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株式会社ＲＳＫ札幌 北海道 札幌市 6430001077542
有限会社丸長そば店 北海道 札幌市 9430002025860
合同会社慶北 北海道 札幌市 9430003012866
株式会社サチミル 北海道 札幌市 6430001083771
株式会社札幌大成 北海道 札幌市 8430001052378
主治医のような社会保険労務士法人 北海道 札幌市 4430005012679
株式会社ＪＩＮＺＡＩ 北海道 札幌市 7430001043329
有限会社センス 北海道 札幌市 6430002032678
株式会社第一寶亭留 北海道 札幌市 8430001024154
株式会社ダイホク 北海道 札幌市 6430001009578
株式会社高橋健康研究所 北海道 札幌市 1430001046171
株式会社獅子豆 北海道 旭川市 9450001011158
株式会社谷脇組 北海道 旭川市 6450001002069
Ｔ．ＤＥＶＥＬＡＴＩＯＮ株式会社 北海道 釧路市 8460001004698
大谷ボデー工業有限会社 北海道 北見市 6460302000258
きん栄株式会社 北海道 苫小牧市 8030001113303
株式会社井口ガラスサツシ工業 北海道 千歳市 5430001043413
株式会社エミアスファーマシーズ 北海道 北斗市 4440001008110
医療法人社団南川歯科医院 北海道 栗山町 1430005006907
有限会社占冠車輛 北海道 占冠村 4450002009338
株式会社谷組 北海道 下川町 4450001007400
医療法人社団生田医院 北海道 白老町 2430005009058
岩寺 匠介 北海道
山本 守 北海道
有限会社むらかみ 青森県 青森市 7420002002929
銀波有限会社 青森県 八戸市 6420002006732
第一会計税理士法人 青森県 八戸市 2420005007112
株式会社マルベリー 青森県 八戸市 4420001013376
小笠原 耕治 青森県
株式会社Ｈｉｃｙ 岩手県 盛岡市 4400001015077
北映商事株式会社 岩手県 盛岡市 5400001001415
花巻石油株式会社 岩手県 花巻市 7400001005471
株式会社横川目電業 岩手県 北上市 6400001006280
有限会社松勘商店 岩手県 一関市 3400502000636
岩手県産株式会社 岩手県 矢巾町 4400001003742
岩手県食料品水産加工業協同組合 岩手県 矢巾町 6400005002417
株式会社Ｌｕｎｏｎ 岩手県 矢巾町 2400001015087
高常自動車工業株式会社 岩手県 軽米町 4400001007826
千葉 雅人 岩手県
株式会社阿部工業 宮城県 仙台市 7370001045934
株式会社後藤 宮城県 仙台市 8370001008056
株式会社四国屋 宮城県 仙台市 9370001005218
株式会社住販システム 宮城県 仙台市 4370001000784
太陽運輸株式会社 宮城県 仙台市 3370001005487
マックスホーム株式会社 宮城県 仙台市 3370001009686
株式会社相輝 宮城県 石巻市 7370301003600
株式会社高松鉄工所 宮城県 石巻市 2370301000833
株式会社アドベント 宮城県 気仙沼市 3370501000946
特定非営利活動法人Ｃｌｏｕｄ　ＪＡＰＡＮ 宮城県 気仙沼市 9370005009074
株式会社モリキュウ 宮城県 岩沼市 7370802001128
有限会社耕佑 宮城県 栗原市 6370202004797
有限会社青砥米穀 宮城県 大崎市 2370202001435
医療法人千桜会 宮城県 大河原町 3370005009113
安藤 正明 宮城県
鈴木 徹 宮城県
守谷 智子 宮城県
ＮＳバイオジャパン株式会社 秋田県 横手市 4410001009004
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有限会社ニシキダイナー 秋田県 大館市 1410002010046
有限会社ニシキフーズ 秋田県 大館市 2410002008709
株式会社まるいち 秋田県 にかほ市 1410001005195
株式会社アスク 山形県 山形市 6390001000095
（有）アソウ・フードカンパニー 山形県 山形市 7390002006719
有限会社梅花堂 山形県 米沢市 2390002013273
株式会社山一酒販 山形県 米沢市 8390001010167
山戸漁業協同組合 山形県 鶴岡市 8390005004140
荘内防災工業株式会社 山形県 酒田市 5390001006317
株式会社半澤鷄卵 山形県 天童市 2390002005691
東日部品工業株式会社 山形県 高畠町 5390001010418
齊藤 龍弘 山形県
株式会社ｚｅｒｏ　ｏｎｅ 福島県 福島市 3380001025006
株式会社Ｏｎｅ＆Ｏｎｌｙ 福島県 福島市 5380001003851
株式会社大関 福島県 郡山市 8380001004731
有限会社輝 福島県 郡山市 3380002014577
株式会社トーケンリース 福島県 いわき市 9380001013426
株式会社アーバン 福島県 白河市 8380001010085
有限会社河原組 福島県 川内村 3380002029922
株式会社マツバヤ 福島県 浪江町 6380001016712
加山 奈穂子 福島県
株式会社Ｊ＆Ｃ 茨城県 水戸市 7050001019821
フジタ株式会社 茨城県 水戸市 7050001002190
有限会社アール交通 茨城県 日立市 4050002031745
株式会社タナカ 茨城県 土浦市 1050001010075
有限会社野澤鉄工 茨城県 古河市 3050002024188
株式会社アヴァンツァーレ 茨城県 常総市 7050001033013
株式会社アシスト 茨城県 常総市 3050001029337
ケーエスエンジニアリング株式会社 茨城県 高萩市 4030001029866
株式会社山中屋 茨城県 取手市 5050001027660
医療法人社団亜公会 茨城県 牛久市 2050005012091
医療法人櫻坂 茨城県 つくば市 3050005010953
株式会社ふしちゃん 茨城県 つくば市 5050001045349
有限会社フォレスト治療院 茨城県 ひたちなか市 2050002009677
有限会社ひさご亭 茨城県 守谷市 8050002038522
木内酒造株式会社 茨城県 那珂市 1050001004647
メモリーテックつくば株式会社 茨城県 筑西市 8050001050379
波崎中央メディカル株式会社 茨城県 神栖市 9050001021107
株式会社の助 茨城県 阿見町 2050001037720
市川 浩道 茨城県
鈴木 清治 茨城県
横濱 明 茨城県
株式会社楯建設 栃木県 足利市 5060001018849
合資会社中田農機具店 栃木県 栃木市 5060003001002
株式会社エイム・クラージ 栃木県 日光市 1060001025584
有限会社ゆの香 栃木県 日光市 7060002015926
株式会社ホテル花月 栃木県 大田原市 5060001013726
株式会社多田電工 栃木県 下野市 4060001015062
本島 博久 栃木県
井上ビニール株式会社 群馬県 前橋市 4070001000328
株式会社清友 群馬県 前橋市 9070001003631
社会福祉法人すてっぷ 群馬県 前橋市 5070005001164
ＹｏＲｏＺｕＹａ株式会社 群馬県 前橋市 8070001038034
ワタビキミート株式会社 群馬県 前橋市 7070001003451
株式会社しまざき造園 群馬県 高崎市 3070001037040
正栄産業株式会社 群馬県 高崎市 2070001007234
株式会社みとわ 群馬県 桐生市 4070001016638
株式会社いちもん 群馬県 伊勢崎市 2220001023059
有限会社スタイル 群馬県 伊勢崎市 1070002021441
株式会社白石建設 群馬県 太田市 8070001019488
株式会社ブロードヒューマンネットワーク 群馬県 太田市 9070001021484
株式会社ＰＯＥＭ 群馬県 太田市 5070001027675
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社会福祉法人わかば会 群馬県 太田市 8070005005798
株式会社土田工務店 群馬県 渋川市 6070001017799
株式会社貫井商事 群馬県 渋川市 9070001025782
株式会社ＬＵＣ 群馬県 安中市 7070001010134
根本運送株式会社 群馬県 みどり市 6070001016421
株式会社山木館 群馬県 長野原町 3070001028650
ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ合同会社 群馬県 みなかみ町 4070003003155
株式会社金澤住興 群馬県 玉村町 1070001026350
トネリサイクルシステム株式会社 群馬県 大泉町 3070001020500
本田建設株式会社 群馬県 大泉町 2070001020138
有限会社本田不動産 群馬県 大泉町 7070002030916
小渕 寛之 群馬県
狩野 昌紀 群馬県
久保庭 正好 群馬県
小宮 龍太郎 群馬県
