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事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

合同会社アートレータ 北海道 札幌市 7430003008882
株式会社沿海調査エンジニアリング 北海道 札幌市 9430001007884
株式会社音の岩泉 北海道 札幌市 3430001003311
合同会社金子商事 北海道 札幌市 2430003008755
合同会社金子不動産 北海道 札幌市 1430003009184
きちのせ株式会社 北海道 札幌市 4430001073452
日下産業株式会社 北海道 札幌市 3430001069526
株式会社グランバース 北海道 札幌市 3430001007353
株式会社ジェイエムシー 北海道 札幌市 8430001049432
株式会社繁富工務店 北海道 札幌市 9430001024038
株式会社ズック 北海道 札幌市 1430001046254
税理士法人セントラル 北海道 札幌市 3430005004405
株式会社ＳＯＺＯ 北海道 札幌市 3430001083064
株式会社第一広告 北海道 札幌市 7430001080669
株式会社竹本建材店 北海道 札幌市 3430001010118
有限会社司ピアノサービス札幌 北海道 札幌市 1430002012833
株式会社ＴＫＴ 北海道 札幌市 2430001071326
ナセル株式会社 北海道 札幌市 2430001011430
株式会社ネオジャパン 北海道 札幌市 4430001080408
株式会社Ｎｅｘｕｓ 北海道 札幌市 3430001073445
株式会社ノーザンクリエイト 北海道 札幌市 4290801021947
株式会社ＢＡＲＲＥＬ 北海道 札幌市 5430001077601
株式会社ビットダイナーズ 北海道 札幌市 6430001066958
株式会社マツモトルーフ 北海道 札幌市 8430001034797
株式会社マルケンＲＧ 北海道 札幌市 1430001075609
マルサン塗料株式会社 北海道 札幌市 3430001023243
Ｌａｖｉｅパートナーズ株式会社 北海道 札幌市 6430001077591
株式会社ロジック 北海道 札幌市 8430001079297
一般社団法人函館薬剤師会 北海道 函館市 3440005001483
明真運輸株式会社 北海道 函館市 9440001004550
合同化成株式会社 北海道 小樽市 9430001049943
三洋自動車興業株式会社 北海道 小樽市 7430001049994
旭川東一青果卸売株式会社 北海道 旭川市 6450001000238
国策共栄株式会社 北海道 旭川市 5450001001253
株式会社テラニシ 北海道 旭川市 8450002007932
株式会社道北暖房設備 北海道 旭川市 3450001002204
有限会社早坂商店 北海道 旭川市 3450002004356
株式会社リアルトラスティ 北海道 旭川市 6450001011648
伊藤機械株式会社 北海道 北見市 9460301002764
北見鋼材株式会社 北海道 北見市 2460301000246
株式会社伝書鳩 北海道 北見市 4460301000673
株式会社松田建業 北海道 北見市 7460301001009
株式会社長谷川電機 北海道 士別市 1450001007816
株式会社ジュニアファクトリー 北海道 千歳市 9430001044473
空知興産株式会社 北海道 滝川市 6430001048403
富士電機工業株式会社 北海道 深川市 4450001004190
北海道熊笹本舗有限会社 北海道 登別市 1430002066177
株式会社キイロ 北海道 恵庭市 1430001083173
矢口港湾建設ヤグチダイバー株式会社 北海道 北斗市 7440001002449
社会福祉法人ニセコ町社会福祉協議会 北海道 ニセコ町 7430005008377
株式会社肥田商会 北海道 剣淵町 3450001007855
株式会社サロベツファーム 北海道 豊富町 4450001011732
有限会社藤澤農機 北海道 新冠町 2430002061796
丸富士三浦建設株式会社 北海道 芽室町 1460101001718
株式会社昭和熱器工業 北海道 中札内村 5460102006976
有限会社石村車輛整備工場 北海道 更別村 4460102007026
辻 友和 北海道
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外山 伸也 北海道
株式会社翁屋 青森県 青森市 5420001000010
盛青果有限会社 青森県 青森市 8420002002969
株式会社ＳＳＲ 青森県 弘前市 3420001016537
株式会社ノザワ 青森県 八戸市 1420001006382
八戸市森林組合 青森県 八戸市 9420005002965
有限会社福原建業 青森県 黒石市 8420002015723
株式会社ＣＢＣ 青森県 五所川原市 6420001008589
株式会社下久保建材店 青森県 三沢市 6420001011436
十五番建材株式会社 青森県 藤崎町 8420001009643
有限会社坂本商店 青森県 板柳町 6420002011501
稲見 健一郎 青森県
黒川 文彦 青森県
東条 良男 青森県
成田 光良 青森県
有限会社アクティブオート 岩手県 盛岡市 7400002000117
株式会社クロス・クローバー・ジャパン 岩手県 盛岡市 8400002007318
株式会社心明 岩手県 盛岡市 1400001014775
株式会社花耶 岩手県 盛岡市 4400001002083
有限会社フォーライフ 岩手県 盛岡市 3400002004360
株式会社ポラリス 岩手県 盛岡市 8400001013242
有限会社金野印刷 岩手県 大船渡市 3402702000135
有限会社フルーツ・タケウチ 岩手県 花巻市 1400002008826
株式会社久慈中央商事 岩手県 久慈市 3400001007942
有限会社千葉建材 岩手県 一関市 1400502001272
株式会社高田自工 岩手県 陸前高田市 3402701000301
ＭＩＹＡＢＩ株式会社 岩手県 山田町 6400001009663
小野寺 拓哉 岩手県
千田 文 岩手県
赤坂建設株式会社 宮城県 仙台市 2370001000398
株式会社ＦＲＤ 宮城県 仙台市 4370001020519
おおいずみ自動車株式会社 宮城県 仙台市 8370001015151
有限会社大友エステート 宮城県 仙台市 4370002004702
有限会社オーバード 宮城県 仙台市 4370002004710
株式会社菊地葬儀社 宮城県 仙台市 9370001007684
木皿建設株式会社 宮城県 仙台市 1370001002874
株式会社蔵建築設計事務所 宮城県 仙台市 4370001014248
株式会社ハラダ 宮城県 仙台市 7370001003859
平和興産有限会社 宮城県 仙台市 9370002013335
株式会社北栄工業所 宮城県 仙台市 1370001010233
株式会社開盛堂本店 宮城県 石巻市 5370301000310
株式会社協和産業 宮城県 石巻市 3370301000411
株式会社舟屋葬祭 宮城県 気仙沼市 1370501000403
ＢＬＡＣＫ　ＴＩＤＥ　ＢＲＥＷＩＮＧ合同会社 宮城県 気仙沼市 5370003004345
シーキューブファーマシィ株式会社 宮城県 名取市 4370001044971
株式会社多賀城フラワー 宮城県 多賀城市 8370601002342
株式会社マルミレンタリース 宮城県 富谷市 6370001024815
笹﨑 弘己 宮城県
株式会社スペースプロジェクト 秋田県 秋田市 6410001001454
株式会社秋田石材 秋田県 由利本荘市 6410001004713
ＢＨＷ株式会社 秋田県 美郷町 3410001008048
宮原 育郎 秋田県
有限会社田中塗料店 山形県 山形市 4390002001573
株式会社ホリエ 山形県 山形市 5390001001739
有限会社太田酒店 山形県 米沢市 7390002012683
株式会社ナセル 山形県 米沢市 6390001010276
有限会社寛明堂 山形県 鶴岡市 1390002009248
株式会社新庄タクシー 山形県 新庄市 7390001008501
株式会社ホテルシンフォニー 山形県 寒河江市 2390001011914
株式会社丸友中屋 山形県 寒河江市 7390001011926
株式会社シーエス山形アベリク 山形県 天童市 5390001004411
長沼 安義 山形県

2 / 29 ページ



2022年8月25日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

ａｔ　ｇｒｏｕｐ合同会社 福島県 福島市 7380003004359
株式会社岩見 福島県 福島市 1380001000175
信陵建設株式会社 福島県 福島市 2380001000694
福島県教職員組合 福島県 福島市 3380005000616
株式会社タケウチパーツ 福島県 会津若松市 5380001017587
株式会社エシカル郡山 福島県 郡山市 1380001031427
株式会社エフライフ 福島県 郡山市 6380001028377
有限会社ダスキン仙坂 福島県 いわき市 8380002024761
株式会社小高ワーカーズベース 福島県 南相馬市 3380001024874
プラストロン株式会社 福島県 本宮市 2380001009793
片平 昌毅 福島県
永山 隆治 福島県
橋本 巌 福島県
株式会社ＡＣＭ 茨城県 水戸市 4050001006186
株式会社ティーワークス 茨城県 水戸市 7050001040967
株式会社Ｉ＆Ｓビジネスサポート 茨城県 土浦市 1050001034446
株式会社ＩＴＹ 茨城県 土浦市 3050001035698
株式会社朝日オリコミ茨城 茨城県 土浦市 8050001008856
エミエル合同会社 茨城県 土浦市 2050003004685
株式会社ＩＲＳ 茨城県 古河市 5050001019492
興東電子株式会社 茨城県 古河市 9050001018664
株式会社渡辺製作所 茨城県 古河市 8050001018582
株式会社ミューズファーマシー 茨城県 笠間市 6050001008395
株式会社アート・プロジェクト 茨城県 つくば市 3050001015279
医療法人社団祐紘会 茨城県 つくば市 2050005003297
株式会社ぐーどろ 茨城県 守谷市 9050001048158
株式会社新東 茨城県 筑西市 4050001031465
医療法人恵秀会 茨城県 稲敷市 4050005008121
株式会社イイダ 茨城県 桜川市 3050001031342
鹿島青果サービス株式会社 茨城県 神栖市 4050001038485
有限会社城北工機 茨城県 城里町 5050002004163
有限会社山下工務店 茨城県 五霞町 4050002025318
有限会社平井自動車 茨城県 境町 7050002018616
株式会社モリモト 茨城県 境町 9050001013995
大槻 初江 茨城県
小池 理香 茨城県
辻 いつ子 茨城県
豊福 偉大 茨城県
永塚 実 茨城県
松田 充治 茨城県
水越 芳明 茨城県
社会保険労務士法人アミック人事サポート 栃木県 宇都宮市 9060005009221
株式会社エンタメシ 栃木県 宇都宮市 9060001025065
株式会社桜屋商店 栃木県 宇都宮市 1060001001998
株式会社ｍｏｎｏｃｏｃｏｒｏ 栃木県 宇都宮市 1060001022202
株式会社ＴＳホーム 栃木県 足利市 2060001027737
株式会社ｗａｋｏ 栃木県 佐野市 6060001023096
有限会社大向金型製作所 栃木県 鹿沼市 1060002019800
コモンリード株式会社 栃木県 鹿沼市 6060001010788
株式会社あさやホテル 栃木県 日光市 8060001008905
小山観光開発株式会社 栃木県 小山市 5060001014897
有限会社豊和 栃木県 小山市 6060002031395
有限会社未来のライフ 栃木県 小山市 6060002031016
有限会社ロケットウェブ 栃木県 小山市 4060002031182
北関東環境開発株式会社 栃木県 那須塩原市 8060001011974
株式会社恵伸精密 栃木県 那須烏山市 1060001023679
株式会社川中子住建 栃木県 下野市 6060002030827
株式会社ホテルサンシャイン益子舘 栃木県 益子町 8060001009928
株式会社Ｊファーム 栃木県 高根沢町 6060001026834
木村 一洋 栃木県
武田 和也 栃木県
福島 望 栃木県
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藤原 学 栃木県
水島 あゆみ 栃木県
アイランド株式会社 群馬県 前橋市 7070001000060
有限会社大友電機商会 群馬県 前橋市 7070002001090
株式会社Ｋ．Ｉ．Ｔ 群馬県 前橋市 3070001029211
甲鍵セキュリティシステム株式会社 群馬県 前橋市 9070001001180
株式会社昇栄 群馬県 前橋市 1070001001650
フジコー株式会社 群馬県 前橋市 3070001002770
前橋倉庫株式会社 群馬県 前橋市 9070001002963
株式会社みらい 群馬県 前橋市 6070001032567
未来調剤株式会社 群馬県 前橋市 2070001025104
有限会社ミルクハウス 群馬県 前橋市 8070002005322
有限会社お元氣ですか 群馬県 高崎市 7070002009142
株式会社佐藤精機製作所 群馬県 高崎市 2070001007044
サンアイ冷熱株式会社 群馬県 高崎市 1070001006955
株式会社徳田調剤薬局 群馬県 高崎市 1070001030204
有限会社萬年屋 群馬県 高崎市 8070002012120
株式会社メディコ 群馬県 高崎市 8070001008573
Ｒｉｇｈｔ　Ａｒｍ株式会社 群馬県 高崎市 7070001037573
有限会社深津建材 群馬県 桐生市 6070002024555
株式会社渡邉銅鉄店 群馬県 桐生市 4070001016753
株式会社サンギョウスタッフ 群馬県 伊勢崎市 5070001014335
シゲン総業有限会社 群馬県 伊勢崎市 9070002002525
株式会社ファンクス 群馬県 伊勢崎市 8070001034636
株式会社マツムラ自動車販売 群馬県 伊勢崎市 4070001025226
株式会社オギテック 群馬県 太田市 2070001022745
株式会社カシワ建設 群馬県 太田市 1070001020551
有限会社明伸エンジニアリング 群馬県 太田市 1070002031218
株式会社ロケットプランニング 群馬県 太田市 8070001022392
