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有限会社アップ・スタンダード 北海道 札幌市 3430002036302
株式会社アトラスグループ 北海道 札幌市 3430001038209
医療法人社団Ｈ・Ｎ・メディック 北海道 札幌市 5430005001615
株式会社MC-GATE 北海道 札幌市 8430001072731
エ・モレイセス・ブラニーク株式会社 北海道 札幌市 3430001069757
ＬＬＤアセットマネジメント株式会社 北海道 札幌市 3430001006090
株式会社オーエスカンパニー 北海道 札幌市 1430001082588
株式会社オーシャン 北海道 札幌市 6430001062412
北川商事株式会社 北海道 札幌市 4430001004382
株式会社鯖一 北海道 札幌市 4430003008357
株式会社サンドリア 北海道 札幌市 1430001036940
株式会社ジョブタス 北海道 札幌市 8430001067582
株式会社ソーシャルリサーチ 北海道 札幌市 6430001042653
株式会社ダイアナ管理 北海道 札幌市 4430001032160
株式会社タンダ内装 北海道 札幌市 7430001082418
株式会社ＮＥＸＴ　ＬＥＶＥＬ 北海道 札幌市 1430001032213
合同会社ＢＥＡＶＥＲ 北海道 札幌市 5430003012498
株式会社ヒューガン 北海道 札幌市 4010901044999
株式会社北海道ダイエィテック 北海道 札幌市 9430001022173
株式会社北海道ビューティサービス 北海道 札幌市 1430001022478
北関電気工事株式会社 北海道 札幌市 9430001014708
株式会社アサヒ商材 北海道 函館市 5440001000058
株式会社トレーディングサービス 北海道 小樽市 6430001071685
協和工業株式会社 北海道 旭川市 6450001000964
株式会社Ｊｅ　ｐｅｕｘ 北海道 旭川市 8450001010631
田中工業株式会社 北海道 旭川市 4450001002046
株式会社釧路林自工 北海道 釧路市 5460001000527
株式会社オビネンテクノス 北海道 帯広市 7460101004038
社会福祉法人萌木の会 北海道 北見市 7460305000353
株式会社三宝建商 北海道 苫小牧市 6430001053023
株式会社桜井電業所 北海道 稚内市 6450001008108
マルカツ武市商事有限会社 北海道 美唄市 5430002050202
有限会社日創産業 北海道 江別市 4430002047117
平成建設株式会社 北海道 江別市 3430001042598
有限会社高橋自動車商会 北海道 砂川市 9430002052582
株式会社山根園ウエストヒル 北海道 北広島市 9430001033674
山崎電機株式会社 北海道 愛別町 1450001003311
一般財団法人めまんべつ産業開発公社 北海道 大空町 3460305001479
株式会社洞爺湖温泉観光ホテル 北海道 洞爺湖町 7430001056454
株式会社観月苑 北海道 音更町 7460101001670
有限会社シルバークリーナーズ 北海道 音更町 5460102001597
角田 敏幸 北海道
児玉 雅也 北海道
相馬 敏哉 北海道
橋本 靖弘 北海道
山下 明子 北海道
株式会社青森トレボン 青森県 青森市 6420001000216
大泉開発株式会社 青森県 青森市 1420001001276
株式会社フロントップ 青森県 青森市 9420001015228
株式会社Ｎｅｘｔ　ＴｈｒｅｅＳ 青森県 弘前市 8420001015947
株式会社モリス 青森県 弘前市 4420001015026
株式会社じどうしゃや 青森県 板柳町 8420001008562
株式会社ＬＯＣＯ・ＳＩＫＩ 青森県 七戸町 5420001016221
岩手電工株式会社 岩手県 盛岡市 1400001000288
株式会社丸片石油 岩手県 北上市 5400001006249
ニッコー・ファインメック株式会社 岩手県 一関市 8400501000541
ハウスセレモニー株式会社 岩手県 釜石市 1400001008637
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山善鉄工建設株式会社 岩手県 二戸市 1400001007804
有限会社山井建設 岩手県 滝沢市 7400002004200
新宮物流株式会社 宮城県 仙台市 3370001005215
株式会社中央圧送 宮城県 仙台市 4370001003580
東北エアシステム株式会社 宮城県 仙台市 3370001022945
ハリウコミュニケーションズ株式会社 宮城県 仙台市 7370001003850
株式会社ファーストライズ 宮城県 仙台市 7370001015284
株式会社宮城友栄社 宮城県 仙台市 1370001011090
株式会社吉岡屋 宮城県 仙台市 6370001010773
早川スポーツ株式会社 宮城県 石巻市 8370001038771
株式会社渡會 宮城県 塩竈市 4370601000960
豊華株式会社 宮城県 名取市 5370001019411
株式会社北都開発 宮城県 大崎市 5370201000427
有限会社たまや旅館 宮城県 蔵王町 2370102002161
有限会社ケロケロの杜 宮城県 七ヶ宿町 1370102002071
上野 宜生 宮城県
斎藤 和幸 宮城県
宮川 季士 宮城県
吉田 正行 宮城県
和田 憲久 宮城県
株式会社眞宮技術 秋田県 秋田市 2410001002489
有限会社ファッションアイ 秋田県 大館市 9410002008801
株式会社浅利佐助商店 秋田県 鹿角市 7410001006519
有限会社たんぽぽ 秋田県 仙北市 1410002012843
有限会社泉製麺所 秋田県 三種町 6410002010652
有限会社シバタ 山形県 山形市 7390002006578
株式会社小野川温泉河鹿荘 山形県 米沢市 3390001016607
有限会社新杵屋 山形県 米沢市 8390002012939
有限会社パドックイレブン 山形県 米沢市 7390002013269
有限会社平田自動車工業 山形県 米沢市 4390002013288
有限会社海星 山形県 鶴岡市 6390002009202
庄内・まいふぁーむ合同会社 山形県 鶴岡市 5390003001233
山田塗装株式会社 山形県 酒田市 6390001006646
株式会社新庄印刷 山形県 新庄市 1390001008481
株式会社ラフライン 山形県 新庄市 8390001012964
株式会社花邑 山形県 上山市 7390001004830
医療法人社団尚和会 山形県 天童市 5390005002320
黒澤建設株式会社 山形県 白鷹町 3390001013629
五十嵐 宏 山形県
有限会社美容室たせ 福島県 福島市 2380002002896
有限会社山内酒店 福島県 会津若松市 4380002033361
株式会社スタジオレック 福島県 郡山市 4380001005568
合名会社広川工業 福島県 いわき市 3380003000964
有限会社田村精技 福島県 田村市 6380002015861
アルファ電子株式会社 福島県 天栄村 7380001011547
株式会社小山田組 福島県 西郷村 3380001022374
酒井 明子 福島県
森岡 正人 福島県
株式会社ＲｉｃｏＭｅｅ 茨城県 水戸市 5050001047923
株式会社須田酒店 茨城県 日立市 9050001023276
合同会社星野屋 茨城県 日立市 6050003005556
株式会社セントラルメディカル 茨城県 土浦市 8050001009235
株式会社ダスキン土浦 茨城県 土浦市 2050002011856
株式会社ジーアールエステート 茨城県 古河市 7050001019796
石川住建株式会社 茨城県 石岡市 9050001012254
有限会社飯野屋 茨城県 龍ケ崎市 3050002032983
株式会社栄林 茨城県 龍ケ崎市 2050001025155
楽倉株式会社 茨城県 取手市 5050001049754
有限会社つくば学園通りお煎餅いおり庵 茨城県 つくば市 8050002039842
株式会社サザコーヒー 茨城県 ひたちなか市 5050001006771
有限会社プロダクツ一生 茨城県 ひたちなか市 1050002008903
有限会社美容会館 茨城県 桜川市 4050002044243
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鹿島製菓株式会社 茨城県 神栖市 7050001020589
清明工業有限会社 茨城県 神栖市 9050002027251
日東電気株式会社 茨城県 茨城町 4050001002870
ヒサマツエンジニアリング株式会社 茨城県 境町 9050001044280
小島 英雄 茨城県
菅谷 美弥子 茨城県
高柳 彰文 茨城県
濱田 博隆 茨城県
松本 敦 茨城県
有限会社大窪建築設計事務所 栃木県 宇都宮市 8060002002196
株式会社グロース・カンパニー 栃木県 宇都宮市 6060001018071
有限会社サンドライ 栃木県 宇都宮市 3060002004115
有限会社スリーオクロックウッズ 栃木県 宇都宮市 4060002013486
ブリヂストンタイヤ栃木販売株式会社 栃木県 宇都宮市 5060001003966
櫛田興業株式会社 栃木県 足利市 7060001018541
株式会社グラン・シャリオ 栃木県 足利市 8060001018549
株式会社グランプラス 栃木県 足利市 8060001029141
株式会社舘野商店 栃木県 栃木市 3060001016846
都賀総合開発株式会社 栃木県 栃木市 1060001016468
青木設備工業株式会社 栃木県 佐野市 8060001020190
株式会社晃和 栃木県 佐野市 4060001021424
株式会社ＭＡＬＥＥＫＡ 栃木県 小山市 7060001033383
株式会社橋本測量 栃木県 大田原市 8060001012907
株式会社アドベーション 栃木県 矢板市 4060001033163
株式会社大向電設 栃木県 那須塩原市 1060001012021
株式会社ユーユー商会 栃木県 那須塩原市 5060001011564
有限会社ＥＮＴＥＲ 栃木県 市貝町 2310002014287
群立機器株式会社 群馬県 前橋市 5070001001119
医療法人三惠会 群馬県 前橋市 5070005000752
有限会社ティーエム 群馬県 前橋市 6070002008178
株式会社みつばち 群馬県 前橋市 6070001005779
株式会社アイザック 群馬県 高崎市 4070002006183
株式会社あるかんしえる 群馬県 高崎市 3070001037494
株式会社伊藤電設 群馬県 高崎市 3070001033832
株式会社オンタック電子 群馬県 高崎市 2070001006426
株式会社ＤＡＬＥ 群馬県 高崎市 1070001036259
有限会社平岡プラスチック 群馬県 高崎市 4070002011720
株式会社美喜仁 群馬県 桐生市 8070001016469
一般社団法人アジア人材バンク 群馬県 伊勢崎市 7070005009288
株式会社グンビル 群馬県 伊勢崎市 7070001013285
有限会社ニッセイ 群馬県 伊勢崎市 3070002019483
株式会社エイチ・デザインラボ 群馬県 太田市 6070001025595
有限会社シー・エス・ディー 群馬県 太田市 5070002032410
株式会社なないろハウジング 群馬県 富岡市 9070001036623
有限会社高野商店 群馬県 安中市 1070002014916
株式会社カワムラ 群馬県 草津町 7070001024076
清水 寿男 群馬県
蘓原 祥 群馬県
渡谷 昌浩 群馬県
飯坂電業株式会社 埼玉県 さいたま市 8030001000575
株式会社岩正 埼玉県 さいたま市 7030001000824
株式会社永大ホールディングス 埼玉県 さいたま市 1030001001241
株式会社からだ想い 埼玉県 さいたま市 5170001012080
株式会社キーリス 埼玉県 さいたま市 9030001117047
有限会社共栄建装 埼玉県 さいたま市 2030002018614
有限会社瀬尾板金工業所 埼玉県 さいたま市 5030002007787
有限会社南雲電設 埼玉県 さいたま市 3030002010149
福井工業株式会社 埼玉県 さいたま市 9030001007396
有限会社吉富ハウジング 埼玉県 さいたま市 2030002014472
株式会社ロイヤルエンターテインメント 埼玉県 さいたま市 5030001011864
株式会社ワンダフルドア 埼玉県 さいたま市 7030001136346
株式会社スターベニア 埼玉県 川越市 9030001122922

3 / 30 ページ



2022年12月6日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

株式会社ＴＭＣカー・ライフ 埼玉県 川越市 1030001121700
株式会社ニッセン 埼玉県 川越市 3013301009508
株式会社畑シーリング工業 埼玉県 川越市 8030001118005
Ｄｄｏｏｒ株式会社 埼玉県 熊谷市 2030001121096
株式会社大熊製作所 埼玉県 川口市 2030001074022
株式会社加藤自動車 埼玉県 川口市 7030001114698
株式会社岸田商店 埼玉県 川口市 9030001074478
暁海株式会社 埼玉県 川口市 5010501038723
株式会社コザカイ 埼玉県 川口市 5030001074812
志和合同会社 埼玉県 川口市 9011503003059
株式会社大創フーズ 埼玉県 川口市 2290801026287
有限会社矢島モータース 埼玉県 川口市 4030002107828
社会福祉法人優愛会 埼玉県 川口市 1030005018331
株式会社タナカ 埼玉県 行田市 9030001086960
株式会社マルテイ商事 埼玉県 行田市 3030001087089
株式会社剛英 埼玉県 所沢市 4030001115641
秀栄建設株式会社 埼玉県 所沢市 7030001024303
医療法人くすのき会 埼玉県 飯能市 5030005014731
有限会社コルツァ 埼玉県 本庄市 9030002081903
温井住設株式会社 埼玉県 本庄市 6030001060357
ユーエスエンジニアリング株式会社 埼玉県 本庄市 8030001060727
株式会社アリム 埼玉県 春日部市 1030001050775
正和工業株式会社 埼玉県 春日部市 4030001051119
社会福祉法人ともに福祉会 埼玉県 春日部市 8030005007410
ＮＦＯＲ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ株式会社 埼玉県 春日部市 2030001120321
株式会社アレイ 埼玉県 狭山市 3030001092840
有限会社入曽写真館 埼玉県 狭山市 2030002033183
西武通運株式会社 埼玉県 狭山市 2030001026403
