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株式会社ＡＴＡＥＲＵ 北海道 札幌市 7430001073326
株式会社池内環境開発 北海道 札幌市 6430001018661
株式会社池内システムサービス 北海道 札幌市 2430001001225
株式会社　エルム楽器 北海道 札幌市 5430001017532
株式会社大塚フーズ 北海道 札幌市 7440001008495
見光企業株式会社 北海道 札幌市 2430001005440
特定非営利活動法人札幌スポーツ倶楽部 北海道 札幌市 5430005004510
三愛自動車工業株式会社 北海道 札幌市 9430001018931
株式会社ＳｕｎＴｒａｐ 北海道 札幌市 2430001076762
合同会社ＪＢＳスポーツ 北海道 札幌市 8430003008163
ＳＫＹエンジニアリング株式会社 北海道 札幌市 9430001042072
株式会社ダブリュイーエス 北海道 札幌市 8430001058367
株式会社Ｄ　ＰＬＵＳ 北海道 札幌市 2430001078024
東進共同水産株式会社 北海道 札幌市 6430001011393
株式会社日栄建設 北海道 札幌市 4430001012534
株式会社日新工業 北海道 札幌市 4430001012690
ノーザンファーマーズ株式会社 北海道 札幌市 9430001082036
一二三北路株式会社 北海道 札幌市 5430001014026
ひまわり建設株式会社 北海道 札幌市 6430001014033
有限会社プライム・オブ・ライフ 北海道 札幌市 4440002003911
株式会社フラックス 北海道 札幌市 5430001015379
株式会社ベスト・ドライ 北海道 札幌市 2430001072134
有限会社ＭＡＲ’Ｓ 北海道 札幌市 1430002036964
株式会社ＭＩＥＲＵＮＥ 北海道 札幌市 5430003007630
株式会社ＬＩＮＫＳ 北海道 札幌市 3430001075441
株式会社レモンコーポレーション 北海道 札幌市 5430001001222
株式会社栄屋 北海道 函館市 5440001005791
株式会社高木組 北海道 函館市 2440001001166
日新産業株式会社 北海道 函館市 6440001001518
函館丸和港運株式会社 北海道 函館市 6440001001765
株式会社タンゼンテクニカルプロダクト 北海道 小樽市 4430001051169
アンブロシア合同会社 北海道 旭川市 1450003001825
株式会社藤井 北海道 旭川市 1450001002585
株式会社丸藤 北海道 旭川市 2450001007047
友和産業株式会社 北海道 室蘭市 3430001057191
沢田建設株式会社 北海道 釧路市 8460001000656
株式会社ニッコー 北海道 釧路市 3460001001287
株式会社サン園芸 北海道 北見市 7460301000415
松谷建設株式会社 北海道 北見市 8460301001008
株式会社オフィスワン 北海道 網走市 4460301003057
中央機械工具株式会社 北海道 苫小牧市 8430001053293
苫小牧東京重機株式会社 北海道 苫小牧市 8430001053467
株式会社　稚内グランドホテル 北海道 稚内市 7450001008387
有限会社今村建設 北海道 滝川市 1430002051765
株式会社函館自動車整備センター 北海道 北斗市 7440001001665
曲正北島製パン株式会社 北海道 木古内町 5440001000743
株式会社銀鱗 北海道 新ひだか町 8430001074991
ＲＥＳＵＬＴ株式会社 北海道 芽室町 8460101005019
西埜 将世 北海道
檜森 一博 北海道
前田 規仁 北海道
有限会社ワールドアイズ 青森県 八戸市 8420002010724
株式会社ワールドロジスティクス 青森県 八戸市 9420001014270
株式会社小又建設 青森県 七戸町 7420001011625
久慈 光基 青森県
一般社団法人グローカリゼーション 岩手県 盛岡市 6400005007564
泉金物産株式会社 岩手県 盛岡市 4400001000871
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株式会社坂東木材 岩手県 盛岡市 9400001002145
花巻ガス株式会社 岩手県 花巻市 5400001005457
海洋曳船株式会社 岩手県 釜石市 4400001007306