館林アスコン株式会社 群馬県 館林市 1011301004241
渋川桑野電機株式会社 群馬県 渋川市 6070001017667
株式会社西村製作所 群馬県 藤岡市 8070001012534
株式会社ＰＩＮ－ＴＥＣＨ 群馬県 藤岡市 8070001031674
株式会社フルイチ 群馬県 藤岡市 7070001005646
有限会社ｂｌｉｓｓ 群馬県 安中市 9070002015155
株式会社佐波工業 群馬県 玉村町 2070001014214
有限会社巽社 群馬県 玉村町 9070002020832
秋元 三佳 群馬県
高橋 公子 群馬県
奈良 康弘 群馬県
根本 晴子 群馬県
野村 和夫 群馬県
前田 達郎 群馬県
八木 義明 群馬県
株式会社アクシスネットワーク 埼玉県 さいたま市 1030001013385
医療法人社団皓明会 埼玉県 さいたま市 7030005000993
有限会社新道山家 埼玉県 さいたま市 8030002006927
ハウスウェル株式会社 埼玉県 さいたま市 7030001010880
株式会社ベアーチェ 埼玉県 さいたま市 9011501025237
株式会社マルミヤ 埼玉県 さいたま市 1030001008030
株式会社ミヤガワ 埼玉県 さいたま市 3030002013110
株式会社無添加計画 埼玉県 さいたま市 4030001021138
有限会社アテナ 埼玉県 川越市 3030002079580
株式会社天極 埼玉県 川越市 4030001055177
フロンティア・ジャパン株式会社 埼玉県 川越市 1030001056608
モスト技研株式会社 埼玉県 川越市 2030001055716
合同会社合興 埼玉県 川口市 2030003011816
株式会社幸信ビルサービス 埼玉県 川口市 7030001074744
有限会社三葉企画 埼玉県 川口市 7030002050769
高山産業有限会社 埼玉県 川口市 7030002104723
東洋加工株式会社 埼玉県 川口市 2030001076299
株式会社ムスビトラベル 埼玉県 川口市 4030001127570
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有限会社ヨコワ 埼玉県 川口市 1030002108184
龍騰合同会社 埼玉県 川口市 5030003012828
ＭＡＳＨＵＰ税理士法人 埼玉県 所沢市 4030005020029
社会福祉法人報徳至誠会 埼玉県 本庄市 8030005009456
スタリースカイ株式会社 埼玉県 狭山市 7030001112446
街活性室株式会社 埼玉県 鴻巣市 2030001104778
株式会社グレイスコート 埼玉県 深谷市 9030001085748
株式会社ダスキン草加 埼玉県 草加市 3030001036822
有限会社初沢紙工 埼玉県 草加市 7011802017323
株式会社ヤシマ 埼玉県 草加市 6013301017838
税理士法人中越・藤澤会計事務所 埼玉県 越谷市 2030005018941
株式会社ケーツープラス 埼玉県 戸田市 6010001134889
みたけ食品工業株式会社 埼玉県 戸田市 5030001020717
明宇株式会社 埼玉県 戸田市 5030001130739
ミツハナ株式会社 埼玉県 入間市 3030001029900
株式会社ｔｒｉｐｌｅ－ｙ 埼玉県 朝霞市 6011601021080
栁下建設木材株式会社 埼玉県 志木市 8030001045538
株式会社東上セレモサービス 埼玉県 新座市 2030001045989
株式会社ノマディクス 埼玉県 桶川市 4030001093053
有限会社山本機設 埼玉県 久喜市 9030002038432
アイピックエコシステム株式会社 埼玉県 八潮市 2011801021982
株式会社ＨｅａｒｔｙＳｍｉｌｅ 埼玉県 富士見市 8030001094304
株式会社タクミ精工 埼玉県 三郷市 6030001036828
株式会社おはこ屋 埼玉県 吉川市 6030001081493
株式会社　平山 埼玉県 ふじみ野市 5030001102309
株式会社三堀アレスダンク 埼玉県 白岡市 4030001031970
ＪＰＩ株式会社 埼玉県 伊奈町 6030001127494
有限会社アール・ジー 埼玉県 嵐山町 1030002097642
社会福祉法人慈徳院 埼玉県 嵐山町 7030005011867
有限会社川連製作所 埼玉県 横瀬町 2030002122325
株式会社ハシモト 埼玉県 神川町 7030001013850
合同会社ｆｉｔ 埼玉県 寄居町 9030003008921
青木 将人 埼玉県
秋山 郁胤 埼玉県
池澤 宏之 埼玉県
植田 洋一郎 埼玉県
蝦名 康政 埼玉県
奥田 直樹 埼玉県
川口 浩 埼玉県
川森 毅 埼玉県
熊谷 健 埼玉県
小林 衛 埼玉県
下川原 裕介 埼玉県
高橋 幸一 埼玉県
外崎 博之 埼玉県
西澤 俊人 埼玉県
平山 智史 埼玉県
松崎 正義 埼玉県
弓削 久美子 埼玉県
株式会社ＫＩＮＧ 千葉県 千葉市 7040001098115
有限会社光進 千葉県 千葉市 2040002004068
ゴールドウィング株式会社 千葉県 千葉市 9010601058741
株式会社誠心堂薬局 千葉県 市川市 2040001026617
株式会社ピア 千葉県 市川市 1040001027351
有限会社アイエフジェイ 千葉県 船橋市 3040002020015
ＳＮ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ株式会社 千葉県 船橋市 3120901034635
株式会社Ｋ・Ｓ・Ｂ 千葉県 船橋市 1040001100587
ＨＩＫＡＲＩＮＩＨＯＮ株式会社 千葉県 船橋市 3040001094183
株式会社山下印刷 千葉県 船橋市 7040001018972
株式会社ａ－ｎｏｔｅ 千葉県 木更津市 6040001085576
こかい水道設備有限会社 千葉県 木更津市 9040002066647
株式会社ＷＩＮＮＥＲＳ 千葉県 松戸市 1040001041757
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邦徳建設株式会社 千葉県 松戸市 4040001094595
株式会社ビーアールピー 千葉県 野田市 5040001072088
ミヤマ自動車販売株式会社 千葉県 東金市 2040001057364
有限会社燈台 千葉県 習志野市 5040002019798
株式会社クロヒジ 千葉県 市原市 3040001054831
第一物産株式会社 千葉県 流山市 7040001039993
合同会社えすぺらんさ 千葉県 八千代市 8040003015686
岡部空調株式会社 千葉県 八千代市 1040001093955
有限会社吉浜庄蔵商店 千葉県 君津市 5040002070834
東邦シャーリング株式会社 千葉県 浦安市 1040001029827
株式会社ケアホームイトー 千葉県 袖ケ浦市 3040001116474
タイシン合同会社 千葉県 印西市 6040003009194
医療法人社団花の谷クリニック 千葉県 南房総市 9040005015873
石井 伸暁 千葉県
黒沢 誠悦 千葉県
酒井 みつほ 千葉県
鈴木 孝典 千葉県
高木 耀 千葉県
松井 浩明 千葉県
森山 貴 千葉県
吉田 英彦 千葉県
アヴァンセコンサルティング株式会社 東京都 千代田区 6013301038058
有限会社アカウンティング・サポート 東京都 千代田区 3010002006909
石塚株式会社 東京都 千代田区 1010001010616
株式会社イノウエ 東京都 千代田区 6010001010974
エムエムジェイ株式会社 東京都 千代田区 4030001127876
株式会社Ａｎｇｅｌｉｎｋ 東京都 千代田区 9010001158373
株式会社ＣＡＮ 東京都 千代田区 5010001122283
株式会社クリエイト・マンパワーサービス 東京都 千代田区 4010001015208
ＫＤ　ＳｕｎＲｉｓｅ株式会社 東京都 千代田区 6010001120550
サービスミーム株式会社 東京都 千代田区 7030001121100
株式会社首都圏総合計画研究所 東京都 千代田区 5011101009610
昭和エーテル株式会社 東京都 千代田区 3010001045528
一般財団法人千代田健康開発事業団 東京都 千代田区 9011105001799
株式会社ヘルスビジネスメディア 東京都 千代田区 4010001007080
メトラス株式会社 東京都 千代田区 4011001040352
株式会社ユースリー 東京都 千代田区 3011801025768
４５アイズ株式会社 東京都 千代田区 3013301017394
株式会社ランドマーク 東京都 千代田区 8010901014115
株式会社リュックス 東京都 千代田区 4180001061202
株式会社１コミット 東京都 千代田区 4010001218405
インターナショナルアロイ株式会社 東京都 中央区 3010001037211
株式会社ＡＢＩ 東京都 中央区 5010001117936
オネスト株式会社 東京都 中央区 8030001125827
株式会社煌 東京都 中央区 8010001214020
株式会社三洋 東京都 中央区 3010001034794
ジーラボラトリー株式会社 東京都 中央区 6010001182839
株式会社ゼロイン 東京都 中央区 5010001069236
株式会社ＴＡＳＫ 東京都 中央区 8010001143748
ＴＳＵＢＡＳＡ国際株式会社 東京都 中央区 7020001102027
株式会社電通プロダクツ 東京都 中央区 2030001087024
株式会社９４ｐｌｕｓ 東京都 中央区 7011401017749
一般社団法人日本環境保健機構 東京都 中央区 9010005021288
株式会社はやぶさ・ホールディングス 東京都 中央区 7010501033227
株式会社ブリッジポイント 東京都 中央区 5010001155408
株式会社平成福順 東京都 中央区 5010601037294
ベルウッドフォト株式会社 東京都 中央区 2010401064582
株式会社メディアグラム 東京都 中央区 1011001030579
株式会社ラフハーツ・エイテム 東京都 中央区 1011001128324
一般社団法人Ｗｏｒｋ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｌａｂ 東京都 中央区 2010005023621
株式会社明石屋 東京都 港区 9010501000191
ｉｐｓｙ株式会社 東京都 港区 5011001100675
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株式会社エーテル 東京都 港区 1011101060261
株式会社ＣＲＥＡＲ 東京都 港区 1010001198583
株式会社クロノス・インターナショナル 東京都 港区 6010401008809
株式会社Ｋ－５１インターナショナル 東京都 港区 4010001145533
合同会社サンクチュアリ 東京都 港区 9011003011157
ＳＨＥ株式会社 東京都 港区 8021001061897
税理士法人ゼニックス・コンサルティング 東京都 港区 9010405006698
株式会社千代田経営研究所 東京都 港区 8010401017808
株式会社はせがわ酒店 東京都 港区 4010601040654
フレックシステムズ株式会社 東京都 港区 4010001131946
株式会社ママスクエア 東京都 港区 5010401115820
三峰電気株式会社 東京都 港区 3010401011641
ミホウジャパン株式会社 東京都 港区 7010401087546
株式会社ＭＩＲＡＩ 東京都 港区 4010401065620
株式会社ワンステップワークショップ 東京都 港区 6010401056329
医療法人社団アパリ 東京都 新宿区 3010505001423
ＡＲＩＳＵＧＡＷＡ株式会社 東京都 新宿区 7011101080436
株式会社Ｓ－ＴＯＲＡ 東京都 新宿区 5011001125383
大島運輸株式会社 東京都 新宿区 1011101003807
株式会社クリアストーン 東京都 新宿区 2011101037060
株式会社コンフィアンス 東京都 新宿区 5013201015703
株式会社住宅産業研究所 東京都 新宿区 5011101009412
信久株式会社 東京都 新宿区 3030001128388
株式会社新庄屋 東京都 新宿区 8011101060404
新都税理士法人浅野事務所 東京都 新宿区 9011105009058
有限会社曾ダイニング 東京都 新宿区 8011102025843
株式会社東亜グローバル 東京都 新宿区 5010001188614
日成エンジニアリング株式会社 東京都 新宿区 5011101015781
日本自然療法株式会社 東京都 新宿区 7011101016464
株式会社ノブス 東京都 新宿区 3011001065334
株式会社イチワプロパティ 東京都 文京区 8010001144804
株式会社Ｍビジュアル 東京都 文京区 7010701025370
一般社団法人海外鉄道技術協力協会 東京都 文京区 4010005000214
有限会社河内屋 東京都 文京区 4010002001652
株式会社北澤企画事務所 東京都 文京区 7010001133007
三誠メディカル株式会社 東京都 文京区 8010001003126
センチュリー株式会社 東京都 文京区 6010001004217
有限会社中村医科理化器械店 東京都 文京区 9010002004452
レザン株式会社 東京都 文京区 8010001156114
株式会社旭コンサルタンツ 東京都 台東区 9010501025172
エ・アール・ミキ株式会社 東京都 台東区 6010001103027
株式会社錦盛林商事 東京都 台東区 1011801018385
合同会社ＣＵＣＵ 東京都 台東区 3010503006151
株式会社コノバス 東京都 台東区 9010501039949
株式会社相模屋本店 東京都 台東区 4010501004981
システムケイソー株式会社 東京都 台東区 8010501020216
株式会社高橋総本店 東京都 台東区 8010501007361
株式会社東京プロカラーラボ 東京都 台東区 1010501009257
公益社団法人日本ボディビル・フィットネス連盟 東京都 台東区 4010505001199
株式会社ハウズ 東京都 台東区 5010501023576
株式会社フロッグ 東京都 台東区 7010501013476
株式会社Ｆｒｏｍ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ 東京都 台東区 6010501044687
税理士法人フロンティア税務会計 東京都 台東区 2010505001531
株式会社マザーハウス 東京都 台東区 3010501026762
株式会社マルゲン 東京都 台東区 8010501037730