有限会社岡田モータース 埼玉県 鴻巣市 2030002083757
株式会社ａｎｄ　ｌｏｔｕｓ 埼玉県 深谷市 4030001121094
有限会社大宮カーサービス 埼玉県 上尾市 4030002053378
株式会社Ｒｅ．Ｂｅ 埼玉県 上尾市 9030001144495
株式会社リープ 埼玉県 上尾市 8030001043590
株式会社金秀商事 埼玉県 草加市 8030001107164
株式会社アルトスペース 埼玉県 越谷市 4030001127612
有限会社金子自動車 埼玉県 越谷市 9030002085557
株式会社北辰商事 埼玉県 越谷市 4011101074275
株式会社ミッドランドクリエイション 埼玉県 越谷市 4012701011915
生旺株式会社 埼玉県 蕨市 2260001026413
Ｚ・Ａ・Ｃ株式会社 埼玉県 蕨市 6011101065685
株式会社エー・シー・トランスポート 埼玉県 戸田市 6030001022935
株式会社ＬＮＫＳ 埼玉県 戸田市 2030001133604
ＹＩＹＩホーム合同会社 埼玉県 戸田市 4012403001669
株式会社ＡＳＴＲＡＮＳ 埼玉県 朝霞市 4030001044543
株式会社Trinity 埼玉県 朝霞市 4030001063378
株式会社ベスコ 埼玉県 朝霞市 2030001045064
有限会社三芳土地 埼玉県 新座市 4030002062445
株式会社ヘアケアサロンＪ 埼玉県 北本市 7030001120201
株式会社美光 埼玉県 富士見市 3030001047101
株式会社ノモト 埼玉県 三郷市 2030001036922
有限会社中京印刷 埼玉県 蓮田市 8030002022362
さいとう自動車株式会社 埼玉県 日高市 9030001090401
株式会社ぴあのっち 埼玉県 日高市 4010401114055
石川商事有限会社 埼玉県 吉川市 1030002089887
日本グラファイト工業株式会社 埼玉県 伊奈町 5030001042414
有限会社川本住宅工房 埼玉県 滑川町 5030002097119
石崎 宏 埼玉県
石山 登敏 埼玉県
板垣 成人 埼玉県
出口 和樹 埼玉県
大塚 慎也 埼玉県
小川 俊夫 埼玉県
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金井 一喜 埼玉県
鈴木 公一 埼玉県
高田 文義 埼玉県
福島 敏洋 埼玉県
細井 輝吉 埼玉県
有限会社Ｍ’ｓシステム 千葉県 千葉市 8040002016875
黒べこや焼肉株式会社 千葉県 千葉市 3040001100478
京王自動車工業株式会社 千葉県 千葉市 8040001001960
株式会社すこやか 千葉県 千葉市 9040001060502
株式会社ＺＥＲＯプラス 千葉県 千葉市 9040001102353
花園産業有限会社 千葉県 千葉市 6040002009336
有限会社東京ベイクリエイト 千葉県 市川市 9040002043274
有限会社ミューズ 千葉県 市川市 6040002039110
株式会社明光企画 千葉県 市川市 2040001027722
合同会社華盛 千葉県 船橋市 7030003004352
株式会社グランド・ガーデン 千葉県 船橋市 8040002027311
Ｔｉｇｅｒ　Ｅｘｐｒｅｓｓ株式会社 千葉県 船橋市 1040001089838
ローヴァーズ株式会社 千葉県 木更津市 2011001099267
医療法人社団一建会 千葉県 松戸市 7040005019918
エルデロ合同会社 千葉県 松戸市 7011203002271
株式会社東運輸 千葉県 野田市 1040001071060
協有建設株式会社 千葉県 野田市 6040001072236
株式会社ディー・アイ 千葉県 野田市 4040001104783
医療法人社団宏和会 千葉県 成田市 8040005006741
株式会社アイデン 千葉県 佐倉市 9010001072079
株式会社グランデヤスダ 千葉県 佐倉市 9040001097073
有限会社ファルマシアヤスダ 千葉県 佐倉市 7040002061492
医療法人社団由麻会 千葉県 佐倉市 7040005007617
株式会社カワノ建設 千葉県 東金市 9040001114134
株式会社ナミカワハウス 千葉県 東金市 3040002079745
大真工業株式会社 千葉県 旭市 6040001061932
焼肉黒べこや株式会社 千葉県 習志野市 6040001080255
株式会社モトハシ 千葉県 柏市 8040001066566
株式会社ＬＵＸＡＳ 千葉県 流山市 8040001082885
株式会社スガワラ舞台 千葉県 八千代市 8040001023212
株式会社アブニール 千葉県 我孫子市 4040001067741
株式会社ミート大山 千葉県 我孫子市 1040001093154
株式会社さわらび 千葉県 鴨川市 1040001074187
医療法人社団爽歯会 千葉県 鎌ケ谷市 4040005004757
株式会社モリキン 千葉県 富津市 1040001052036
株式会社Ｐｌｕｓ　Ｏ 千葉県 浦安市 9040001079352
株式会社ウーロン貿易 千葉県 四街道市 5040001048022
社会福祉法人勝曼会 千葉県 四街道市 2040005007159
有限会社ファイルース 千葉県 四街道市 2040002065325
五十嵐商事株式会社 千葉県 印西市 4040001043593
株式会社ホップ 千葉県 印西市 9013301015987
株式会社白鳥丸水産 千葉県 御宿町 8040001075286
栗原 政幸 千葉県
逆井 隆 千葉県
水野 良祐 千葉県
山内 章廣 千葉県
輪湖 みづき 千葉県
株式会社アール免震 東京都 千代田区 5010001092989
株式会社アジアメデカ元気事業団 東京都 千代田区 5010001141952
株式会社アニスピホールディングス 東京都 千代田区 5010001177625
株式会社石原商店 東京都 千代田区 7010001010627
株式会社エーエム 東京都 千代田区 9030001139917
株式会社角丸サプライズ 東京都 千代田区 3010001221533
キュア株式会社 東京都 千代田区 7010001123569
グリッドマーク株式会社 東京都 千代田区 6010001087410
Ｃｌｏｏｐｅｎ株式会社 東京都 千代田区 7011101078711
京揚株式会社 東京都 千代田区 7010401139776
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株式会社高等教育総合研究所 東京都 千代田区 2010001073562
株式会社サスライト 東京都 千代田区 1010401095884
一般社団法人自動車公正取引協議会 東京都 千代田区 5010005003042
株式会社シルバー・フオックス 東京都 千代田区 4010001020050
鉄道広告株式会社 東京都 千代田区 8010001023248
ＤＥＮＢＡ株式会社 東京都 千代田区 2013301024689
日証貿株式会社 東京都 千代田区 4010001079104
公益社団法人日本給食サービス協会 東京都 千代田区 3010005017787
日本防振株式会社 東京都 千代田区 9010001033709
株式会社ビー・シー・エル 東京都 千代田区 8010001129029
株式会社ミュージアムクルー 東京都 千代田区 4010001013789
株式会社メディカル・プロフィックス 東京都 千代田区 3010001140031
株式会社八坂書房 東京都 千代田区 8010001031259
株式会社やまの 東京都 千代田区 1010001184781
株式会社吉田 東京都 千代田区 1010001031711
ラング株式会社 東京都 千代田区 8290001058076
有限会社レモン 東京都 千代田区 2010002015877
ＲＫ　ｐｌｕｓ株式会社 東京都 中央区 6010001205657
えむあーる株式会社 東京都 中央区 9010001176887
株式会社角山本店 東京都 中央区 6010001040550
株式会社カトリ 東京都 中央区 7010001075026
株式会社ＧＥＡＲ 東京都 中央区 9010901028873
紀鉄エステート株式会社 東京都 中央区 3010001123878
紀鉄ホテル株式会社 東京都 中央区 9010001014576
交神運輸株式会社 東京都 中央区 7010001043998
有限会社コディコ 東京都 中央区 2010002045057
株式会社さくら 東京都 中央区 8240001042134
シード医療製薬株式会社 東京都 中央区 2010001207054
株式会社ｓｙｎｃｉｔｙ 東京都 中央区 2010001205693
株式会社ゼロサポート 東京都 中央区 2290001069649
双喜商事株式会社 東京都 中央区 9120001082851
太平興業株式会社 東京都 中央区 2010001085649
株式会社Ｔ３ 東京都 中央区 1010001104335
株式会社テクゾン 東京都 中央区 8010601058494
株式会社東榮商会 東京都 中央区 6010001051647
有限会社日本橋弁松総本店 東京都 中央区 6010002026961
公益社団法人日本フィットネス協会 東京都 中央区 2010005018794
ニューウェル株式会社 東京都 中央区 5010001053834
株式会社人形町今半 東京都 中央区 5010001053917
ハイドサイン株式会社 東京都 中央区 2010501023595
ＢｅｌｌＰｏｓｔ合同会社 東京都 中央区 4010003032044
株式会社ポリテック・エイディディ 東京都 中央区 6010401027701
株式会社ライティングシステム 東京都 中央区 1010001093000
株式会社リンドウ商事 東京都 中央区 4010001060567
株式会社レクシード 東京都 中央区 9010601045987
アペックス株式会社 東京都 港区 9010401001950
ＡＮＣＨＯＲパートナー株式会社 東京都 港区 6010401134332
株式会社ＬＬＰ 東京都 港区 9010401151911
株式会社オーエムウィン 東京都 港区 5010401159719
オーマイグラス株式会社 東京都 港区 1010701026341
株式会社カインドウエア 東京都 港区 6010001034676
株式会社ＫＡＣＨＩＥＬ 東京都 港区 2010401095966
菊村防災設備　株式会社 東京都 港区 1010001014484
株式会社キャリアインデックス 東京都 港区 4010401081592
旭東ビルサービス株式会社 東京都 港区 2010401040633
一般社団法人　国際協働研究機構 東京都 港区 2010405013172
株式会社ＪＥＭ 東京都 港区 9010401090655
合同会社Ｊ　ＰＲＩＤＥ　ＧＬＯＢＡＬ 東京都 港区 9010403024438
医療法人社団樹英会 東京都 港区 8010405002681
株式会社食楽宝庫 東京都 港区 1010002037749
株式会社ソラボ 東京都 港区 1010001145511
株式会社ソリッド・ソリューションズ 東京都 港区 5010401077813
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Ｓｏｌｖｅ株式会社 東京都 港区 3010401137073
株式会社トライウェル 東京都 港区 6010401019847
一般財団法人日欧産業協力センター 東京都 港区 8010405018851
株式会社２．１ 東京都 港区 5011003005170
株式会社ビオプラス 東京都 港区 3010401149795
株式会社ｆｏｒｅｄｇｅ 東京都 港区 9010401122722
株式会社ブリッジ 東京都 港区 7010401147845
株式会社Ｐｏｎｏ　Ｌｉｆｅ 東京都 港区 6010401130546
株式会社マツイ 東京都 港区 4010401067666
ＭＩＲＡＩ株式会社 東京都 港区 4180001134932
メディフォン株式会社 東京都 港区 6010401133086
株式会社ユーエムイー 東京都 港区 4010401084579
株式会社ライフデザインルーム 東京都 港区 4011401017355
株式会社ＲｅＬＩＦＥ 東京都 港区 9010401144923
株式会社ＹＫＣ 東京都 港区 7010401125157
アーネスト株式会社 東京都 新宿区 6011101050299
株式会社アグリコネクト 東京都 新宿区 8010001138673
株式会社アジリティ 東京都 新宿区 4010001145277
株式会社エール 東京都 新宿区 3011101067560
エクセルデバイス株式会社 東京都 新宿区 1011001003592
株式会社ＥＭＡＲＧＥ 東京都 新宿区 7011101081203
株式会社　鼎 東京都 新宿区 9011101057829
株式会社ＫＯＫＯＳＫＩ 東京都 新宿区 8011101079246
株式会社ＪＩＮＣｏｍｐａｎｙ 東京都 新宿区 3012801018522
株式会社デザインワード 東京都 新宿区 1011101052218
西永商事株式会社 東京都 新宿区 4011501024284
ファーマケア株式会社 東京都 新宿区 6011101088538
有限会社メディアート 東京都 新宿区 5011102023115
株式会社リカレント 東京都 新宿区 7011101043260
リロンライフパートナーズ株式会社 東京都 新宿区 6011101059506
燈株式会社 東京都 文京区 2010001215585
株式会社シーティーイー 東京都 文京区 4010001003410
株式会社大和書房 東京都 文京区 6010001004423
株式会社ティー・ワイステップ 東京都 文京区 3011501009732
株式会社トランジット 東京都 文京区 3011001062637
日本コロイド株式会社 東京都 文京区 3010001033160
ベーガン通商株式会社 東京都 文京区 5010001028737
有限会社三崎梱包社 東京都 文京区 6010002005833
株式会社Ｅａｓｔ　Ｗｉｎｎｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｊａｐａｎ 東京都 台東区 2010501041647
株式会社ＩＫＫＩ 東京都 台東区 9010501038959
株式会社ＡＧグループ 東京都 台東区 7040001113501
株式会社Ｌ＆Ｌ 東京都 台東区 4010501039994
CELLRETURN Japan　株式会社 東京都 台東区 5010001219815
テンル株式会社 東京都 台東区 6010501043342
株式会社ＢＯＯＫＳ 東京都 台東区 7010501037021
有限会社萬隆 東京都 台東区 7010502021651
ミツワ株式会社 東京都 台東区 5010501014575
株式会社Ｙ＆Ｊ 東京都 台東区 4011101077377
株式会社アークラボ 東京都 墨田区 6040001112330
株式会社アンリシール 東京都 墨田区 8010601048818
伊東メリヤス工業株式会社 東京都 墨田区 7010601009812