有限会社畠山建築 岩手県 八幡平市 3400002007710
株式会社佐々儀 岩手県 奥州市 7400601000186
有限会社ミズノウ商事 岩手県 奥州市 1400602000728
株式会社紅工業 岩手県 山田町 4400001014789
畠山 元 岩手県
古舘 拓 岩手県
栄福興産株式会社 宮城県 仙台市 7370001002670
株式会社オオヒサ 宮城県 仙台市 3370001007418
有限会社郡山商事 宮城県 仙台市 8370002005011
株式会社寿屋 宮城県 仙台市 3370001015916
株式会社司エンジニアリング 宮城県 仙台市 4370001009231
株式会社緑水亭 宮城県 仙台市 7370001018857
株式会社マルダイ長沼商店 宮城県 石巻市 4370301001235
株式会社サセイ不動産 宮城県 塩竈市 8370601003464
有限会社小林焼付塗装 宮城県 名取市 1370802000242
株式会社フクベイフーズ 宮城県 名取市 7370801000238
株式会社こしき 宮城県 大崎市 7370001041990
有限会社マルセンファーム 宮城県 大崎市 7370202004136
社会福祉法人亘理町社会福祉協議会 宮城県 亘理町 3370805000205
一戸 甚悦 宮城県
小山 零央 宮城県
八巻 祐二 宮城県
株式会社スターチテック 秋田県 秋田市 7410001012095
有限会社日野 秋田県 横手市 7410002013919
株式会社Ｅ＆ＴＡＭＡＧＯ 秋田県 大館市 4410001005903
株式会社さいとう自動車 秋田県 大館市 5410001010266
株式会社田口産業 秋田県 鹿角市 1410001006615
有限会社花よし 秋田県 大仙市 2410002011753
株式会社黄木コーポレーション 山形県 米沢市 4390001010179
株式会社仁科工務店 山形県 米沢市 7390001010036
軽部草履株式会社 山形県 寒河江市 2390001011749
丸五建設株式会社 山形県 寒河江市 5390001012463
有限会社丸栄自動車 山形県 長井市 1390002015064
有限会社白いくも 山形県 南陽市 7390002014333
株式会社ニイノ 山形県 白鷹町 6390001011456
佐藤 貴幸 山形県
佐藤 信男 山形県
鈴木 智伸 山形県
淀野 昭仁 山形県
合同会社傑心 福島県 福島市 7380003004937
株式会社まるきた 福島県 福島市 2380001004225
株式会社金堀重機 福島県 会津若松市 1380001017351
有限会社グレース・シュウ 福島県 郡山市 2380002008984
郡山観光センター有限会社 福島県 郡山市 4380002009353
ＺＩＯＮ株式会社 福島県 郡山市 1380001028489
一般社団法人セラピスト協会 福島県 郡山市 5380005011842
有限会社テクノス 福島県 郡山市 2380002015873
株式会社一貫堂 福島県 いわき市 7380001012421
合同会社Ｊｅｔ　Ｂｌａｃｋ　Ｇｒｏｕｐ 福島県 いわき市 6380003004780
西野屋食品株式会社 福島県 いわき市 3380001013547
株式会社大樹不動産販売 福島県 二本松市 2380001009562
株式会社福島ハイエッグ 福島県 伊達市 7380001003206
朝日建設株式会社 福島県 只見町 2380001019124
東白川郡森林組合 福島県 棚倉町 6380005004861
新和工業株式会社 福島県 新地町 2380001016096
荻生 徳司 福島県
加藤 惠久 福島県
茨城乳配株式会社 茨城県 水戸市 6050001000294
中央自動車株式会社 茨城県 水戸市 2050001001676
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益三建設株式会社 茨城県 日立市 1050001023639
有限会社土浦自動車ガラス 茨城県 土浦市 1050002012970
有限会社福来軒 茨城県 土浦市 6050002012165
合同会社ＡＳＭＩＴＡ 茨城県 古河市 1050003002302
株式会社磯 茨城県 古河市 6050001019302
株式会社オクスト 茨城県 古河市 7050001013873
GHK株式会社 茨城県 石岡市 8050001040520
医療法人社団健幸福会 茨城県 龍ケ崎市 9010005006421