グローバルイノベーションコンサルティング株式会社 東京都 墨田区 6010001139161
株式会社サンスイトレーディング 東京都 墨田区 4010001129453
株式会社ＳＨＵＵＥＩ 東京都 墨田区 7010001145670
株式会社チェンジ 東京都 墨田区 4010401087623
長谷川機材株式会社 東京都 墨田区 1010601027778
株式会社北辰 東京都 墨田区 1010601049269
栄光水産株式会社 東京都 江東区 2010001108558
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株式会社ＣＲＭ 東京都 江東区 6011701020684
株式会社て良 東京都 江東区 2010001110159
医療法人社団ＤＥＮＴＡＬＡＮＤ 東京都 江東区 9010605003066
東京現代株式会社 東京都 江東区 8010601056663
一般財団法人日本特許情報機構 東京都 江東区 3010605002131
株式会社丸時 東京都 江東区 7010001057296
株式会社アイスタンダード 東京都 品川区 5020001099190
合同会社ポットマム 東京都 品川区 2010703004889
税理士法人Ｍｉｒａｉｚ 東京都 品川区 9010705003296
株式会社レップ 東京都 品川区 2010701010501
株式会社アール・オー・シー 東京都 目黒区 2010001101372
エイシャンブラザース株式会社 東京都 目黒区 8013201000826
株式会社グリーンデザイン＆コンサルティング 東京都 目黒区 4010901043935
株式会社ＱＵＡＤＳ 東京都 目黒区 2011001139717
株式会社コクボ建設 東京都 目黒区 8013201002038
有限会社つちはし 東京都 目黒区 5013202004192
株式会社アメイズ 東京都 大田区 5010801029777
株式会社河久 東京都 大田区 3010801002802
サニーソフト株式会社 東京都 大田区 2010801025011
株式会社ストーリーコード 東京都 大田区 6010801032004
株式会社テレビショッピング研究所 東京都 大田区 3010801007669
フィリップ合同会社 東京都 大田区 7010803003332
株式会社ＬＡＫＫＡＮ 東京都 大田区 4010801031560
株式会社イマージュ 東京都 世田谷区 8010901018867
ＡＧＩ　Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｌａｂｏ株式会社 東京都 世田谷区 1010001161467
株式会社ｎｈｍ 東京都 世田谷区 7010901025385
株式会社ジェイエフエス 東京都 世田谷区 1010901005087
株式会社ソラスタイルズ 東京都 世田谷区 2010901029952
株式会社マモル 東京都 世田谷区 9010901016614
株式会社ムーヴアップ 東京都 世田谷区 7010901015139
アイファー有限会社 東京都 渋谷区 7011002028187
株式会社アンフィニ 東京都 渋谷区 4011001120633
株式会社大石アンドアソシエイツ 東京都 渋谷区 4011001034585
株式会社ｏｔｔｏ 東京都 渋谷区 4010901025215
カイロスマーケティング株式会社 東京都 渋谷区 8011301018895
株式会社カメレオン 東京都 渋谷区 2011001139428
株式会社咲楽 東京都 渋谷区 3012401019680
株式会社サンブリッジコーポレーション 東京都 渋谷区 3011001066811
Ｇ－ＳＴＡＧＥ・ＪＡＰＡＮ株式会社 東京都 渋谷区 6120001112529
株式会社スタイルメント 東京都 渋谷区 1011001033391
株式会社スパイラルブリッジ 東京都 渋谷区 9020001094295
株式会社ＺＥＮ　ＡＵＴＯ 東京都 渋谷区 2010001189251
株式会社ｔｅｇｙ 東京都 渋谷区 8011501021947
株式会社ＮＥＸＵＳ　ＥＤＧＥ 東京都 渋谷区 5011001120005
株式会社ＢＬＡＮＣ 東京都 渋谷区 1011001099292
株式会社ブリス 東京都 渋谷区 1010401105874
有限会社プログラムエム 東京都 渋谷区 7011002023353
株式会社ｂｏｘ 東京都 渋谷区 1011001137952
株式会社ホリデイ 東京都 渋谷区 8011001059975
株式会社ボンズ・ホールディングス 東京都 渋谷区 6350001015659
株式会社Ｍａｎｄａｒｉｉｎ 東京都 渋谷区 7010401147614
株式会社山崎文栄堂 東京都 渋谷区 3011001023572
株式会社ラティアクリエイツ 東京都 渋谷区 6011001058434
株式会社ココデコ 東京都 中野区 8011001096218
有限会社ナカシマ 東京都 中野区 9011202004416
ＮＡＭＩＯ株式会社 東京都 中野区 9011201012576
ハート＆ハート合同会社 東京都 中野区 5011203002307
株式会社５Ａｎｉｍａｌｓ 東京都 中野区 4011101077055
株式会社ＢＯＵ・ＣＩＬＡ 東京都 中野区 1011201015165
合同会社アプローチ 東京都 杉並区 4011303002190
医療法人社団慶優会 東京都 杉並区 2011305000624
合資会社ツル薬局 東京都 杉並区 6011303000127
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トーヨーテクノ株式会社 東京都 杉並区 1011001034596
メイコー株式会社 東京都 杉並区 4011301012563
株式会社アクア 東京都 豊島区 4013301012972
税理士法人新井会計 東京都 豊島区 7013305001993
株式会社上州屋 東京都 豊島区 1013301013701
株式会社東北 東京都 豊島区 1010001191407
株式会社万盛 東京都 豊島区 4011401021745
Ｂｌｕｅ　Ｏｃｅａｎ合同会社 東京都 豊島区 9013303001969
翠商事株式会社 東京都 豊島区 9013301011417
株式会社ＷＨＲＰ 東京都 豊島区 1013301026934
株式会社エスティサービス 東京都 北区 4011501012751
株式会社心笑 東京都 北区 8011501020115
北商物流株式会社 東京都 北区 1011501016846
永業合同会社 東京都 荒川区 9050003002856
有限会社北井紙工 東京都 板橋区 8011402002600
なごみ建設株式会社 東京都 板橋区 2011402018362
双葉＆泚株式会社 東京都 板橋区 2011401005618
有限会社ＧＭＣ 東京都 練馬区 5011602023449
医療法人社団しんむら歯科医院 東京都 練馬区 3011605002229
株式会社日本ラベル 東京都 練馬区 4011601005226
株式会社松澤商店 東京都 練馬区 1011601006565
興洋化学株式会社 東京都 足立区 5011801007616
株式会社Ｊ・Ｂｒｉｄｇｅ 東京都 足立区 2011801035636
株式会社ディアーライン 東京都 足立区 6013301024462
株式会社デルソル 東京都 足立区 7012401019883
株式会社フードイノベーション 東京都 足立区 3010001166943
ＲＪＡＺ株式会社 東京都 葛飾区 5013301033927
株式会社藍原 東京都 葛飾区 3011801037004
医療法人社団彩空会 東京都 葛飾区 6011805002372
株式会社ｕｎｉ－ｇｉｆｔ 東京都 葛飾区 9011801034730
株式会社アドヴァンスメント・パートナーズ 東京都 江戸川区 8011701014263
株式会社ｇｏｎｎｏ　ｂａｋｅｒｙ 東京都 江戸川区 5011701016337
医療法人社団健晃会 東京都 江戸川区 2011705001412
株式会社達富 東京都 江戸川区 3011801025710
株式会社那須電機 東京都 江戸川区 8011701005956
一般社団法人日本環境測定分析協会 東京都 江戸川区 5011705001153
株式会社つきよ 東京都 八王子市 9010101013305
株式会社八王子エルシイ 東京都 八王子市 2010101003072
株式会社オルテナジー 東京都 立川市 2012401020235
有限会社キムラサイン 東京都 立川市 1012802000679
株式会社セノー 東京都 立川市 6012801009072
医療法人社団正美会 東京都 武蔵野市 4012405002640
株式会社協立防災工業 東京都 青梅市 9013101003556
株式会社ゼータ 東京都 青梅市 9013101003738
セイワ株式会社 東京都 府中市 6012401016188
有限会社瀧澤 東京都 昭島市 6012802003371
株式会社ＮＥＯ 東京都 調布市 7012401019108
嘉七八ホーム・レジデンシャル株式会社 東京都 町田市 4012301007487
クリエーティブカミヤ株式会社 東京都 町田市 4012301000715
株式会社ナカオ 東京都 町田市 5012301002966
フィードツリー株式会社 東京都 小金井市 2012401032123
グッドワン株式会社 東京都 小平市 4012701008408
株式会社ソフネットジャパン 東京都 小平市 3012701001504
有限会社ケーズライン 東京都 東村山市 2012702009299
有限会社スプラウト 東京都 東村山市 9030002037467
株式会社ベーリン 東京都 東村山市 4012701001817
有限会社共立薬局 東京都 国分寺市 2012402003420
東洋化学工業株式会社 東京都 狛江市 1012401009246
株式会社ヤマト建装 東京都 東大和市 6012801007019
有限会社アンリミット・ジャパン 東京都 多摩市 1013402006926
医療法人社団落合小児歯科医院 東京都 多摩市 4013405000097
株式会社ＭＡＨＡＬＯ 東京都 西東京市 2012701016057
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浅川 絵美 東京都
飯田 小夜子 東京都
五十嵐 智明 東京都
板井 亮一 東京都
伊藤 秀邦 東京都
大槻 健造 東京都
大橋 敏彦 東京都
大前 友理 東京都
小柳 麻希子 東京都
風間 大介 東京都
加藤 綠 東京都
川口 達雄 東京都
川村 洸二朗 東京都
神田 敦子 東京都
菊地 勝 東京都
岸 明美 東京都
キャメロン ロバート 東京都
工藤 健寿 東京都
倉田 和子 東京都
車田 雅博 東京都
小谷 裕明 東京都
佐々木 達哉 東京都
四戸 紀秀 東京都
杉澤 和馬 東京都
鈴木 悦義 東京都
鈴木 勝也 東京都
高橋 力也 東京都
塚瀬 貴之 東京都
土谷 遊 東京都
内藤 信子 東京都
中島 義宗 東京都
長山 修一 東京都
成田 慎治 東京都
野本 正盛 東京都
板東 大晃 東京都
東戸 隆 東京都
樋口 卓 東京都
弘田 明昌 東京都
古川 元啓 東京都
古澤 卓 東京都
堀口 英之 東京都
丸山 榮三 東京都
三ツ股 陽平 東京都
山下 聡 東京都
山田 那央 東京都
山本 光一 東京都
吉原 美佐子 東京都
有限会社ウインファーマ 神奈川県 横浜市 8020002065313
ウインファーマ株式会社 神奈川県 横浜市 3380001007177
エイドテクニックス株式会社 神奈川県 横浜市 5020001128180
株式会社ＭＭ７ 神奈川県 横浜市 5020001062256
興電気株式会社 神奈川県 横浜市 1020001057524
近代ホーム株式会社 神奈川県 横浜市 7020001003761
株式会社ケイプラン 神奈川県 横浜市 5020001116664
株式会社すこやかコーポレーション 神奈川県 横浜市 6020001093705
株式会社スリープショップ丸共 神奈川県 横浜市 7020001027109
医療法人正美会 神奈川県 横浜市 6020005009467
仲興株式会社 神奈川県 横浜市 7020001113494
株式会社東邦製作所 神奈川県 横浜市 3020001007774
ＴＲＡＶＥＬＰＬＵＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ株式会社 神奈川県 横浜市 7020001114402
有限会社夏目興産 神奈川県 横浜市 4020002015098
日中物産合同会社 神奈川県 横浜市 5010803002088

10 / 29 ページ



2022年8月25日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

株式会社花澤 神奈川県 横浜市 4020001036104
株式会社ビッグバン 神奈川県 横浜市 8020001005484
株式会社フェアベール 神奈川県 横浜市 2020001004426
株式会社ＢＵＲＵ 神奈川県 横浜市 6020001096427
堀江造園株式会社 神奈川県 横浜市 8020001001681
株式会社Ｍａｓｓ　ｄｒｉｖｅｒ 神奈川県 横浜市 1020001140692
有限会社ミヤゴ建設 神奈川県 横浜市 5020002022580
株式会社ヤマヨ 神奈川県 横浜市 3020001009424
一般社団法人横浜市造園協会 神奈川県 横浜市 1020005001908
有限会社リバーストン 神奈川県 横浜市 4020002013234
株式会社青山プラスチック塗装 神奈川県 川崎市 5020001065754
株式会社さくら調剤 神奈川県 川崎市 9011001107790
ＴＳＫ株式会社 神奈川県 川崎市 2020001078370
株式会社Ｐｉｃｎｉｃ　ｗｉｔｈ　Ｓｕｇａｒ 神奈川県 川崎市 5020001088912
株式会社ＭＹ　ＳＴＹＬＥ 神奈川県 川崎市 1021001049560
三田工機株式会社 神奈川県 川崎市 1020001067110
アイベックスポーツ株式会社 神奈川県 相模原市 4021001017878
株式会社不二ＷＰＣ 神奈川県 相模原市 3021001019124
株式会社和僑 神奈川県 相模原市 1021001018755
医療法人社団マール会 神奈川県 横須賀市 2021005010435
有限会社マーロウ 神奈川県 横須賀市 7021002066830
株式会社和光商会 神奈川県 横須賀市 4021001041416
高久製パン株式会社 神奈川県 平塚市 7021001036900
高砂産業株式会社 神奈川県 平塚市 4021001036903
有限会社鳥仲商店 神奈川県 平塚市 3021002058963
有限会社ナカムラ生花 神奈川県 鎌倉市 7021002015275
株式会社ウッズ・コーポレーション 神奈川県 藤沢市 4010401078804