七海 隼 群馬県
堀口 環 群馬県
町田 勝彦 群馬県
株式会社越光商店 埼玉県 さいたま市 4030001013390
株式会社金久保製作所 埼玉県 さいたま市 8030001017792
ケータリングサービス株式会社 埼玉県 さいたま市 5030001012152
原田商事株式会社 埼玉県 さいたま市 5030001006872
有限会社和浦 埼玉県 さいたま市 7030002016902
合同会社浜骨 埼玉県 川越市 4030003002937
株式会社三澤屋建設 埼玉県 川越市 8030001055644
有限会社大島商事 埼玉県 川口市 6030002101135
ソウシア商事株式会社 埼玉県 川口市 6050003002215
鈑源株式会社 埼玉県 川口市 8030001113583
山伸マテリアル株式会社 埼玉県 川口市 7030001075123
株式会社コーニー 埼玉県 加須市 6030001112190
有限会社滝沢化成 埼玉県 鴻巣市 9030002083833
税理士法人武田事務所 埼玉県 深谷市 3030005013529
嘉和国際株式会社 埼玉県 草加市 3030001116319
有限会社斎藤商店 埼玉県 越谷市 4030002086114
株式会社機電テクノス 埼玉県 入間市 3030001026864
株式会社ＡＮコーポレーション 埼玉県 朝霞市 2030001124735
株式会社アーク教育社 埼玉県 志木市 8030001101381
株式会社オリオン 埼玉県 和光市 9030001046642
埼玉エコロジー株式会社 埼玉県 久喜市 7030001031976
学校法人柳瀬学園 埼玉県 北本市 8030005009745
株式会社Ｍ・Ｐ・Ｔ 埼玉県 三郷市 9030001038788
有限会社オートストーン 埼玉県 三郷市 2030002048553
有限会社健カンパニー 埼玉県 宮代町 6030002069686
社会福祉法人ゆたか会 埼玉県 松伏町 1030005010494
赤羽 哲郎 埼玉県
坂本 悦子 埼玉県
千葉 勇輝 埼玉県
利根川 眞一 埼玉県
肥田野 敏明 埼玉県
平間 企良 埼玉県
深田 義光 埼玉県
株式会社エルドラード 千葉県 千葉市 6040001001079
ハッコー食品株式会社 千葉県 千葉市 6040001006177
有限会社滑川自動車 千葉県 銚子市 2040002085835
有限会社里見商店 千葉県 市川市 4040002034261
株式会社シュガーシャック 千葉県 船橋市 9040001024234
株式会社関川総建 千葉県 船橋市 4040001116507
武田不動産株式会社 千葉県 船橋市 2040001019182
株式会社リフレクト 千葉県 船橋市 7040001100359
有限会社マルニ工業 千葉県 木更津市 8040002067778
株式会社スプリンググリーン 千葉県 松戸市 2040001041285
株式会社ケミテック 千葉県 野田市 8011801024220
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株式会社ＲＩＳＥ 千葉県 茂原市 3040001090182
有限会社おかげさま農場 千葉県 成田市 3040002059623
潮風合同会社 千葉県 習志野市 5040003015656
株式会社ＸＸＩｓｔｅｅｚ 千葉県 柏市 4040001116837
株式会社Ｃｌｏｖｅｒ　Ｌｉｆｅ 千葉県 柏市 7040001105127
株式会社ＫＥＮ－ＬＯＣＫ 千葉県 柏市 1040001070236
有限会社ハリマ 千葉県 鴨川市 5040002101011
有限会社双葉 千葉県 鎌ケ谷市 6040002038418
一般財団法人みらい福祉財団 千葉県 印西市 1040005020906
有限会社運盈商事 千葉県 富里市 4040002058624
株式会社小見川自動車整備センター 千葉県 香取市 3040001063915
有限会社本間塗装工業 千葉県 香取市 1040002087642
有限会社サンアール 千葉県 山武市 4040002080000
サーフユナイテッド株式会社 千葉県 いすみ市 2040001075325
松嵜 純一 千葉県
株式会社アクシス 東京都 千代田区 8010001009668
株式会社アルファブレーン 東京都 千代田区 3020001032541
株式会社安研 東京都 千代田区 5010001009027
ＮＨＰソリューション株式会社 東京都 千代田区 3010801025976
株式会社髪書房 東京都 千代田区 9010401057662
株式会社カラーズ 東京都 千代田区 1030001098146
株式会社コンサルテイング・パートナーズ 東京都 千代田区 2080101020409
株式会社サン・ダイニング 東京都 千代田区 5010401081930
株式会社三燿 東京都 千代田区 9010001017257
株式会社新聞総合社 東京都 千代田区 7010001018356
株式会社そらいろ 東京都 千代田区 5010501036157
株式会社大黒 東京都 千代田区 5010001191782
中銀投資顧問株式会社 東京都 千代田区 8010001137147
株式会社テクノ経営総合研究所 東京都 千代田区 7010001072816
一般社団法人日本テレワーク協会 東京都 千代田区 9010005004037
社会福祉法人日本保育協会 東京都 千代田区 1011005000652
日本用品株式会社 東京都 千代田区 7010001033917
株式会社福祉会計サービスセンター 東京都 千代田区 3010001027889
株式会社プレジデント社 東京都 千代田区 8010001072492
明行株式会社 東京都 千代田区 7010001197118
株式会社有斐閣 東京都 千代田区 8010001031300
リアシス株式会社 東京都 千代田区 9010001184246
株式会社龍名館 東京都 千代田区 4010001031989
ＹＳＹＳ株式会社 東京都 千代田区 6010001200022
アルゴジェーシー株式会社 東京都 中央区 8013301032059
有限会社ＨＤＫｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 東京都 中央区 5010002040708
株式会社オールプラス 東京都 中央区 3011001128396
株式会社グランドデザイン 東京都 中央区 7010001125375
合同会社グランフェスタ 東京都 中央区 4010003018662
株式会社クリナム 東京都 中央区 2010001062854
有限会社原色藝術 東京都 中央区 4010002046103
株式会社スエオカ・ハーベスト 東京都 中央区 8010001047577
株式会社千葉パブリツクゴルフコース 東京都 中央区 2010001050371
株式会社ＤｏＬＡＢＯ 東京都 中央区 7010401143431
公益社団法人日本料理研究会 東京都 中央区 4010005004479
株式会社ｆｏｒ　ｇｏｄ 東京都 中央区 5010001141127
株式会社マザーズ 東京都 中央区 6010001088152
丸美株式会社 東京都 中央区 5010001163823
株式会社ｍｏｎａｄ 東京都 中央区 9430003007560
株式会社レアルエージェンシー 東京都 中央区 8011001072045
空き家活用株式会社 東京都 港区 5010001162395
株式会社大泉書店 東京都 港区 7011101003702
株式会社ガイアエデュケーション 東京都 港区 5010401100624
株式会社川翔プログレス 東京都 港区 9010401062159
株式会社コニタン 東京都 港区 1010401112111
株式会社ＳＨＩＰ　ＯＮＥ　ＣＲＥＡＴＥ 東京都 港区 4010401142931
株式会社ソフィアコミュニケーションズ 東京都 港区 4010401075974
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ＷＩ株式会社 東京都 港区 3180001122590
一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟 東京都 港区 8011105001726
株式会社Ｆａｓｔ　Ｂｅａｕｔｙ 東京都 港区 5010401113361
株式会社ミライアゴーゴー 東京都 港区 4020001135566
未来来来合同会社 東京都 港区 1040003017706
株式会社ＬＡＴＲＩＣＯ 東京都 港区 3010001212086
株式会社ＬＩＢＲＡ 東京都 港区 4010401138384
株式会社リョフィール 東京都 港区 3011503002677
株式会社ＹＫ 東京都 港区 6040001104195
株式会社アクロス・シティ 東京都 新宿区 9011301011503
有限会社インキャネ 東京都 新宿区 6011102019376
株式会社永明 東京都 新宿区 1011101002791
株式会社エヌテック 東京都 新宿区 8011101003230
株式会社オレンジブルー 東京都 新宿区 9011101046006
株式会社クレドインターナショナル 東京都 新宿区 6010001141407
株式会社ジャストプラン 東京都 新宿区 9010801016268
株式会社ＳＥＫＡＩＥ 東京都 新宿区 3011101079085
株式会社ソーサー 東京都 新宿区 3011201020601