株式会社イルマックス 東京都 墨田区 2010601040482
株式会社いろはｉｓｍ 東京都 墨田区 3120901016864
大塚産業株式会社 東京都 墨田区 7010601008979
公益社団法人東京都向島歯科医師会 東京都 墨田区 4010605000010
合同会社ＢＢＫ 東京都 墨田区 1010903003849
村松鐵鋼株式会社 東京都 墨田区 6010601016025
株式会社宮脇商店 東京都 江東区 5010601007165
株式会社ｉ－Ｗｅｓｔ　ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ 東京都 品川区 3010701037122
株式会社五工社 東京都 品川区 7010701003327
株式会社Ｓｙｎａｍｏｎ 東京都 品川区 1010001177645
トライシクル株式会社 東京都 品川区 3010701035860
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ネイキスプロダクション株式会社 東京都 品川区 4011001139707
株式会社Ｌｉｅｎ 東京都 品川区 2070001036712
株式会社アーシュ・ツジグチ 東京都 目黒区 2013201007018
医療法人社団宮山歯科医院 東京都 目黒区 2011005007630
株式会社ランフリー 東京都 目黒区 8012401014677
株式会社クリーク 東京都 大田区 3010901003436
株式会社コマキ 東京都 大田区 5010801004086
株式会社ＳＡＧＡＳＡＬＥ 東京都 大田区 8010801027084
有限会社星和電機製作所 東京都 大田区 2020002078007
田野屋酒販株式会社 東京都 大田区 6010801007146
東京通信機材株式会社 東京都 大田区 2010801007827
日邦工業株式会社 東京都 大田区 4010801009433
株式会社ユタカ 東京都 大田区 1010801021052
リノ・ハピア株式会社 東京都 大田区 6010801012889
合同会社アンフィニ 東京都 世田谷区 6010003021986
株式会社エミープラス 東京都 世田谷区 4010901037689
株式会社金冠堂 東京都 世田谷区 1010901003017
ｓｈａｍａメディア株式会社 東京都 世田谷区 5140001111125
有限会社セント・ジョージ 東京都 世田谷区 5010902008655
東和ライティング株式会社 東京都 世田谷区 2010901008469
株式会社ドラゴンエンピツ 東京都 世田谷区 1180001134373
株式会社バンブーインターナショナル 東京都 世田谷区 8010901017828
株式会社ビーイングトラスト 東京都 世田谷区 8010901009940
特定非営利活動法人離島経済新聞社 東京都 世田谷区 5010905002936
株式会社Ｏｎｅ’ｓＬｉｆｅホーム 東京都 世田谷区 9010901025805
株式会社ＷＯＮＤＥＲＨＯＬＩＣ 東京都 世田谷区 5011001098514
株式会社Ａｃｃｏｒｄｉｎｇｌｙ 東京都 渋谷区 4011001139327
株式会社ｗｉｌｌ　ｄｅｓｉｇｎ 東京都 渋谷区 4011001073419
株式会社ウイング 東京都 渋谷区 3011001104224
株式会社ウェアーズ 東京都 渋谷区 4011001040682
株式会社エヌ・ヴィ・アイ 東京都 渋谷区 1011001040966
医療法人社団港成会 東京都 渋谷区 4020005004073
株式会社ジョイエム 東京都 渋谷区 5011001010742
株式会社シルバー編機サービス・センター 東京都 渋谷区 4011001011295
株式会社スーパー・ボイス 東京都 渋谷区 3011001011585
株式会社センクシャ 東京都 渋谷区 6011101083415
株式会社タイムズ 東京都 渋谷区 5010701030876
ナビライフジャパン株式会社 東京都 渋谷区 8011001116768
株式会社Ｐヴァイン 東京都 渋谷区 8011001069116
株式会社ブライトログ 東京都 渋谷区 8020001104336
株式会社フル・ワールド 東京都 渋谷区 2020001112435
株式会社マスタービュー 東京都 渋谷区 6011001060662
株式会社ミギテック 東京都 渋谷区 7011001136123
みやび株式会社 東京都 渋谷区 8010401051600
株式会社モイ 東京都 渋谷区 5011001049095
株式会社ｙｏｌｕｍ 東京都 渋谷区 6011001135225
株式会社ＬＯＯＰ 東京都 渋谷区 1011001139362
有限会社アセンティー関東 東京都 中野区 7011202010267
株式会社ＥＴＣ 東京都 中野区 9010901023214
合同会社ａｍｐｍ 東京都 中野区 8011203001925
株式会社ｔｏｕｒｎａｎｔ 東京都 中野区 4013303004464
株式会社プリントマウス 東京都 中野区 7011201016125
株式会社松崎ハウジング 東京都 中野区 5011201006904
株式会社ミィ 東京都 中野区 5012801017183
株式会社ライフアゲインプランニング 東京都 中野区 4011601015704
株式会社Ａｇｏｏｒａ 東京都 杉並区 2012401021539
株式会社マンダリン 東京都 杉並区 1011301016757
株式会社宮木商会 東京都 杉並区 3011301006938
有限会社永利 東京都 豊島区 9013302017652
金城国際株式会社 東京都 豊島区 8012401034626
医療法人財団豊島健康診査センター 東京都 豊島区 6013305000385
齋藤商事株式会社 東京都 豊島区 4013301040230
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薩斐東京株式会社 東京都 豊島区 1013301042485
サンハヤト株式会社 東京都 豊島区 9013301004734
東信企業株式会社 東京都 豊島区 7013301008290
株式会社パラレル東京 東京都 豊島区 5013301029446
株式会社Ｂｅｅ 東京都 豊島区 8013301047057
株式会社フォーユー 東京都 豊島区 4013301030768
株式会社フロンテイア 東京都 豊島区 5013301010827
株式会社ベジタリアンブッチャージャパン 東京都 豊島区 8013301041019
三森商事株式会社 東京都 豊島区 2013301011398
ミヤザキ株式会社 東京都 豊島区 4013301011990
合同会社ラヴィエベル 東京都 豊島区 2010003030223
株式会社ＹＳＯ 東京都 豊島区 4011501027080
株式会社ＣＲＯＯ－Ｚ 東京都 北区 7011301018319
合資会社前田興業 東京都 北区 1011503000682
本不二建設株式会社 東京都 北区 6011501004706
アート株式会社 東京都 荒川区 8011501016534
株式会社ＫＳＭ 東京都 荒川区 8011501019264
株式会社ケーエムコーポレーション 東京都 荒川区 4011501020416
浩朋商事株式会社 東京都 荒川区 3011801032954
株式会社仁昌国際 東京都 荒川区 4011501025571
株式会社松井商店 東京都 荒川区 7011501008771
株式会社Ｕ＆Ｍ 東京都 荒川区 6011501022294
株式会社ワイエム 東京都 荒川区 1011501022415
有限会社アイエヌシー 東京都 板橋区 3010002051434
大友運輸株式会社 東京都 板橋区 7011401001133
株式会社海東ブリッジ 東京都 板橋区 2011401013397
医療法人社団誠秀会 東京都 板橋区 1011405000087
株式会社造 東京都 板橋区 6011401003568
ソシオコーポレーション株式会社 東京都 板橋区 8011501009406
有限会社泰心 東京都 板橋区 2011402005369
日本興志サービス株式会社 東京都 板橋区 9011401019909
有限会社ポピークリーニング 東京都 板橋区 6011402008079
株式会社ＭＡＵＭＩ 東京都 板橋区 3011401015962
株式会社リブラン 東京都 板橋区 3011401006879
株式会社Ｒｉｎ 東京都 板橋区 6011401020233
有限会社エル・プランニング 東京都 練馬区 7011602001873
株式会社金胡麻商事 東京都 練馬区 1011601019245
合同会社ＧＵ 東京都 練馬区 1011603002323
株式会社日東工業 東京都 練馬区 1011601005294
有限会社栄嘉む 東京都 足立区 6011802022786
株式会社ＳＫＰ 東京都 足立区 6011801033000
家慶株式会社 東京都 足立区 7011801030830
吉祥有限会社 東京都 足立区 7040002054348
有限会社佐々木畳店 東京都 足立区 7011802013264
株式会社シービージャパン 東京都 足立区 2011801014763
有限会社中村モータース 東京都 足立区 7011802016787
株式会社松山 東京都 足立区 8040001114713
株式会社ミナミ商事 東京都 足立区 2011501027074
医療法人社団菱成会 東京都 足立区 1011805000678
株式会社シー・シー・エム 東京都 葛飾区 9010601020189
株式会社ＰＬＡＣＥ　ＯＦ　ＰＬＡＹＳ 東京都 葛飾区 8011801032909
豊和エンジニアリング株式会社 東京都 葛飾区 1011801004377
株式会社ミスズ 東京都 葛飾区 3011801004689
株式会社アートフリーク 東京都 江戸川区 6010001035831
株式会社京葉電子工業 東京都 江戸川区 4011701010183
有限会社コーリン工業 東京都 江戸川区 2011702004161
昭和印刷株式会社 東京都 江戸川区 8011701003621
一般社団法人日本パン技術研究所 東京都 江戸川区 1011705000010
有限会社ポルポ 東京都 江戸川区 9011702010525
株式会社カイウン 東京都 八王子市 4012401022196
株式会社グローバル・ケア・ネット 東京都 八王子市 8010101001062
有限会社丹澤工務店 東京都 八王子市 1010102004310
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マステック冷熱株式会社 東京都 八王子市 4010101014596
株式会社青木屋 東京都 立川市 1012801000011
合同会社Ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ　Ｏｆｆｉｃｅ 東京都 立川市 3012803001253
多摩ケンソー工業株式会社 東京都 立川市 9012801000887
株式会社清島食品 東京都 武蔵野市 6012701010378
株式会社ビューティーサイエンス 東京都 武蔵野市 4012401013550
有限会社清水モータース 東京都 青梅市 7013102006155
株式会社ＴＯＫＩＯ　Ｌａｂ 東京都 府中市 5012401031733
ＥＮＶＬＯＰ株式会社 東京都 調布市 4012401036444
株式会社ＫｉＫＵ 東京都 調布市 5012401037169
株式会社ソト企画 東京都 調布市 3012401021331
株式会社プロ・フィットスポーティング 東京都 調布市 1012401009774
株式会社Ａ．Ｉ．ＦＡＣＴＯＲＹ 東京都 町田市 8012301008390
株式会社平野屋金物店 東京都 町田市 5012301006703
有限会社平本商会 東京都 町田市 2012302003982
合同会社ガッツ 東京都 小金井市 2012403003626
株式会社ナチュラル・スタンス 東京都 小金井市 2011801036106
株式会社ＰＬＡＬＡ 東京都 日野市 8012801019961
山崎教育システム株式会社 東京都 東村山市 8012701001945
同和発條株式会社 東京都 稲城市 6013401005338
有限会社造研 東京都 あきる野市 3013102005540
有限会社インターバース 東京都 西東京市 8012702003932
社会福祉法人梅の樹会 東京都 瑞穂町 6013105000057
青柳 雅彦 東京都
浅野 優貴 東京都
石﨑 剛史 東京都
市川 誠 東京都
出井 和也 東京都
上川 修 東京都
江原 啓未 東京都
大友 博之 東京都
小野 浩道 東京都
加藤 裕司 東京都
北嶋 教雄 東京都
久木元 喜昭 東京都
窪田 秀治 東京都
熊田 友弥 東京都
御幸 佑亮 東京都
後藤 由紀 東京都
齊藤 遼亮 東京都
笹沼 義人 東京都
佐俣 範和 東京都
曽根 康介 東京都
徳植 純也 東京都
富永 淳一 東京都
中村 三男 東京都
並木 圭太 東京都
楢原 義之 東京都
西山 智子 東京都
能勢 剛 東京都
服部 保宏 東京都
藤木 智 東京都
藤本 雅大 東京都
森崎 大輔 東京都
矢島 健志 東京都
山口 昭 東京都
山田 栄二 東京都
吉田 一大 東京都
吉田 千栄子 東京都
ＷＡＮＧＴＨＩＡＮ ＳＵＮＡＮ 東京都
渡邊 観也 東京都
有限会社浅野商店 神奈川県 横浜市 2020002013351
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石井商事運輸株式会社 神奈川県 横浜市 3020001030438
株式会社壱番館 神奈川県 横浜市 2020001095457
インスタイル株式会社 神奈川県 横浜市 9020002047574
株式会社エスエムディシー 神奈川県 横浜市 6020001145720
株式会社神田酒店 神奈川県 横浜市 2020001025843
鴻億興業日本株式会社 神奈川県 横浜市 1020001106025
株式会社ＣＯＭＰＡＳＳ 神奈川県 横浜市 8020001122775
済州建設株式会社 神奈川県 横浜市 1020001060899
ジャストビューティ株式会社 神奈川県 横浜市 8021002064932
株式会社上薬研究所 神奈川県 横浜市 3020001015091
株式会社ＳＹＡＷＡＳＥ　ＷＯＲＫＳ 神奈川県 横浜市 3020001135162
有限会社関野商店 神奈川県 横浜市 6020002030459
有限会社関野商店戸塚 神奈川県 横浜市 1020002012115
大栄電子株式会社 神奈川県 横浜市 3020001023680
有限会社大樹 神奈川県 横浜市 4020002016947
株式会社トライアングル 神奈川県 横浜市 7020001139481
株式会社寅グループ 神奈川県 横浜市 3020001137456
株式会社ニーズ 神奈川県 横浜市 9020001105176
株式会社ＮＯ　ＧＬＯＲＹ 神奈川県 横浜市 3020001125634
有限会社花菱自動車工業 神奈川県 横浜市 3020002027763
ビーイーエージャパン株式会社 神奈川県 横浜市 3010901013798
株式会社ビジネス未来＆Ｃｏ． 神奈川県 横浜市 5020001136290