医療法人社団ＡＢＥ 神奈川県 藤沢市 2021005009758
株式会社杉藤 神奈川県 藤沢市 4010601011399
スマイルウォッシュ株式会社 神奈川県 藤沢市 4021001024651
医療法人社団聖広会 神奈川県 小田原市 1021005005543
株式会社花英 神奈川県 小田原市 4021001045490
株式会社タカハシ工業 神奈川県 秦野市 1021001022674
株式会社愛信堂 神奈川県 厚木市 1021001019266
株式会社Ｋ．Ｓ．Ｋ 神奈川県 厚木市 1021001024209
株式会社太郎丸グループ 神奈川県 厚木市 2021001020116
有限会社フラットファイブ 神奈川県 厚木市 5021002036835
有限会社重田酒店 神奈川県 伊勢原市 3021002035079
合同会社Ｏｒｉｅｎｔａｌ　ｆｏｒｔｈｒｅｅｘ 神奈川県 海老名市 9021003008251
株式会社タニックス 神奈川県 海老名市 4021001026986
有限会社深沢製作所 神奈川県 海老名市 9021002045551
株式会社エレニックス 神奈川県 座間市 2021001026212
パーカー精密工業株式会社 神奈川県 綾瀬市 4021001027563
株式会社ルミネリゾート 神奈川県 中井町 5021001034492
株式会社一の湯 神奈川県 箱根町 7021001034318
株式会社ジョイクリエーション 神奈川県 湯河原町 2021001031971
阿藤 尚貴 神奈川県
井村 純三 神奈川県
鏡田 聡 神奈川県
唐橋 良宏 神奈川県
小山 亜沙美 神奈川県
坂村 昭彦 神奈川県
重枝 政利 神奈川県
竹内 利明 神奈川県
寺嶋 史朗 神奈川県
濵田 薫 神奈川県
濵田 慶一 神奈川県
矢島 美花 神奈川県
李 盛植 神奈川県
渡邊 蓮 神奈川県
小木工業株式会社 新潟県 新潟市 5110001000909
有限会社佐藤鉄工所 新潟県 新潟市 7110002008065
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株式会社佐野鉄工スプリング製作所 新潟県 新潟市 8110001002258
株式会社総合フードサービス 新潟県 新潟市 2110001002874
中営機業有限会社 新潟県 新潟市 9110002008162
株式会社新潟人材サービス 新潟県 新潟市 3110001034033
諸橋工業株式会社 新潟県 新潟市 5110001035038
株式会社アイエスセンター 新潟県 長岡市 1110001023731
遠藤電機株式会社 新潟県 長岡市 4110001022177
有限会社テライ食品 新潟県 長岡市 8110002028392
株式会社丸菱電子 新潟県 長岡市 5110001023505
有限会社吉田屋 新潟県 長岡市 3110002029544
一般社団法人県央薬剤師会 新潟県 三条市 4110005016522
医療法人社団橘光葉会 新潟県 三条市 8110005005513
株式会社ビアンポポロ 新潟県 三条市 9110001028244
株式会社東亜 新潟県 柏崎市 9110001017453
有限会社田中新聞店 新潟県 十日町市 2110002025635
有限会社柳工務所 新潟県 十日町市 2110002025957
株式会社玉虎堂製作所 新潟県 燕市 5110001015626
社会福祉法人上越妙高福祉会 新潟県 上越市 3110005015624
株式会社保坂工務店 新潟県 上越市 8110001033195
有限会社兵庫工務店 新潟県 佐渡市 7110002034788
株式会社飛鳥 新潟県 南魚沼市 2110001026196
株式会社花苑 新潟県 南魚沼市 2110001027005
弥彦総合開発株式会社 新潟県 弥彦村 9110001016265
株式会社アーキファクトリー 新潟県 湯沢町 1110002033507
株式会社涌井土木 新潟県 津南町 3110001021345
石山 孝行 新潟県
藤ノ木 靖子 新潟県
村山 浩 新潟県
森川 勉 新潟県
株式会社ａｎｄ　ＵＳ 富山県 富山市 6230001014425
共和紙業株式会社 富山県 富山市 1230001000693
株式会社新栄電設 富山県 富山市 4230001001128
株式会社０１ 富山県 富山市 7230001013748
株式会社鳥羽 富山県 富山市 5230001001886
寺崎工業株式会社 富山県 高岡市 2230001010510
株式会社夢創建 富山県 高岡市 1230001015618
有限会社中野安全ガラス 富山県 氷見市 7230002013012
三晶エムイーシー株式会社 富山県 滑川市 7230001007808
協業組合黒部自動車車検センター 富山県 黒部市 8230005003769
株式会社藤岡園 富山県 射水市 2230001012829
アクテック株式会社 富山県 立山町 8230001000002
石川 正佐之 富山県
福島 邦芳 富山県
吉田 美智子 富山県
安達写真印刷株式会社 石川県 金沢市 4220001000782
株式会社荒屋園芸 石川県 金沢市 8220001000903
株式会社イナミ教材 石川県 金沢市 3220001010444
上村電建株式会社 石川県 金沢市 4220001001277
有限会社越見青果物店 石川県 金沢市 8220002002601
有限会社酒杉 石川県 金沢市 5220002002785
有限会社シーブレーン 石川県 金沢市 5220002002991
中村自販株式会社 石川県 金沢市 9220001004829
Ｐ’ｓ株式会社 石川県 金沢市 5220001003165
株式会社Ｆｉｎａｄｙ 石川県 金沢市 2220003002564
株式会社のと楽 石川県 七尾市 7220001015778
株式会社キタデ 石川県 加賀市 2220001013167
株式会社丸八製茶場 石川県 加賀市 1220001013416
有限会社Ｏ．Ｂ．Ｇ 石川県 かほく市 6220002016834
株式会社ナカシマ鉄工所 石川県 能美市 7220001013864
株式会社升々 石川県 志賀町 1220001019719
金谷 馨嗣 石川県
原 英樹 石川県
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山田 祐輔 石川県
株式会社ＫＯｉＫｉ 福井県 福井市 4210001018413
大電産業株式会社 福井県 福井市 4210001001864
有限会社ハート 福井県 福井市 5210002009154
福井青果株式会社 福井県 福井市 4210001002912
株式会社クリンテック 福井県 敦賀市 5210001010600
有限会社スポーツコバヤシ 福井県 敦賀市 3210002010378
有限会社なご呉服店 福井県 敦賀市 4210002010468
株式会社田中教作商店 福井県 鯖江市 9210001013046
有限会社ニシザワ紙文具 福井県 鯖江市 3210002013240
有限会社上村商店 福井県 あわら市 1210002007277
増田紙器工業株式会社 福井県 越前市 7210001011976
株式会社ＪＣレース 福井県 坂井市 6210001016357
一般社団法人丸岡城天守を国宝にする市民の会 福井県 坂井市 8210005009677
丸岡土地開発株式会社 福井県 坂井市 3210001017845
株式会社レガーレ 福井県 若狭町 7210001017577
建石 正治 福井県
土本 直邦 福井県
三宅 貞弘 福井県
中村エンジニアリング株式会社 山梨県 都留市 1090001008462
シラトリ株式会社 山梨県 大月市 2090001008206
株式会社ＭＡＥＺＡＸ 山梨県 南アルプス市 2090001015508
株式会社岩野 山梨県 笛吹市 3090001005920
シャンドフルール株式会社 山梨県 笛吹市 9090001012622
有限会社山十製紙 山梨県 身延町 3090002015142
加藤 栄子 山梨県
清水 里美 山梨県
清水 勉 山梨県
株式会社アロウズガーデンデザイン 長野県 長野市 6100001028603
株式会社エイトコーポレーション 長野県 長野市 9100001006564
株式会社霜鳥 長野県 長野市 1100001001465
株式会社タヤマスポーツ 長野県 長野市 1100001001928
有限会社千歳屋食品 長野県 長野市 2100002003113
株式会社ＢＯＳＴＥＣ 長野県 長野市 9100001000055
株式会社丸栄岡村商店 長野県 長野市 6100001003275
有限会社ＳＴＥＲＮ 長野県 松本市 2100002025834
弥生精工株式会社 長野県 松本市 2100001014342
かねろくＤＥＳＩＧＮ株式会社 長野県 上田市 6100001011682
合同会社ビジョンウェーブ 長野県 上田市 7100003005582
株式会社丸共ユニオン 長野県 岡谷市 8100001019757
株式会社山本折店 長野県 須坂市 8100001032099
東信デイーデイー株式会社 長野県 小諸市 9100001008536
有限会社森山電子 長野県 小諸市 5100002012755
株式会社アネット 長野県 駒ヶ根市 2100001021099
信越電装株式会社 長野県 大町市 6100001017259
有限会社観山 長野県 飯山市 7100002017083
有限会社信陽堂印刷所 長野県 塩尻市 3100002024901
株式会社加藤新聞店 長野県 佐久市 4100001027722
有限会社長野住環境企画 長野県 佐久市 2100002011776
株式会社星野 長野県 佐久市 6100001007706
株式会社海陸 長野県 千曲市 6100001006113
有限会社丸久 長野県 高森町 1100002038399
齋藤 智秋 長野県
武田 文雄 長野県
中村 康洋 長野県
株式会社グリッド 岐阜県 岐阜市 1200001009523
江南工機株式会社 岐阜県 岐阜市 5200001001930
日ノ出産業株式会社 岐阜県 岐阜市 5200001004363
株式会社丸紅塗料店 岐阜県 岐阜市 3200001004877
有限会社三笠精工 岐阜県 岐阜市 8200002004590
株式会社ムーンフェイズ 岐阜県 岐阜市 2200001008301
安田商事株式会社 岐阜県 岐阜市 4200001005536
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合名会社山本佐太郎商店 岐阜県 岐阜市 8200003000168
リペアエンタープライズ株式会社 岐阜県 岐阜市 4200001027448
株式会社ワイエス・コーポレーション 岐阜県 岐阜市 8200001008205
穴多製陶株式会社 岐阜県 多治見市 9200001020448
株式会社池田産業 岐阜県 多治見市 8200001020465
青協建設株式会社 岐阜県 関市 8200001019243
株式会社ハネル 岐阜県 関市 5200001037413
有限会社美濃緑風荘 岐阜県 美濃市 9200002019191
医療法人ハッピー 岐阜県 瑞浪市 9200005012219
有限会社三愛時計店 岐阜県 羽島市 7200002011670
有限会社アイコウフーズ 岐阜県 恵那市 5200002024393
有限会社藤本商店 岐阜県 恵那市 1200002024406
有限会社民宿藤太郎 岐阜県 恵那市 6200002023989
株式会社パーソナルケア 岐阜県 美濃加茂市 3200001034057
株式会社東濃バイオ化学 岐阜県 土岐市 4200001021450
有限会社平岡新聞店 岐阜県 土岐市 6200002023064
株式会社岐東 岐阜県 各務原市 4200001007020
ＦＩＮＤ－ＡＬＦＡ合同会社 岐阜県 各務原市 1200003004893
株式会社結 岐阜県 各務原市 8200001036750
株式会社郡上物産 岐阜県 郡上市 8200001026371
株式会社三光工務店 岐阜県 郡上市 3200001026392
株式会社高木ミンク 岐阜県 養老町 6200001015748
共栄化成株式会社 岐阜県 池田町 3200001016864
垣内鉄工有限会社 岐阜県 八百津町 3200002018174
桂川 元勝 岐阜県
桂川 守広 岐阜県
亀谷 真都香 岐阜県
久納 玄揮 岐阜県
熊田 恭人 岐阜県
倉林 幸恵 岐阜県
須藤 ロジェリオヨスキ 岐阜県
土屋 善大 岐阜県
西岡 元嗣 岐阜県
山口 裕史 岐阜県
山下 哲也 岐阜県
梅辰株式会社 静岡県 静岡市 8080001021105
有限会社Ｋ・Ｈ・Ｌ 静岡県 静岡市 2080002004766
株式会社古庄唐木屋薬局 静岡県 静岡市 5080001004624
株式会社森田製茶 静岡県 静岡市 7080001005307
Ｕ－ｂａｓｅ株式会社 静岡県 静岡市 3080001023535
アーイカーゴ有限会社 静岡県 浜松市 5080402006657
株式会社ＩＲＯＨＡ 静岡県 浜松市 2080401022906
加藤塗装株式会社 静岡県 浜松市 2080401001216
有限会社小嶋鉄工所 静岡県 浜松市 7080402002943
志田株式会社 静岡県 浜松市 4080401002245
すずき不動産株式会社 静岡県 浜松市 5080401020304
中央タイル工業株式会社 静岡県 浜松市 6080401003191
株式会社ハマイチ荷役 静岡県 浜松市 3080401018878
株式会社マルスリビングプロダクツ 静岡県 浜松市 3080401019851
有限会社山三商事 静岡県 浜松市 5080402008496
株式会社アトリエ・アローム＆パルファン・パリ 静岡県 島田市 9080001020320
ルーフアンドベンチ株式会社 静岡県 島田市 7080001012897
株式会社こと美容室 静岡県 富士市 8080101010379
株式会社駿河商事 静岡県 富士市 6080101017005
株式会社ｒｅ－ｓｅｒｖｅ 静岡県 富士市 3180302014611
株式会社東和テック 静岡県 磐田市 6080401016433
鈴勝塩業株式会社 静岡県 焼津市 6080001015513
株式会社Ｌｕｍｏｓ　Ｌｉｌｙ 静岡県 焼津市 3080001023238
有限会社民宿ふくだ 静岡県 掛川市 9080402018293
有限会社三光紙業 静岡県 藤枝市 5080002017550
ジョイナス株式会社 静岡県 御殿場市 3080101007834
行政書士法人アイ総合事務所 静岡県 袋井市 1080405006179
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株式会社ＨＩＴＥＸ 静岡県 袋井市 6080401017200
有限会社石田茶店 静岡県 森町 7080402022058
加茂 和磨 静岡県
鈴木 信宏 静岡県
関 直斗 静岡県
田村 映徳 静岡県
内藤 大八郎 静岡県
野島 由美子 静岡県
原田 尚孝 静岡県
山元 雍久 静岡県