東洋商事株式会社 東京都 新宿区 8011101066260
ネクステージ株式会社 東京都 新宿区 8011101042732
株式会社Fuertos 東京都 新宿区 5040001110525
株式会社マトリックス 東京都 新宿区 5011101025822
株式会社ルームグリーン 東京都 新宿区 9011001025241
株式会社市浦ハウジング＆プランニング 東京都 文京区 4010001000696
株式会社桶谷 東京都 文京区 8010001001542
株式会社タグチ 東京都 文京区 3010001004640
日本エー・シー・ピー株式会社 東京都 文京区 2010001006027
株式会社ｆｒｉｄａｙｓ 東京都 文京区 5010001219022
株式会社あかねいろ 東京都 台東区 3010501043502
一般社団法人外国人生活保全機構 東京都 台東区 2010505003073
株式会社ゼロエイト 東京都 台東区 1010501022895
株式会社ディックエンタープライズ 東京都 台東区 5010501015160
株式会社熱研 東京都 台東区 2010501031400
株式会社木島スプリング製作所 東京都 墨田区 5010601011761
医療法人社団シンシアエージェンシー 東京都 墨田区 5010605003937
ディ・アイ・エンジニアリング株式会社 東京都 墨田区 1010601028124
有限会社山元 東京都 墨田区 2010602030292
有限会社加藤電機工業所 東京都 江東区 9010602001502
株式会社　三進技術 東京都 江東区 6010602002362
株式会社スター商事 東京都 江東区 4010601029846
株式会社津川商店 東京都 江東区 8010001050622
ヒランヤアクセス株式会社 東京都 江東区 6010601049132
医療法人社団明敬会 東京都 江東区 3010605001422
株式会社渡辺商店 東京都 江東区 2010001140148
株式会社アロット 東京都 品川区 9010701025468
株式会社Ａ＆Ｒ 東京都 品川区 8010701030361
株式会社エムテンサポート 東京都 品川区 8010001187646
有限会社キッズインターナショナル 東京都 品川区 9010702012168
医療法人社団ＫＤＳ 東京都 品川区 6010705002425
武内製薬株式会社 東京都 品川区 3010401127025
株式会社東和化学 東京都 品川区 6010701006966
株式会社メグロ東和 東京都 品川区 7010701014126
ラドガジャパン株式会社 東京都 品川区 4010701030794
株式会社アーネストビーン 東京都 目黒区 5011001108000
ＩＴプラス株式会社 東京都 目黒区 3011001140995
株式会社博広社 東京都 目黒区 7013201004638
株式会社Ｌａｍｉｅ 東京都 目黒区 1011001117987
株式会社ＲＥＳＯＵＮＤ　ＷＯＲＫＳ 東京都 目黒区 6020001113066
税理士法人大橋会計事務所 東京都 大田区 4010805001766
株式会社かねす鈴屋 東京都 大田区 1010801002663
株式会社関東ゴム製作所 東京都 大田区 6010801002543
株式会社サプライズ３ 東京都 大田区 9010801030806
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株式会社三信精機 東京都 大田区 1010801004602
株式会社東京蒲田守半 東京都 大田区 8010801011947
日幸建設株式会社 東京都 大田区 3010801009285
株式会社マギーファシリティーズ 東京都 大田区 6010801028126
株式会社アイ・コーポレーション 東京都 世田谷区 3010401097342
株式会社味作家 東京都 世田谷区 1010901044977
株式会社ティー・ケー・ジー 東京都 世田谷区 6010901015949
株式会社矢藤園 東京都 世田谷区 4010901012221
株式会社リミット 東京都 世田谷区 4010903002724
株式会社ＭＩＢ 東京都 渋谷区 9021001009813
合同会社コロンブスチーム 東京都 渋谷区 7011003006266
桜ホテルズ株式会社 東京都 渋谷区 5011001042645
株式会社スカイクラウド 東京都 渋谷区 6011001135381
株式会社Ｃｈａｎｇｅ 東京都 渋谷区 7011501025536
合同会社つばき 東京都 渋谷区 5011003004981
株式会社テックリーダーズ 東京都 渋谷区 6011001119921
株式会社ＮＩＫＯＬＡ　ＴＥＳＬＡ 東京都 渋谷区 4011001072866
株式会社ネクストリンク 東京都 渋谷区 1011001073140
株式会社ＶＢエンターテインメント 東京都 渋谷区 7011001073639
ＦＩＦＴＹ－ＦＩＦＴＹ株式会社 東京都 渋谷区 6010901041788
ＰｒｅＳｅｅｄｓ株式会社 東京都 渋谷区 9011001136187
株式会社ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴＩＶＡ 東京都 渋谷区 6011001121571
株式会社Ｌｅａｐ 東京都 渋谷区 7011001103131
株式会社ル・プチメック 東京都 渋谷区 8130001040082
ルミエル株式会社 東京都 渋谷区 3011301021656
株式会社東京ダイビングスクールＮＥＯ 東京都 中野区 3011201014990
ＴＯＫＵ株式会社 東京都 中野区 9011201019605
株式会社ＭＯＭＯＤＡ 東京都 中野区 4013301043794
株式会社友縁堂 東京都 中野区 8011001141675
株式会社イーチ・アザー 東京都 杉並区 8011301017039
株式会社福岡セントラルグリーン 東京都 杉並区 9011301025750
株式会社ボンマジック 東京都 杉並区 4011301012464
有限会社いいたか 東京都 豊島区 2013302006389
うぐいすヘルスケア株式会社 東京都 豊島区 1013301045521
株式会社Ｍ　ＬＩＦＥ 東京都 豊島区 1011201021519
株式会社女将塾 東京都 豊島区 5013301023234
恒達商事株式会社 東京都 豊島区 8021001063076
株式会社Ｊ・Ｍ 東京都 豊島区 5010501037097
税理士法人Ｐｒｉｍｅ 東京都 豊島区 4013305003167
有限会社髪切虫 東京都 北区 3011502001515
タツミ産業株式会社 東京都 北区 6011501002825
株式会社エスケイ 東京都 荒川区 7011501014233
株式会社パルテール 東京都 荒川区 3011501012315
株式会社オーテックシー 東京都 板橋区 9011401001123
合同会社グローバル・ワン 東京都 板橋区 9011103005579
丸池商工株式会社 東京都 板橋区 5011401005912
金洋株式会社 東京都 練馬区 3011601021711
株式会社服部自動車鈑金工業 東京都 練馬区 1011601005600
株式会社まちと暮らしの研究所 東京都 練馬区 9011601021466
株式会社ＥＦＩＶＥ　ＥＸＰＲＥＳＳ 東京都 足立区 8011801038864
株式会社中安実業 東京都 足立区 1010501031483
株式会社　Ｗｏｒｋ　Ｌｉｎｅ 東京都 足立区 2011801017163
アリバス・ジャパン有限会社 東京都 江戸川区 8011702017257
株式会社サンユウ 東京都 江戸川区 9011701009650
株式会社プラムハット 東京都 江戸川区 9011701019575
有限会社丸正製作所 東京都 江戸川区 7011702010989
株式会社小椋組 東京都 八王子市 3010101007551
有限会社カネショウ 東京都 八王子市 6010102011483
株式会社河瀬 東京都 八王子市 6010101008951
福一株式会社 東京都 八王子市 7010101001385
三豊通商株式会社 東京都 八王子市 9010101001499
株式会社ＣｉｅＬ 東京都 立川市 6012801016721
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株式会社エム・ネット 東京都 三鷹市 5012401013995
株式会社たかくら商会 東京都 三鷹市 7012401024504
株式会社三洋製作所 東京都 青梅市 8013101005594
株式会社落合建築 東京都 府中市 9012401000313
医療法人社団若歯会 東京都 府中市 9012405000210
株式会社リフレ 東京都 昭島市 7012801007463
株式会社インターリンク 東京都 調布市 1012401007299
株式会社ＧＡＲＡＧＥＮＴ 東京都 町田市 9012301007680
有限会社学園ファーマシー 東京都 小平市 4012702000512
小金井ゴルフ株式会社 東京都 小平市 5012701000297
BitShare株式会社 東京都 小平市 4012701015924
株式会社日野福祉サービス 東京都 日野市 5013401000637
多摩恵運輸株式会社 東京都 東村山市 2012701004714
株式会社フィオラノ・カンパニー・リミテッド 東京都 東村山市 8012701008593