株式会社篠﨑鉄筋工業 茨城県 常総市 4050001029435
有限会社佐藤電気 茨城県 常陸太田市 8050002035313
株式会社アンツ 茨城県 笠間市 8050001036048
ユナイテッドワールド株式会社 茨城県 つくば市 2011401021994
株式会社クロサワファーム 茨城県 ひたちなか市 3050001043461
株式会社サザコーヒーホールディングス 茨城県 ひたちなか市 8050001045742
株式会社永作 茨城県 鹿嶋市 5050001020319
株式会社まめ久 茨城県 鹿嶋市 5050001036439
医療法人Ｇ・Ｄ・Ｃ 茨城県 筑西市 1050005010220
有限会社アールズ 茨城県 坂東市 4050002020285
株式会社ＫＦＰ　ＪＡＰＡＮ 茨城県 神栖市 2050001042563
朝岡 寛彰 茨城県
宇佐美 吉郎 茨城県
大畑 義雄 茨城県
廣瀬 譲 茨城県
谷田 敏久 茨城県
株式会社インターセック 栃木県 宇都宮市 1060001005330
株式会社苅込 栃木県 宇都宮市 8060001033473
有限会社協進工業 栃木県 宇都宮市 4060002003223
総美有限会社 栃木県 宇都宮市 3060002005360
株式会社テックス 栃木県 宇都宮市 8060001002890
有限会社益子自動車整備工場 栃木県 宇都宮市 8060002008474
株式会社マスケン 栃木県 宇都宮市 7060001004120
東建産業株式会社 栃木県 足利市 7060001018913
有限会社大宮精工 栃木県 栃木市 1060002031763
共栄ポリマー株式会社 栃木県 栃木市 1060001016922
株式会社ミヤパック 栃木県 鹿沼市 6060001004369
有限会社　秋山建設 栃木県 日光市 5060002015969
株式会社Ａｃｃｈａ 栃木県 小山市 9060001022351
有限会社ファクト 栃木県 小山市 6060002029258
有限会社大沢薬品 栃木県 那須塩原市 2060002023933
サン精機有限会社 栃木県 芳賀町 5060002019301
岩下 壮一 栃木県
小松 幸一 栃木県
須田 寛志 栃木県
井上商事株式会社 群馬県 前橋市 5070001000327
公益財団法人群馬県建設技術センター 群馬県 前橋市 2070005008336
株式会社シースリー・ブレーン 群馬県 前橋市 9070001004828
株式会社滋野堤水堂 群馬県 前橋市 2070001001591
上信機材株式会社 群馬県 前橋市 8070001001660
公益財団法人上毛新聞厚生福祉事業団 群馬県 前橋市 3070005001125
利根コンクリート有限会社 群馬県 前橋市 6070002003823
都食品株式会社 群馬県 前橋市 4070001003198
合同会社山形装業 群馬県 前橋市 6070003002915
株式会社ＹＮＯコンサルティング 群馬県 前橋市 8011801030219
株式会社ワンライフ 群馬県 前橋市 1070001029238
株式会社安藤工務店 群馬県 高崎市 4070001006093
株式会社環境システムズ 群馬県 高崎市 8070001006503
高崎共同食事協同組合 群馬県 高崎市 4070005002584
株式会社つかさフードサービス 群馬県 高崎市 9070001009496
株式会社堤水舎 群馬県 高崎市 3070001034426
株式会社ヘイワ・サプライ 群馬県 高崎市 8070001008301
平和衡機株式会社 群馬県 高崎市 2070001008298
有限会社三田製作所 群馬県 高崎市 2070002012241
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関根金属工業株式会社 群馬県 桐生市 4070001016828
株式会社凱飛 群馬県 伊勢崎市 5070001027659
株式会社Ｇｒｏｗ 群馬県 伊勢崎市 9070001036920
有限会社髙栁自動車 群馬県 伊勢崎市 8070002019314
株式会社ＤＳ　ｉｎ　Ｊａｐａｎ 群馬県 伊勢崎市 8070001029735
株式会社ＴＲ・トンネルラムズ 群馬県 館林市 5070001035174
せまでん株式会社 群馬県 富岡市 7070002017070
株式会社クライム 群馬県 榛東村 3070001027066
伊藤 良典 群馬県
大塚 博 群馬県
金澤 裕子 群馬県
茅根 しおり 群馬県
山田 寅幸 群馬県
吉岡 直哉 群馬県
吉田 達雄 群馬県