愛知ホイスト工業株式会社 愛知県 名古屋市 5180001058899
愛松産業株式会社 愛知県 名古屋市 8180001024592
株式会社アカリヲ 愛知県 名古屋市 2180001145626
有限会社アド・フューチャー 愛知県 名古屋市 2180002045478
有限会社亜麻工房 愛知県 名古屋市 8180002033873
アメリカンスクール有限会社 愛知県 名古屋市 5180002045756
有限会社荒木製作所 愛知県 名古屋市 1180002010672
株式会社アルコム 愛知県 名古屋市 2180001062887
株式会社Ｅａｓｅ 愛知県 名古屋市 1180001135710
株式会社イシカワ 愛知県 名古屋市 8180001006038
株式会社イデックス 愛知県 名古屋市 6180001031062
茨木運輸株式会社 愛知県 名古屋市 5180001006081
茨木協運合資会社 愛知県 名古屋市 3180003000869
有限会社オーディーエー 愛知県 名古屋市 7180002055803
株式会社オリエンタルキング 愛知県 名古屋市 4180001131236
カシワギ電気株式会社 愛知県 名古屋市 6180001016385
株式会社京栄青果 愛知県 名古屋市 5180001113142
元気でんき株式会社 愛知県 名古屋市 6180001090819
有限会社ケンテック・コーポレーション 愛知県 名古屋市 6180002040120
シーズトラスト合同会社 愛知県 名古屋市 5180003016343
株式会社ジェガット 愛知県 名古屋市 9180001106530
株式会社鈴木商店 愛知県 名古屋市 9180001066320
株式会社スターダイン 愛知県 名古屋市 8180001108247
スタイルプラス株式会社 愛知県 名古屋市 4180001064155
株式会社スドー 愛知県 名古屋市 9180001017034
ゼーティスウォード株式会社 愛知県 名古屋市 3180001137481
セキュリティスタッフ株式会社 愛知県 名古屋市 6180001064095
株式会社ゼペットハウス 愛知県 名古屋市 7180001069119
有限会社セント 愛知県 名古屋市 6180002064672
株式会社大神 愛知県 名古屋市 7180001057494
滝本技研工業株式会社 愛知県 名古屋市 6180001023844
株式会社中央精砥商会 愛知県 名古屋市 3180001031271
株式会社チュウオー 愛知県 名古屋市 5180001037977
株式会社ＴＫＲデザイン 愛知県 名古屋市 8210002014300
株式会社ティーズ 愛知県 名古屋市 3180001104671
株式会社ディースタート 愛知県 名古屋市 4180001104729
株式会社東海環整産業 愛知県 名古屋市 9180002012067
トラスト工房株式会社 愛知県 名古屋市 5180001051648
株式会社ドリームボックスジャパン 愛知県 名古屋市 7180001058328
名古屋眼鏡株式会社 愛知県 名古屋市 7180001056496
名古屋食鳥鶏卵株式会社 愛知県 名古屋市 6180001022482
株式会社日本ユーア東海 愛知県 名古屋市 4180001116476
株式会社パワープラント 愛知県 名古屋市 5180001112202
ヒサゴ株式会社 愛知県 名古屋市 8180001063616
有限会社ビッグムーン 愛知県 名古屋市 1130002027457
ファンファンライフ株式会社 愛知県 名古屋市 5180001049634
株式会社ブライド・トゥー・ビー 愛知県 名古屋市 2180001054273
株式会社プロバイド 愛知県 名古屋市 7180001130383
本多タオル株式会社 愛知県 名古屋市 4180001040602
株式会社マイナット 愛知県 名古屋市 7180001124757
丸高産業株式会社 愛知県 名古屋市 3180001028895
株式会社ムラテ 愛知県 名古屋市 4180001032995
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株式会社名城化成 愛知県 名古屋市 5180001033043
モリパックス株式会社 愛知県 名古屋市 6180001027473
山田美術印刷株式会社 愛知県 名古屋市 8180001013785
ＵＰ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ株式会社 愛知県 名古屋市 3180001131088
税理士法人吉川会計 愛知県 名古屋市 2180005017887
有限会社ラクーンオート 愛知県 名古屋市 3180002049024
株式会社リュックスソリューションズ 愛知県 名古屋市 1180001072929
有限会社料理旅館仕出しかとう 愛知県 名古屋市 4180002029487
株式会社レアス 愛知県 名古屋市 5180001116260
ロイヤルハウス株式会社 愛知県 名古屋市 4180001036815
株式会社ロクゼン 愛知県 名古屋市 1180001143804
株式会社ＯＳＢ 愛知県 豊橋市 7180301009220
株式会社ガレージ 愛知県 豊橋市 6180301028881
有限会社下條屋 愛知県 豊橋市 2180302007310
株式会社ミラゲン 愛知県 豊橋市 4180301030146
税理士法人エスペランサ 愛知県 岡崎市 4180305004369
株式会社片岡機械製作所 愛知県 岡崎市 3180301000694
株式会社ベアーズ 愛知県 岡崎市 6180301034434
株式会社ＵＫＡＥ 愛知県 一宮市 9180001130571
グローバルリンケージ株式会社 愛知県 一宮市 2180001087067
株式会社スタッフス 愛知県 一宮市 4180001082917
医療法人颯真会 愛知県 一宮市 1180005011445
株式会社ひまわり 愛知県 瀬戸市 4180001107599
中利株式会社 愛知県 半田市 8180001091906
池田建築株式会社 愛知県 春日井市 5180001073683
小牧鋼材株式会社 愛知県 春日井市 4180001077033
株式会社ニューズ 愛知県 春日井市 2180001077753
株式会社ＮＯ‐ｉｓｍ 愛知県 豊川市 3180301034172
株式会社ホームメディカルケア 愛知県 豊川市 4140001084223
医療法人細井歯科 愛知県 豊川市 9180305003507
株式会社石原印刷 愛知県 津島市 8180001096351
株式会社Ｇｒａｎｔ 愛知県 津島市 5180001126318
株式会社ＫＭサービス 愛知県 碧南市 2180301017013
株式会社明和化成工業 愛知県 豊田市 5180301030987
株式会社Ｓｗｉｔｃｈ 愛知県 安城市 2180302020742
株式会社名和技研 愛知県 安城市 1180301013418
株式会社たかはら 愛知県 西尾市 1180301022939
美乃又住宅設備合資会社 愛知県 犬山市 8180003011283
有限会社渡辺鍍金工業所 愛知県 江南市 9180002082291
株式会社ヴィーヴル 愛知県 小牧市 3180001100539
有限会社イナバ薬局 愛知県 稲沢市 4180002080399
株式会社荻本商店 愛知県 稲沢市 4180001085688
株式会社モリオカ 愛知県 稲沢市 1180001086177
宏栄産業株式会社 愛知県 東海市 5180001094275
株式会社シオン 愛知県 日進市 5180001112771
有限会社中日モータース 愛知県 日進市 4180002062835
株式会社Ｐｉｃｈｅ 愛知県 日進市 1180001142467
株式会社服部通商 愛知県 清須市 9180001045381
有限会社ヨコイ 愛知県 北名古屋市 9180002041181
株式会社トップ運輸 愛知県 弥富市 9180001097191
明和鉄工株式会社 愛知県 あま市 5180001098029
株式会社さつき不動産 愛知県 長久手市 2180001136410
高章食品株式会社 愛知県 東郷町 2180002061871
株式会社ラックスタイル 愛知県 豊山町 8180001135175
有限会社関モータース 愛知県 阿久比町 2180002084468
かねと商店有限会社 愛知県 南知多町 8180002087151
有限会社小野自動車 愛知県 幸田町 9180302003377
青島 雅人 愛知県
大口 陽子 愛知県
岡島 敬介 愛知県
神田 健太郎 愛知県
小嶋 学 愛知県
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雑賀 昭 愛知県
静間 康之 愛知県
志田山 智則 愛知県
鈴木 一長 愛知県
外山 剛 愛知県
成田 直政 愛知県
服部 月代 愛知県
春田 高志 愛知県
森嶋 玲泰 愛知県
八木 克弘 愛知県
山尾 敏文 愛知県
株式会社岩田組 三重県 津市 8190001000130
株式会社ｎａｇｏｍｉ 三重県 津市 7190001019221
株式会社寿オートパーツ 三重県 四日市市 8190001018619
有限会社フジタサービス 三重県 四日市市 4190002007005
株式会社飯高駅 三重県 松阪市 9190001011267
鬼頭建材株式会社 三重県 松阪市 3190001028069
有限会社茶重商店 三重県 松阪市 6190002014081
桑名米商株式会社 三重県 桑名市 1190005007772
株式会社ペン益塗装店 三重県 桑名市 3190001012543
株式会社ＨＲＣ 三重県 鈴鹿市 7190001005964
有限会社エンデバー 三重県 鈴鹿市 3190002007402
有限会社徳兵衛 三重県 鈴鹿市 1190002006777
有限会社長野新聞舗 三重県 鈴鹿市 6190002007903
株式会社ヒグチ工業 三重県 鈴鹿市 2190001005317
ミルク有限会社 三重県 鈴鹿市 5190002007160
有限会社美さき 三重県 鳥羽市 8190002010731
株式会社カワイ 三重県 志摩市 6190001024255
有限会社観光旅館福壽荘 三重県 志摩市 1190002011298
有限会社松輝製網 三重県 川越町 3190002021997
内山 洋通 三重県
高山 雅也 三重県
武内 久郎 三重県
西口 浩司 三重県
浜瀬 敬輔 三重県
廣島 正樹 三重県
横井 幹子 三重県
株式会社寺新鶏肉店 滋賀県 大津市 3160001001342
株式会社Ｆａｃｉｏ 滋賀県 大津市 9160001004281
合同会社マルミッツゲームス 滋賀県 大津市 5160003002205
株式会社優勝 滋賀県 大津市 4160001004088
ＯＭＥ株式会社 滋賀県 彦根市 3160001017909
株式会社ファーストプロデュース 滋賀県 彦根市 5160001009458
志賀設備工業株式会社 滋賀県 近江八幡市 3160001010905
東邦炭素工業株式会社 滋賀県 近江八幡市 2130001018183
有限会社西村工務店 滋賀県 近江八幡市 8160002010750
株式会社徳商建設 滋賀県 高島市 6160001011990
日本銘生合同会社 滋賀県 高島市 2160003001606
株式会社加藤組 滋賀県 東近江市 8160001009835
株式会社テック・ムラオ 滋賀県 東近江市 5160001009854
中島商事株式会社 滋賀県 東近江市 7160001010091
龍昇工業株式会社 滋賀県 東近江市 8160001011493
株式会社橋本運輸倉庫 滋賀県 日野町 9160001010156
珠開発株式会社 滋賀県 竜王町 5160001018104
株式会社よつば 滋賀県 愛荘町 1160001020526
岡 永治郎 滋賀県
北村 和也 滋賀県
株式会社アイワテック 京都府 京都市 1130001026542
合同会社ＬＹＤ 京都府 京都市 7130003006322
株式会社京成建設 京都府 京都市 2130001008085
税理士法人京都財務サポート 京都府 京都市 4130005008740
株式会社京都テキストラボ 京都府 京都市 5120901042958
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株式会社Ｋ’ｓホーム 京都府 京都市 6130001031983
株式会社幸福堂 京都府 京都市 2130001017243
合同会社ＳＡＣＲＵＭ 京都府 京都市 1130003005354
株式会社シーケーディホールディングス 京都府 京都市 2130001068014
株式会社しま村 京都府 京都市 1130001003120
株式会社昊 京都府 京都市 2130001068328
有限会社司商会 京都府 京都市 1130002020395
株式会社ディオーネ 京都府 京都市 9130001045741
株式会社フォーカス 京都府 京都市 7130001022445
有限会社藤田染苑 京都府 京都市 8130002001430
株式会社大和屋 京都府 京都市 6130001017909
ゆしん株式会社 京都府 京都市 4130001069274
株式会社ワインスポットナカムラヤ 京都府 京都市 5130001049259
株式会社凡愚 京都府 舞鶴市 9130002034966
有限会社ヤマゾエ 京都府 舞鶴市 9130002034719
株式会社ＯＫＡＭＯＴＯ 京都府 宇治市 5130001060422
コイズミ圓有限会社 京都府 長岡京市 8130002024753
株式会社工進 京都府 長岡京市 2130001030056
株式会社立志 京都府 京丹後市 5130001042981
有限会社弘悦 京都府 南丹市 1130002003689
有限会社藤岡工務店 京都府 南丹市 3130002028486
株式会社ｍｏｎｏｔｏｎｅ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 京都府 木津川市 2130001056951
有限会社城南教材 京都府 井手町 6130002030159
生部 健太 京都府
植田 道則 京都府
國領 功次郎 京都府
左近 照麗 京都府
澤田 正三 京都府
澤田 眞司 京都府
土田 武史 京都府
利川 彰男 京都府
南條 公男 京都府
森本 彦次 京都府
和田 孝明 京都府
株式会社Ｉ．Ｂ 大阪府 大阪市 1290001084789
旭製版工業株式会社 大阪府 大阪市 7120001060066
株式会社ＡＺＩＴＯ 大阪府 大阪市 8120001207905
株式会社アセットマネジメント 大阪府 大阪市 5120001183430
株式会社Ａｂａｌｏｎｅ 大阪府 大阪市 9120001210684
株式会社アピックス 大阪府 大阪市 9120001073917
株式会社アフロ 大阪府 大阪市 8120001192239
ＩＮＡＵ株式会社 大阪府 大阪市 8140001121798
有限会社上山自動車商会 大阪府 大阪市 5120002018420