株式会社ＫＪＦ 東京都 多摩市 9012401036514
株式会社ｎｉｎｅ 東京都 多摩市 5010101012888
サンキョウ電機株式会社 東京都 瑞穂町 3013101007182
秋山 恭利 東京都
植木 幸人 東京都
岡本 育恵 東京都
小澤 浩太 東京都
小林 幹夫 東京都
下村 徳幸 東京都
杉田 勝雄 東京都
鈴木 一郎 東京都
関 康彦 東京都
副島 信子 東京都
辻 菊世 東京都
寺井 肇 東京都
中村 総司 東京都
中山 富司夫 東京都
野中 信孝 東京都
原田 種直 東京都
原田 信生 東京都
氷見 祐二 東京都
藤原 孝堂 東京都
藤原 武広 東京都
町田 剛 東京都
町田 昌宏 東京都
宗重 一郎 東京都
村田 京介 東京都
森本 由賀利 東京都
山﨑 臣樹 東京都
楊 常華 東京都
渡邊 正興 東京都
株式会社エー・エス・ネットワーク 神奈川県 横浜市 7020001031556
海老光株式会社 神奈川県 横浜市 9020001022561
有限会社小浜設備 神奈川県 横浜市 3020002004201
株式会社五稜 神奈川県 横浜市 9020001112635
サードプレイス合同会社 神奈川県 横浜市 9020003016842
さくらメディカル株式会社 神奈川県 横浜市 6020001053015
衆行株式会社 神奈川県 横浜市 4010001202251
株式会社シンプリスト 神奈川県 横浜市 3010401130912
株式会社スタジオＧ 神奈川県 横浜市 4010401082839
有限会社ダイワプロジェクト 神奈川県 横浜市 9020002022404
有限会社タチバナ薬局 神奈川県 横浜市 9020002049356
株式会社日本ネットワーク 神奈川県 横浜市 9020001004270
一般社団法人日本ＢＭＫ美健協会 神奈川県 横浜市 9011605001811
株式会社プレジャーカンパニー 神奈川県 横浜市 6020001084183
医療法人港会 神奈川県 横浜市 2020005001386
有限会社イルフェジュール 神奈川県 川崎市 6020002103719
医療法人社団高歯会 神奈川県 川崎市 2020005007672
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コール株式会社 神奈川県 川崎市 1020001067754
株式会社ＳＯＵＮＤＮＡＵＴＳ 神奈川県 川崎市 6021001062501
株式会社サン 神奈川県 川崎市 4020001071844
スーパーフーズトレーディング株式会社 神奈川県 川崎市 6020001111838
杉山産業株式会社 神奈川県 川崎市 1020001073372
スリーアローズ税理士法人 神奈川県 川崎市 8020005014234
有限会社テルズ 神奈川県 川崎市 5020002102259
株式会社平本興業 神奈川県 川崎市 1020001079213
株式会社矢野調剤薬局 神奈川県 川崎市 4020001075184
株式会社きぼうｙｙ 神奈川県 相模原市 1021001064196
株式会社寿食品 神奈川県 相模原市 7021001012075
株式会社ＭＡＲＵ 神奈川県 横須賀市 3021001046028
株式会社ＳＯＲＡ 神奈川県 平塚市 9140001022839
株式会社高梨百貨店 神奈川県 平塚市 5021001036910
株式会社ＰｆＣ 神奈川県 平塚市 1021001039108
株式会社蓮華堂 神奈川県 藤沢市 1021001067240
株式会社１０８＆Ｃｏ． 神奈川県 小田原市 5010601055759
株式会社土方商店 神奈川県 小田原市 9021001033053
合同会社ＥＮＤＬＥＳＳ 神奈川県 厚木市 9021003010232
宏源株式会社 神奈川県 海老名市 1021001030487
有限会社山内管工事 神奈川県 箱根町 5021002054052
猪俣 佳子 神奈川県
浦田 紀子 神奈川県
斉藤 弘 神奈川県
清水 大也 神奈川県
大工原 佐知子 神奈川県
東 優子 神奈川県
福山 夏太郎 神奈川県
藤林 勉 神奈川県
松島 三津男 神奈川県
宮田 一信 神奈川県
村瀬 聖志 神奈川県
山岡 誠一郎 神奈川県
山口 真登 神奈川県
株式会社Ｋ＆Ｓ 新潟県 新潟市 4110001009868
株式会社田中石油 新潟県 新潟市 6110001003225
株式会社猪井 新潟県 長岡市 8110001022124
株式会社河井製作所 新潟県 長岡市 5110001032563
有限会社たちばな 新潟県 長岡市 2110002030494
株式会社橘技研 新潟県 長岡市 6110001022563
株式会社土田工業所 新潟県 長岡市 8110001022883
有限会社村上材木店 新潟県 三条市 3110002017706
ツバメロジス株式会社 新潟県 燕市 9110001015754
うちやま肉工房株式会社 新潟県 南魚沼市 2110001034678
有限会社東和工務店 新潟県 南魚沼市 1110002033127
株式会社南雲織物工場 新潟県 南魚沼市 5110001026433
株式会社ディーバス 富山県 富山市 3230001013413
富山漁業協同組合 富山県 富山市 5230005000463
一般社団法人富山県経営者協会 富山県 富山市 3230005007980
富山県自動車整備商工組合 富山県 富山市 1230005000509
一般社団法人富山県自動車整備振興会 富山県 富山市 4230005000084
株式会社ヌノムラ 富山県 富山市 9230001002402
安村工業株式会社 富山県 富山市 8230001005208
合同会社５５ホームズ 富山県 黒部市 5230003001488
ワイケイホーム株式会社 富山県 射水市 2230001012886
大慈工業株式会社 富山県 立山町 4230001018428
大口水産株式会社 石川県 金沢市 3220001001534
加賀種食品工業株式会社 石川県 金沢市 6220001001985
有限会社縄手建築 石川県 金沢市 5220002000186
まさの森・動物病院株式会社 石川県 金沢市 7220001022898
北村建設株式会社 石川県 白山市 6220001008849
株式会社北野陶寿堂 石川県 能美市 5220002011464

8 / 18 ページ



2022年9月22日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

朝日 純吾 石川県
寺田 徳樹 石川県
長谷川 知大 石川県
株式会社ＭＹ　ＦＯＯＴ 福井県 福井市 9210001017476
Ｌｕｃｉａ合同会社 福井県 福井市 6013303004900
テクノクラフト株式会社 福井県 敦賀市 3210001018199
株式会社ＰＲＯＣＥＳＳ 福井県 敦賀市 6210001018411
水島眼鏡株式会社 福井県 鯖江市 6210001013305
株式会社福井リジック 福井県 あわら市 7210001017833
有限会社瀬戸生花 福井県 坂井市 9210002007476
株式会社ケアふくい 福井県 永平寺町 6210001000922
岡田 英明 福井県
有限会社有和 山梨県 甲府市 3090002004756
有限会社リューズ 山梨県 富士吉田市 2090002012859
有限会社ウィル 山梨県 大月市 7090002009875
山梨パナソニックシステム株式会社 山梨県 昭和町 6090001003203
リベロホーム株式会社 山梨県 富士河口湖町 1090001010369
小林 春男 山梨県
株式会社丸増ストアー 長野県 長野市 7100001003365
有限会社エクスペリエンス 長野県 須坂市 4100002003763
株式会社ロングフェイス 長野県 中野市 8100001028130
合同会社ロッドコントロール 長野県 佐久市 6100003001054
ココチエ建築設計株式会社 長野県 安曇野市 1100001025935
株式会社古畑薬局 長野県 池田町 6100001028347
株式会社ＢＬＵＥＣＬＩＦＦ 長野県 白馬村 1100001023740
株式会社ＭＥリゾート黒姫 長野県 信濃町 5100001031731
矢島 敬士 長野県
株式会社岐阜セラツク製造所 岐阜県 岐阜市 2200001001371
株式会社シャルドネ・オフィス 岐阜県 岐阜市 9200001034274
株式会社法務’ｓ 岐阜県 岐阜市 2200001032747
有限会社ラ・フラール 岐阜県 岐阜市 7200002009112
株式会社美建社 岐阜県 大垣市 8200001015861
医療法人ユナイテッド 岐阜県 大垣市 2200005013099
庄川漁業協同組合 岐阜県 高山市 7200005009704
株式会社川上屋 岐阜県 中津川市 3200001023308
株式会社山善製陶所 岐阜県 瑞浪市 5200001021961
株式会社シグサスホーム 岐阜県 羽島市 8200001032469
株式会社七福 岐阜県 土岐市 7200001023163
有限会社山善陶料所 岐阜県 土岐市 1200002021766
株式会社渡辺製作所 岐阜県 各務原市 7200001028451
有限会社真正ホイスト 岐阜県 本巣市 8200002009524
株式会社ちゅう六商店 岐阜県 下呂市 1200001025834
株式会社林商事 岐阜県 北方町 5200001010312
合同会社シバタ 岐阜県 坂祝町 9200003004300