株式会社アイ・エス・エンジニアリング 埼玉県 さいたま市 7030001095732
アイウェルネス株式会社 埼玉県 さいたま市 8030001091887
株式会社ａｔｍｉｃ 埼玉県 さいたま市 9030001132649
威鋭貿易株式会社 埼玉県 さいたま市 7030001102406
株式会社ＦＬＹ 埼玉県 さいたま市 6010601041691
株式会社ＯＮＺＯ 埼玉県 さいたま市 6020001127074
株式会社さいたまアリーナ 埼玉県 さいたま市 7030001003315
医療法人和 埼玉県 さいたま市 7030005016288
株式会社丸新水産 埼玉県 さいたま市 2030001007997
武蔵浦和商業開発株式会社 埼玉県 さいたま市 3030001008235
有限会社リカーショップむさしや 埼玉県 さいたま市 9030002014870
株式会社ウルハホーム 埼玉県 川越市 5030001125813
株式会社エヌアイキュービック 埼玉県 川越市 9030001049208
一般社団法人川越地区労働基準協会 埼玉県 川越市 2030005008612
サンユウテック株式会社 埼玉県 川越市 7030001143350
有限会社三陽薬局 埼玉県 川越市 1030002073560
合同会社生天目総合 埼玉県 川越市 3030003005924
有限会社サンユウ自動車工業 埼玉県 熊谷市 4030002114898
有限会社福島造花店 埼玉県 熊谷市 3030002114081
株式会社エービーシーホーム 埼玉県 川口市 1030002109083
株式会社川口福祉サービス 埼玉県 川口市 9030001081722
株式会社共立グラビア 埼玉県 川口市 4030001074565
株式会社国谷製作所 埼玉県 川口市 1030001081259
有限会社小林自動車整備工業 埼玉県 川口市 7030002102719
星辰合同会社 埼玉県 川口市 9010003021918
株式会社トーカイ 埼玉県 川口市 3030001076216
株式会社ノリゾーラボ 埼玉県 川口市 4030001132380
株式会社橋本運送 埼玉県 川口市 6030001081717
前田ホールディングス株式会社 埼玉県 川口市 3030001127935
株式会社リアライズ 埼玉県 川口市 5030001123131
株式会社Ｒｏｏｔｓ 埼玉県 川口市 8030001081780
株式会社関口材木店 埼玉県 行田市 8030001087175
株式会社島村漬物 埼玉県 所沢市 1030001028301
株式会社貫井産業 埼玉県 所沢市 8030001024806
シムラ技術株式会社 埼玉県 飯能市 2030001089409
株式会社ユーティー機工 埼玉県 飯能市 7030001029079
丸栄食品有限会社 埼玉県 加須市 8030002041437
株式会社セルファインライフ 埼玉県 東松山市 2030001107756
東京電化株式会社 埼玉県 東松山市 4011401007034
株式会社ＲＨＳ 埼玉県 春日部市 7030001053558
株式会社アドベンチャー 埼玉県 上尾市 9030001138654
株式会社メモリアル開発 埼玉県 草加市 8030001035662
有限会社嶺峰プラスチック 埼玉県 草加市 8030002088635
株式会社エム・ゼット 埼玉県 越谷市 1030001066219
中島プレス工業有限会社 埼玉県 越谷市 7030002087299
ベルガードファクトリージャパン株式会社 埼玉県 越谷市 1030001093015
龍江精工株式会社 埼玉県 蕨市 1030001021454
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株式会社Ａｂｉｌｉｔｉｅｓ 埼玉県 戸田市 4030001101732
株式会社ＹＳアシスト 埼玉県 戸田市 8030001133747
株式会社じゃぱんはあと 埼玉県 朝霞市 4030001119361
株式会社ココロカンパニー 埼玉県 新座市 2030001047028
影山工業株式会社 埼玉県 久喜市 7030001030680
野原種苗株式会社 埼玉県 久喜市 9030001030860
アイシステム通信株式会社 埼玉県 北本市 6030001061909
株式会社イナホスポーツ 埼玉県 北本市 6030001061933
松井産業株式会社 埼玉県 三郷市 2030001036996
有限会社まばし薬局 埼玉県 三郷市 1030002052110
株式会社おじま自然農園 埼玉県 坂戸市 3030001102319
