都市 9130001016404
株式会社アトリエ津室 京都府 京都市 3130001029857
株式会社アメイジングプレイス 京都府 京都市 7130001048449
株式会社いさむ 京都府 京都市 4130001063137
株式会社今村 京都府 京都市 6130001050125
永興貿易株式会社 京都府 京都市 6130001062962
株式会社エフアンドピー 京都府 京都市 1011801020639
合同会社家族舎 京都府 京都市 8130003004226
有限会社起福 京都府 京都市 1130002022210
株式会社クインテット 京都府 京都市 2130001029593
合同会社クレオ 京都府 京都市 7130003003121
株式会社黒桜 京都府 京都市 6340001016187
有限会社Ｋ．グロース 京都府 京都市 1130002021708
株式会社ＣＡＰＡＢＬＥ 京都府 京都市 2130001049617
有限会社ＣＯＲＤＩＡＬ 京都府 京都市 4130002021168
Ｔｈｅ　Ｉｎｆｉｎｉｔｙ株式会社 京都府 京都市 6120001224010
株式会社Ｇ－ＲＯＢＯ 京都府 京都市 8130001069031
ジェンズ総合管理株式会社 京都府 京都市 7130001059941
株式会社ダイニングワン 京都府 京都市 5130001055827
株式会社滝和紙店 京都府 京都市 2130001003318
有限会社トイズ・かめた 京都府 京都市 6130002014426
トクデン株式会社 京都府 京都市 3130001013076
有限会社林万昌堂 京都府 京都市 6130002007693
株式会社ヘルスライフ 京都府 京都市 5130001011648
森の力京都株式会社 京都府 京都市 5130001042544
株式会社やまむらや 京都府 京都市 6130001044382
株式会社湯浅與兵衛商店 京都府 京都市 5130001019187
結税理士法人 京都府 京都市 1130005015608
株式会社優和紙工 京都府 京都市 3130001026458
株式会社ＲＡＫＵＳＨＯ 京都府 京都市 5130001061362
京都建物ビルサービス株式会社 京都府 宇治市 5130001047072
王栄木材有限会社 京都府 亀岡市 4130002000312
株式会社Ｇ－Ｐｌａｃｅ 京都府 長岡京市 1130001030354
株式会社炭平旅館 京都府 京丹後市 1130002033851
株式会社大洋興産 京都府 久御山町 5130001033493
株式会社ベストオーナーズ 京都府 精華町 1130001037580
株式会社セレモニーまつだ 京都府 与謝野町 9130001040750
岩永 愛 京都府
大島 睦美 京都府
笠井 稔之 京都府
加藤 賢之 京都府
高田 誠路 京都府
高橋 亜矢 京都府
谷川 圭 京都府
孫野 淳史 京都府
三原 康郎 京都府
アーリーホーム株式会社 大阪府 大阪市 2120001169028
株式会社アイコーポレーション 大阪府 大阪市 9120001181471
青木興業株式会社 大阪府 大阪市 8120001073273
株式会社あみだ池大黒 大阪府 大阪市 9120001041031
株式会社イーハーバー 大阪府 大阪市 7120001212492
株式会社イーライン 大阪府 大阪市 3120001131077
株式会社Ｈｉｓｔｏｉｒｅ 大阪府 大阪市 3120001118256
株式会社イズマサ 大阪府 大阪市 6120001000114
泉化成産業株式会社 大阪府 大阪市 4120001053790
株式会社稲治造園工務所 大阪府 大阪市 2120001060756
株式会社ウェルカム・ジャパン 大阪府 大阪市 1120001189489
株式会社ウェルクル 大阪府 大阪市 7140001053407
有限会社エース工房 大阪府 大阪市 5120002029541
株式会社エコホームズ 大阪府 大阪市 7120001166185
株式会社えびす 大阪府 大阪市 1120001221706
株式会社Ｍ．Ｃ．Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 大阪府 大阪市 7120001176507
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株式会社ＥＬプランニング 大阪府 大阪市 2120001143998
株式会社おおきに 大阪府 大阪市 4120001211415
大阪錫器株式会社 大阪府 大阪市 6120001011474
オリカ産業株式会社 大阪府 大阪市 4120001062107
株式会社オンズ 大阪府 大阪市 8120001161920
株式会社海楽 大阪府 大阪市 4120001213452
株式会社キリン・エンジニアリング・サービス 大阪府 大阪市 5120001042628
株式会社キリンジ 大阪府 大阪市 8120001205157
株式会社ＧＲＯＷＩＮＧ 大阪府 大阪市 4120001237105
株式会社ケアプラス 大阪府 大阪市 7140001092058
株式会社ＫＳファシリティーズ 大阪府 大阪市 8120001212913
株式会社ケイフィールズ 大阪府 大阪市 1120001176198
ケープレゼンツ合同会社 大阪府 大阪市 8120003017427