安藤 一成 岐阜県
小野木 清司 岐阜県
野田 知宏 岐阜県
山井 舞 岐阜県
有限会社カクタ 静岡県 静岡市 4080002001398
有限会社小林工芸 静岡県 静岡市 6080002009877
アマテラス株式会社 静岡県 浜松市 9080401025068
株式会社大須賀工業所 静岡県 浜松市 1080401000978
有限会社大橋建工 静岡県 浜松市 6080402001707
株式会社サンコー分析センター 静岡県 浜松市 8080401001887
みのりの村サービス株式会社 静岡県 浜松市 6080401011558
株式会社五十嵐水産 静岡県 沼津市 6080101000142
エスティーム株式会社 静岡県 沼津市 9080101019808
悠株式会社 静岡県 熱海市 7080101019751
有限会社オークラ 静岡県 富士宮市 2080102016546
有限会社お茶の渡井 静岡県 富士宮市 5080102017921
株式会社フジアースフィールド 静岡県 富士宮市 1080101017876
富士開拓農業協同組合 静岡県 富士宮市 1080105003633
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有限会社ケニーズハウス 静岡県 伊東市 9080102019138
有限会社コーユー 静岡県 富士市 3080102016314
税理士法人イワタックス 静岡県 磐田市 9080405005611
有限会社ピツターパツト 静岡県 焼津市 7080002016162
有限会社村松精研 静岡県 掛川市 2080402017756
清水屋スポーツ株式会社 静岡県 藤枝市 4080001016447
株式会社ほりもとや 静岡県 藤枝市 6080001023755
株式会社協和建設 静岡県 袋井市 9080401017882
株式会社スソノ・エコサービス 静岡県 裾野市 6080101008012
影山 智一 静岡県
片山 克哉 静岡県
株式会社ＡＤＡＷ 愛知県 名古屋市 2180001127814
株式会社アルソル 愛知県 名古屋市 8180001126439
伊吹物産株式会社 愛知県 名古屋市 4180001001645
エイチアンドエムカンパニー株式会社 愛知県 名古屋市 7180001118841
有限会社エフプログレス 愛知県 名古屋市 3180002052845
株式会社クリエイティブ・ナイン 愛知県 名古屋市 4180001070211
ＫＴＣファシリティーズ株式会社 愛知県 名古屋市 2180001110951
株式会社ＪＦＢプロジェクト 愛知県 名古屋市 9180001146543
ＪＢ株式会社 愛知県 名古屋市 1180001101472
新鋭建商株式会社 愛知県 名古屋市 5200002019856
株式会社誠隆 愛知県 名古屋市 6180001125442
株式会社ゼロワン 愛知県 名古屋市 9180001144514
有限会社千音寺南部高橋新聞店 愛知県 名古屋市 8180002054366
高蔵金属工業株式会社 愛知県 名古屋市 2180002052771
株式会社ＴＨＥ 愛知県 名古屋市 4180001103879
株式会社ＤＯＰ 愛知県 名古屋市 9180001066015
行政書士法人中村事務所 愛知県 名古屋市 9180005017402
名古屋整体からだ工房株式会社 愛知県 名古屋市 4180001147018
名古屋総合税理士法人 愛知県 名古屋市 7180005014772
株式会社Ｎｅｗｔ 愛知県 名古屋市 1180001131189
株式会社ノーサイド 愛知県 名古屋市 8180001044582
株式会社東山自動車学校 愛知県 名古屋市 2180001002793
税理士法人ファミリア 愛知県 名古屋市 4180005007762
丸栄産業株式会社 愛知県 名古屋市 4180001009382
株式会社瑞穂機械製作所 愛知県 名古屋市 6180001028918
株式会社メイプル名古屋 愛知県 名古屋市 9180001056354
有限会社山口製菓 愛知県 名古屋市 4180002024967
株式会社ワンロック 愛知県 名古屋市 8180001129565
牛田スポーツ有限会社 愛知県 豊橋市 4180302006574
株式会社エムテラス 愛知県 岡崎市 6180301029855
アマルグローバル株式会社 愛知県 一宮市 9180001117148
株式会社ｗｉｎ‐ｗｉｎ 愛知県 一宮市 8180001099825
株式会社渡邊組 愛知県 一宮市 4180001084104
株式会社銭屋鋼産 愛知県 瀬戸市 4180003010702
半田商工会議所 愛知県 半田市 5180005011730
イー・プライス株式会社 愛知県 春日井市 8180001120251
株式会社イー・スマイル 愛知県 春日井市 9180001102348
株式会社フィール・ソー・グッド 愛知県 春日井市 2013401006587
有限会社角谷酒店 愛知県 碧南市 6180302020078
株式会社リンクマネジメント 愛知県 碧南市 2180002093329
三和建設工業株式会社 愛知県 豊田市 3180301018357
株式会社ファインテック 愛知県 豊田市 8180301020564
株式会社キンテック 愛知県 安城市 6180301017117
公大株式会社 愛知県 蒲郡市 3180301010966
株式会社谷川組 愛知県 常滑市 9180001093208
医療法人塚本歯科医院 愛知県 稲沢市 2180005016443
有限会社三村設備メンテナンス 愛知県 大府市 4180002085183
株式会社コアスリー 愛知県 尾張旭市 7180001124352
株式会社東伸ホーム 愛知県 尾張旭市 9180001080313
株式会社PFP 愛知県 あま市 8180001099783
松栄テクノサービス株式会社 愛知県 長久手市 9180001068110
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稲垣 啓一 愛知県
加藤 芳保 愛知県
小玉 竜輝 愛知県
齋藤 正宏 愛知県
杉浦 和孝 愛知県
鈴木 正寿 愛知県
中野 晴幸 愛知県
中村 輝彦 愛知県
森 公三郎 愛知県
森田 喬志 愛知県
山口 光 愛知県
有限会社湯元榊原館 三重県 津市 2190002002032
株式会社赤坂ビル 三重県 四日市市 4190001018110
中部住研株式会社 三重県 四日市市 1190001015515
共創コーチング株式会社 三重県 桑名市 4190001013409
光洋鋳造株式会社 三重県 伊賀市 8190001008850
株式会社アチェロ 滋賀県 大津市 9160001022465
株式会社小川酒店 滋賀県 大津市 3160001000311
株式会社ドリーブ 滋賀県 大津市 1160002001236
株式会社イチダ 滋賀県 彦根市 7160001008945
マルセイ建設株式会社 滋賀県 長浜市 5160001007049
藤田産業株式会社 滋賀県 甲賀市 8160001005660
株式会社マルヨシ近江茶 滋賀県 甲賀市 6160001005332
株式会社ＵＮＯ 滋賀県 野洲市 9160001021673
医療法人愛全会 滋賀県 湖南市 3160005002493
株式会社味好 滋賀県 湖南市 6160001006099
株式会社吉四六 滋賀県 湖南市 2160001020558
株式会社ケイテック 滋賀県 湖南市 3160001004865
株式会社マルタ 滋賀県 湖南市 4160001004963
株式会社Ｗａｌｋ 滋賀県 高島市 4160001021645
有限会社イヤシス 滋賀県 東近江市 8160002010305
有限会社村田自動車 滋賀県 竜王町 5160002011157
株式会社植田 京都府 京都市 3130001051233
一般社団法人暮らしランプ 京都府 京都市 4130005014887
株式会社ＫＢテキスタイル 京都府 京都市 3120001209872
株式会社コラボ 京都府 京都市 5130001042627
株式会社嵯峨養漁場田中商店 京都府 京都市 3130001000842
株式会社Ｄ－ＨＥＡＲＴ 京都府 京都市 9130001061631
東和企業組合 京都府 京都市 3130005004963
有限会社中村印刷所 京都府 京都市 5130002001193
株式会社ＮＯ　ＬＩＭＩＴ 京都府 京都市 6150001024333
株式会社福助 京都府 京都市 3130001007169
株式会社ＢＲＡＶＥ 京都府 京都市 9120001181760
株式会社メタルファーマシー 京都府 京都市 5130001057039
株式会社山口忠兵衛商店 京都府 京都市 9130001019142
夢織株式会社 京都府 京都市 7130001002728
吉忠マネキン株式会社 京都府 京都市 6130001023072
株式会社ＹＫ企画 京都府 京都市 4130001069869
京都電子工業株式会社 京都府 福知山市 7130001041016
株式会社新関西テクニカ 京都府 宇治市 4130001032694
株式会社天声社 京都府 亀岡市 8130001035702
株式会社フェリクロス 京都府 長岡京市 7130001053473
株式会社八百忠 京都府 井手町 5130001037866
水谷建設株式会社 京都府 京丹波町 7130001060775
青山 悟 京都府
石岡 教生 京都府
小野 純平 京都府
廉屋 幸造 京都府
紙本 佳樹 京都府
西川 理 京都府