株式会社マインズクリエイト 神奈川県 横浜市 3020001044776
株式会社松崎 神奈川県 横浜市 5020001028959
特定非営利活動法人大豆戸フットボールクラブ 神奈川県 横浜市 8020005006611
株式会社メディカルフーズ 神奈川県 横浜市 7020001049078
株式会社若葉ネットワーク 神奈川県 横浜市 1020001044720
井上クリーニング株式会社 神奈川県 川崎市 4020001068832
合同会社ＣＲＥＡＲ 神奈川県 川崎市 1020003016131
株式会社ＣＬＯＶＥＲ 神奈川県 川崎市 5020003018256
医療法人歯鏡会（社団） 神奈川県 川崎市 9020005007674
武内金属株式会社 神奈川県 川崎市 6020001073541
ナムテック株式会社 神奈川県 川崎市 5020001068237
株式会社ピーウィー 神奈川県 川崎市 9020001078075
株式会社ビックベース 神奈川県 川崎市 5020001131325
丸裕商事株式会社 神奈川県 川崎市 5020001064731
株式会社饒田 神奈川県 相模原市 6021001013504
医療法人社団雲雀会 神奈川県 相模原市 8021005010462
株式会社ヤスムラ 神奈川県 相模原市 2021001014209
有限会社酒室商店 神奈川県 横須賀市 5021002069884
神田鉄工株式会社 神奈川県 平塚市 9021001036361
相模石油株式会社 神奈川県 平塚市 4021001036564
株式会社ニットー 神奈川県 平塚市 7010901009322
有限会社安岡美容院 神奈川県 平塚市 3021002059978
株式会社クボモト 神奈川県 藤沢市 5021001000593
医療法人社団松の和会 神奈川県 藤沢市 5021005010820
株式会社ＬＡＶＡＳＯＵＬ 神奈川県 藤沢市 1021001053208
有限会社川瀬商事 神奈川県 小田原市 5021002051520
箱根登山鉄道株式会社 神奈川県 小田原市 8021001033616
松尾建設株式会社 神奈川県 茅ヶ崎市 2021001007419
株式会社百丹土地 神奈川県 逗子市 2021001040980
有限会社大川クリーニング商会 神奈川県 秦野市 5021002037651
医療法人横浜かがやきクリニック 神奈川県 秦野市 2021005004593
株式会社企画室創希 神奈川県 厚木市 6021001047790
株式会社Ｗｏｎｄｅｒ　Ｔｒｅｅ 神奈川県 大和市 7140001108813
有限会社ステータス 神奈川県 座間市 4021002047511
相生電子工業株式会社 神奈川県 寒川町 2021001046169
医療法人社団光進会 神奈川県 二宮町 8021005007392
阿部 健太郎 神奈川県
石渡 寿夫 神奈川県
井關 長義 神奈川県
大垣 京子 神奈川県
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小野 優 神奈川県
岸本 幸郎 神奈川県
菅谷 公一 神奈川県
中村 哲也 神奈川県
藤井 健太郎 神奈川県
堀井 求 神奈川県
三科 絵理 神奈川県
三原 啓文 神奈川県
村上 恒宏 神奈川県
株式会社エムズプロワーカー 新潟県 新潟市 8110001035893
株式会社三栄産業 新潟県 新潟市 8110001007158
株式会社永井建設 新潟県 新潟市 1110001008674
新潟ボンド工業株式会社 新潟県 新潟市 7110001007951
有限会社山崎銅鉄店 新潟県 新潟市 2110002008251
株式会社結城製作所 新潟県 新潟市 5110001005684
清水商事株式会社 新潟県 三条市 7110001014270
特定非営利活動法人地域のマナビバミナミトピア 新潟県 三条市 2110005015798
株式会社小嶋屋総本店 新潟県 十日町市 6110001020996
有限会社川晃 新潟県 燕市 2110002019752
坂井研磨株式会社 新潟県 燕市 9110001034696
株式会社トクニ工業 新潟県 燕市 7110001016416
富士カトラリー株式会社 新潟県 燕市 2110001016057
株式会社柿崎機械 新潟県 上越市 7110001019583
有限会社ＴＡＫＩＴＡ 新潟県 上越市 2110002023052
株式会社古城館 新潟県 南魚沼市 5110001030699
有限会社三葉屋物産店 新潟県 湯沢町 8110002033319
有限会社清津工業 新潟県 津南町 4110002025492
深谷 仁彦 新潟県
矢島 拓 新潟県
北日本電機産業株式会社 富山県 富山市 1230001000751
北日本モーター株式会社 富山県 富山市 5230001001548
合同会社グリーンフィールドアカデミー 富山県 富山市 5230003001141
株式会社翔建工業 富山県 富山市 4230001004675
株式会社スクランブルエッグ 富山県 富山市 8230001006692
竹田運輸倉庫株式会社 富山県 富山市 3230001000650
株式会社ハウスコム 富山県 富山市 3230001004494
有限会社古川酒販 富山県 富山市 7230002003062
細野商事　株式会社 富山県 富山市 9230001002864
株式会社マツオ 富山県 富山市 3230001004552
株式会社Ｙ，ＨＯＵＳＩＮＧ 富山県 富山市 3230001013363
株式会社ＯＮＥ－ＳＥＥＤ 富山県 富山市 8230001014596
有限会社ウィンズラボ 富山県 高岡市 2230002013495
株式会社大野商会 富山県 高岡市 5230001016777
株式会社カイハツ 富山県 高岡市 4230001009831
株式会社ワールドサービス 富山県 高岡市 7230001012320
株式会社東城 富山県 魚津市 5230001007132
共和土木株式会社 富山県 黒部市 5230001007306
株式会社北越 富山県 砺波市 4230001008783
株式会社はとや 富山県 小矢部市 1230001009108
有限会社ル・クール 富山県 射水市 2230002014510
株式会社藤塚モータース 富山県 入善町 8230001007542
有藤 史朗 富山県
布目 康秀 富山県
株式会社浦造園 石川県 金沢市 7220001022329
中西株式会社 石川県 金沢市 4220001004783
光道路株式会社 石川県 金沢市 9220001005488
Ｍｉｃｈｉ　ｓｐａｃｅ株式会社 石川県 金沢市 4220001024286
株式会社中島ストアー 石川県 七尾市 6220001015416
(有)ツジイケ 石川県 小松市 3220002010872
株式会社ワシロ 石川県 輪島市 1220001023010
エヌデザインワークス株式会社 石川県 加賀市 3220001019948
株式会社ホリズワーカーズ 石川県 加賀市 6220001022453
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ＯＨＴＡ合同会社 石川県 白山市 3220003002415
辰口観光株式会社 石川県 能美市 4220001012893
株式会社　羽田 石川県 能美市 2220001012912
勝崎電気工業株式会社 石川県 津幡町 7220001017469
株式会社永島製作所 石川県 津幡町 1220001017656
浅井 克彦 石川県
小坂 大 石川県
櫻井 誠二 石川県
杉山 節子 石川県
世戸 敏明 石川県
株式会社カツクラ 福井県 福井市 8210001000895
合同経営社会保険労務士法人 福井県 福井市 2210005009410
株式会社西友 福井県 福井市 5210001001780
株式会社　福栄商事 福井県 福井市 6210001016167
大新興業株式会社 福井県 敦賀市 4210001017976
株式会社フジショク 福井県 敦賀市 9210001010729
株式会社兵左衛門 福井県 小浜市 3210001014009
揚原織物工業株式会社 福井県 鯖江市 4210001012630
石本眼鏡有限会社 福井県 鯖江市 1210002012772
東洋染化株式会社 福井県 越前市 5210001011821
永和建設工業株式会社 福井県 永平寺町 9210001000408
青山 治市 福井県
末永 雄樹 福井県
広瀬 由治 福井県
株式会社Ｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｇ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 山梨県 甲府市 7090001016286
税理士法人ＡＴＢ 山梨県 甲府市 7090005007001
株式会社岡島 山梨県 甲府市 6090001000349
株式会社ジェムクレール 山梨県 甲府市 8090001001007
有限会社マウンテンピア 山梨県 甲府市 1090002002860
有限会社カツラヤ 山梨県 都留市 4090002010167
株式会社ビジュ 山梨県 笛吹市 3090001014491
有限会社フジ・シルク 山梨県 富士河口湖町 1090002012521
外川 次枝 山梨県
株式会社大澤屋 長野県 長野市 6100001025195
株式会社タカ商 長野県 長野市 2100001001844
有限会社長野エーシーエス 長野県 長野市 8100002003495
長野鍛工株式会社 長野県 長野市 8100001002424
有限会社アルプスオートサービス 長野県 松本市 2100002022550
有限会社アジオ 長野県 上田市 1100002015340
石森株式会社 長野県 上田市 9100001009526
株式会社花屋ホテル 長野県 上田市 4100001010216
株式会社ミモト 長野県 上田市 2100001010358
中野スタンピング株式会社 長野県 中野市 5100001012120
株式会社カネトモ 長野県 茅野市 7100001018974
フレックスジャパン株式会社 長野県 千曲市 3100001006231
株式会社相和 長野県 東御市 8100001010823
有限会社赤だすき 長野県 安曇野市 8100002023246
株式会社サーティスホテルマネジメント 長野県 安曇野市 4100001016576
有限會社平林農機 長野県 安曇野市 2100002023929
有限会社小海環境サービス 長野県 小海町 9100002011976
株式会社でんきランド・オカムラ 長野県 佐久穂町 2100001008237
福源酒造株式会社 長野県 池田町 8100001017397
徳竹林業株式会社 長野県 山ノ内町 7100001032273
田畑 勉 長野県
坪井 千佳 長野県
平井 斉 長野県
堀江 宏治 長野県
株式会社アルミック 岐阜県 岐阜市 3200001000298
株式会社桔梗屋 岐阜県 岐阜市 9200001001547
株式会社ギフトセンターかさい 岐阜県 岐阜市 7200001001648
合同会社土屋商店 岐阜県 岐阜市 5200003005013
株式会社電計 岐阜県 岐阜市 8200001028310
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有限会社中原新聞店 岐阜県 岐阜市 9200002003393
株式会社メタル・クラフト 岐阜県 岐阜市 3200001008597
税理士法人モノリス 岐阜県 岐阜市 6200005003971
株式会社井上工務店 岐阜県 高山市 6200001024708
太田塗料株式会社 岐阜県 関市 1200001018994
株式会社ＭｏｎｄｏＬｉｆｅ 岐阜県 関市 4200001038791
株式会社シイング 岐阜県 美濃市 8200001019210
株式会社ＨＡＮＤＳ 岐阜県 瑞浪市 5200001038519
有限会社ソーイング平島 岐阜県 羽島市 5200002010831
神明モータース有限会社 岐阜県 土岐市 3200002022952
鐘建工業株式会社 岐阜県 各務原市 7200001007018
有限会社ツカダ 岐阜県 各務原市 7200002007834
株式会社山建 岐阜県 可児市 2200001030494
有限会社希光モールド 岐阜県 山県市 7200002006407
株式会社日新広業 岐阜県 瑞穂市 6200001033460
有限会社古川ニュース販売 岐阜県 飛騨市 9200002026989
有限会社スギモト 岐阜県 本巣市 3200002010206
金子工業株式会社 岐阜県 下呂市 9200001025752
鷲見工業有限会社 岐阜県 岐南町 6200002010806
有限会社中部クリーン産業 岐阜県 大野町 5200002015566
株式会社フクモク 岐阜県 七宗町 2200001017608
株式会社纐纈建設 岐阜県 御嵩町 7200001018031
株式会社原業務店 岐阜県 御嵩町 8200001018039
豊和機工株式会社 岐阜県 御嵩町 9200001018046
有限会社了山 岐阜県 御嵩町 6200002017545
伊藤 昭博 岐阜県
伊藤 昌輝 岐阜県
川上 真一 岐阜県
細野 祐史 岐阜県
村瀬 悟 岐阜県
吉川 定次郎 岐阜県
株式会社グローバル 静岡県 静岡市 3080001006135
株式会社元気広場 静岡県 静岡市 4080001012545
株式会社静岡資源 静岡県 静岡市 7080001002758
株式会社静広 静岡県 静岡市 3080001002415
有限会社匠工務店 静岡県 静岡市 7080002003706
株式会社中部メンテナンス 静岡県 静岡市 6080001008657
株式会社チヨダ 静岡県 静岡市 6080001003402
有限会社Ｋ’ＰＯＩＮＴ 静岡県 浜松市 8080402014021
税理士法人新浜松Ｔ・Ａオフィス 静岡県 浜松市 9080405004209
株式会社精信機工 静岡県 浜松市 2080401010596
株式会社野沢建築 静岡県 浜松市 7080401010641
堀内パイプ工業有限会社 静岡県 浜松市 7080402007356
株式会社幹工務店 静岡県 浜松市 1080401005259
リフトサプライ有限会社 静岡県 浜松市 5080402016739
有限会社アイズコミュニケーション 静岡県 沼津市 4080102000052
株式会社サンオーネスト 静岡県 沼津市 7080101002047
株式会社静岡茶通亭 静岡県 沼津市 6080101000737
株式会社スグロ鉄工 静岡県 沼津市 4080101003287
株式会社Ａ・Ｑ・Ｍ．Ｃｏｍｐａｎｙ 静岡県 三島市 4080101006819
有限会社稲葉自動車工場 静岡県 伊東市 9080102019179
有限会社佐野商事 静岡県 富士市 9080102014015
株式会社シムリアルエステート 静岡県 富士市 7080101022144
株式会社ブライダルハウス 静岡県 富士市 4080101009607
ベストライフ株式会社 静岡県 磐田市 6080401015996
株式会社焼津ミール 静岡県 焼津市 4080001015671
株式会社柳屋本店 静岡県 焼津市 7080001015371
株式会社平野工業 静岡県 掛川市 7080401014452