株式会社さきしまコスモタワーホテル 大阪府 大阪市 1120001209759
澤村株式会社 大阪府 大阪市 7120001077424
三通株式会社 大阪府 大阪市 7120101062838
株式会社ジ・アースプロダクション 大阪府 大阪市 1120001169508
シーホネンス株式会社 大阪府 大阪市 5120001012044
ＪＮカンパニー株式会社 大阪府 大阪市 9120001209743
株式会社芝建設 大阪府 大阪市 7120001118756
有限会社白市餅 大阪府 大阪市 7120002002034
新宇株式会社 大阪府 大阪市 6120001222947
正和商事株式会社 大阪府 大阪市 3120001082576
株式会社セインムー 大阪府 大阪市 7120001214290
株式会社ぜんＧＩＦＴ　ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ 大阪府 大阪市 1120001118282
創楽株式会社 大阪府 大阪市 4120001162765
株式会社武田 大阪府 大阪市 6120001084025
株式会社蛸之徹 大阪府 大阪市 6120001066832
東洋モータース株式会社 大阪府 大阪市 9120001018293
株式会社Ｄｏｔｓ 大阪府 大阪市 2120103002648
永井株式会社 大阪府 大阪市 7120001018295
日本酪農協同株式会社 大阪府 大阪市 8120001040678
株式会社パークエステート 大阪府 大阪市 3120001177863
株式会社パシオン 大阪府 大阪市 6140001055445
株式会社花次郎 大阪府 大阪市 5120001085916
株式会社ビーアンドピー 大阪府 大阪市 7120001046701
株式会社ピンポン 大阪府 大阪市 7120001087935
株式会社ファイン 大阪府 大阪市 1120001110446
株式会社ｆａｂ 大阪府 大阪市 2120001126400
株式会社ＦＡＴＥ 大阪府 大阪市 2120001230301
富士特殊紙業株式会社 大阪府 大阪市 6120001088637
株式会社プレックス 大阪府 大阪市 8120001108401
株式会社ヘルスサイエンス 大阪府 大阪市 6120001047254
ベンチャー・エージェンシー株式会社 大阪府 大阪市 2120001211136
ベンチャー・ソリューション株式会社 大阪府 大阪市 9120001226672
Ｖｅｎｔｕｒｅ　Ｌａｂ．株式会社 大阪府 大阪市 2120001195560
有限会社ホロン 大阪府 大阪市 8130002021610
前田化学有限会社 大阪府 大阪市 4120002012102
株式会社ＭＡＳＡＹＵＭＥ 大阪府 大阪市 7120001221312
株式会社松葉堂商会 大阪府 大阪市 2120001206598
株式会社マネタイズ 大阪府 大阪市 4010901027392
株式会社丸源 大阪府 大阪市 5120001200805
株式会社ミートプラザタカノ 大阪府 大阪市 9120001099185
株式会社ミネ 大阪府 大阪市 6120001008727
八州電工株式会社 大阪府 大阪市 7120001116058
山崎工業株式会社 大阪府 大阪市 7120001002712
横田株式会社 大阪府 大阪市 5120001077590
吉川化成株式会社 大阪府 大阪市 8120001002736
株式会社ラッカム 大阪府 大阪市 7010401129736
株式会社リアール 大阪府 大阪市 1120001193045
株式会社Ｒｅｍｉｎｄ 大阪府 大阪市 5120001218186
株式会社リンクウェル 大阪府 大阪市 1120001218479
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株式会社ルーミナス 大阪府 大阪市 2120001202853
ルルメィ株式会社 大阪府 大阪市 9120001211468
株式会社ワンピース 大阪府 大阪市 2120001145524
株式会社ａｄ－ｏＮ 大阪府 堺市 1120101061408
株式会社イモニア 大阪府 堺市 7120001224083
株式会社ＨＤフラワーホールディングス 大阪府 堺市 9120101009829
京阪久宝ＨＤ株式会社 大阪府 堺市 8120101049586
広昇株式会社 大阪府 堺市 7120101057961
三和紙工株式会社 大阪府 堺市 6120101003165
株式会社シティホテルサンプラザ 大阪府 堺市 1120101003509
株式会社塚本工業 大阪府 堺市 6120101056774
株式会社ＴＣＳ　ＺＥＲＯＡＤ 大阪府 堺市 6120101030102
株式会社テンレインボー 大阪府 堺市 5120101022190
有限会社とざきシステムデザインズ 大阪府 堺市 5120102003289
株式会社中村鉄工所 大阪府 堺市 4120101005626
ファイ株式会社 大阪府 堺市 5120101053335
有限会社ティーケイ保険サービス 大阪府 岸和田市 9120102020941
株式会社アクト 大阪府 豊中市 8120901022635
株式会社河内塗創 大阪府 豊中市 1120901029736
株式会社ケイエーディー 大阪府 豊中市 9120901028425
光陽産業株式会社 大阪府 豊中市 4120901029824