株式会社産永 埼玉県 坂戸市 8030001133598
医療法人慈光会 埼玉県 幸手市 7030005004730
株式会社大生機械 埼玉県 鶴ヶ島市 5030001069127
有限会社功亜工業 埼玉県 日高市 2030002120163
有限会社ケイエスケイ 埼玉県 長瀞町 1030002122607
アーリーバード合同会社 埼玉県 上里町 6030003014410
株式会社市川商会 埼玉県 寄居町 4030001088516
永騰株式会社 埼玉県 杉戸町 9030001115190
天野 正 埼玉県
遠藤 徹 埼玉県
加納 賢一 埼玉県
工藤 孝浩 埼玉県
阪上 晴郎 埼玉県
佐山 勝巳 埼玉県
清水 武 埼玉県
住友 啓史 埼玉県
千田 雅代 埼玉県
照井 博夫 埼玉県
トウ セイ 埼玉県
福島 大介 埼玉県
堀内 進太郎 埼玉県
宮内 直子 埼玉県
株式会社アベ科学 千葉県 千葉市 1040001009779
インテディア株式会社 千葉県 千葉市 9040001089426
株式会社ＮＴＯコンサルティング 千葉県 千葉市 2040001101188
株式会社スタジオ・チッタ 千葉県 千葉市 8040001010433
有限会社田川肉店 千葉県 千葉市 6040002007141
光建設株式会社 千葉県 千葉市 3040001008275
飛翔株式会社 千葉県 千葉市 8040001105167
文華産業株式会社 千葉県 千葉市 5011401020647
有限会社藤田工務店 千葉県 市川市 4040002036308
第一熱処理工業株式会社 千葉県 船橋市 3040001017730
株式会社ティーダ 千葉県 船橋市 8040001024994
トリキ株式会社 千葉県 船橋市 7010601013863
山田食品株式会社 千葉県 船橋市 9040001018979
株式会社ユタカ商事 千葉県 船橋市 2040001019026
合同会社Ｌｉｂｅｒｔｙ 千葉県 船橋市 6040003016141
株式会社謙勇 千葉県 館山市 5040001080280
関東ビル管理有限会社 千葉県 茂原市 3040002080950
株式会社成美学園 千葉県 茂原市 6040001060249
医療法人社団瞭成会 千葉県 茂原市 4040005019292
有限会社佐倉第一ホテル 千葉県 佐倉市 5040002060752
株式会社ミッション 千葉県 佐倉市 5040001047107
鶴橋冷熱工業株式会社 千葉県 東金市 6040001107578
株式会社チェリー 千葉県 柏市 1040001065962
南信重機興業株式会社 千葉県 柏市 1040001067208
株式会社湯ヤ 千葉県 市原市 8040001056154
株式会社ワンハートエージェント 千葉県 市原市 9040001115446
株式会社オカムラホーム・リアルティ 千葉県 八千代市 6040001024609
トリオマネジメント株式会社 千葉県 我孫子市 4040001068343
株式会社Ｖｉａｒｅ 千葉県 鎌ケ谷市 9040001110323
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Ｗ　ｈｏｓｐｉｔａｌｉｔｙ株式会社 千葉県 鎌ケ谷市 8040001088528
株式会社森製作所 千葉県 浦安市 9040001030067
鴻興国際貿易株式会社 千葉県 白井市 4040001012945
株式会社日輪商会 千葉県 白井市 6040001045522
秋葉建設株式会社 千葉県 匝瑳市 8040001061047
合資会社魚平支店 千葉県 香取市 9040003003715
ＢＥＡＵＴＥ　ＤＥ　ＬＡＢＯ株式会社 千葉県 香取市 7011201019706
有限会社秋山工業 千葉県 栄町 4040002056660
伊藤 源一 千葉県
小城 幸三 千葉県
猿田 隆也 千葉県
鈴木 健一 千葉県
永島 俊晶 千葉県
西田 由起子 千葉県
宮田 泰夫 千葉県
ｉＴＡＸ税理士法人 東京都 千代田区 7010005026727
株式会社ＡＳ　ＦＲＯＮＴ　ＤＩＲＥＣＴＩＯＮ 東京都 千代田区 6010101012474
アスリートブランドジャパン株式会社 東京都 千代田区 6010001090612
株式会社エービーシーキャピタル 東京都 千代田区 7010001070761
株式会社Ｍ＆Kコーポレーション 東京都 千代田区 2011101072272
株式会社オーティーシー 東京都 千代田区 1010001152326
ゲートファーム株式会社 東京都 千代田区 6010001195188