野村 雅弘 京都府
原田 都 京都府
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船越 勝彦 京都府
村山 真平 京都府
アイアールシー株式会社 大阪府 大阪市 3120001026665
ｉｐｃ株式会社 大阪府 大阪市 8010701033736
株式会社アスキュー 大阪府 大阪市 4120001113215
有限会社イシオ製作所 大阪府 大阪市 2120002001692
学校法人稲垣学園 大阪府 大阪市 8120005004605
大阪漆器株式会社 大阪府 大阪市 5120001092870
株式会社ギャル 大阪府 大阪市 9120001108350
株式会社ＱＬＳホールディングス 大阪府 大阪市 9120001219189
クツロギ商事株式会社 大阪府 大阪市 7120001054935
株式会社クリエイティア 大阪府 大阪市 3120001213156
黒門市場商店街振興組合 大阪府 大阪市 8120005004225
株式会社廣起 大阪府 大阪市 3120001221183
株式会社コズミックマーケティング 大阪府 大阪市 9220001000035
株式会社コレクト 大阪府 大阪市 5120001182275
サポーターズ株式会社 大阪府 大阪市 5120001208377
株式会社新城製作所 大阪府 大阪市 5120001195525
株式会社すごい組織 大阪府 大阪市 7120001236764
株式会社３Ｂｅａｎｓ 大阪府 大阪市 1120001227851
行政書士法人ソリューション 大阪府 大阪市 8120005021609
株式会社大物 大阪府 大阪市 2120001010348
Wコンサルティング株式会社 大阪府 大阪市 4120001197803
株式会社ｔｈｓｄ－５ 大阪府 大阪市 3120001132034
株式会社ｄｅｓａｆｉｏ 大阪府 大阪市 5120001230538
友栄食品興業株式会社 大阪府 大阪市 6120001016481
合同会社トルタ 大阪府 大阪市 3120003018099
日新化成株式会社 大阪府 大阪市 9120001086704
Ｂｉ　ＴＥＲＲＡＣＥ株式会社 大阪府 大阪市 6020001105955
ファーストケータリング株式会社 大阪府 大阪市 4120001227312
株式会社フード＆ムーヴメント 大阪府 大阪市 8120002067662
Ｂｒｉｇｈｔｅｓｔ株式会社 大阪府 大阪市 5120001222543
医療法人precious tooth 大阪府 大阪市 7120005020322
株式会社マーズデザイン 大阪府 大阪市 1120001122904
マイスター株式会社 大阪府 大阪市 5120901014156
ＭＡＳＴＥＲ　ｋｅｙ株式会社 大阪府 大阪市 6120001225925
株式会社マテリアル 大阪府 大阪市 2012401021687
丸十株式会社 大阪府 大阪市 8120001052962
株式会社ミー・マネージメントオフィス 大阪府 大阪市 1120001228833
有限会社三好建具店 大阪府 大阪市 9120002006231
明治運輸株式会社 大阪府 大阪市 9120001026890
山本印刷株式会社 大阪府 大阪市 5120001091402
ゆくりん株式会社 大阪府 大阪市 6120001207320
Ｙｕｍｍｙ株式会社 大阪府 大阪市 2120001222950
吉田硝子工業株式会社 大阪府 大阪市 7120001048284
株式会社ＲＥＡＬＬＩＦＥ 大阪府 大阪市 3120001123124
ロア株式会社 大阪府 大阪市 7120001004535
株式会社ワイズ 大阪府 大阪市 2140001074390
株式会社アクオス 大阪府 堺市 6120101052740
王子鋼材有限会社 大阪府 堺市 7120102000895
株式会社住建マツバヤシ 大阪府 堺市 5120101003257
株式会社津守合金製作所 大阪府 堺市 3120101023562
株式会社てんてん 大阪府 堺市 4120101052164
株式会社非常食研究所 大阪府 堺市 3120901001156
株式会社ペットビー 大阪府 堺市 7120101063448
株式会社ビオテック 大阪府 豊中市 2120901025321
三島産業株式会社 大阪府 豊中市 3120901025816
株式会社ｃｆ－ｍａｄｒｅ 大阪府 泉大津市 6120101042642
株式会社神農 大阪府 泉大津市 3120101042389
桑内株式会社 大阪府 高槻市 1120901010786
株式会社ＴＡＴＳＵＥｉ 大阪府 高槻市 5120901036984
Ｄインベストメント株式会社 大阪府 高槻市 7120901040126
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Ｆｌｏｗｉｎｇ株式会社 大阪府 高槻市 9120901041683
株式会社ヤクシ 大阪府 貝塚市 6120101038491
株式会社Ｗｉｎｔｅｃａｒｅ　ＪＡＰＡＮ 大阪府 守口市 6120001230644
山中電機工業株式会社 大阪府 守口市 1120001156919
有限会社ギャラリーアクセス 大阪府 枚方市 8120002074056
ＡＨＲ協同組合 大阪府 茨木市 6120905005539
大橋化学工業株式会社 大阪府 茨木市 9120901000433
京阪神産業株式会社 大阪府 茨木市 3120901000744
株式会社小林木材 大阪府 八尾市 5122001018442
医療法人あらい耳鼻咽喉科 大阪府 泉佐野市 6120105007773
有限会社エイエムディー 大阪府 泉佐野市 4120102022422
藤原織布有限会社 大阪府 泉佐野市 4120102023908
医療法人今城クリニック 大阪府 富田林市 5120105004912
株式会社冨士屋製菓本舗 大阪府 富田林市 1120101031170
ＫＳ株式会社 大阪府 河内長野市 4120101060266
株式会社HEAVEN　Japan 大阪府 河内長野市 3120101035649
株式会社ｒｉｓｅ 大阪府 河内長野市 6120101055677
株式会社ホットライフ 大阪府 大東市 8122001024941
アイストーンズＩＮＯＴＯ株式会社 大阪府 柏原市 9122001033009
淀川砿油株式会社 大阪府 門真市 4120001158359
株式会社リ・ポール 大阪府 門真市 1120001181272
英和商工株式会社 大阪府 摂津市 1120901009102
株式会社アサヒマシン 大阪府 東大阪市 4122001000228
株式会社ＵＬＴＲＡ　Ｃ 大阪府 東大阪市 6120001214267
大原電線株式会社 大阪府 東大阪市 3122001001425
木田バルブ・ボール株式会社 大阪府 東大阪市 1122001001798
幸起運輸株式会社 大阪府 東大阪市 3122001002274
清起建設株式会社 大阪府 東大阪市 6122001003682
光硬質鍍金工業株式会社 大阪府 東大阪市 7122001006024
株式会社リードスマイル 大阪府 東大阪市 1122001033123
株式会社　太幸商店 大阪府 大阪狭山市 1120101027581
ＳＥプラス株式会社 大阪府 島本町 6120901038939
東 伊人 大阪府
李 和美 大阪府
大内 靖隆 大阪府
大塚 俊裕 大阪府
上農 高広 大阪府
河原 康夫 大阪府
北村 和夫 大阪府
北山 真史 大阪府
清瀧 重晴 大阪府
小夏 隆 大阪府
佐賀 道広 大阪府
櫻井 善章 大阪府
菅沼 恒 大阪府
関 淳子 大阪府
高尾 広志 大阪府
辻本 直美 大阪府
殿谷 豊 大阪府
新田 昌史 大阪府
畑島 亮 大阪府
東端 麻衣子 大阪府
平澤 篤史 大阪府
松下 真二 大阪府
松村 伸一 大阪府
三久保 祐司 大阪府
宮本 世智 大阪府
矢田 裕則 大阪府
株式会社アイデアルスマート 兵庫県 神戸市 5140001092191
有限会社和泉硝子工業 兵庫県 神戸市 7140002022501
エス・ティー貿易株式会社 兵庫県 神戸市 1140001024396
株式会社戎工務店 兵庫県 神戸市 9140001003104
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企業組合環境流通評議会 兵庫県 神戸市 3140005004343
グッドサン株式会社 兵庫県 神戸市 1140001067412
株式会社ＺＩＰＡＮＧＵ－８ 兵庫県 神戸市 9140002023357
株式会社ジャパン・ユニバース 兵庫県 神戸市 1140001057157
株式会社ＳＵＩＪＩＮ 兵庫県 神戸市 9140001122060
株式会社トップライフ 兵庫県 神戸市 3140001030938
株式会社北神社 兵庫県 神戸市 6140001021595
丸菱商事株式会社 兵庫県 神戸市 3140001011070
株式会社ＭＩＣＡＬＬＥ 兵庫県 神戸市 6120001196976
株式会社森口商店 兵庫県 神戸市 4140001016993
有限会社竹村工務店 兵庫県 姫路市 8140002049502
山手自動車整備株式会社 兵庫県 姫路市 7140001062102
株式会社アースデザイン 兵庫県 明石市 9140001090951
株式会社ＫＯＢＵ　ＪＡＰＡＮ 兵庫県 明石市 3140001106837
尼神運輸株式会社 兵庫県 西宮市 8140001072034
株式会社あらたか 兵庫県 西宮市 1140001072544