株式会社佐々木製作所 大阪府 豊中市 5120901023900
株式会社ＳＨＩＭＥＤＡ 大阪府 豊中市 9120001169054
特定非営利活動法人ジャパンアウトドアファクトリー 大阪府 豊中市 8120005008498
株式会社TIS 大阪府 豊中市 2120901043273
株式会社覇道 大阪府 豊中市 5120901037058
株式会社八代工務店 大阪府 豊中市 1120901025966
有限会社ヤマショー 大阪府 豊中市 4120902020559
株式会社杉山工務店 大阪府 池田市 5120901019667
有限会社クシ建 大阪府 吹田市 8120902013749
株式会社ｓｆＤジャパン 大阪府 高槻市 4120901034023
株式会社太陽薬品 大阪府 高槻市 6120901011276
松村工業株式会社 大阪府 高槻市 9120001058488
株式会社ドレメ創建 大阪府 守口市 3120001225003
株式会社ＰＯＬＡＲＩＳ 大阪府 枚方市 8120001216204
内田容器株式会社 大阪府 茨木市 6120901000262
株式会社エービークリエイティブ 大阪府 茨木市 4120901041878
合同会社Ｃｏｚｙ　Ｐｌａｃｅ 大阪府 茨木市 6120903003552
株式会社トゥエンティーフォー 大阪府 茨木市 7120001175764
株式会社リクセス 大阪府 茨木市 8120901038607
有限会社　岡村鉄工所 大阪府 八尾市 8122002001254
株式会社プロセシオ 大阪府 八尾市 1122001022423
Ｃ－ＺＥＮ有限会社 大阪府 泉佐野市 1120102022763
株式会社コレット 大阪府 富田林市 3120101048691
株式会社芙蓉 大阪府 寝屋川市 3120001154045
有限会社ツバイ 大阪府 松原市 3120102015492
株式会社ユニーク 大阪府 松原市 7120101058092
株式会社Ｃｙｐｈｅｒ 大阪府 大東市 3122001033666
株式会社サニー化学 大阪府 大東市 5122001015349
株式会社ＮＨＴＫ 大阪府 和泉市 1120101045682
有限会社アーキシステム 大阪府 羽曳野市 6120102017817
株式会社ユーアイ技研 大阪府 羽曳野市 1120101032581
株式会社ＹＭＹ 大阪府 摂津市 5120901041142
株式会社アスエル・ワーク 大阪府 東大阪市 5122001025281
株式会社Ｗｅｓｔ　Ｊａｐａｎ　Ｅｎｅｒｇｙ 大阪府 東大阪市 2122001028477
阪奈電子有限会社 大阪府 東大阪市 8122002011518
株式会社ミナミライプル 大阪府 東大阪市 1120001168385
株式会社きゃんナナ 大阪府 大阪狭山市 1120101031815
有限会社中島建設 大阪府 熊取町 8120102024613
古田倉庫株式会社 大阪府 熊取町 9120101040503
岡本 陽一 大阪府
明松 優 大阪府
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加藤 宏一 大阪府
姜 東渭 大阪府
岸本 麻里 大阪府
喜多村 薫 大阪府
京極 昌俊 大阪府
小枝 一彦 大阪府
斎藤 友樹 大阪府
酒井 正記 大阪府
芝山 善光 大阪府
清水 光 大阪府
清水 祐介 大阪府
白方 勲 大阪府
炭谷 英司 大阪府
高田 久子 大阪府
高橋 輝 大阪府
橘 博子 大阪府
田中 宏志 大阪府
玉利 秀樹 大阪府
羽賀 雄真 大阪府
畑井 成仁 大阪府
増田 隼人 大阪府
松村 弘生 大阪府
宮下 新司 大阪府
八木 明人 大阪府
矢吹 徹 大阪府
山上 啓介 大阪府
株式会社アユザック 兵庫県 神戸市 5140001077606
合同会社ＨＪ－Ｖａｌｕｅ 兵庫県 神戸市 8140003010743
ＮＢＳホテルズ＆リゾーツ株式会社 兵庫県 神戸市 1140001099901
株式会社キョーシンサービス 兵庫県 神戸市 5140001110969
司法書士法人神戸合同事務所 兵庫県 神戸市 4140005004292
株式会社神戸酒心館 兵庫県 神戸市 9140001002857
有限会社小林屋 兵庫県 神戸市 9140002003128
株式会社須磨北造園土木 兵庫県 神戸市 9140001033134
株式会社高山商店 兵庫県 神戸市 4140001009213
株式会社竹商 兵庫県 神戸市 4140001018560
津田造園土木株式会社 兵庫県 神戸市 4140001002003
東神鋲螺工業株式会社 兵庫県 神戸市 5140001023782
株式会社図夢創屋 兵庫県 神戸市 6140001114267
株式会社ＦＲＥＥ　ＳＩＤＥ 兵庫県 神戸市 3140001119649
ボーダレス株式会社 兵庫県 神戸市 5140001106521
株式会社勇敢 兵庫県 神戸市 2140001091576
株式会社ユジン 兵庫県 神戸市 3130001045409
レッドハート株式会社 兵庫県 神戸市 2140001011815
医療法人社団かなざわ歯科クリニック 兵庫県 姫路市 4140005015018
株式会社播磨紙粧 兵庫県 姫路市 3140001060852
有限会社森下電気 兵庫県 姫路市 4140002051767
有限会社安富石油 兵庫県 姫路市 6140002054256