有限会社寺田電子産業 静岡県 袋井市 6080402021969
有限会社鳥米 静岡県 袋井市 9080402021693
有限会社大津屋 静岡県 湖西市 8080402009186
株式会社ＺｅｎＶｅｎｔｕｒｅｓ 静岡県 河津町 9080101014965
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株式会社総食 静岡県 長泉町 5080101000234
大石建設株式会社 静岡県 吉田町 7080001013920
遠藤 悠理 静岡県
大嶽 輝晃 静岡県
駒屋 宏明 静岡県
杉本 直樹 静岡県
常葉 一雄 静岡県
花嶋 隆宏 静岡県
望月 剛 静岡県
藪下 嘉通 静岡県
株式会社Ｒ．Ｓ．Ｕ 愛知県 名古屋市 8180001112249
株式会社アイストンプ 愛知県 名古屋市 4180001014052
アヴァンザ株式会社 愛知県 名古屋市 6180001132166
ＡＳＴＥＭＯ株式会社 愛知県 名古屋市 8180001139903
イー・バレイ株式会社 愛知県 名古屋市 6180001048767
Ｈ＆Ｋ株式会社 愛知県 名古屋市 3180001115322
株式会社ＡＴＫ 愛知県 名古屋市 2180001138745
株式会社ＳＥＩ 愛知県 名古屋市 2180001142417
Ｎ＆Ｈ株式会社 愛知県 名古屋市 9180001125860
株式会社ＫＡＪＩＫＥＮ 愛知県 名古屋市 8180003014815
株式会社ガッツ・ジャパン 愛知県 名古屋市 5180002036144
株式会社川部工具製作所 愛知県 名古屋市 8180001021763
ＪＡＣ株式会社 愛知県 名古屋市 6180001137446
株式会社ジェイテック 愛知県 名古屋市 9180002070998
株式会社ジャミン 愛知県 名古屋市 4180001134800
医療法人湘山会 愛知県 名古屋市 4180005002490
株式会社伸光建設 愛知県 名古屋市 9180001146865
株式会社鈴木新聞店 愛知県 名古屋市 6180001070069
セントラルフーヅ株式会社 愛知県 名古屋市 4180001019844
株式会社ソレイヤジェニー 愛知県 名古屋市 3180001143752
タイガーアセットマネジメント株式会社 愛知県 名古屋市 8180001141149
大洋海運株式会社 愛知県 名古屋市 2180001006729
有限会社ダウニー 愛知県 名古屋市 1180002021728
竹村株式会社 愛知県 名古屋市 6180001037836
株式会社ダブルウッド 愛知県 名古屋市 8180001125110
中部菱成株式会社 愛知県 名古屋市 7180001022283
ＴＨソリューション株式会社 愛知県 名古屋市 3180001137093
株式会社ＴＳＣアクセス・プロ 愛知県 名古屋市 8180001065686
株式会社Ｔ－ＥＳＴＡＴＥ 愛知県 名古屋市 6180001116813
株式会社Ｔａｋｅ　ＩＴ 愛知県 名古屋市 7180001047479
戸谷運輸株式会社 愛知県 名古屋市 7180001010701
株式会社日本損害保険センター 愛知県 名古屋市 1180001005038
有限会社ノーネーム 愛知県 名古屋市 7180002044954
株式会社野田彦 愛知県 名古屋市 4180001022600
株式会社橋本 愛知県 名古屋市 3180001142283
４ＵＬ４ＴＵ株式会社 愛知県 名古屋市 9180001139588
フリーステージ株式会社 愛知県 名古屋市 2180001114820
株式会社プロスコーポレーション 愛知県 名古屋市 3180001103021
株式会社豊和 愛知県 名古屋市 8180001050647
株式会社前畑精機 愛知県 名古屋市 4180001015496
株式会社マルナカ 愛知県 名古屋市 6180001020949
株式会社明陽住建 愛知県 名古屋市 6180001058080
有限会社モリエンジニアリング 愛知県 名古屋市 7180002007309
有限会社八百文 愛知県 名古屋市 3180002057134
株式会社山善商店 愛知県 名古屋市 8180001024444
有限会社洋洋 愛知県 名古屋市 4180002048875
株式会社ライフマインド 愛知県 名古屋市 8180001080041
有限会社ワークス 愛知県 名古屋市 9180002051437
株式会社ＷＩＳＥ 愛知県 名古屋市 4180001142043
ワタナベフードソリューション株式会社 愛知県 名古屋市 6180001113199
有限会社クリエイト村松 愛知県 豊橋市 6180302007265
有限会社大東園高師店 愛知県 豊橋市 6180302008255
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株式会社企業処理サービス 愛知県 岡崎市 1180301002726
有限会社長屋新聞店 愛知県 一宮市 1180002077191
齋藤陶苑合資会社 愛知県 瀬戸市 7180003010625
有限会社福島電気商会 愛知県 瀬戸市 9180002072210
有限会社メルシー 愛知県 瀬戸市 2180002073223
株式会社エデュケーションＮＥＴ 愛知県 春日井市 1180001123070
株式会社富士工システムズ 愛知県 春日井市 1180001072912
合同会社訪問看護ステーションヘアカットプラス 愛知県 春日井市 6180003020699
ＴＤＭ株式会社 愛知県 豊川市 7010001160884
豊商　株式会社 愛知県 豊川市 8180301010210
株式会社碧南建設 愛知県 碧南市 1180301027129
株式会社エビノ 愛知県 刈谷市 6180301013743
株式会社杉浦仏壇店 愛知県 刈谷市 2180301014118
株式会社タイヨー 愛知県 刈谷市 5180301014172
有限会社腰掛山荘 愛知県 豊田市 7180302025571
医療法人ビーアール 愛知県 豊田市 6180305008764
株式会社Ｏｆｆｉｃｅ　Ｋ－３ 愛知県 安城市 9180301034489
有限会社仔馬 愛知県 安城市 5180302016622
カネタ水産株式会社 愛知県 西尾市 7180301023205
ハクブン建設株式会社 愛知県 西尾市 5180301023504
有限会社穂積堂 愛知県 西尾市 3180302026482
株式会社牧新聞店 愛知県 西尾市 7180301023675
有限会社ミュールミュール 愛知県 蒲郡市 5180302015954
株式会社明山荘 愛知県 蒲郡市 7180301011408
イトーテック株式会社 愛知県 犬山市 8180001080710
有限会社青山 愛知県 江南市 2180002081639
株式会社サカイ 愛知県 江南市 7180001087450
株式会社サンズワークス 愛知県 小牧市 5180001118612
メカネット株式会社 愛知県 小牧市 5180001143965
株式会社ｅｉｇｈｔ 愛知県 稲沢市 2180001145007
株式会社国分農園 愛知県 稲沢市 2180001085756
タイガーハウス工業株式会社 愛知県 稲沢市 1180001085815
栄和興産株式会社 愛知県 東海市 5180001094201
株式会社魚初 愛知県 知立市 2180301014662
株式会社エンジェル 愛知県 尾張旭市 5180001079821
株式会社忠ベエ自動車 愛知県 高浜市 1180301015835
株式会社ＳＩプラス 愛知県 岩倉市 6180001108546
株式会社ビギンズ 愛知県 日進市 5180001138346
福岡建設株式会社 愛知県 愛西市 9180001097209
オオスカ工業株式会社 愛知県 清須市 1180001134167
株式会社日恵 愛知県 清須市 2180001045520
株式会社ケア・フロンティア 愛知県 あま市 8180001098793
株式会社ＪＥＤ 愛知県 長久手市 6180001109395
魚錠水産株式会社 愛知県 豊山町 5180001052225
名北魚市場株式会社 愛知県 豊山町 3180001052409
株式会社アクシス 愛知県 大治町 8180001126579
株式会社雄山 愛知県 大治町 7180001098217
刈急運輸株式会社 愛知県 東浦町 5180001093608
安藤 賢宣 愛知県
伊東 昌信 愛知県
岩田 武久 愛知県
大庭 敏明 愛知県
齋藤 一夫 愛知県
佐々木 琢磨 愛知県
鈴木 克英 愛知県
鈴木 保夫 愛知県
瀧根 琢也 愛知県
寺西 康弘 愛知県
細井 隆好 愛知県
堀場 達成 愛知県
前田 卓幸 愛知県
三輪 和輝 愛知県
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山本 健太郎 愛知県
山本 高良 愛知県
医療法人陽だまり会 三重県 津市 5190005010376
株式会社エスティーエヌ 三重県 四日市市 4190001017624
有限会社かじ宗商店 三重県 四日市市 4190002019677
株式会社ＪＣＣ 三重県 四日市市 8190001023874
有限会社ピーディーライン 三重県 四日市市 5190002023091
有限会社　魚勘 三重県 伊勢市 3190002008359
株式会社クロフネファーム 三重県 伊勢市 5190001023076
株式会社澤村 三重県 伊勢市 8190001010022
株式会社はせがわ塗装 三重県 伊勢市 8190001025739
株式会社愛晃社 三重県 桑名市 7190001011979
株式会社岡本自動車工業 三重県 鈴鹿市 6190001021070
有限会社小原木本舗大徳屋長久 三重県 鈴鹿市 1190002006117
有限会社カーサービスイトウ 三重県 鈴鹿市 8190002006192
株式会社クスハラ自動車 三重県 鈴鹿市 6190001004950
有限会社サカイ電機 三重県 鈴鹿市 7190002007992
株式会社ドリームＮＥＴ 三重県 鈴鹿市 4190001019570
有限会社西岡電器 三重県 鈴鹿市 9190002006852
有限会社コンドウ整備 三重県 いなべ市 8190002018196
有限会社小池建設 三重県 志摩市 8190002011829
やまりん株式会社 三重県 伊賀市 5190002012409
ＭＡＩＡ株式会社 三重県 御浜町 9190001022033
石野 友彦 三重県
伊藤 将平 三重県
川添 真也 三重県
戸髙 那行 三重県
冨永 直哉 三重県
岡本電気株式会社 滋賀県 大津市 7160001000357
株式会社ｋｈｎｅ 滋賀県 大津市 8160001023407
有限会社ケイティティ 滋賀県 大津市 4160002000689
株式会社ｔａｂａ 滋賀県 大津市 7160001017888
ＭＡＩＬＥ株式会社 滋賀県 大津市 9160001020080
株式会社山本そば製粉 滋賀県 大津市 8160001002006
フジノ食品株式会社 滋賀県 彦根市 8160001010198
株式会社浜湖月 滋賀県 長浜市 3160001006952
有限会社アールテックシガ 滋賀県 守山市 4160002014739
桐生アドバンステック株式会社 滋賀県 栗東市 5160001018938
青木工務店株式会社 滋賀県 甲賀市 1160001020732
クリエイティブデザイン合同会社 滋賀県 甲賀市 9160003002317
有限会社古城 滋賀県 甲賀市 1160002005336
鳥本製畳株式会社 滋賀県 甲賀市 2160001005170
有限会社ユタカ 滋賀県 野洲市 8160002014628
（株）メルプ 滋賀県 湖南市 3160001020879
株式会社井保水産 滋賀県 高島市 5160001021652
株式会社中田運送 滋賀県 高島市 4160001012000
株式会社莚寿堂 滋賀県 多賀町 2160001008099
篠原 良平 滋賀県
寺村 俊 滋賀県
中村 武 滋賀県
福本 健太郎 滋賀県
株式会社青木光悦堂 京都府 京都市 4130001008959
株式会社アプロ 京都府 京都市 6130001024871
アルダ株式会社 京都府 京都市 4130001070645
株式会社イマムラ 京都府 京都市 1130001004358
巖本商事株式会社 京都府 京都市 9130001028168
小川珈琲株式会社 京都府 京都市 6130001000393
カワコー株式会社 京都府 京都市 6130001052757
株式会社京都清華園 京都府 京都市 9130001063784
グリルにんじん株式会社 京都府 京都市 8130001051377
株式会社Ｃｌｏｖｅｒ　Ｊａｐａｎ 京都府 京都市 7430001075462
ケービルド株式会社 京都府 京都市 1130001049056
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株式会社Ｘｉ 京都府 京都市 4130001069530
株式会社ジーエル 京都府 京都市 3130001009322
株式会社シティーライフサービス 京都府 京都市 9130001026650
株式会社杉原商店 京都府 京都市 2130001021212
株式会社スリーアローズコミュニケーションズ 京都府 京都市 3130002023322
有限会社玉清電機商会 京都府 京都市 7130002002603
有限会社野村 京都府 京都市 3130002005898
株式会社林 京都府 京都市 8130001011488
株式会社林ビルディング 京都府 京都市 5130001049465
特定非営利活動法人ファミリーサポート華暦 京都府 京都市 6130005013508
松下精機株式会社 京都府 京都市 8130001015687
株式会社松吉画材 京都府 京都市 6130001022628
株式会社マルヤマ 京都府 京都市 6130001001945
株式会社三ッ星の暮し 京都府 京都市 4130001068202
明星電工株式会社 京都府 京都市 5130001002028
株式会社山三製材所 京都府 京都市 4130001019147
株式会社和蘭 京都府 京都市 8130001013393
夜久野物産株式会社 京都府 福知山市 7130001041453
株式会社ＣＣＲ 京都府 舞鶴市 6130001053103
株式会社ＥＩＧＨＴコーポレーション 京都府 宇治市 7130001065337
ジャパンリード株式会社 京都府 宇治市 9130001033746
合同会社ブルーアイスバーグ 京都府 宇治市 1130003005932
株式会社協同建設 京都府 八幡市 3130001038024
三原建設株式会社 京都府 八幡市 1130001038224
株式会社福井 京都府 京田辺市 2130001059640
株式会社ジェイ・アイ 京都府 京丹後市 5130001058400
株式会社山本組 京都府 笠置町 4130001036976
臼井織物株式会社 京都府 与謝野町 2130001040625
株式会社加悦ファーマーズライス 京都府 与謝野町 2130001040781
栢森 康晴 京都府
川島 悟 京都府
川端 奏絵 京都府
木下 和宏 京都府
坂田 雄亮 京都府
谷口 基亮 京都府
中村 政弥 京都府
西川 智之 京都府
福田 伸矢 京都府
福田 政貴子 京都府
三島 康之 京都府
吉野 明彦 京都府