エーディーワイ株式会社 大阪府 大阪市 5120001053633
一般社団法人ａｉｌｅ　ｂｅａｕｔｙ　ａｃａｄｅｍｙ 大阪府 大阪市 7120005019892
株式会社エス・ケイエンジニアリング 大阪府 大阪市 7120001027180
特定非営利活動法人エヌ・ピー・オーみなと 大阪府 大阪市 2120005007605
医療法人ＭＯ会 大阪府 大阪市 5120005018335
株式会社エムワイアセットパートナーズ 大阪府 大阪市 5120001194709
大阪屋通商株式会社 大阪府 大阪市 8120001093016
大森工業株式会社 大阪府 大阪市 3120001007112
合同会社オフィス博雅 大阪府 大阪市 5120003014815
オリエンタルKO株式会社 大阪府 大阪市 4120001215127
株式会社恩博 大阪府 大阪市 5120001237062
株式会社ＧＡＢＡＲＡ 大阪府 大阪市 9120001238619
一般社団法人環境エネルギー事業協会 大阪府 大阪市 6120005020918
関西フードサービス株式会社 大阪府 大阪市 2120001003194
株式会社木村インターナショナル 大阪府 大阪市 3120001215730
株式会社響伸工業 大阪府 大阪市 5120001207123
有限会社グローカル 大阪府 大阪市 3120002065712
一般社団法人ケアマネ業務支援センター 大阪府 大阪市 4120005021793
株式会社Ｋ’Ｓ　ＯＮ 大阪府 大阪市 9120001154849

18 / 29 ページ



2022年8月25日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

有限会社ケイティプロジェクト 大阪府 大阪市 6120002053375
ｃｏｃｏａｐｅｌ株式会社 大阪府 大阪市 3122001029342
株式会社コサカ電設 大阪府 大阪市 3120001227296
株式会社コスモ通商 大阪府 大阪市 2120001063858
株式会社サーティーズ 大阪府 大阪市 8120001128837
株式会社サクセスプランニング 大阪府 大阪市 4120001035005
株式会社ＣｉＥＬ 大阪府 大阪市 3120101061042
株式会社ジョージーズ 大阪府 大阪市 2120001206037
ジョンホルター合同会社 大阪府 大阪市 6120003017585
医療法人信宏会 大阪府 大阪市 3120005014699
株式会社スタイル 大阪府 大阪市 3120001136530
３ピース株式会社 大阪府 大阪市 9120001218835
株式会社聖和趣味の会 大阪府 大阪市 4120001023983
株式会社創建 大阪府 大阪市 1120001115206
株式会社Ｓｏｃｉａｌ　Ｂｒｉｄｇｅ 大阪府 大阪市 9120001114324
株式会社ソルマーケティングマネジメント 大阪府 大阪市 1120001097790
ダイシン物流株式会社 大阪府 大阪市 9120001035438
大東電業株式会社 大阪府 大阪市 7120001083538
株式会社タイレル 大阪府 大阪市 3120001044816
株式会社田島商事 大阪府 大阪市 2120001017913
医療法人タニオ歯科クリニック 大阪府 大阪市 8120005015486
有限会社長春堂カスタニ薬局 大阪府 大阪市 4120002057543
ツナガル株式会社 大阪府 大阪市 9120001144115
都市環境開発株式会社 大阪府 大阪市 1120001107153
德華商事株式会社 大阪府 大阪市 5120001045820
有限会社トマト 大阪府 大阪市 9120002046070
内外物産株式会社 大阪府 大阪市 8120001085987
ナルラ有限会社 大阪府 大阪市 8120002037566
株式会社日電プランニング 大阪府 大阪市 5120001050382
日本交通株式会社 大阪府 大阪市 8120001049042
税理士法人日本税務総研 大阪府 大阪市 2120005009766
株式会社日本リート 大阪府 大阪市 4120001098893
株式会社ＰＡＲＫ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ 大阪府 大阪市 7120001143432
有限会社ヒューマンパワー 大阪府 大阪市 7120002051601
株式会社福山製作所 大阪府 大阪市 2120001095629
株式会社ブランドアイゼント 大阪府 大阪市 1120001238469
合同会社ＢＲＡＣＥ 大阪府 大阪市 1120003014785
株式会社ＶＥＱＴＡ 大阪府 大阪市 7500001018141
株式会社ベストライフ 大阪府 大阪市 6120001117932
ベルハウジング株式会社 大阪府 大阪市 6120001213260
堀川化成株式会社 大阪府 大阪市 6120001002548
株式会社松井新 大阪府 大阪市 8120001070576
株式会社丸中商事 大阪府 大阪市 7120001090096
株式会社三木商店 大阪府 大阪市 8120001047673
株式会社無限物産 大阪府 大阪市 8120001191216
株式会社矢倉カメラ商会 大阪府 大阪市 5120001091121
横田エネルギー株式会社 大阪府 大阪市 3120001069904
株式会社ヨロスト 大阪府 大阪市 6122001024539
ライフサポート株式会社 大阪府 大阪市 8120001163611
ＮＰＯ法人ＲＩＴＡＲＭ 大阪府 大阪市 1120005020204
ワールド・スピリッツ株式会社 大阪府 大阪市 3120101053007
三和工業株式会社 大阪府 堺市 4120101003002
株式会社ＣＮＫ 大阪府 堺市 6120101005392
大容工業株式会社 大阪府 堺市 7120101035967
タマノイ酢株式会社 大阪府 堺市 4120101004644
株式会社ハヤシ 大阪府 堺市 1120101005802
フジ建機リース株式会社 大阪府 堺市 1120101008581
富士レッカー株式会社 大阪府 堺市 4120101008587
株式会社クロヒジ 大阪府 岸和田市 9120101042895
一般社団法人ＫＮ研究所 大阪府 岸和田市 6120105009308
株式会社庄八 大阪府 岸和田市 4120101036852
タナ・コーポレーション株式会社 大阪府 岸和田市 7120101046270
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有限会社ディーファクトリー 大阪府 岸和田市 2120102021384
株式会社とめ河 大阪府 岸和田市 4120101037198
利楽心株式会社 大阪府 池田市 9120901021561
イズムリフォーム株式会社 大阪府 吹田市 8120901042492
株式会社オンテック 大阪府 吹田市 7120901005764
株式会社上一木材 大阪府 吹田市 1120901005992
株式会社ミルフィーユ 大阪府 吹田市 8120901008808
株式会社ロックバード 大阪府 吹田市 7120001145008
ＹＳテック株式会社 大阪府 吹田市 9120901013848
南出メリヤス株式会社 大阪府 泉大津市 6120101042717
有限会社いまの 大阪府 守口市 4120002078028
大陽紙業株式会社 大阪府 守口市 2120001156166
株式会社タスカル 大阪府 守口市 3120001188175
株式会社エスクール 大阪府 枚方市 1120001153701
デリケア株式会社 大阪府 茨木市 9120901013963
株式会社ウチダ 大阪府 八尾市 7122001017797
錦城護謨株式会社 大阪府 八尾市 4122001018311
株式会社ティーテクスト 大阪府 八尾市 3122001027759
りんくう国際サービス株式会社 大阪府 泉佐野市 1120101060269
株式会社リビオ 大阪府 富田林市 8120101031577
医療法人ななつ星牛嶋歯科医院 大阪府 河内長野市 1120105008537
エルクマスター合同会社 大阪府 松原市 8120103003137
特定非営利活動法人ライフサポート大阪 大阪府 松原市 8120105008076
朝日電器株式会社 大阪府 大東市 2122001015228
株式会社本間自動車 大阪府 大東市 5122001015919
株式会社西鉄工所 大阪府 和泉市 9120101042086
津田電気計器株式会社 大阪府 箕面市 8120901020696
株式会社フラーズ 大阪府 羽曳野市 2120101034874
オサカ産業株式会社 大阪府 摂津市 7120901009121
株式会社一意工業 大阪府 東大阪市 1122001032728
医療法人敬真会 大阪府 東大阪市 8122005003314
新光機材株式会社 大阪府 東大阪市 8122001003219
有限会社ヤナギ 大阪府 東大阪市 6120002007496
ユニライズジャパン株式会社 大阪府 東大阪市 1130001034256
株式会社ルーティンワーク 大阪府 東大阪市 3120001123272
有限会社千年前の食品舎 大阪府 交野市 9120002075912
医療法人福歯会 大阪府 大阪狭山市 6120105008417
有限会社Ａ・Ｇ・Ｒ 大阪府 島本町 1120902013656
株式会社シンコー 大阪府 島本町 1120901012394
株式会社さくらい薬局 大阪府 忠岡町 7120101046205
石川 嘉三 大阪府
石田 憲嗣 大阪府
井上 太介 大阪府
岡田 雅仁 大阪府
小原 譲二 大阪府
嘉悦 由利子 大阪府
北岡 美佐子 大阪府
北田 全基 大阪府
米谷 修次 大阪府
近藤 克彦 大阪府
島田 光人 大阪府
清水 秀次 大阪府
清水 康雄 大阪府
上保 博 大阪府
杉本 和繁 大阪府
杉本 祐一 大阪府
竹島 義弘 大阪府
中納 圭司 大阪府
長谷川 俊之 大阪府
東谷 泰至 大阪府
比嘉 毅 大阪府
平野 勝太 大阪府
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枡田 宗利 大阪府
溝口 信二 大阪府
八木 茂久 大阪府
薬師寺 忠 大阪府
吉田 一豊 大阪府
ＡＩＴＡＮＡ株式会社 兵庫県 神戸市 4140001094420
株式会社アドヴァンス 兵庫県 神戸市 6140001017239
株式会社アナザーウインズ 兵庫県 神戸市 3140001113296
池田不動産株式会社 兵庫県 神戸市 1140001006089
Ｉｓａｔｅｎ　Ｆｏｏｄｓ株式会社 兵庫県 神戸市 5140001101794
株式会社いれ歯やさん 兵庫県 神戸市 8140001025529
有限会社上野興産 兵庫県 神戸市 9140002007013
有限会社エム・シー・エー 兵庫県 神戸市 9140002013184
ＯＳ税理士法人 兵庫県 神戸市 2140005023914
一般社団法人ことばの道 兵庫県 神戸市 4140005021189
有限会社小宮商会 兵庫県 神戸市 5140002001572
サンベビー株式会社 兵庫県 神戸市 1140001004803
多聞自動車整備株式会社 兵庫県 神戸市 6140001018583
有限会社辻野商店 兵庫県 神戸市 3140002014948
公益社団法人ＮＥＸＴ　ＶＩＳＩＯＮ 兵庫県 神戸市 4140005021981
合資会社濱田屋 兵庫県 神戸市 6140003004061
株式会社ハリミツ 兵庫県 神戸市 8140001005241
有限会社蓬莱商店 兵庫県 神戸市 2140002007829
松村石油化成株式会社 兵庫県 神戸市 9140001005364
一般社団法人みそのホーム 兵庫県 神戸市 1140005020433
合同会社メディシア 兵庫県 神戸市 3140003012496
株式会社ＩＤＣ 兵庫県 姫路市 8140001060996
咲新興業株式会社 兵庫県 姫路市 2140001059037
株式会社ティー・エム・ピー 兵庫県 姫路市 7140001059940
株式会社鳥本建具店 兵庫県 姫路市 5140002049851
中尾鉄工株式会社 兵庫県 姫路市 4140001060323
八田石材株式会社 兵庫県 姫路市 2140001060746
横田ガス株式会社 兵庫県 姫路市 6140001062193
横田石油株式会社 兵庫県 姫路市 4140001062195
株式会社エフエスコーポレーション 兵庫県 尼崎市 4140001108675
株式会社脳レボ 兵庫県 尼崎市 5140001115134
ダイワマルエス株式会社 兵庫県 明石市 4140001035085
薮田産業株式会社 兵庫県 明石市 5140001035621
Ｇｒｅａｔ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ　Ｉｎｃ．株式会社 兵庫県 西宮市 8140001074518
有限会社東洋中野 兵庫県 西宮市 9140002023183
有限会社マルス 兵庫県 西宮市 2140002059044
株式会社ＢＥＹＯＮＤ 兵庫県 芦屋市 4140001118484
合同会社Ｒｉｃｏ 兵庫県 芦屋市 1140003013819
ナンリ通商株式会社 兵庫県 伊丹市 8140001078709
株式会社ヨークベル 兵庫県 伊丹市 6140001079080
三業株式会社 兵庫県 相生市 1140001039799
株式会社常盤 兵庫県 豊岡市 4140001056206
株式会社トリオ 兵庫県 豊岡市 5140001056031
株式会社ａｒｋ 兵庫県 加古川市 9140001114859
有限会社ツノダ商事 兵庫県 西脇市 2140002061792
株式会社Ｅｄｗａｒｄ’ｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 兵庫県 宝塚市 2140001092475
株式会社ＣＥＮＡ　ＲＯＴＯＮＤＡ 兵庫県 三田市 7140001111825
有限会社エムティーシステム 兵庫県 丹波市 4140002034730
関西釦株式会社 兵庫県 丹波市 3140001041010
農事組合法人丹波北御油アグリネット 兵庫県 丹波市 7140005022399
株式会社中野産業 兵庫県 丹波市 9140001041211
株式会社柏木商店 兵庫県 淡路市 7140001085061
伊藤農機株式会社 兵庫県 たつの市 3140001038279
株式会社ＹＤＫ 兵庫県 たつの市 6140001108731
株式会社梅田製作所 兵庫県 稲美町 4140001044490
株式会社福田組 兵庫県 稲美町 7140001044620
青柳 恵太 兵庫県
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足立 上治 兵庫県
石原 浩史 兵庫県
稲垣 良平 兵庫県
宇佐美 元章 兵庫県
柏木 康宏 兵庫県
北見 康 兵庫県
楠野 真美 兵庫県
小塩 明 兵庫県
白川 孫大 兵庫県
田宮 健司 兵庫県
中川 純一 兵庫県