株式会社ヤナギ 兵庫県 姫路市 2140001062040
医療法人社団ＳＤＣ 兵庫県 尼崎市 7140005022688
株式会社Ｄエンタープライズ 兵庫県 尼崎市 2140001054087
有限会社東田鉄工 兵庫県 尼崎市 5140002002174
株式会社ユーアイ 兵庫県 明石市 9140001035799
一般社団法人ＫＩＺＵＮＡの友 兵庫県 西宮市 1140005025127
株式会社ツバキ薬粧 兵庫県 西宮市 7140001074329
株式会社だんらん処一 兵庫県 伊丹市 6140001102825
有限会社なかむら 兵庫県 豊岡市 2140002046050
有限会社山よし 兵庫県 豊岡市 4140002046247
株式会社カノコ 兵庫県 加古川市 4140001042841
株式会社アールピー 兵庫県 宝塚市 5120901022596
株式会社ＥＩＣ 兵庫県 宝塚市 5140001119829
合同会社コスモ 兵庫県 宝塚市 2140003008743
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栄レース株式会社 兵庫県 宝塚市 3140001081519
株式会社てらす 兵庫県 宝塚市 6140001082118
株式会社達摩 兵庫県 高砂市 9140001045542
株式会社ＢＩＴ 兵庫県 高砂市 4140001093125
株式会社ＮＰ 兵庫県 川西市 1140001118017
合同会社協働ストアソル 兵庫県 三田市 1140003012498
有限会社中井水道商会 兵庫県 丹波篠山市 3140002034987
株式会社インフィニティ 兵庫県 丹波市 6140001089311
ヒカリ電業株式会社 兵庫県 加東市 8140001075078
株式会社モリヨシ 兵庫県 たつの市 6140001040538
株式会社林工務店 兵庫県 稲美町 7140001043457
千種川漁業協同組合 兵庫県 上郡町 5140005007583
臼井 滝藏 兵庫県
大川 美佐 兵庫県
大森 有樹 兵庫県
木下 和弥 兵庫県
小西 拓子 兵庫県
庄司 貴子 兵庫県
新開 千恵 兵庫県
仲 秀樹 兵庫県
西村 博道 兵庫県
松森 堅 兵庫県
山本 多通男 兵庫県
社会福祉法人近畿福音ルーテル福祉会 奈良県 奈良市 8150005000659
株式会社なら町長屋 奈良県 奈良市 3150001002556
Ｃｒｅａｌｅａｐ株式会社 奈良県 橿原市 9020001128945
中川鉄骨株式会社 奈良県 橿原市 1150001011658
株式会社福井金属工芸 奈良県 桜井市 9150001009513
一般財団法人慈光会 奈良県 五條市 7150005007060
株式会社イベント・トゥエンティ・ワン 奈良県 香芝市 5150001012388
大和商会株式会社 奈良県 安堵町 5150001024160
日野 順太 奈良県
秋月日石株式会社 和歌山県 和歌山市 8170001000066
有限会社久世運送 和歌山県 和歌山市 3170002001266
有限会社中井水産 和歌山県 和歌山市 8170002002755
株式会社和歌山システム発送 和歌山県 和歌山市 8170001012111
ワム・システム・デザイン株式会社 和歌山県 和歌山市 4170001003683
株式会社島安汎工芸製作所 和歌山県 海南市 5170001005489
株式会社ベストインテリア 和歌山県 橋本市 9170001011260
タイワ株式会社 和歌山県 岩出市 7120001161938
株式会社Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｏｍｆｏｒｔ 和歌山県 白浜町 9170002009361
稲田 稔彦 和歌山県
有限会社寿屋 鳥取県 鳥取市 5270002000702
株式会社澤寿運輸 鳥取県 鳥取市 1270001002744
マルハタ精工株式会社 鳥取県 鳥取市 6270001002830
有限会社ルウ研究所 鳥取県 米子市 1270002008699
ＫＡＧＥＹＡＭＡ株式会社 鳥取県 日吉津村 6270001007350
手嶋 大器 鳥取県
松原 誠 鳥取県
有限会社伊藤金次郎商店 島根県 松江市 7280002000204
株式会社松本金物建材店 島根県 松江市 4280001007517
株式会社丸厨 島根県 浜田市 2280002008672
有限会社飯塚豊市商店 島根県 出雲市 5280002007028
株式会社島根サニタリ 島根県 出雲市 3280001003186
株式会社荒井青果 岡山県 岡山市 7260001012078
株式会社Ａｌｉｃｅ 岡山県 岡山市 1260001031562
有限会社イー・アール・アイ 岡山県 岡山市 5260002012137
イーエフ物流株式会社 岡山県 岡山市 7260001010916
有限会社オールドボーイ 岡山県 岡山市 7260002011822
株式会社ログリンク 岡山県 岡山市 9260001032867
株式会社池田織物 岡山県 倉敷市 6260001017540
株式会社サニーケミカル 岡山県 倉敷市 4260001013525
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有限会社瀬戸木材 岡山県 倉敷市 9260002019137
株式会社匠工業 岡山県 倉敷市 3260001032187