株式会社アーク 大阪府 大阪市 7120001113204
株式会社アイネックス 大阪府 大阪市 6120001137600
ＡＱＵＡ合同会社 大阪府 大阪市 4120003013594
Ａｎｉｍｏ株式会社 大阪府 大阪市 5120001196135
株式会社アビ 大阪府 大阪市 4120001060333
株式会社ａｍｉｃｏｃｏ 大阪府 大阪市 8120001204200
株式会社アムス 大阪府 大阪市 4120001074028
株式会社アンリミテッドプラス 大阪府 大阪市 3120001139624
税理士法人池上会計 大阪府 大阪市 5120005018780
伊東商事株式会社 大阪府 大阪市 2120001028530
岩谷化学工業株式会社 大阪府 大阪市 7120001053929
株式会社ＶＩＰコーポレーション 大阪府 大阪市 6120001217690
株式会社エイワハウジング 大阪府 大阪市 8120001094765
株式会社ＡＣＥＣ 大阪府 大阪市 7140001054652
ＳＳＦ株式会社 大阪府 大阪市 1120001221243
株式会社Ｅｓｏｌａｂ 大阪府 大阪市 5120001224366
ＦＩＬ東部産業株式会社 大阪府 大阪市 3320001014749
株式会社ＦＫプランニング 大阪府 大阪市 4120001177359
株式会社エムシーアイ 大阪府 大阪市 8122001024792
ＯＳＡＫＡ　Ａ＆Ｌ株式会社 大阪府 大阪市 7120001210298
大阪城東運送株式会社 大阪府 大阪市 5120001016623
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有限会社オーシャン 大阪府 大阪市 8120002049272
株式会社ＫＩＴ 大阪府 大阪市 5120001216933
緊商日本株式会社 大阪府 大阪市 8120001225130
クラウドキャリア株式会社 大阪府 大阪市 6120001186936
クリックル株式会社 大阪府 大阪市 1120001146110
株式会社クレイスインターナショナル 大阪府 大阪市 5120001078622
蛍光産業株式会社 大阪府 大阪市 2120001063420
光栄産業株式会社 大阪府 大阪市 1120001063735
株式会社ココロ 大阪府 大阪市 8120001114903
株式会社こころざ志 大阪府 大阪市 5120001195707
株式会社ＫＯＺＯＵ 大阪府 大阪市 9120001197501
株式会社ＣＯＮＮＥＣＴ 大阪府 大阪市 8120001231005
コンプロテック株式会社 大阪府 大阪市 8120101059833
三陽紙工株式会社 大阪府 大阪市 8120101025249
医療法人志紀会 大阪府 大阪市 5120005017972
有限会社柴田金物 大阪府 大阪市 7120002036180
株式会社Ｓｈｉｆｔｅｒｓ 大阪府 大阪市 5120001214086
株式会社ＳＩＬＶＥＲ－ＢＡＣＫ 大阪府 大阪市 7120001228877
医療法人城見会 大阪府 大阪市 1120005005221
株式会社新栄工運 大阪府 大阪市 2120001128297
シンエイ工業株式会社 大阪府 大阪市 5120001238878
株式会社新免鉄工所 大阪府 大阪市 1120001049817
株式会社スイタ情報システム 大阪府 大阪市 5120001065397
スーパープロジェット株式会社 大阪府 大阪市 7120001165410
スパイス・コネクション株式会社 大阪府 大阪市 2030001015315
世界チーズ商会株式会社 大阪府 大阪市 2120001082593
大一商事株式会社 大阪府 大阪市 8120001027717
太行株式会社 大阪府 大阪市 9120001219214
ＤＡＳＨＩＮＧ　ＤＩＶＡ　ＪＡＰＡＮ株式会社 大阪府 大阪市 5380001019872
株式会社TSUDA CONSTRUCTION COMPANY 大阪府 大阪市 5120001189320
株式会社テイクオン 大阪府 大阪市 3120001174092
株式会社デイシーテイ 大阪府 大阪市 4120001015601
東邦自動車株式会社 大阪府 大阪市 8120001203045
株式会社ナガサト 大阪府 大阪市 3120001195790
株式会社永田チェーン 大阪府 大阪市 3120001006007
有限会社長野厨房 大阪府 大阪市 7120002011737
日東商事株式会社 大阪府 大阪市 3120001068625
株式会社日本技術開発センター 大阪府 大阪市 2120001094399
株式会社ニホンゲンマ 大阪府 大阪市 7120001057608
璞玉株式会社 大阪府 大阪市 6120001217947
博瑞商事株式会社 大阪府 大阪市 8120001193014
パルコンサービス株式会社 大阪府 大阪市 2120001004110
株式会社パルフェ 大阪府 大阪市 2340001010045
合同会社Ｖａｌｌｅｎ 大阪府 大阪市 7120003014532
株式会社飛宇 大阪府 大阪市 4120001205945
株式会社ピクセレイト 大阪府 大阪市 7120901044473
株式会社ファーストオーシャン 大阪府 大阪市 7120001162382
フォルムサービス株式会社 大阪府 大阪市 1120001192749
ベストフィット株式会社 大阪府 大阪市 2120001204890
株式会社豊神 大阪府 大阪市 8120001143497
株式会社ｗｈｉｔｅ 大阪府 大阪市 3120001218469
毎日新聞大阪開発株式会社 大阪府 大阪市 6120001070470
マッスル株式会社 大阪府 大阪市 1120001097691
マツナガニット株式会社 大阪府 大阪市 9120001008633
三鷹産業株式会社 大阪府 大阪市 5120001028197
株式会社ＭＩＴＳＵ 大阪府 大阪市 1120001216012
深幸薬業株式会社 大阪府 大阪市 8120001081763
株式会社みんなのむら 大阪府 大阪市 1120101059088
株式会社Ｍｅｉｌｌｅｕｒ　Ａｍｉ 大阪府 大阪市 2120001227330
株式会社メンパクパートナーズ 大阪府 大阪市 4120001231792
株式会社モノツール 大阪府 大阪市 8120001176654
株式会社ヤベツジャパン 大阪府 大阪市 7120001186142
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山村ポンプ株式会社 大阪府 大阪市 7120001048136
株式会社美美 大阪府 大阪市 8120001218522
株式会社ライフサービス 大阪府 大阪市 9120001115454
Ｌｉｅｎ　Ｔｒａｄｅ株式会社 大阪府 大阪市 5120001202917
株式会社リヴァイト 大阪府 大阪市 3120001189289
株式会社ログ 大阪府 大阪市 1122001024683
有限会社小谷設備工業 大阪府 堺市 4120102012324
大和製袋工業株式会社 大阪府 堺市 1120101023218
有限会社ファミリー 大阪府 堺市 2120102004224
流浸工業株式会社 大阪府 堺市 3120101021847
株式会社ルピナス・Ｆ 大阪府 堺市 6120101056015
アンバー・ザ・ビューティー株式会社 大阪府 豊中市 1120901040453
株式会社ＡＲシニアフード 大阪府 豊中市 7120901043772
オーエム精工株式会社 大阪府 豊中市 7120901023080
株式会社ＰＪＲ 大阪府 豊中市 5120901043898
株式会社ＹＳプランニング 大阪府 豊中市 7120901030226
アートウエルド株式会社 大阪府 吹田市 9120901005143
株式会社Ｉ’ＬＬ 大阪府 吹田市 1120901044000
株式会社岡建築企画 大阪府 吹田市 8120901036354
株式会社健康開発 大阪府 吹田市 8120901006324
株式会社サンゼリア 大阪府 吹田市 3120901006535
株式会社住宅サービス 大阪府 吹田市 9120901006827
株式会社土寅本店 大阪府 吹田市 5120901007449
有信アクロス株式会社 大阪府 吹田市 3120901005173
株式会社ユウ・アイ 大阪府 貝塚市 3120101045929
医療法人雄理会 大阪府 貝塚市 3120105006282
エビス電子株式会社 大阪府 枚方市 6120001149109
株式会社正栄 大阪府 枚方市 7120001149776
株式会社ＮＲＤ 大阪府 茨木市 4120901038206
丹平製薬株式会社 大阪府 茨木市 6120901001244
社会福祉法人穂積福祉会 大阪府 茨木市 3120905000385
株式会社アリヨシ 大阪府 八尾市 5122001022023
株式会社松浦鉄工所 大阪府 八尾市 1122001020113
株式会社ミツテクノ 大阪府 八尾市 4122001032246
株式会社メインネット 大阪府 八尾市 2120001121310
森商事株式会社 大阪府 泉佐野市 8120101059065
有限会社平井鉄工所 大阪府 富田林市 7120102020514
丸鉄運送株式会社 大阪府 富田林市 9120101031205
株式会社光一電工 大阪府 寝屋川市 1120001183178
株式会社シェープファー 大阪府 寝屋川市 2120001234525
株式会社セイコーオート 大阪府 松原市 7120101029333
株式会社ＮＥＧＯＲＯ 大阪府 松原市 7120101030134
株式会社春田パッキング 大阪府 松原市 3120101027159
株式会社タイヨーピー・ユー・エス 大阪府 大東市 2122001015491
株式会社高津材木店 大阪府 和泉市 2120101047406
株式会社大設備 大阪府 和泉市 6120101047344
株式会社三久工業 大阪府 柏原市 7122002015817
株式会社テクニカル 大阪府 柏原市 6122001021544
有限会社きしもと 大阪府 羽曳野市 1120102019495
株式会社ポニー 大阪府 羽曳野市 4120101033296
東洋金型工業株式会社 大阪府 摂津市 2120901009803
有限会社キシダ電業社 大阪府 東大阪市 8122002001551
三和精機株式会社 大阪府 東大阪市 2122001002960
株式会社ジョイエスト 大阪府 東大阪市 8122001014686
一般社団法人ダブル・オー 大阪府 東大阪市 7122005003380
中嶋食品工業株式会社 大阪府 東大阪市 3122001005525
ナカヤ化学産業株式会社 大阪府 東大阪市 3122001005657
株式会社ＮＥＯ住宅流通 大阪府 東大阪市 2122001034921
東大阪ケース株式会社 大阪府 東大阪市 2122001008719
マルワケミカル株式会社 大阪府 東大阪市 2122001006680
社会福祉法人かたの福祉会 大阪府 交野市 4120005012784
有限会社啓友エステート 大阪府 交野市 4120002069092
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株式会社オクヒラ 大阪府 大阪狭山市 5120101026497
株式会社金田佛心社 大阪府 熊取町 2120101040377
株式会社万屋コーポレーション 大阪府 熊取町 3120101062478
有限会社西本商店 大阪府 岬町 6120102028211
赤井 亮 大阪府
安達 博之 大阪府
油田 敏彦 大阪府
池内 友宏 大阪府
泉原 一弥 大阪府
井上 優子 大阪府
宇田川 泰二郎 大阪府
大澤 淳也 大阪府
岡田 武彦 大阪府
奥田 常人 大阪府
角野 健太郎 大阪府
釜谷 直人 大阪府
川本 久美 大阪府
北浦 照康 大阪府
木村 昭也 大阪府
金 賢一 大阪府
栗谷 忠彦 大阪府
小西 健太 大阪府
坂口 慎弥 大阪府
篠原 庸郎 大阪府
杉本 豊 大阪府
高橋 政治 大阪府
竹内 伸幸 大阪府
巽 宣夫 大阪府
辰巳 智昭 大阪府
田中 誠二 大阪府
田邉 誠 大阪府
谷川 昌弘 大阪府
出花 崇太郎 大阪府
寺野 晴子 大阪府
中西 弘明 大阪府
根来 和夫 大阪府
渕本 安昭 大阪府
北條 健児 大阪府
松川 芳隆 大阪府
松田 洋平 大阪府
箕輪 明 大阪府
村上 充子 大阪府
森澤 伸之 大阪府
森 斗志尚 大阪府
八木 悠佑 大阪府
勇上 宏生 大阪府
有限会社アイワーク 兵庫県 神戸市 2140002023710
株式会社アンズ・コーポレーション 兵庫県 神戸市 1140001029486
株式会社ヴェルデ 兵庫県 神戸市 8140001029018
ＳＣＰ－ＴＲＡＮＳ合同会社 兵庫県 神戸市 1140003005106
株式会社ＦＡＭ 兵庫県 神戸市 7140001104894
株式会社クルードデリ 兵庫県 神戸市 6140001109572
株式会社惠記商行 兵庫県 神戸市 5140001007356
神戸精機有限会社 兵庫県 神戸市 6140002021314
株式会社コーシン 兵庫県 神戸市 6140001092892
日本ジッコウ株式会社 兵庫県 神戸市 4140001005609
特定非営利活動法人東灘地域助け合いネットワーク 兵庫県 神戸市 1140005003702
有限会社姫路観光 兵庫県 神戸市 1140002015576
株式会社兵庫福祉保険サービス 兵庫県 神戸市 5140001024087
北斗機械株式会社 兵庫県 神戸市 3140001015419
株式会社マル井肉店 兵庫県 神戸市 4140001011020
株式会社リーベグ 兵庫県 神戸市 4140001034351
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歩産業株式会社 兵庫県 姫路市 1140001057660
医療法人社団たかこ矯正歯科クリニック 兵庫県 姫路市 2140005025407
株式会社タカハシ商店 兵庫県 姫路市 2140001116143
株式会社タツクス姫路 兵庫県 姫路市 7140001059981
株式会社西村商会 兵庫県 姫路市 5140001101200
株式会社ビーバープランニング 兵庫県 姫路市 1140001119353
廣畑印刷株式会社 兵庫県 姫路市 8140001061235
株式会社ポニーファーマシー 兵庫県 姫路市 7140001086687
株式会社タツテックス 兵庫県 尼崎市 9140001099596
三室電設株式会社 兵庫県 尼崎市 9140001104983
株式会社ミヨシ商店 兵庫県 尼崎市 2140001051530
医療法人社団リハケア会 兵庫県 尼崎市 8140005011764
株式会社Ｒｅｉ－Ｔｅｃｈ 兵庫県 尼崎市 6140001105588
株式会社オートコネクト 兵庫県 明石市 9140001113646
グローバルフィット株式会社 兵庫県 明石市 9140001067355
大榮工業株式会社 兵庫県 明石市 3140001121126
株式会社ＪＯＹＶＯＩＣＥ 兵庫県 西宮市 1140001031062
一般社団法人日本抜毛症改善協会 兵庫県 西宮市 8140005024444
有限会社わくわくリフォームココモ 兵庫県 洲本市 8140002069203