ＡＲＡＴＡＫＡ　ＳＴＡＲ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式会社 兵庫県 西宮市 6140001113558
株式会社ＯＣＥＡＮ 兵庫県 西宮市 4140001103981
株式会社サービスネット甲子園 兵庫県 西宮市 6140001073629
株式会社阪神精肉店 兵庫県 西宮市 3140001105269
株式会社ハンタコサービス 兵庫県 西宮市 5140001122097
株式会社ｎｏｍａｎｅ 兵庫県 芦屋市 6140001026693
エイム研究所株式会社 兵庫県 加古川市 9140001045369
ミヤシタ工業有限会社 兵庫県 加古川市 5140002038219
オスモ＆エーデル株式会社 兵庫県 三木市 8140001036815
株式会社ｍｕｎｉ 兵庫県 三木市 2140001119476
株式会社サクセッション 兵庫県 川西市 5140001096291
株式会社クリニバ 兵庫県 三田市 5140001115679
株式会社キャトルセゾン松帆 兵庫県 淡路市 8140001085358
天羽 裕之 兵庫県
大西 文博 兵庫県
清水 千代市 兵庫県
瀧 泰記 兵庫県
伴 薰 兵庫県
松井 厚 兵庫県
水田 宗孝 兵庫県
税理士法人野口会計事務所 奈良県 奈良市 8150005002143
株式会社松田組 奈良県 奈良市 1150001002277
株式会社ＧＯＡＴ 奈良県 天理市 1120001215906
アイソ都市開発株式会社 奈良県 生駒市 2150001008851
ロイドアンドカンパニー株式会社 奈良県 生駒市 5150001018690
株式会社Ｏｎｅ　ｈａｎｄ　ｏｎｅ 奈良県 香芝市 3120001215904
鈴鹿セーム工業株式会社 奈良県 宇陀市 4150001010186
橋本産機株式会社 奈良県 田原本町 5150001011290
大杉 晃一 奈良県
小嶌 光昭 奈良県
西川 義久 奈良県
合同会社ウイッシュボーンイングリッシュアカデミー 和歌山県 和歌山市 9170003001045
株式会社Ｍ＆Ｃ 和歌山県 和歌山市 8170001006848
サンワブラシ株式会社 和歌山県 海南市 1170001005716
株式会社増富 和歌山県 田辺市 1170001009799
株式会社ヤナギヤ 和歌山県 田辺市 1170001012588
松本 哲也 和歌山県
鳥取県パン協同組合 鳥取県 鳥取市 5270005000286
株式会社ピィーウェーブ 鳥取県 鳥取市 7270001002524
株式会社山陰総合サービス 鳥取県 米子市 9270001008180
株式会社浅津苑 鳥取県 湯梨浜町 2270001005283
池島 正裕 鳥取県
岡本 尊徳 鳥取県
福田 優 鳥取県
安達不動産有限会社 島根県 松江市 1280002000102
株式会社浜田ニューキヤッスルホテル 島根県 浜田市 2280001004490
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みらいサポート税理士法人 島根県 雲南市 9280005007145
有限会社オーケイ産交 島根県 吉賀町 6280002010617
松浦 史敏 島根県
朝日税理士法人 岡山県 岡山市 4260005002499
株式会社アレックス 岡山県 岡山市 2260001002471
有限会社１５１Ａ． 岡山県 岡山市 6260002015320
株式会社サンスマイル 岡山県 岡山市 5260001027136
株式会社アイズフロンティア 岡山県 倉敷市 6260001025865
株式会社ＧＩＫＥＮ 岡山県 倉敷市 2260001016554
玉島包装株式会社 岡山県 倉敷市 7260001015758
株式会社ネイリストアカデミー 岡山県 倉敷市 5260001033282
株式会社フルカワ商事 岡山県 倉敷市 4260001015364
株式会社河内パッケージ 岡山県 津山市 4260001019737
株式会社末田 岡山県 津山市 4260001019844
一般社団法人高梁市観光協会 岡山県 高梁市 4260005006095
株式会社ムネオカ 岡山県 高梁市 2260001018988
小林 百合子 岡山県
田中 伸征 岡山県
矢田 兼久 岡山県
米田 祐一 岡山県
イービーエス株式会社 広島県 広島市 5240001015381
株式会社ＭＢＳ 広島県 広島市 8240001049105
株式会社九嶺堂 広島県 広島市 1240001002937
株式会社ＣＯＳオフィスパートナー 広島県 広島市 5240001021504
株式会社友茂ｅｔ 広島県 広島市 2240001050654
株式会社PRBANK 広島県 広島市 8240001041342
株式会社ビー・アングル 広島県 広島市 1240001016152
株式会社Ｈｌｉｃ 広島県 広島市 7240001059229
有限会社宮原会計事務所 広島県 広島市 2240002016431
有限会社リラックス 広島県 広島市 1240002024022
第一物産株式会社 広島県 呉市 3240001026091
株式会社ＴＥＮＵＮ 広島県 呉市 5240001027666
株式会社ローカルズオンリー 広島県 呉市 8240001042448
菅建設株式会社 広島県 三原市 1240001039649
株式会社和 広島県 三原市 4240001045644
尾道食糧企業組合 広島県 尾道市 5240005010726
篠原テキスタイル株式会社 広島県 福山市 4240001030885
有限会社広日テクノサービス 広島県 福山市 4240002041709
リッツ株式会社 広島県 福山市 7240001047927
ｈａｃｏｐｕｒａｓ株式会社 広島県 府中市 3240001057896
有限会社エイチ・ラボラトリー 広島県 東広島市 3240002027312
有限会社東立工業 広島県 東広島市 6240002028852
株式会社チヨダパック 広島県 北広島町 1240001024097
有限会社井口建材 広島県 世羅町 1240002052568
井藤 圭 広島県
佐藤 学 広島県
門前 高千穂 広島県
株式会社　伸興 山口県 下関市 9250001005551
株式会社松岡 山口県 下関市 7250001006345
緑都開発株式会社 山口県 下関市 2250001006580
宇部蒲鉾株式会社 山口県 宇部市 8250001002979
株式会社防長宅建 山口県 山口市 1250001000709
ダイト株式会社 山口県 岩国市 4250001011455
株式会社田村経営センター 山口県 周南市 2250001009022
株式会社グラン・ディーズ 山口県 山陽小野田市 9250001004958
株式会社ブレイン 山口県 周防大島町 8250001012912
医療法人愛信会 徳島県 徳島市 4480005004102
有限会社おおにし 徳島県 徳島市 6480002000829
岡田企画株式会社 徳島県 徳島市 3480001000378
一般社団法人とくしま森林バンク 徳島県 徳島市 4480005006858
税理士法人マスエージェント 徳島県 徳島市 2480005002553
前川 智宏 徳島県
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有限会社岸下タイル 香川県 高松市 8470002000290
株式会社地酒処天羽 香川県 高松市 4470001014931
瀬戸内産業株式会社 香川県 高松市 6470001002315
西日本ロード施設株式会社 香川県 高松市 4470001003216
株式会社八蔵 香川県 高松市 5470001006259
株式会社ルーヴ 香川県 高松市 3470001004669
株式会社竹商 香川県 丸亀市 1470001007392
株式会社石川組 香川県 観音寺市 5470001009781
株式会社おおみね 香川県 土庄町 8470001012130
村川 誠治 香川県
昭和チキン工房株式会社 愛媛県 松山市 7500001011006
有限会社平田ガスセンター 愛媛県 松山市 1500002005623
株式会社フェイキースタンス 愛媛県 松山市 8500001014057
株式会社ＦＬＯＷ　ＥＲＳ 愛媛県 松山市 4500001020034
亀川設備工業株式会社 愛媛県 西条市 4500001009250
有限会社平塚建築 愛媛県 西条市 1500002015192
上甲 恭平 愛媛県
高知ファースト観光株式会社 高知県 高知市 9490001003473
シンクタンクスタジオ株式会社 高知県 高知市 7490001009035
田中石灰工業株式会社 高知県 南国市 8490001006221
青木建設株式会社 高知県 須崎市 8490001005743
野々下 修一 高知県
特定非営利活動法人あそびとまなび研究所 福岡県 北九州市 9290805008779
ＫＯＵＳＥＩ株式会社 福岡県 北九州市 8290801025556
ハゼモト建設株式会社 福岡県 北九州市 8290801003082
株式会社ｆｉｓｔ 福岡県 北九州市 7290801028428
丸福水産株式会社 福岡県 北九州市 1290801003576
株式会社アースミライ 福岡県 福岡市 7320001012831
株式会社アイビーコム 福岡県 福岡市 5400001004673
株式会社アイフィール 福岡県 福岡市 7290001058597