株式会社ナカニシコーポレーション 岡山県 倉敷市 2260001014244
株式会社ｙａｒｄ 岡山県 倉敷市 1260001023246
株式会社リサーチ 岡山県 津山市 2260001021141
髙下興業株式会社 岡山県 新見市 8260001019155
有限会社宮本建機 岡山県 真庭市 8260002033741
中村 精秀 岡山県
難波 北斗 岡山県
久延 武秀 岡山県
株式会社ＲＣＣフロンティア 広島県 広島市 3240001000253
イワキ株式会社 広島県 広島市 8240001000991
株式会社エー・イー・コーポレーション 広島県 広島市 4240001001234
株式会社カルフート 広島県 広島市 2240001003356
株式会社ジブランド 広島県 広島市 5240001021958
タカ・エンタープライズ有限会社 広島県 広島市 5240002009580
有限会社竹村商会 広島県 広島市 8240002009487
株式会社Chidiya 広島県 広島市 4240001021892
株式会社ＴＲＵＭＰ 広島県 広島市 3240001048061
株式会社ヒロコー 広島県 広島市 9240001009941
株式会社マエダハウジング 広島県 広島市 9240001036696
株式会社眞一 広島県 広島市 8240001015420
株式会社ミカワ建設 広島県 広島市 1240001057171
株式会社レイモンド 広島県 広島市 6240001012667
桐田工業株式会社 広島県 呉市 9240001025682
株式会社友和テック 広島県 呉市 9240001054698
株式会社佐藤工務店 広島県 尾道市 4240001038078
杉田与次兵衛商店有限会社 広島県 尾道市 4240002050775
福利物産株式会社 広島県 尾道市 3240001038475
有限会社ブレイクスルー 広島県 尾道市 1240002052345
社会福祉法人健生会 広島県 福山市 2240005009853
日栄産資株式会社 広島県 福山市 5240001029506
合同会社ｆｕｌｌｓｅｅｄ 広島県 福山市 8240003004644
備後スズキ販売株式会社 広島県 府中市 3240001034375
有限会社古永会計センター 広島県 三次市 3240002030332
株式会社三次衛生工業社 広島県 三次市 8240001024529
株式会社ＢＩＲＤ 広島県 東広島市 5122001033524
株式会社Ａ＆Ｃ 広島県 廿日市市 2240001028618
有限会社クリスタライズ 広島県 廿日市市 8240002036787
有限会社ティーアンドワイ 広島県 府中町 7240002048379
株式会社文宏堂 広島県 熊野町 8240001036623
株式会社玉翠園 広島県 安芸太田町 4240001024037
株式会社Ｋ．ＳＴＯＮＥ 広島県 安芸太田町 8240001058840
株式会社下岡タイヤ産業 広島県 北広島町 5240002007766
石田 浩一 広島県
上田 輝行 広島県
掛井 直美 広島県
坂吉 英利 広島県
藤井 良章 広島県
渡邉 武寛 広島県
つばめ礦油株式会社 山口県 下関市 3250001005945
日繊産業株式会社 山口県 下関市 1250001006037
英工建設株式会社 山口県 宇部市 8250001003077
琴崎産業株式会社 山口県 宇部市 3250001003172
サンエネルギー株式会社 山口県 宇部市 6250001003211
有限会社ミハル 山口県 宇部市 8250002005782
有限会社ナカタ時計店 山口県 山口市 7250002001089
株式会社藤井企画 山口県 萩市 4250001008385
ソフト・ライフ株式会社 山口県 防府市 2250001002646
防府通運株式会社 山口県 防府市 5250001002230
株式会社Ａｌｐｈａ　ＢＥＥ 山口県 岩国市 8250001015659
有限会社オートハンズ 山口県 光市 7250002017226
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有限会社安藤石材 山口県 美祢市 7250002007334
有限会社あすなろ工業 山口県 周南市 1250002017553
株式会社テイケイアカウントサービス 山口県 周南市 5250001009052
株式会社奥商会 山口県 山陽小野田市 3250001003759
岩山 加奈子 山口県
上野 陽徳 山口県
岡村 敬子 山口県
重矢 大作 山口県
林 克好 山口県
山本 修 山口県
株式会社迅翔興業 徳島県 徳島市 3480001010237
株式会社日友テクニカルサービス 徳島県 阿南市 9480001006898
医療法人さとう歯科医院 徳島県 吉野川市 1480005002983
青葉工業株式会社 香川県 高松市 7470001000292
税理士法人コア 香川県 高松市 2470005006043
有限会社スエザワ 香川県 高松市 9470002003771
有限会社タイガートロフイー 香川県 高松市 7470002004227
西日本金網工業株式会社 香川県 高松市 1470001003152
株式会社ビデオライフネクスト 香川県 高松市 3470001017200
ドアーズ・カンパニー有限会社 香川県 丸亀市 1470002011996