孝正エステート株式会社 東京都 千代田区 1010001016431
株式会社三省堂 東京都 千代田区 6010001016831
セラミックコート株式会社 東京都 千代田区 9010001020962
一般社団法人全国木材検査・研究協会 東京都 千代田区 4010005009651
一般財団法人全日本情報学習振興協会 東京都 千代田区 8010005004888
株式会社トアック 東京都 千代田区 5010001097732
東京西北株式会社 東京都 千代田区 4010001034249
日新実業株式会社 東京都 千代田区 1010001025671
一般財団法人日本ＧＡＰ協会 東京都 千代田区 7010005023419
株式会社ＢＩＧ　ＳＭＩＬＥ 東京都 千代田区 1011801038227
株式会社不動産流通研究所 東京都 千代田区 1010001142046
株式会社ブランニング 東京都 千代田区 3010001219338
Ｒａｕｔｅ株式会社 東京都 千代田区 5010001225945
株式会社リラリラ 東京都 千代田区 3010001132581
ＬｏｃａｔｉｏｎＭｉｎｄ株式会社 東京都 千代田区 3010001198334
株式会社Ｙ’ｓ　Ｔｏ　ＷＯＲＬＤ 東京都 千代田区 8010001170081
株式会社ＯＮＥ　ＵＭＢ 東京都 千代田区 7010001201192
一般社団法人Ｅ．Ｃ．Ｓ総合研究所 東京都 中央区 9010005030891
医療法人ＯＤＣ 東京都 中央区 7020005009953
株式会社オルビータ 東京都 中央区 9010001041034
有限会社経営情報開発センター 東京都 中央区 9010002019483
坂田アセット童夢株式会社 東京都 中央区 8010001128096
株式会社サティスファクトリー 東京都 中央区 4010001075532
一般社団法人ＣＡネットワーク 東京都 中央区 4010005021747
有限会社ＧＴジャパン 東京都 中央区 1010002046394
株式会社シンボ 東京都 中央区 9010001047106
株式会社千時 東京都 中央区 2040001114454
中央ビルト工業株式会社 東京都 中央区 2010001034861
中国石材株式会社 東京都 中央区 4010001050139
ＤａｔａＬａｂｓ株式会社 東京都 中央区 5010001210872
株式会社でですけ 東京都 中央区 4010001137200
日清通商株式会社 東京都 中央区 6010001025444
株式会社ｐａｎｃｈ＆Ｃｏ． 東京都 中央区 6010001156413
株式会社ｂｔｅ 東京都 中央区 7010001208403
有限会社藤木酒店 東京都 中央区 6010002024255
株式会社ＦＬＯＷ 東京都 中央区 9010001133921
ポイントスクウェア株式会社 東京都 中央区 7010001146000
株式会社マチルダ 東京都 中央区 2020001053844
株式会社丸二食品 東京都 中央区 3010001057309
三升フルオール株式会社 東京都 中央区 4030001066109
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株式会社宮商 東京都 中央区 6010001058205
宮田鋼材株式会社 東京都 中央区 4010001058198
株式会社ミルトス 東京都 中央区 8010001030236
医療法人社団優新会 東京都 中央区 6010005025069
株式会社渡辺ハゲ天 東京都 中央区 8010001063112
株式会社アクセット 東京都 港区 1011101081043
株式会社麻布前田 東京都 港区 7010401001465
アゼント株式会社 東京都 港区 4010401135893
株式会社ａＤｏｏｒ 東京都 港区 4010801028706
一般社団法人アプローズ 東京都 港区 2010405012447
合資会社市村商店 東京都 港区 5010403000418
株式会社Ｗｅａｖｉｎｇ 東京都 港区 6010401143688
盈泰産業株式会社 東京都 港区 8010401162546
株式会社エイトナイン 東京都 港区 6010401097455
株式会社エスモードインターナショナル 東京都 港区 3010401160942
行政書士法人ＥＴＨＩＣＡ 東京都 港区 2010405018741
株式会社Ｘ　Ｃａｐｉｔａｌ 東京都 港区 8011001121462
オンコリスバイオファーマ株式会社 東京都 港区 4010401053237