株式会社ミレット・フィールド 兵庫県 芦屋市 6140001113847
サンフロント株式会社 兵庫県 伊丹市 6140001087439
株式会社ａｎｄ　Ｌｅａｄ 兵庫県 加古川市 3140001114939
株式会社ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ　ＴＯＯＬ 兵庫県 加古川市 6140001121874
小林種苗株式会社 兵庫県 加古川市 4140001042800
株式会社ミムラフーズ 兵庫県 加古川市 9140001121368
株式会社ｅｘｃｅｌｌｅｎｃｅ 兵庫県 西脇市 2140001076528
株式会社松尾電機 兵庫県 西脇市 3140001115243
有限会社フカガワ 兵庫県 宝塚市 8140002068527
株式会社カフェバランタイン 兵庫県 三木市 4140001093455
株式会社神車 兵庫県 三木市 2140001008324
新興工業株式会社 兵庫県 小野市 5140001076723
株式会社千石工作所 兵庫県 加西市 3140001076031
株式会社ジョインウッド 兵庫県 丹波篠山市 1140001042010
有限会社杉本商店 兵庫県 南あわじ市 1140002069795
株式会社広瀬青果 兵庫県 南あわじ市 8140001104712
株式会社大喜建設 兵庫県 たつの市 4140001038385
龍野生コンクリート株式会社 兵庫県 たつの市 8140001038811
株式会社ＭＥＴＡＬ　ＲＥＶＩＳＩＯＮ 兵庫県 稲美町 7140001033128
有限会社はりま十水堂 兵庫県 太子町 7140002032260
穐本 浩之 兵庫県
足立 正己 兵庫県
今津 郁弘 兵庫県
岩井 佳克 兵庫県
植松 和子 兵庫県
大村 浩二 兵庫県
大矢 隆志 兵庫県
川島 勝正 兵庫県
坂本 純一 兵庫県
嶋田 一男 兵庫県
谷田 和之 兵庫県
中村 聖斗 兵庫県
縄崎 博巳 兵庫県
藤田 典明 兵庫県
本多 肇 兵庫県
正置 康弘 兵庫県
安田 計二 兵庫県
安田 醍司 兵庫県
石野瓦工業株式会社 奈良県 天理市 6150001006364
イコマ・ビルサービス株式会社 奈良県 生駒市 1150001004703
有限会社プレスコントロール 奈良県 生駒市 2150002004338
株式会社三輪そうめん大手 奈良県 曽爾村 8150001009992
紙谷 将 奈良県

22 / 30 ページ



2022年12月6日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

松田 梨佐 奈良県
株式会社笹尾工務店 和歌山県 和歌山市 8170001001312
太洋工業株式会社 和歌山県 和歌山市 9170001002004
廣見家具株式会社 和歌山県 和歌山市 3170001002810
有限会社フラッグ 和歌山県 和歌山市 9170002005476
室産業株式会社 和歌山県 和歌山市 2170001003280
有限会社レストランフライヤ 和歌山県 和歌山市 7170002000074
和歌山ベストン株式会社 和歌山県 和歌山市 2170001003842
有限会社エヌアンドエー 和歌山県 海南市 7170002006030
合名会社平林商店 和歌山県 橋本市 3170003000457
南紀住宅土地株式会社 和歌山県 田辺市 4170001008823
南紀みらい株式会社 和歌山県 田辺市 1170001008628
有限会社岩鶴屋 和歌山県 紀の川市 5170002007600
株式会社紀山 和歌山県 紀の川市 6170001007699
学校法人高野山学園 和歌山県 高野町 5170005004636
成瀬 満夫 和歌山県
有限会社タイセイ通信 鳥取県 鳥取市 3270002000984
有限会社千疋屋 鳥取県 米子市 4270002006221
有限会社大平フードシステム 鳥取県 倉吉市 8270002010384
有限会社渡辺商店 鳥取県 境港市 4270002008028
株式会社クオリティライン 鳥取県 岩美町 3270001002271
株式会社マシン・メンテナンス 鳥取県 日野町 6270001007788
中本 春樹 鳥取県
森 映利加 鳥取県
株式会社サカタ 島根県 松江市 4280001001008
株式会社來間屋生姜糖本舗 島根県 出雲市 2280001008070
内藤鉄工株式会社 島根県 出雲市 3280001003509
有限会社土江自動車 島根県 雲南市 7280002011432
田部 慶吾 島根県
有限会社浅川商会 岡山県 岡山市 2260002000334
有限会社アスカ工業 岡山県 岡山市 9260002000328
株式会社エスココーポレーション 岡山県 岡山市 1260001010954
一般社団法人ＳＧＳＧ 岡山県 岡山市 3260005010404
エヌエス日進株式会社 岡山県 岡山市 2260001000839
大空石材有限会社 岡山県 岡山市 1260002013452
株式会社岡山フラワーサービス 岡山県 岡山市 7260001011591
オスカ有限会社 岡山県 岡山市 7260002014643
岸本商事株式会社 岡山県 岡山市 8260001026903
株式会社佐藤安商店 岡山県 岡山市 6260001002971
株式会社中丈 岡山県 岡山市 6260001004373
株式会社南起工業 岡山県 岡山市 3260001028994
パソラ株式会社 岡山県 岡山市 8260001009164
株式会社池田製紐所 岡山県 倉敷市 8260001016210
株式会社梶谷硝子店 岡山県 倉敷市 9260001012893
有限会社シェイナ・ラ 岡山県 倉敷市 7260002018603
リョーサン株式会社 岡山県 倉敷市 9260001015203
株式会社六甲食品 岡山県 津山市 6260001026938
笠岡通運株式会社 岡山県 笠岡市 6260001017680
有限会社となりの工房 岡山県 井原市 3260002026015
有限会社大森石材店 岡山県 総社市 9260002023543
株式会社高梁国際ホテル 岡山県 高梁市 6260001018893
安良田産業株式会社 岡山県 備前市 7260001021467
甲子汽船有限会社 岡山県 備前市 1260002031719
高広株式会社 岡山県 瀬戸内市 4260001031428
テスラム株式会社 岡山県 和気町 6260001021294
奥出屋運送株式会社 岡山県 美咲町 8260001019618
瀬島 建一 岡山県
竹好 秀記 岡山県
有限会社カスターニャ 広島県 広島市 2240002026736
川中醤油株式会社 広島県 広島市 6240001002437
有限会社工藤工務店 広島県 広島市 3240002022932
三信産業株式会社 広島県 広島市 1240001004140
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相互個人タクシー協同組合 広島県 広島市 8240005002150
有限会社中村鶏卵 広島県 広島市 8240002011889
株式会社ナビックス 広島県 広島市 8240001014356
有限会社日東ベンデイング中国 広島県 広島市 9240002012317
広島建材株式会社 広島県 広島市 8240001009208
株式会社ミレニアムダイナース 広島県 広島市 7240001052217
倉橋島海産株式会社 広島県 呉市 2240001026828
有限会社小桜石材 広島県 呉市 2240002035737
ＣＡＮＯＷ合同会社 広島県 三原市 8240003003943
有限会社ナオヤ 広島県 三原市 5240002053967
アイサービス株式会社 広島県 尾道市 6240001037763
有限会社亀山商店 広島県 尾道市 4240002054660
株式会社アサヒライフコーポレーション 広島県 福山市 6240001033192
株式会社サンモルト 広島県 福山市 8240001030816
有限会社豊田地所 広島県 福山市 2240002047410
旭整熱株式会社 広島県 大竹市 2240001028386
公益社団法人大竹市シルバー人材センター 広島県 大竹市 2240005012428
有限会社安田自動車整備工場 広島県 大竹市 4240002037789
株式会社タカヒロ 広島県 東広島市 1240001022704
廣島伊丹電機株式会社 広島県 東広島市 9240001022647
株式会社リナシード 広島県 東広島市 3240001057293
医療法人臨研会 広島県 安芸高田市 5240005015196
河村 尚 広島県
佐藤 秀之 広島県
ＳＨＡＲＭＡ ＤＥＥＰＡＫ 広島県
中元 浩二 広島県
サンシード山口株式会社 山口県 下関市 1250001005476
綜合防災設備株式会社 山口県 下関市 7250001005792
株式会社ナカハラプリンテックス 山口県 下関市 2250001006069
株式会社みなと山口合同新聞社 山口県 下関市 9250001006418
株式会社リハピス 山口県 下関市 9250001015559
医療法人社団優志会 山口県 宇部市 3250005002699
社会福祉法人ふしの学園 山口県 山口市 2250005000506
豊田鋼機株式会社 山口県 萩市 9250001008042
共同産業株式会社 山口県 防府市 3250001001936
大共自動車株式会社 山口県 防府市 8250001002087
株式会社七弌 山口県 下松市 9250001018735
合同会社ｓｏｕｒｃｅ 山口県 岩国市 1250003002447
有限会社富島装飾 山口県 岩国市 3250002018319
長州ながと水産株式会社 山口県 長門市 2250001015012
長澤工務店株式会社 山口県 長門市 5250001008376
カワノ工業株式会社 山口県 柳井市 8250001012425
徳山通運株式会社 山口県 周南市 5250001009085
ほうえい堂販売株式会社 山口県 周南市 4250001014292
安倍 未来 山口県
池邉 恵 山口県
田村 滋規 山口県
東村 石万 山口県
医療法人須原歯科 徳島県 小松島市 1480005002364
株式会社ナンバーワンオート 徳島県 松茂町 2480001005832
佐々木 博之 徳島県
有限会社アロマ 香川県 高松市 1470002000842
株式会社北四国産業 香川県 高松市 1470001001206
後藤建設工業株式会社 香川県 高松市 3470001001518
株式会社サービスネット 香川県 高松市 8470001004937
株式会社讃住まいる 香川県 高松市 4470001004544
株式会社Ｇ．ＴＲＥＳ 香川県 高松市 6470001016892
村井建設株式会社 香川県 高松市 4470001004008
株式会社ｍａｋｅ　ｙｏｕ　ｈａｐｐｙ 香川県 高松市 6470001014913
株式会社夢喰房 香川県 高松市 3470001004677
有限会社さとや呉服店 香川県 坂出市 7470002014911
有限会社砂川自動車 香川県 さぬき市 8470002017896

24 / 30 ページ



2022年12月6日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

株式会社広立 香川県 三豊市 9470001010315
株式会社上口石材 香川県 土庄町 9470001012121
金森 崇 香川県
山内 一郎 香川県
株式会社ヴァンサンカン 愛媛県 松山市 2500001000624
産業開発株式会社 愛媛県 松山市 2500001001762
株式会社砂田建築 愛媛県 松山市 4500001007411
株式会社ピュア 愛媛県 松山市 6500001005438
福島化学松山株式会社 愛媛県 松山市 1500001008791
有限会社北京飯店 愛媛県 松山市 6500002000306
株式会社ｂｏａｐｐｕ 愛媛県 松山市 8500001016631
株式会社森田 愛媛県 松山市 1500001004155
有限会社ヤノ酒販 愛媛県 今治市 9500002019351
有限会社西崎本店 愛媛県 宇和島市 4500002023523
株式会社ＬＡＮＤ　ＭＡＲＫ 愛媛県 新居浜市 7500001020733
ギャルアップ有限会社 愛媛県 四国中央市 9500002022264
サンヨー食品株式会社 愛媛県 四国中央市 2500001014640
髙橋車輌株式会社 愛媛県 四国中央市 4500001015026
有限会社高橋勢子商店 高知県 高知市 8490002003168
株式会社宮崎技建 高知県 高知市 6490001002206
有限会社宮地薬品 高知県 香南市 7490002012351
四国カワサキ販売有限会社 高知県 佐川町 8490002010255
社会福祉法人明成会 高知県 四万十町 2490005003757
山﨑 健一郎 高知県
板井築炉株式会社 福岡県 北九州市 6290801000239
岩本商事株式会社 福岡県 北九州市 2290801005101
株式会社ウィング 福岡県 北九州市 1011001105265
エムプランニング株式会社 福岡県 北九州市 5290801021277
一般社団法人北九州港振興協会 福岡県 北九州市 4290805008189
株式会社ケー・スタイルカンパニー 福岡県 北九州市 8290801017611
小倉第一運送有限会社 福岡県 北九州市 4290802002418
株式会社ダイナリィビジネス学院 福岡県 北九州市 3290801007971
有限会社肉衛門 福岡県 北九州市 7290802004733
西日本特装部品株式会社 福岡県 北九州市 9290801002950
橋本防蝕株式会社 福岡県 北九州市 7290801011937
株式会社古江建設 福岡県 北九州市 1290801018954
Ｍａｃｈｉｅｖｅ株式会社 福岡県 北九州市 4290801028050
株式会社ヤマックス 福岡県 北九州市 1290801007338
株式会社ユアーズスチール 福岡県 北九州市 7290801004073
ロジテック株式会社 福岡県 北九州市 6290801011830
ＡＳＩＡ環境健康研究中心株式会社 福岡県 福岡市 7290001070180
有限会社味和商店 福岡県 福岡市 6290002027882
ａｓｔｅ株式会社 福岡県 福岡市 9290001085458
株式会社アスファクト 福岡県 福岡市 1290001034694
株式会社アダル 福岡県 福岡市 9290001011389
株式会社アルマデ 福岡県 福岡市 8290001034663
有限会社アルワークス 福岡県 福岡市 6290002026397
株式会社アンヘル 福岡県 福岡市 6290001000766
医療法人ＡＳＷ 福岡県 福岡市 2290005017769
有限会社エステートみず木 福岡県 福岡市 2290002019917
ＬＬＤ合同会社 福岡県 福岡市 7290003005168
有限会社かわや 福岡県 福岡市 5290002029070
クリエイト・ワン株式会社 福岡県 福岡市 6290001062617
株式会社ＧＲＯＷＰ 福岡県 福岡市 3240001054654
有限会社ＫＩアドバンス 福岡県 福岡市 6290002030110
株式会社サービス福岡 福岡県 福岡市 5290001007606