日精機器株式会社 香川県 丸亀市 9470001008540
有限会社末沢写真館 香川県 坂出市 6470002015019
川田工業株式会社 香川県 東かがわ市 9470001011321
ＴＩＫ株式会社 香川県 琴平町 1470001014075
矢野 宏明 香川県
合同会社ｃｕｒｅｅｓ 愛媛県 松山市 5500003002319
花椿テリー株式会社 愛媛県 今治市 3500001012164
小山水産有限会社 愛媛県 八幡浜市 3500002013211
株式会社マルミ 愛媛県 八幡浜市 1500001008503
田組興業株式会社 愛媛県 新居浜市 1500001010079
有限会社木藤建設 愛媛県 西条市 9500002014096
沢井青果有限会社 愛媛県 大洲市 2500002011694
株式会社新興 愛媛県 四国中央市 2500001014335
株式会社富士印刷 愛媛県 四国中央市 4500001014762
株式会社松山カーゴサービス 愛媛県 松前町 7500001006385
笹尾 一矢 愛媛県
幸創建設株式会社 高知県 高知市 3490001000848
近藤印高知酒店株式会社 高知県 高知市 1490001008686
株式会社刈谷鉄工 高知県 南国市 1490001006161
株式会社中村プリンスホテル 高知県 四万十市 1490001004867
株式会社あさの 高知県 香美市 9490001006055
三木 康弘 高知県
有限会社ＡＩＤ 福岡県 北九州市 7290802012216
エムテック株式会社 福岡県 北九州市 8290801013379
有限会社オートアベニュー 福岡県 北九州市 3290802013572
株式会社カトレアサックス 福岡県 北九州市 9290801020449
医療法人真美会 福岡県 北九州市 3290805003703
有限会社大翔建設工業 福岡県 北九州市 8290802019193
株式会社貴屋建設 福岡県 北九州市 8290801010252
株式会社ふちわき 福岡県 北九州市 6290801010510
マーク建設株式会社 福岡県 北九州市 4290801010545
株式会社ラスティング 福岡県 北九州市 8290801011985
有限会社ラック 福岡県 北九州市 6290802006895
株式会社アスパル 福岡県 福岡市 6290001060364
有限会社アップデイト 福岡県 福岡市 9290002009449
株式会社イノセンス 福岡県 福岡市 9290001076696
株式会社Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　Ｊａｐａｎ 福岡県 福岡市 8290001074544
株式会社岩橋プランズ 福岡県 福岡市 1290001069939
株式会社インターテック 福岡県 福岡市 5290001028908
ｅｃｏ’ｚ株式会社 福岡県 福岡市 6290001072541
株式会社エムディーエス 福岡県 福岡市 8290001087819
株式会社Ｌ．Ｐ．Ａ．Ｓ． 福岡県 福岡市 2290001080267
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株式会社ＯＤＥＮ 福岡県 福岡市 9290001092066
株式会社キッズサポート 福岡県 福岡市 1290001055922
光華商会株式会社 福岡県 福岡市 2290801017121
有限会社後藤青果 福岡県 福岡市 9290002022591
サードプレイス合同会社 福岡県 福岡市 3290003008620
株式会社西郷不動産 福岡県 福岡市 7290001056808
有限会社さめじま精肉店 福岡県 福岡市 7320002010181
三真不動産株式会社 福岡県 福岡市 3290001090125
株式会社真永不動産 福岡県 福岡市 3290001069648
株式会社千年市場 福岡県 福岡市 4290001014181
高千穂産業株式会社 福岡県 福岡市 8290001008642
株式会社天空丸 福岡県 福岡市 1290001043778
株式会社９Ｒｅｖｏｌｖｅｒ 福岡県 福岡市 1290001026452
有限会社長崎亭 福岡県 福岡市 2290002008548
株式会社ネオ倶楽部 福岡県 福岡市 9290001022691
ＮＥＸＸＵＳ　ＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ合同会社 福岡県 福岡市 6290003008808
株式会社ＨＩＤＥ＆ＳＥＥＫ 福岡県 福岡市 6290001083217
社会福祉法人ＰＡＬ 福岡県 福岡市 5290005004104
株式会社ファーストコーポレーション 福岡県 福岡市 5290001079208
株式会社福岡エス・ピー・シー 福岡県 福岡市 2290001016031
株式会社福岡不動産販売 福岡県 福岡市 2290001071927
株式会社フジキ理美容商事 福岡県 福岡市 4290001016376
株式会社ブランディング 福岡県 福岡市 2290001035238
株式会社ＦＲＯＧ 福岡県 福岡市 7290001031323
有限会社ヘアージャンキー 福岡県 福岡市 3290002023884
株式会社Ｂｏｎ　ｆｏｏｄ　ｅｄｕｃａｔｉｏｎ 福岡県 福岡市 9290001083866
有限会社松山医療器械 福岡県 福岡市 4290002008942