中作 吉宏 兵庫県
秀 有剛 兵庫県
平沼 丈司 兵庫県
藤村 卓也 兵庫県
古田 幸央 兵庫県
桝谷 俊雄 兵庫県
森 康有 兵庫県
柳瀬 宏昭 兵庫県
𠮷田 穰次 兵庫県
株式会社アーキネット 奈良県 奈良市 8150001000027
株式会社平城設備 奈良県 奈良市 4150001018758
社会福祉法人共生福祉会 奈良県 天理市 1150005003651
中島寝具株式会社 奈良県 橿原市 9150001010792
五條酒造株式会社 奈良県 五條市 9150001015461
株式会社ムラタ漢方 奈良県 葛城市 5150001013535
芳村酒造株式会社 奈良県 宇陀市 4150001009831
株式会社サンプラス 奈良県 斑鳩町 7150001019134
株式会社丸産業 奈良県 吉野町 6150001015803
三栄自動車有限会社 奈良県 大淀町 8150002011205
池上 義孝 奈良県
髙岡 義典 奈良県
西脇 伸吉 奈良県
濱崎 真悟 奈良県
センターアップ株式会社 和歌山県 和歌山市 5170001014052
株式会社ナルセ 和歌山県 和歌山市 2170001002423
医療法人玄竜会 和歌山県 田辺市 3170005003490
株式会社Ｒｅｍａｋｅｓ 和歌山県 新宮市 9170001011921
粉河ガス株式会社 和歌山県 紀の川市 1170001008074
株式会社タカノ建設 和歌山県 岩出市 8170002008050
株式会社旭屋 和歌山県 日高川町 3170001010326
有限会社串本儀平 和歌山県 串本町 7170002011674
鵜島 信二 和歌山県
谷口 昴 和歌山県
津村 佑規 和歌山県
野久保 憲彰 和歌山県
藤原 巧 和歌山県
古久保 康司 和歌山県
株式会社田村紙店 鳥取県 鳥取市 1270001000418
一般財団法人鳥取県サッカー協会 鳥取県 鳥取市 9270005002634
鳥取電業株式会社 鳥取県 鳥取市 7270001000932
株式会社ケイテック 鳥取県 米子市 8270001006045
株式会社ひまわり企画 鳥取県 倉吉市 9270001005450
有限会社戸田油店 鳥取県 境港市 8270002007851
中野 貴章 鳥取県
富士ネット株式会社 島根県 松江市 5280001007895
有限会社松江皆美館 島根県 松江市 7280002002150
株式会社マルクオート企画 島根県 松江市 4280001007260
有限会社浜崎直祐商店 島根県 浜田市 6280002008850
有限会社カワシマ 島根県 出雲市 6280002005369
有限会社ナガサコ印刷 島根県 出雲市 9280002005795
株式会社益田原木市場 島根県 益田市 8280001005161
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有限会社伊達建設 島根県 雲南市 3280002011411
足立 昌俊 島根県
水原 起人 島根県
株式会社エイシン 岡山県 岡山市 7260001000710
株式会社Ａ‐ＬＯＧＩ 岡山県 岡山市 3260001022270
株式会社ＳＫＣ 岡山県 岡山市 1260001025085
一般社団法人岡山県建築士会 岡山県 岡山市 2260005000059
ぐりんらいふ株式会社 岡山県 岡山市 4260001002239
株式会社西大寺グランドホテル 岡山県 岡山市 8260001010221
有限会社酒の筒井屋 岡山県 岡山市 6260002004315
大平建設株式会社 岡山県 岡山市 7260001004001
株式会社ＴＲＹ　ＨＯＯＰ 岡山県 岡山市 6260001026566
有限会社ナンビモータース 岡山県 岡山市 4260002007344
日昭印刷株式会社 岡山県 岡山市 5260001005232
株式会社フレッシュミート 岡山県 岡山市 5260001034958
有限会社近藤鉄工所 岡山県 倉敷市 7260002018124
株式会社三弘道 岡山県 倉敷市 4260001027434
須磨商事株式会社 岡山県 倉敷市 9260001013719
株式会社タツシン 岡山県 倉敷市 3260001014004
株式会社ビリーブ 岡山県 倉敷市 8260001016722
株式会社ベテイスミス 岡山県 倉敷市 2260001014698
有限会社富士金物製作所 岡山県 津山市 5260002029288
株式会社魚好人 岡山県 笠岡市 2260001026495
株式会社コンパス 岡山県 総社市 3260001028152
ポバールメンテナンス株式会社 岡山県 総社市 4260001016040
有限会社永井電機 岡山県 備前市 9260002031876
有限会社土方商店 岡山県 備前市 5260002032176
株式会社かんばら建設クリエイト 岡山県 瀬戸内市 4260001025611
恵比寿有限会社 岡山県 赤磐市 6260002011385
株式会社日住 岡山県 浅口市 7260001017993
有限会社徳永時計店 岡山県 和気町 9260002031091
亀甲運送有限会社 岡山県 美咲町 5260002028067
金海 雅幸 岡山県
高塚 俊治 岡山県
谷合 信次 岡山県
株式会社エフ・シー・エス 広島県 広島市 1240001015922
河岡食品有限会社 広島県 広島市 3240002004154
株式会社佐久間酒店 広島県 広島市 2240001004032
株式会社サンヨー 広島県 広島市 8240001003689
株式会社新藤栄商店 広島県 広島市 7240001004663
株式会社太陽 広島県 広島市 8240001006130
有限会社たけうち 広島県 広島市 6240002009571
有限会社タスク事務代行 広島県 広島市 1240002009865
株式会社富田塗料店 広島県 広島市 4240001007693
株式会社ブオーノプラス 広島県 広島市 6240002013763
株式会社府中テンパール 広島県 広島市 3240001010467
正充産業有限会社 広島県 広島市 1240002008677
丸八有限会社 広島県 広島市 3240002020606
有限会社アルファ 広島県 呉市 2240002032016
呉乾物株式会社 広島県 呉市 7240001025734
株式会社芝岡産業 広島県 呉市 3240001025993
松栄産業株式会社 広島県 呉市 6240001025974
株式会社柳生 広島県 呉市 8240001026665
有限会社藤本自動車 広島県 三原市 3240002053597
株式会社尾道柿園 広島県 尾道市 6240001049346
瀬戸田給食センター有限会社 広島県 尾道市 1240002052411
株式会社オフィスアール 広島県 福山市 3240001050331
株式会社小山オフセット印刷所 広島県 福山市 9240001030641
ティーティーケー・タナカテープ株式会社 広島県 福山市 7240001029644
株式会社ハクスイ 広島県 福山市 9240001031672
廣島織染協同組合 広島県 福山市 8240005007661
株式会社藤水産 広島県 福山市 8240001035344
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有限会社良邊建設 広島県 福山市 3240002045652
ときわ株式会社 広島県 三次市 7240001052547
株式会社岡ガラス工業 広島県 大竹市 4240001028418
飯田運送株式会社 広島県 廿日市市 4240001028566
株式会社デント・ワーカー 広島県 廿日市市 7240001028860
株式会社やまだ屋 広島県 廿日市市 4240001028260
有限会社殿林 広島県 安芸高田市 7240002031343
有限会社長松電気工事 広島県 坂町 3240002048440
馬屋原 雄太 広島県
大西 聡 広島県
川口 勝則 広島県
實川 浩治 広島県
藤井 良太 広島県
株式会社ＥＭＩ 山口県 下関市 6250001018176
株式会社ＥＭＩ　ＮＯＲＴＨ 山口県 下関市 5250001018177
有限会社ウエダコンタクト 山口県 下関市 8250002008265
有限会社澄川建具製作所 山口県 下関市 1250002009583
株式会社大東船舶電業舎 山口県 下関市 3250001005821
日新商事株式会社 山口県 下関市 8250001007202
宇部資源リサイクル協同組合 山口県 宇部市 8250005005004
有限会社窪田建築アトリエ 山口県 岩国市 5250002018787
株式会社東陽エンジニアリング 山口県 周南市 8250001010008
長広グリーンサービス株式会社 山口県 周南市 1250001018081
株式会社瀬戸内ジャムズガーデン 山口県 周防大島町 4250001013071
亀山 恒明 山口県
長澤 太郎 山口県
中務 隆 山口県
株式会社こんどう 徳島県 徳島市 5480001000673
株式会社水谷産業 徳島県 徳島市 5480001002439
株式会社リッシドー 徳島県 徳島市 6480001002834
ロイヤルウィン株式会社 徳島県 徳島市 1480001003721
ＴＫコーポレーション有限会社 徳島県 三好市 5480002015596
一森運送株式会社 徳島県 松茂町 6480001005242
島田 晋三 徳島県
細川 哲博 徳島県
株式会社アーク・インシュアランス 香川県 高松市 2470001013084
株式会社ｅｔｏｗａ 香川県 高松市 5470001018477
合同会社オフィス京 香川県 高松市 1470003001848
株式会社合田不動産 香川県 高松市 6470001001449
株式会社四国鉱山機器 香川県 高松市 9470001001818
医療法人社団しん治歯科医院 香川県 高松市 2470005000525
株式会社ＬｉＤｅＳｕ 香川県 高松市 4470001018073
株式会社サニースタッフ 香川県 坂出市 7470001014391
合同会社ＳＯＲＡＴＯ 香川県 坂出市 9470003001849
有限会社西條種苗園 香川県 さぬき市 3470002017637
有限会社川西電機 香川県 三豊市 6470002016594
株式会社多田物流 香川県 三豊市 3470001010741
株式會社岡會計事務所 香川県 土庄町 1470001012129
株式会社共栄食糧 香川県 土庄町 8470001012139
黒木 恵輔 香川県
長町 富夫 香川県
山口 正人 香川県
山本 飛鳥 香川県
株式会社石丸商事 愛媛県 松山市 1500001006119
有限会社川商 愛媛県 松山市 4500002010380
株式会社遊旬 愛媛県 松山市 3500001016628
有限会社　マリンオアゾ 愛媛県 今治市 9500002020128
株式会社アポリード 愛媛県 八幡浜市 4500001023061
株式会社三代目みかん職人 愛媛県 八幡浜市 9500001020987
有限会社オートショップフジタ 愛媛県 新居浜市 4500002016254
加藤塗装工業株式会社 愛媛県 新居浜市 5500001009761
株式会社三ツ星綜合不動産 愛媛県 新居浜市 7500001013720

24 / 29 ページ



2022年8月25日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

株式会社三和精工 愛媛県 西条市 4500001010654
有限会社日野自動車 愛媛県 西条市 3500002015199
株式会社相中組 愛媛県 伊予市 9500001004676
城山製紙株式会社 愛媛県 四国中央市 2500001014665
河北 貫次郎 愛媛県
佐伯 拓雄 愛媛県
篠原 一将 愛媛県
株式会社アメニティコーポレーション 高知県 高知市 4490001000079
株式会社アルペジオ楽器 高知県 高知市 8490001003796
株式会社エムジーエム 高知県 高知市 7490001009885
株式会社四国健商 高知県 高知市 6490001000795
株式会社松村農園 高知県 高知市 7490001002320
有限会社ハシダ電業 高知県 土佐市 8490002010247
有限会社桑田山温泉 高知県 須崎市 8490002010528
一般社団法人馬路温泉運営協会 高知県 馬路村 3490005006767
高知酒造株式会社 高知県 いの町 1490001005535
有限会社西田木材 高知県 佐川町 7490002009991
有田 佳史 高知県
有限会社ウィングブレイズ 福岡県 北九州市 3290802011997
株式会社加治屋工務店 福岡県 北九州市 4290801023365
有限会社香月モータース 福岡県 北九州市 7290802013718
株式会社クルズ 福岡県 北九州市 6290801007548
有限会社佐藤運送 福岡県 北九州市 1290802011289
賃貸プロデュース株式会社 福岡県 北九州市 3290801007369
有限会社増田金物 福岡県 北九州市 9290802005928
株式会社ミライラボ 福岡県 北九州市 6290801022803
株式会社ミラモ 福岡県 北九州市 7290801007547
株式会社ロコ 福岡県 北九州市 6290801027232
ＲＦＩ株式会社 福岡県 福岡市 9290001073099
青木食産株式会社 福岡県 福岡市 8290001005920
株式会社ＡＸＩＡＴＥ 福岡県 福岡市 8290001082183
株式会社アンド・シー 福岡県 福岡市 2290001006098
エース株式会社 福岡県 福岡市 7290001074306
株式会社Ｍ＆ホールディングス 福岡県 福岡市 9290001094707
有限会社オスカー・コミュニケーション 福岡県 福岡市 8290002026404
株式会社花織 福岡県 福岡市 2290001023639
九州第一税理士法人 福岡県 福岡市 7290005013367
九州ビル興業株式会社 福岡県 福岡市 3290001012574
共和技研株式会社 福岡県 福岡市 7290001012777
株式会社ｃａｕｄｅｘ 福岡県 福岡市 7290001088685
株式会社５６フーズ・コーポレーション 福岡県 福岡市 6120001173001
児島段ボール株式会社 福岡県 福岡市 5290001013158
株式会社Ｇ－ｏｎｅ 福岡県 福岡市 7290002022164
ジェイ・コスモ株式会社 福岡県 福岡市 7290001028856
株式会社Ｊ　Ｐｒｏｊｅｃｔ 福岡県 福岡市 6290001083877
株式会社シオキ 福岡県 福岡市 5290001000263
親栄電業株式会社 福岡県 福岡市 5290001013612
株式会社田辺木材ホーム 福岡県 福岡市 2290001062075
ＷＥＩ商事株式会社 福岡県 福岡市 3290001079548
タモツ電設株式会社 福岡県 福岡市 6290001085394
株式会社暖家 福岡県 福岡市 8290001059776