三交電気工事株式会社 福岡県 福岡市 6290001001285
サンコーケアライフ株式会社 福岡県 福岡市 3290001040179
三和陸運株式会社 福岡県 福岡市 1290001020273
株式会社Ｊｕｊｕｂｅ 福岡県 福岡市 9290001058430
株式会社春潮社 福岡県 福岡市 1290001013896
株式会社新栄商行 福岡県 福岡市 2290001003236
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株式会社清華 福岡県 福岡市 3290001065787
有限会社清吉鮨 福岡県 福岡市 5290002008314
株式会社創和 福岡県 福岡市 9290001077760
大洋ガステック株式会社 福岡県 福岡市 3290001008523
株式会社タカノホーム 福岡県 福岡市 4290001001659
日本アドバンス株式会社 福岡県 福岡市 9290001056525
株式会社ネクストイノベーション 福岡県 福岡市 8290001083512
株式会社バウムクーヘン 福岡県 福岡市 9290001065906
株式会社パッサージュ 福岡県 福岡市 4290001059722
ＨａｎｄＳ株式会社 福岡県 福岡市 4290001068797
有限会社ビー・エス 福岡県 福岡市 9290002023821
福岡県教育用品株式会社 福岡県 福岡市 6290001009923
一般社団法人福岡県病院薬剤師会 福岡県 福岡市 1290005016367
株式会社福岡ふたば不動産 福岡県 福岡市 3290001088516
株式会社福岡保健企画 福岡県 福岡市 8290001057549
有限会社ブックイン金進堂 福岡県 福岡市 9290002005902
株式会社まちのえき 福岡県 福岡市 6290001034938
株式会社ＵＭＡ 福岡県 福岡市 4290001069085
ラインナップ株式会社 福岡県 福岡市 1290001070847
株式会社ｌａｓｔｄａｙ 福岡県 福岡市 8290001093965
株式会社リヴィジョンズ 福岡県 福岡市 1290001092759
陸洋コンサルタント株式会社 福岡県 福岡市 6290001059340
リバーグリーン株式会社 福岡県 福岡市 1290001024357
ＬＩＢＥＲＴＥ株式会社 福岡県 福岡市 4290001089439
株式会社リンクス 福岡県 福岡市 3290001072239
株式会社クルーク 福岡県 久留米市 2290001051004
有限会社千代島自動車整備工場 福岡県 久留米市 8290002050494
株式会社ナカガワ 福岡県 久留米市 5290001051793
山田工業株式会社 福岡県 久留米市 5290001049730
株式会社愛和不動産 福岡県 飯塚市 6290001056362
株式会社親和園 福岡県 飯塚市 3290001047983
株式会社松正 福岡県 柳川市 4290001054855
株式会社ＤＯＩＮＧ 福岡県 大川市 8290001068034
若波酒造合名会社 福岡県 大川市 7290003003171
有限会社美容室ゼロ 福岡県 行橋市 9290802022510
株式会社梅商店 福岡県 筑紫野市 8300001010150
新日本レイキ株式会社 福岡県 筑紫野市 4290001040756
株式会社コニー 福岡県 春日市 2290001090027
株式会社エベレスト九洲 福岡県 大野城市 8290001093478
エムケー厨設株式会社 福岡県 大野城市 6290001040481
ｅｅｌ合同会社 福岡県 福津市 6290003008510
福海商事株式会社 福岡県 福津市 4290001059615
株式会社大坪組 福岡県 朝倉市 1290001043984
ＴＹエイド株式会社 福岡県 朝倉市 2290001071654
有限会社野村建設 福岡県 糸島市 6290002033146
株式会社ＴＭ工業 福岡県 宇美町 8290001068827
有限会社福博空調 福岡県 志免町 6290002036958
株式会社粕屋ダクト工業 福岡県 須恵町 9290001091794
株式会社玄風館 福岡県 新宮町 7290001029747
株式会社オータニ 福岡県 粕屋町 2290001038141
株式会社清川産業 福岡県 水巻町 1290801011265
株式会社朝倉工業 福岡県 筑前町 3290001085356
医療法人宮城歯科医院 福岡県 添田町 3290805007729
株式会社川崎デリカ 福岡県 川崎町 6290801017241
有限会社井手梱包 福岡県 みやこ町 2290802023135
諌山 達海 福岡県
石橋 千恵子 福岡県
石橋 眞 福岡県
井口 和幸 福岡県
猪迫 賢貴 福岡県
入江 泰雅 福岡県
岩本 孝子 福岡県
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宇治野 仁 福岡県
江藤 勇太 福岡県
大島 昌太 福岡県
大場 浩一郎 福岡県
大脇 悟司 福岡県
緒方 雅紀 福岡県
尾方 雄也 福岡県
奥 寿子 福岡県
金森 哲也 福岡県
兼元 明史 福岡県
上別府 将輝 福岡県
紙谷 武史 福岡県
上山 修 福岡県
川井 裕之 福岡県
川浪 竜祐 福岡県
北 昌功 福岡県
草場 勇太 福岡県
具島 多恵 福岡県
隈上 晋介 福岡県
熊谷 秀嗣 福岡県
小村 敏司 福岡県
近藤 忠紀 福岡県
齊藤 浩二 福岡県
齋藤 良太 福岡県
坂口 みか 福岡県
坂山 太一 福岡県
相良 由美子 福岡県
里村 明彦 福岡県
下村 亮平 福岡県
白川 準清 福岡県
末永 由紀 福岡県
末廣 瑛美 福岡県
高橋 孝吉 福岡県
髙比良 洵哉 福岡県
竹中 啓策 福岡県
田中 操 福岡県
田原 準一 福岡県
土井 崇道 福岡県
豊島 直子 福岡県
永井 英則 福岡県
中藤 太平 福岡県
長友 美緒 福岡県
投野 健太郎 福岡県
能見 瞬 福岡県
花田 良一 福岡県
林 武士 福岡県
早瀨 智恵美 福岡県
葉山 優弘 福岡県
福永 竜二 福岡県
藤澤 ルミ 福岡県
藤本 孝志 福岡県
舩越 明典 福岡県
堀尾 明秀 福岡県
本田 謙一郎 福岡県
町田 典隆 福岡県
松原 健 福岡県
三浦 宗宏 福岡県
光延 公夫 福岡県
宮川 滋子 福岡県
村瀬 雅典 福岡県
矢野 康秀 福岡県
山口 博澄 福岡県
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山口 泰典 福岡県
山口 陽一郎 福岡県
山口 善将 福岡県
山崎 次男 福岡県
山根 慎一 福岡県
山本 勝信 福岡県
吉松 真一郎 福岡県
與那覇 大輔 福岡県
一般社団法人地域活性化いじめ撲滅実行委員会 佐賀県 佐賀市 6300005006923
株式会社ステーキハウス蜂 佐賀県 唐津市 5300001007414
有限会社古園鉄工所 佐賀県 唐津市 5300002011010
吉田刃物株式会社 佐賀県 多久市 5300001003628
川内産業株式会社 佐賀県 伊万里市 1300001005504
有限会社一峰窯 佐賀県 武雄市 2300002006640
医療法人なごみといやし 佐賀県 武雄市 2300005006489
飯盛酒造有限会社 佐賀県 鹿島市 4300002006671
株式会社ＴＲＹ 佐賀県 神埼市 3300001010840
伊東 翼 佐賀県
中山 明美 佐賀県
株式会社エムエスケイ 長崎県 長崎市 8310001000266
有限会社上戸青果 長崎県 長崎市 3310002001210
医療法人光洋会 長崎県 長崎市 8310005002135
有限会社セーフティ・ワン 長崎県 長崎市 5310002007148
有限会社東長崎スイミングスクール 長崎県 長崎市 7310002004523
株式会社フラクタルデザイン 長崎県 長崎市 4310001003941
有限会社ヘイセイ産業 長崎県 長崎市 4310002004922
有限会社小林製茶 長崎県 佐世保市 1310002013265
佐世保青果卸売事業協同組合 長崎県 佐世保市 4310005002527
株式会社ＨＡＫＵ 長崎県 佐世保市 5310001017643
株式会社吉次工業 長崎県 諫早市 1310001008209
高瀬建設株式会社 長崎県 大村市 3310001008792
有限会社森酒造場 長崎県 平戸市 7310002019521
医療法人大志会 長崎県 南島原市 6310005007755
株式会社山栄建設 長崎県 波佐見町 7310001006289
新井 大徳 長崎県
奥平 玲佳 長崎県
古賀 竜介 長崎県
高村 良加 長崎県
檀 浩一 長崎県
中村 恵利子 長崎県
古村 信一 長崎県
山下 麻美 長崎県
山下 康子 長崎県
Ｙｅｓコーポレーション有限会社 熊本県 熊本市 1330002013800
株式会社ａ－Ｃｌｅａｎ 熊本県 熊本市 4330001026305
株式会社オルコン 熊本県 熊本市 9330001020071
有限会社熊本美術巧藝社 熊本県 熊本市 7330002003507
熊本ワインファーム株式会社 熊本県 熊本市 5330001021453
有限会社サンエー 熊本県 熊本市 7330002013555
ＤＡＩＺ株式会社 熊本県 熊本市 7330001022318
日本ファーマ株式会社 熊本県 熊本市 8330001014801
株式会社ハビタ 熊本県 熊本市 8330001003804
肥後ダンロップタイヤ販売株式会社 熊本県 熊本市 4330001003898
医療法人正実会 熊本県 熊本市 7330005001929
株式会社マルカ輪島漆器商会 熊本県 熊本市 9330001004462
三浦塗装株式会社 熊本県 熊本市 2330001027445
株式会社エーピーワールド 熊本県 八代市 7330002025600
合同会社クラフトラボ 熊本県 玉名市 2330003008996
株式会社ＢＡＬＷＡＮＴ 熊本県 玉名市 9330001025608
さくら輸送株式会社 熊本県 山鹿市 8330001011344
株式会社城嶋 熊本県 山鹿市 6330001010439
城嶋運輸株式会社 熊本県 山鹿市 5330001010274
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合同会社Ｒ．Ｓ．Ｍ．コーポレーション 熊本県 宇城市 6330003008299
有限会社ヨミヤクリーニング 熊本県 天草市 6330002029858
合同会社ＯＫＡＭＵＲＡ８ 熊本県 合志市 5330003007293
有限会社小山旅館 熊本県 南阿蘇村 5330002023291
池下 博之 熊本県
岩元 正樹 熊本県
尾下 曻 熊本県
黒田 直 熊本県
小井手 理菜 熊本県
菅 静友 熊本県
高田 公壱 熊本県
福田 隆徳 熊本県
藤本 雄一郎 熊本県
本田 貴豊 熊本県
有限会社ヴイ・エフカンパニー 大分県 大分市 4320002007998
公益社団法人大分被害者支援センター 大分県 大分市 5320005002517
有限会社ジェットコーポレーション 大分県 大分市 8320002008687
株式会社そうりん 大分県 大分市 8320001003128
株式会社ＴＳＩテックス 大分県 大分市 5320001012478
株式会社ビッグウェーブカワサキ 大分県 大分市 1320002005617
株式会社Ｆｒｅｅｄｏｍ 大分県 大分市 1320001018009
株式会社サンデザイン 大分県 別府市 3320001014377
サンデザイン・ライフ株式会社 大分県 別府市 5320001015101
株式会社ツー・バイ・ツー 大分県 別府市 9320001006402
株式会社流通企画ぶんご 大分県 別府市 1320001006938
合同会社髪塾 大分県 中津市 6320003001791
有限会社若山電気商会 大分県 中津市 1320002021291
株式会社　水明テクノス 大分県 日田市 4320001010235
有限会社日田ガス 大分県 日田市 4320002019432
又見建設有限会社 大分県 佐伯市 8320002017309
有限会社いざわ 大分県 津久見市 9320202000526
株式会社浅田商会 大分県 玖珠町 6320003001379
髙橋 翔伍 大分県
谷 健太 大分県
株式会社九州コミュニティーカレッジ 宮崎県 宮崎市 7350001004867
株式会社ぎょれん丸 宮崎県 宮崎市 2350001013591
株式会社小松設備工業 宮崎県 宮崎市 3350001002817
株式会社タカヒラ 宮崎県 宮崎市 6350001007796
株式会社パワーハウスジムオリンピア 宮崎県 宮崎市 3350001004326
株式会社クレハ 宮崎県 日南市 1350001010879
みまたんよかもん協同組合 宮崎県 三股町 6350005004030
有限会社甲斐電工 宮崎県 高千穂町 9350002013262
長友 敦士 宮崎県
株式会社エース建販 鹿児島県 鹿児島市 9340001000576
こうかき建設株式会社 鹿児島県 鹿児島市 1340001001607
学校法人福丸学園 鹿児島県 鹿児島市 9340005001348
大隅うなぎ販売有限会社 鹿児島県 鹿屋市 9340002026793
株式会社農栄 鹿児島県 鹿屋市 3340001019060
有限会社阿久根清掃社 鹿児島県 阿久根市 4340002022120
株式会社岡元石油 鹿児島県 指宿市 4340001009498
株式会社小田自動車 鹿児島県 垂水市 1340001013817
株式会社Ｌａｍｐ 鹿児島県 霧島市 2340001017882
留盛自動車株式会社 鹿児島県 いちき串木野市 1340001008998
興農産業株式会社 鹿児島県 伊佐市 3340001007494
辻村 充 鹿児島県
早川 勝揚 鹿児島県
松崎 剛之 鹿児島県
ＲＬＤ株式会社 沖縄県 那覇市 7360001017190
株式会社アシストワン 沖縄県 那覇市 3360001023102
有限会社阿波根商事 沖縄県 那覇市 6360002007877
株式会社きゃん電研 沖縄県 那覇市 2360001006248
株式会社東幸開発 沖縄県 那覇市 9360001004831
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合同会社福木 沖縄県 那覇市 5360003006202
株式会社ＢＲＩＣＨ 沖縄県 那覇市 5360001023166
有限会社松廣建設 沖縄県 那覇市 9360002004137
琉球高大株式会社 沖縄県 那覇市 6360001023272
株式会社エビング 沖縄県 宜野湾市 4360001021716
有限会社新興商事 沖縄県 宜野湾市 4360002016005
ライフィ株式会社 沖縄県 宜野湾市 2360001029307
沖縄丼丸株式会社 沖縄県 浦添市 3360001019579
大和ホーム株式会社 沖縄県 名護市 4360001028182
一般社団法人まままーる協会 沖縄県 読谷村 2360005005808
株式会社メカドック 沖縄県 西原町 3360001024488
伊藤 隆司 沖縄県
及川 始乃 沖縄県
大城 鉄也 沖縄県
河原﨑 伸吾 沖縄県
新城 めり 沖縄県
砂川 敏郎 沖縄県
平良 淳 沖縄県
玉城 浩嗣 沖縄県
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