吉田エンターテイメント株式会社 福岡県 福岡市 5290001083052
株式会社ＲＡＫＵＥＮ 福岡県 福岡市 9290001082884
Ｌｉｔａ株式会社 福岡県 福岡市 5290001068177
株式会社Ｌｕｖｉ 福岡県 福岡市 8290001088115
有限会社ネクサス・ジャパン 福岡県 大牟田市 5290002056899
株式会社アクア 福岡県 久留米市 3290001048296
Ｏｃｒｏｓｓ株式会社 福岡県 久留米市 1290001074864
有限会社ケンユー空調設備 福岡県 久留米市 1290002052737
大和塗料産業株式会社 福岡県 久留米市 5290001049103
はねオンライン株式会社 福岡県 久留米市 4290001078425
株式会社古川工務店 福岡県 久留米市 9290001049529
株式会社Ｌｕｘｓｉａ 福岡県 久留米市 4290001080372
東亜精工株式会社 福岡県 直方市 9290801010318
株式会社シモカワ通信 福岡県 飯塚市 2290001045856
株式会社花宅ビル 福岡県 飯塚市 9290001045684
有限会社野いちご 福岡県 八女市 2290002047934
天佑株式会社 福岡県 筑後市 3290001064921
株式会社佐藤木材 福岡県 大川市 2290001052877
ネクスト株式会社 福岡県 大川市 2290001073782
株式会社Ｏ・Ｂ・Ｕ　Ｃｏｍｐａｎｙ 福岡県 筑紫野市 5290001042677
株式会社マルサダ水産 福岡県 春日市 8290001069180
株式会社レゾナンス 福岡県 春日市 5290001088885
筑紫総業株式会社 福岡県 大野城市 8290001066995
クォーレインターナショナル株式会社 福岡県 太宰府市 9290001034183
株式会社Ｇｏｏｄ　Ｌｉｆｅ 福岡県 みやま市 9290001074601
株式会社シセイコーポレーション 福岡県 新宮町 5290002019716
ジーネット株式会社 福岡県 粕屋町 6290001039400
株式会社福永産業 福岡県 遠賀町 3290801011230
医療法人真宜会 福岡県 広川町 6290005017633
石坂 裕子 福岡県
井上 純貴 福岡県
太田 栄一郎 福岡県
小野 良二 福岡県
尾畑 舞 福岡県
菊池 智徳 福岡県
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坂井 充 福岡県
坂本 陽子 福岡県
戸簾 正章 福岡県
蜷木 健 福岡県
橋本 猛 福岡県
平川 正樹 福岡県
松竹 雅子 福岡県
宮原 義則 福岡県
森山 幸太郎 福岡県
矢幡 大介 福岡県
山内 和博 福岡県
弓削 義晴 福岡県
渡邉 達也 福岡県
有限会社有明乳業 佐賀県 佐賀市 8300002001710
公益社団法人佐賀県社会福祉士会 佐賀県 佐賀市 6300005005859
開成水産株式会社 佐賀県 唐津市 8300001009473
株式会社ｌｅ　Ｃａｒｉｌｌｏｎ 佐賀県 唐津市 5300001007281
株式会社宮園電工 佐賀県 鹿島市 9300001004985
株式会社Ｆ・Ｓネットワーク 佐賀県 吉野ヶ里町 3300001011145
株式会社ファインソレイユ 佐賀県 みやき町 6300001009252
本田 洋子 佐賀県
馬渡 稔 佐賀県
九州運輸機工株式会社 長崎県 長崎市 7310001003278
株式会社杉田産業 長崎県 長崎市 6310001000879
平木工業株式会社 長崎県 長崎市 5310001001829
有限会社丸一薬局 長崎県 長崎市 2310002005294
株式会社ヤマキ産業 長崎県 長崎市 3310001002234
株式会社池田工業 長崎県 佐世保市 6310001005135
株式会社一髙 長崎県 佐世保市 3310001005146
岩崎断熱株式会社 長崎県 佐世保市 6310001005151
株式会社楓総建 長崎県 佐世保市 3310001016250
コンブリオ株式会社 長崎県 佐世保市 9310001012624
学校法人西海学園 長崎県 佐世保市 5310005002492
医療法人是心会 長崎県 佐世保市 6310005002434
株式会社内島材木店 長崎県 島原市 3310003001903
株式会社九州ガスホールディングス 長崎県 諫早市 1310001012986
長崎リース株式会社 長崎県 諫早市 9310001008093
仁木田株式会社 長崎県 大村市 9310001009208
株式会社昇運 長崎県 壱岐市 4310001010178
井上鉄工所株式会社 長崎県 雲仙市 8310001013111
有限会社吉永企画 長崎県 時津町 1310002008769
福田 雅洋 長崎県
丸山 龍也 長崎県
宮地 学 長崎県
山﨑 黄洋 長崎県
株式会社アドルーム 熊本県 熊本市 7330001000190
株式会社九州ミタカ 熊本県 熊本市 9330001001220
社会福祉法人くまもと芳寿会 熊本県 熊本市 2330005009927
株式会社黒潮市場 熊本県 熊本市 6330001005785
株式会社ＨＩＫＯ建築 熊本県 熊本市 1330001020475
株式会社米本工務店 熊本県 八代市 7330001013820
有限会社エスティー計算センター 熊本県 玉名市 9330002020863