株式会社ＣＨＡＭＢＥＲＳ 福岡県 福岡市 4290001085355
株式会社ツバメガスフロンティア 福岡県 福岡市 1290001008228
デーツオアシス合同会社 福岡県 福岡市 8290003007378
東林貿易株式会社 福岡県 福岡市 6290001067062
有限会社富永産業ビル 福岡県 福岡市 1290002016519
なぎの木フードサービス株式会社 福岡県 福岡市 9290001034324
株式会社２０２不動産 福岡県 福岡市 6290001052139
株式会社西宣 福岡県 福岡市 3290001000439
株式会社Ｈｉｂｉｋｉ 福岡県 福岡市 1290001087313
株式会社ヒューマンライフ 福岡県 福岡市 4290001009867
株式会社フィンボイス 福岡県 福岡市 8290001082539
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一般財団法人福岡県消防設備安全協会 福岡県 福岡市 1290005001071
フジメン株式会社 福岡県 福岡市 8290001016414
株式会社プライム 福岡県 福岡市 3290001024891
プライム自動車工業株式会社 福岡県 福岡市 8290001065857
株式会社プライム福岡 福岡県 福岡市 6290001023313
株式会社勉強屋 福岡県 福岡市 5290001005709
株式会社マークス 福岡県 福岡市 6290001043641
株式会社松下商店 福岡県 福岡市 9290001016685
有限会社森商事 福岡県 福岡市 1290002021972
株式会社ユースフル 福岡県 福岡市 1290001030660
株式会社ユニバーサルエージェント 福岡県 福岡市 1290001067323
株式会社ＲＩＶＩＥＲＡ 福岡県 福岡市 1430001079626
株式会社リノプロテック 福岡県 福岡市 3290001014645
ＲＯＳＥ　ＨＩＰ株式会社 福岡県 福岡市 9290001058232
株式会社和銀工舎 福岡県 福岡市 5290001034617
医療法人Ａｇｒｅｅ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｏｆｆｉｃｅ 福岡県 大牟田市 4290005012933
一般社団法人ウェルフェア協会 福岡県 大牟田市 5290005014879
一般社団法人リード 福岡県 大牟田市 8290005015577
株式会社コスモファーム野口 福岡県 久留米市 1290001083725
飯塚ゴム工業株式会社 福岡県 飯塚市 7290001045348
筑豊製菓株式会社 福岡県 飯塚市 5290001045523
平田商販株式会社 福岡県 大川市 6290001075296
有限会社平和リサイクル産業 福岡県 行橋市 4290802023604
株式会社井口タタミフスマ店 福岡県 春日市 2290001041731
株式会社ｇｌｏｗ 福岡県 春日市 9290001085227
株式会社オカショー 福岡県 大野城市 8290001088081
有限会社コスモグリーン 福岡県 大野城市 5290002042602
株式会社博多製麺処 福岡県 大野城市 1290001077058
株式会社ライフネクスト 福岡県 大野城市 3290001066892
株式会社松屋 福岡県 太宰府市 5290001041167
グローバルマテリアルズエンジニアリング株式会社 福岡県 古賀市 2290001038892
株式会社ユニス仲道電器 福岡県 古賀市 6290001036430
有限会社小川電機設備 福岡県 朝倉市 4290002043452
株式会社トキメクデザイン 福岡県 糸島市 8290001089187
株式会社ＳＡＫＵＲＡ 福岡県 那珂川市 9290001062135
淵山産業株式会社 福岡県 須恵町 6290001072384
株式会社イロトリドリ 福岡県 岡垣町 2290801025710
山形産業有限会社 福岡県 岡垣町 8290802016752
株式会社山形種鶏場 福岡県 岡垣町 3290801011172
有限会社岩崎薬局 福岡県 香春町 9290802024853
一般社団法人Ｉｃｈｉｊｏ 福岡県 福智町 7290005017442
池田 あかね 福岡県
石井 英朋 福岡県
出光 麻友美 福岡県
岩下 隼人 福岡県
大木 和彦 福岡県
緒方 利信 福岡県
岡本 勇樹 福岡県
加藤 明彦 福岡県
河瀬 洋輔 福岡県
小宮 邦彦 福岡県
下坂 和登 福岡県
下條 正之 福岡県
高田 朋子 福岡県
田口 正章 福岡県
竹田 和典 福岡県
藤 勝裕 福岡県
中村 尚志 福岡県
仁田原 達也 福岡県
福田 保之 福岡県
藤田 康 福岡県
星本 健太 福岡県
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溝田 優一朗 福岡県
森 麻菜美 福岡県
矢野 都加紗 福岡県
合同会社えん 佐賀県 佐賀市 1300003001377
キュブリエジャパン株式会社 佐賀県 佐賀市 5300001011341
社会福祉法人　こころの故郷 佐賀県 佐賀市 7300005002731
株式会社佐賀丸美屋 佐賀県 佐賀市 5300001003751
有限会社高木瀬タイヤ 佐賀県 佐賀市 4300002000897
株式会社フューチャー 佐賀県 佐賀市 4300001011887
東島電気工事株式会社 佐賀県 唐津市 1300001007310
株式会社Ｙ．Ｋカンパニー 佐賀県 唐津市 9300001008219
有限会社誠心薬品 佐賀県 鳥栖市 8300002009646
大和プロパン株式会社 佐賀県 伊万里市 4300001005575
有限会社扇屋 佐賀県 武雄市 9300002005842
株式会社清川 佐賀県 鹿島市 6300001004914
株式会社藤永電設 佐賀県 鹿島市 3300001010064
株式会社リースワン 佐賀県 鹿島市 2300002006946
有限会社大園建設 佐賀県 小城市 5300002004286
株式会社東馬 佐賀県 神埼市 5300001003248
株式会社原組 佐賀県 みやき町 9300001006552
有限会社フジクラ 佐賀県 みやき町 1300002009198
有限会社マキハラ 佐賀県 玄海町 9300002010999
株式会社アルナ薬局 佐賀県 太良町 4300001005170
足立 深江 佐賀県
アーティカル合同会社 長崎県 長崎市 9310003003010
株式会社稲佐山観光ホテル 長崎県 長崎市 1310001000198
ＡＩＨＳ有限会社 長崎県 長崎市 5310002008708
オノウエ株式会社 長崎県 長崎市 3310001000320
株式会社匠シーボルト 長崎県 長崎市 1310001004422
長崎花き園芸農業協同組合 長崎県 長崎市 4310005000976
有限会社ネコス長崎 長崎県 長崎市 5310002004236
ひまわり総合株式会社 長崎県 長崎市 5310001016315
福仁貿易株式会社 長崎県 長崎市 9310001003929
協和商工株式会社 長崎県 佐世保市 4310001005310
株式会社ＮＲマネジメント 長崎県 諫早市 6310001015233
タイゲン株式会社 長崎県 諫早市 3310001012588
株式会社ミナミハラＬＥＤ 長崎県 諫早市 3310001017199
合同会社海星 長崎県 平戸市 2310003003231
一般社団法人対馬観光物産協会 長崎県 対馬市 1310005007561
株式会社グリーンメイク 長崎県 西海市 5310001007074
株式会社藤﨑工業 長崎県 西海市 1310001016442
株式会社マルトク 長崎県 雲仙市 4310001008627
医療法人九州惠会 長崎県 南島原市 5310005005405
株式会社喜代屋 長崎県 南島原市 9310001011320
有限会社西海園芸 長崎県 波佐見町 1310002012382
浅野 慎太郎 長崎県
久保 晃 長崎県
高村 結花 長崎県
竹下 憲一 長崎県
田中 点 長崎県
松隈 仁哉 長崎県
松下 良三 長崎県
株式会社峰寿司 熊本県 熊本市 5330001004532
株式会社ユニバーサリー 熊本県 熊本市 5330001024737
株式会社人吉新聞社 熊本県 人吉市 1330001015970
株式会社若新 熊本県 荒尾市 5330001012642
有限会社喜多川商会 熊本県 菊池市 4330002018103
医療法人社団徳治会 熊本県 宇城市 4330005005362
株式会社阿蘇ファーム 熊本県 阿蘇市 9330001012589
肥後環境株式会社 熊本県 多良木町 1330001016143
鯵川 正和 熊本県
今崎 佳昭 熊本県
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佐藤 香織 熊本県
冨永 安裕 熊本県
中村 龍也 熊本県
林田 知春 熊本県
有限会社一生工務店 大分県 大分市 5320002000960
有限会社今村化学工業白蟻研究所 大分県 大分市 3320002001036
株式会社九州グリーンサービス 大分県 大分市 4320001000871
株式会社慶成建設工業 大分県 大分市 1320001014809
株式会社ケープラス 大分県 大分市 4320001017775
株式会社コスモテック 大分県 大分市 1320001001121
有限会社シュトウ建築 大分県 大分市 8320002009685
株式会社ネオマルス 大分県 大分市 1320001002202
株式会社城島高原オペレーションズ 大分県 別府市 9320001011575
株式会社原田建設 大分県 中津市 5320001010928
有限会社高瀬工業 大分県 日田市 5320002019217
株式会社増田建築 大分県 日田市 8320001016484
大分プラント工業株式会社 大分県 佐伯市 4320001008881
有限会社高橋板金 大分県 佐伯市 4320002017618
農事組合法人大分県豊のしゃも生産者協議会 大分県 豊後大野市 1320005009053
株式会社小畑組 大分県 由布市 1320001004479
有限会社　下谷商店 大分県 由布市 9320002010114
有限会社米田整備 大分県 日出町 5320002016016
髙橋 仁 大分県
久恒 仁人 大分県
エルム宮崎株式会社 宮崎県 宮崎市 4350001013747
有限会社東洋堂薬局 宮崎県 宮崎市 1350002003147
株式会社パームス企画 宮崎県 宮崎市 8350001001392
株式会社はまゆう 宮崎県 宮崎市 6350001004851
株式会社宮崎島田青果 宮崎県 宮崎市 7350001005007
もりしげ塗料㈱ 宮崎県 宮崎市 9350001002092
株式会社ワン・ステップ 宮崎県 宮崎市 9350001009286
サンキョウ紙工株式会社 宮崎県 日南市 6350001009438
株式会社タチカワハウジングセンター 宮崎県 川南町 1350001015184
一般社団法人ウッドピア諸塚 宮崎県 諸塚村 5350005005335
伊藤 寛人 宮崎県
上田 紘司 宮崎県
田坂 由美子 宮崎県
本多 貴幸 宮崎県
アルファテック株式会社 鹿児島県 鹿児島市 1340001000377
有限会社鹿児島断熱 鹿児島県 鹿児島市 6340002002946
霧島観光交通株式会社 鹿児島県 鹿児島市 1340001001383
株式会社晃栄住宅 鹿児島県 鹿児島市 5340001001594
図南工業株式会社 鹿児島県 鹿児島市 8340001002986
株式会社豊永不動産 鹿児島県 鹿児島市 6340001013721
株式会社ナカミチハウス 鹿児島県 鹿児島市 5340001009547
有限会社南州メディカル 鹿児島県 鹿児島市 6340002012615
株式会社ニュー西野ビル 鹿児島県 鹿児島市 3340001003444
マルタカ物産株式会社 鹿児島県 鹿児島市 8340001004025
有限会社恵義肢製作所 鹿児島県 鹿児島市 8340002011152
有限会社ジン 鹿児島県 鹿屋市 8340002025615
株式会社外前田電機 鹿児島県 曽於市 5340001023787
有限会社南九州メッシュ 鹿児島県 いちき串木野市 8340002018049
有限会社鹿児島開発土木 鹿児島県 南さつま市 4340002024075
有限会社うえはら電器 鹿児島県 志布志市 1340002027601
一般社団法人奄美群島観光物産協会 鹿児島県 奄美市 6340005007678
有限会社寿司割烹浪花 鹿児島県 大崎町 6340002027811
有限会社カネヤマ 鹿児島県 錦江町 4340002025239
石神 吉成 鹿児島県
岩下 美佐子 鹿児島県
株式会社ｅｍ 沖縄県 那覇市 2360001015422
株式会社沖縄テレビ開発 沖縄県 那覇市 2360001000440
株式会社キャビネットフィールド 沖縄県 那覇市 5360001027761
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合資会社新興自動車商会 沖縄県 那覇市 4360003000610
株式会社シンライズ 沖縄県 那覇市 1360001025629
株式会社タイラ 沖縄県 那覇市 5360001001353
バークレイ株式会社 沖縄県 那覇市 7360001009089
合同会社ホット企画 沖縄県 那覇市 2360003008151
株式会社ワラビガミ 沖縄県 那覇市 6360001024056
合同会社ｌｕｌｌａｂｙｓ 沖縄県 宜野湾市 8360003007560
株式会社エフエーおきなわ 沖縄県 浦添市 2360001021255
有限会社大翔 沖縄県 浦添市 9360002019309
ヂーゼル機器沖縄株式会社 沖縄県 浦添市 5360001009941
有限会社土産品店あさと 沖縄県 浦添市 6360002017265
株式会社山栄興業 沖縄県 名護市 2360001012361
有限会社梯梧 沖縄県 糸満市 9360002009227
株式会社innsamannsa 沖縄県 沖縄市 1360001028458
株式会社翁オート 沖縄県 豊見城市 7360001028403
株式会社平仲 沖縄県 豊見城市 7360001001839
株式会社タバタ 沖縄県 うるま市 5360001007706
株式会社スワロー 沖縄県 南城市 2360001008293
有限会社宙吹ガラス工房虹 沖縄県 読谷村 5360002017456
ＬｉｆｅＬｕｌｕ株式会社 沖縄県 読谷村 4360001022094
金秀商事株式会社 沖縄県 西原町 5360001004315
有限会社気流 沖縄県 八重瀬町 6360002007167
有限会社光伸 沖縄県 八重瀬町 9360002013963
西表島交通株式会社 沖縄県 竹富町 2360001013046
浦川 誠治 沖縄県
渡嘉敷 悟 沖縄県
羽地 朝秀 沖縄県
福山 裕大 沖縄県
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