株式会社アズコミュニケーションズ 福岡県 福岡市 4320001004716
有限会社アズトレーディング 福岡県 福岡市 4290002021648
株式会社イーズライフ・ラボ 福岡県 福岡市 6290001048269
株式会社いっしょう 福岡県 福岡市 5290001092210
株式会社イプロス 福岡県 福岡市 9290001004987
有限会社岩佐商店 福岡県 福岡市 8290002024911
株式会社ＮＢＹ 福岡県 福岡市 8290001088734
株式会社金迪 福岡県 福岡市 1290001087619
株式会社グローバルワークス 福岡県 福岡市 9290001085342
株式会社ＺＭ 福岡県 福岡市 5290001072014
株式会社ジーズ・コーポレーション 福岡県 福岡市 5290001018925
就職エージェント九州株式会社 福岡県 福岡市 9290001061590
合同会社新機軸 福岡県 福岡市 5290003010087
株式会社スタジオモブ 福岡県 福岡市 1290001079302
合同会社チャリエン 福岡県 福岡市 3290003007382
日本エネルギー開発機構株式会社 福岡県 福岡市 4290001000272
株式会社ビジュ 福岡県 福岡市 4040001060432
秒ｄｅプリント株式会社 福岡県 福岡市 9290001046154
ヒル・トップフードシステム株式会社 福岡県 福岡市 1290001009878
株式会社フェリーズ 福岡県 福岡市 9290001089327
福岡印刷株式会社 福岡県 福岡市 8290001009896
福高観光開発株式会社 福岡県 福岡市 6290001016226
株式会社別府梢風園 福岡県 福岡市 5290001004041
株式会社美麗 福岡県 福岡市 5290001087656
株式会社ＹＯＨＯ 福岡県 福岡市 8290001063539
ＳＷＩＴＣＨ合同会社 福岡県 久留米市 4290003011276
株式会社ＨＵＬＫ 福岡県 久留米市 9290001071739
有限会社マルユー機工 福岡県 久留米市 9290002050089
有限会社日本ダストサービス 福岡県 飯塚市 9290002045840
有限会社ププレ・ワールド 福岡県 飯塚市 8290002045924
中村産業株式会社 福岡県 田川市 9290801016439
株式会社九州蜂の子本舗 福岡県 八女市 8290002048010
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株式会社Ｗｅｌｆａｒｅ　Ｊａｐａｎ 福岡県 筑後市 8290001077019
株式会社志岐蒲鉾本店 福岡県 大川市 2290001052910
株式会社三松 福岡県 筑紫野市 4290001042959
株式会社クロワッサン 福岡県 大野城市 4290001040649
フォロワーズ合同会社 福岡県 大野城市 3290003010097
福岡雷山ゴルフ倶楽部株式会社 福岡県 糸島市 5290001033271
株式会社三坂自動車 福岡県 糸島市 8290001063860
株式会社アーバンリゾート 福岡県 那珂川市 4290001005981
株式会社サンケイファニー 福岡県 宇美町 3290001038751
いいなサポート株式会社 福岡県 粕屋町 2290001072826
医療法人繁桜会 福岡県 広川町 1290005009437
株式会社スムリエ 福岡県 香春町 4290001088234
足達 聡司 福岡県
池嶋 嘉子 福岡県
井手 綾乃 福岡県
内野 大輔 福岡県
河瀬 百合子 福岡県
高野 詳子 福岡県
尋木 耕一 福岡県
田中 俊幸 福岡県
鳥越 茂成 福岡県
安永 一樹 福岡県
京花株式会社 佐賀県 佐賀市 9300001009431
株式会社Ｓｗｉｔｃｈ 佐賀県 佐賀市 3300001003720
太平商工株式会社 佐賀県 佐賀市 7300001008006
株式会社Ｒｅｌａｘ　Ｔｉｍｅ 佐賀県 佐賀市 2300001011501
有限会社酒のナガタ 佐賀県 唐津市 9300002010355
株式会社洋陽 佐賀県 唐津市 7300001010820
株式会社東洋セラミックス 佐賀県 有田町 7300001005754
三島精麦有限会社 佐賀県 有田町 7300002008491
山口 修 佐賀県
株式会社浦川クリーニング 長崎県 佐世保市 3310002009286
ミナミ化工産業株式会社 長崎県 諫早市 4310001008172
株式会社笠井建材店 長崎県 大村市 1310001008720
壱岐重販株式会社 長崎県 壱岐市 7310001010183
八木建設株式会社 長崎県 南島原市 9310001009785
株式会社エステートセンター 長崎県 時津町 5310001003916
北川 良治 長崎県
築城 慎一 長崎県
西岡 吉子 長崎県
平山 源一郎 長崎県
松尾 政壽 長崎県
山岡 圭太 長崎県
株式会社Ｗｉｌｌ 熊本県 熊本市 7330001007376
有限会社山陽堂 熊本県 熊本市 5330002004671
株式会社情報版 熊本県 熊本市 5330001009003
株式会社セブンアイアン 熊本県 熊本市 2330001026538
株式会社前田企画 熊本県 熊本市 7330003000247
株式会社ワークライフシナジー研究所 熊本県 熊本市 8330001025195
有限会社ガレージ・イン 熊本県 上天草市 6330002029619
株式会社チーム天草 熊本県 天草市 9330001022126
合同会社サンアクア 熊本県 菊陽町 9330003005970
有限会社ケイピーエス・ネットワーク 熊本県 多良木町 4330002030933
神山 久志 熊本県
塩山 春美 熊本県
西田 和志 熊本県
一般社団法人大分県産業資源循環協会 大分県 大分市 5320005000082
有限会社ゴトーエルピーガス 大分県 大分市 4320002009540
髙橋塗装株式会社 大分県 大分市 8320001013234
株式会社ちえの輪 大分県 大分市 6320001004920
株式会社ぽぽらす 大分県 大分市 4320001017362
一般社団法人結色 大分県 別府市 1320005009904

17 / 18 ページ



2022年9月22日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

株式会社ファーストハウジング 大分県 中津市 8320001017540
有限会社山本自動車 大分県 中津市 9320002021482
有限会社森山運送 大分県 日田市 2320002019517
株式会社日本汽罐 大分県 臼杵市 8320001015296
株式会社大の葬祭 大分県 豊後大野市 5320001015183
株式会社藤ノ家 宮崎県 宮崎市 6350001013308
株式会社ホームプランナー 宮崎県 宮崎市 7350001016920
和光電設株式会社 宮崎県 宮崎市 4350001002808
株式会社木田電業 宮崎県 都城市 8350001012712
株式会社ビーフ倉薗 宮崎県 小林市 5350001015643
西米良漁業協同組合 宮崎県 西米良村 9350005001917
西臼杵漁業協同組合 宮崎県 高千穂町 6350005003255
杉尾 正保 宮崎県
恒吉 秀造 宮崎県
有限会社折田会計センター 鹿児島県 鹿児島市 6340002002376
有限会社鹿屋食肉加工センター 鹿児島県 鹿屋市 8340002025103
有限会社米永こめ酒店 鹿児島県 鹿屋市 6340002026730
有限会社かわしま 鹿児島県 阿久根市 5340002022326
南栄リース株式会社 鹿児島県 日置市 6340001003029
株式会社おいもハウス 鹿児島県 いちき串木野市 8340001019460
大薗 秀一 鹿児島県
町永 春樹 鹿児島県
株式会社大翔 沖縄県 那覇市 2360003007236
株式会社沖繩装美工業 沖縄県 那覇市 3360001000373
合資会社奥原硝子製造所 沖縄県 那覇市 5360003000320
有限会社グローバルスタッフ 沖縄県 那覇市 7360002005459
有限会社コモドカンパニー 沖縄県 那覇市 3360002005702
琉球ゴーレックス株式会社 沖縄県 那覇市 6360001004396
有限会社アンカー商事 沖縄県 宜野湾市 1360002014440
有限会社みね屋 沖縄県 石垣市 9360002021512
有限会社八重山マツダ 沖縄県 石垣市 8360002021570
セナカ株式会社 沖縄県 浦添市 4360001021922
Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｓｔａｒｓ株式会社 沖縄県 浦添市 1360001019085
株式会社糸満市物産センター 沖縄県 糸満市 4360001006931
社会福祉法人トゥムヌイ福祉会 沖縄県 糸満市 9360005002402
株式会社三久自動車商事 沖縄県 豊見城市 1360001007172
社会福祉法人かなさ福祉会 沖縄県 うるま市 4360005002349
有限会社名嘉真製菓本舗 沖縄県 北中城村 2360002016717
株式会社トライラボ 沖縄県 与那原町 3360001023663
有限会社たけ事務 沖縄県 南風原町 2360002010521
安里 智彦 沖縄県
平良 芳男 沖縄県
中村 剣 沖縄県
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