グリーン工業株式会社 熊本県 宇土市 1330001012836
有限会社メディック 熊本県 宇土市 6330002017326
有限会社本山建設 熊本県 美里町 6330002024198
株式会社Ｆｏｒｅｑｕｅ 熊本県 南小国町 3330001022874
有限会社江里運送 熊本県 あさぎり町 8330002030871
赤星 洋一 熊本県
作間 順子 熊本県
吉岡 光憲 熊本県
慶春有限会社 大分県 大分市 6320002008821
有限会社後藤栄商店 大分県 大分市 5320002002718
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シャインクラン株式会社 大分県 大分市 2320001018338
有限会社シンセイ設備 大分県 大分市 2320002010450
長江株式会社 大分県 大分市 2320001017240
株式会社北大 大分県 大分市 5320001002537
株式会社美味 大分県 大分市 4320001002703
有限会社岩見商事 大分県 別府市 2320002012414
株式会社城村建設 大分県 佐伯市 4320001009392
株式会社ＳＥＶＥＮ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ 大分県 佐伯市 4320001015804
株式会社疋田建築 大分県 佐伯市 5320001009086
森田建設株式会社 大分県 宇佐市 8320001007723
株式会社創 大分県 豊後大野市 4320001015952
有限会社はなぶさ 大分県 豊後大野市 8320002018380
有限会社パルマコン 大分県 豊後大野市 3320002018385
穴井 邦一 大分県
上田 龍 大分県
前田 敏晴 大分県
三浦 浩二 大分県
株式会社都城機工 宮崎県 都城市 1350002015051
株式会社トモクリエイト 宮崎県 延岡市 3350001015554
有限会社吉岡運送 宮崎県 延岡市 9350002012859
櫻乃峰酒造有限会社 宮崎県 日南市 3350002016592
明石酒造株式会社 宮崎県 えびの市 4350001010059
株式会社スプラウト 宮崎県 高原町 2350001010218
株式会社増田工務店 宮崎県 高鍋町 4350001005752
山本 里香 宮崎県
アクアライフサービス株式会社 鹿児島県 鹿児島市 6340001020627
ＭＢＣ開発株式会社 鹿児島県 鹿児島市 7340001000660
有限会社鹿児島ケミカル商会 鹿児島県 鹿児島市 9340002002828
有限会社新德産業 鹿児島県 鹿児島市 5340002013234
株式会社南給 鹿児島県 鹿児島市 1340001003116
ユーミーコーポレーション株式会社 鹿児島県 鹿児島市 6340001004506
株式会社リンクサポート 鹿児島県 鹿児島市 9340001022109
ロックマンジャパン株式会社 鹿児島県 鹿児島市 8340001004636
株式会社吾愛人 鹿児島県 鹿児島市 9340001006722
サツマガス工業株式会社 鹿児島県 鹿屋市 4340001013938
有限会社マルタ建設 鹿児島県 鹿屋市 3340002026469
有限会社一福 鹿児島県 枕崎市 4340002023746
宇都酒造株式会社 鹿児島県 南さつま市 4340001012502
株式会社セブンスヘブン 鹿児島県 姶良市 4340001017311
有限会社徳留工業 鹿児島県 錦江町 6340002025996
株式会社アールジェイ 沖縄県 那覇市 2360001010935
有限会社沖縄職洗機販売 沖縄県 那覇市 6360002000840
沖縄フクトク物流株式会社 沖縄県 那覇市 9360001005838
コンサルティングサポート株式会社 沖縄県 那覇市 8120001210207
盛虎ジャパン株式会社 沖縄県 那覇市 6360001007993
株式会社ディッカー 沖縄県 那覇市 2360001005976
株式会社ミーティッジ 沖縄県 那覇市 4360001000430
弁護士法人琉球法律事務所 沖縄県 那覇市 8360005005843
Ｅａｒｔｈ　ｃｏｎｎｅｘｉｏｎ株式会社 沖縄県 宜野湾市 8360001027767
明工業株式会社 沖縄県 宜野湾市 3360001019190
一般社団法人ＣｏＣｏｆｏｕａクリエイト 沖縄県 宜野湾市 2360005005477
株式会社ＷＪＯスターコーポレーション 沖縄県 宜野湾市 4360001016889
株式会社ＴＡＢＥＬＵ 沖縄県 沖縄市 8360001028955
合同会社ＯＦＦＩＣＥ　Ｋ 沖縄県 うるま市 7360003006720
特定非営利活動法人よみたん自然学校 沖縄県 読谷村 1360005006377
株式会社カーショップアース 沖縄県 北谷町 1360001021207
有限会社ブランドショップオキナワ 沖縄県 北谷町 6360002016894
株式会社インティヴ 沖縄県 座間味村 8360001019392
安座間 光雄 沖縄県
伊佐 達雄 沖縄県
國場 貢 沖縄県
佐古 一将 沖縄県
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名嘉 和茂 沖縄県
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