有限会社金属産業新聞社 東京都 港区 7010402003898
株式会社九曜社 東京都 港区 1010401095942
ＣＯＮＴＯＰ株式会社 東京都 港区 7010401143126
合同会社ＪＭネットワークス 東京都 港区 3010403024311
合同会社Ｓｌｏｔｈ 東京都 港区 5010403016604
株式会社セレブロ 東京都 港区 8010401155062
株式会社ソリゾ 東京都 港区 4010401091708
株式会社泰斗コンサルティング 東京都 港区 5010401071411
株式会社チュニーズ・カンパニー 東京都 港区 8010401051253
株式会社ＤＭＩ 東京都 港区 1011001069782
株式会社ＤＥＬＩＣＥ 東京都 港区 9010401096116
東洋プラスチツクス株式会社 東京都 港区 6010401020978
公益社団法人日本プロゴルフ協会 東京都 港区 4010405002990
株式会社ＢＵＮＮＹＬＡＫＥ　ＳＴＵＤＩＯ 東京都 港区 8011001115217
有限会社ビジネスガーデン 東京都 港区 6010402010846
ファンクションプラス株式会社 東京都 港区 5010401154496
フロムアイ株式会社 東京都 港区 7010401136988
株式会社まつ岡 東京都 港区 3010401137742
ＥＳＯＦＴジャパン株式会社 東京都 新宿区 7011001100979
株式会社インフィニティライフ 東京都 新宿区 4010001174879
株式会社Ｗａｖｙ 東京都 新宿区 2011101082255
ウエットマスター株式会社 東京都 新宿区 3011101002360
株式会社エツミ 東京都 新宿区 9011101003188
株式会社クリーン・アシスト 東京都 新宿区 8011101005648
株式会社グローバルアイ 東京都 新宿区 6011001063434
株式会社さくらぎ 東京都 新宿区 1011101026056
株式会社ジェーアンドシーフードサービス 東京都 新宿区 1011102027846
税理士法人杉田会計アソシエイツ 東京都 新宿区 1011105005725
株式会社井井 東京都 新宿区 7011101092811
株式会社Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｄｏｇｍａ 東京都 新宿区 1010403023174
株式会社辰島工務店 東京都 新宿区 4011101036465
株式会社ＴＢＩ　ＪＡＰＡＮ 東京都 新宿区 2011101055038
税理士法人ＴＭ総合事務所 東京都 新宿区 9011105001907
株式会社藤栄プランニング 東京都 新宿区 5011101076155
株式会社ＴＲＹＷＡＲＰ 東京都 新宿区 2040001011809
株式会社日米アートム 東京都 新宿区 7011101015994
一般社団法人日本家族計画協会 東京都 新宿区 8011105005330
一般社団法人日本フライングディスク協会 東京都 新宿区 4010805002129
福達商会株式会社 東京都 新宿区 5011101063186
プリフラ有限会社 東京都 新宿区 1011402019064
有限会社村上商店 東京都 新宿区 1011102012724
リイマジンコンサルティング株式会社 東京都 新宿区 1011101060939
株式会社リプカ 東京都 新宿区 8010901046050
株式会社エスピーエヌ 東京都 文京区 6010001088895

7 / 31 ページ



2022年12月20日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

有限会社サワノ本店 東京都 文京区 3010002002791
株式会社Ｆｕｒｙｕ 東京都 文京区 5010001157156
医療法人社団マキマ会 東京都 文京区 5010005033923
株式会社万年社 東京都 文京区 4010001007353
株式会社わんぺあ 東京都 文京区 2010001174063
インターコスメ株式会社 東京都 台東区 3010501027546
上野シティホテル株式会社 東京都 台東区 1010501002484
株式会社川久 東京都 台東区 4010501002399
株式会社グレエイト 東京都 台東区 3010501016532
株式会社ＫＢシステム 東京都 台東区 7010001108264
株式会社コマテン 東京都 台東区 8010001183629
白金化成株式会社 東京都 台東区 9010501011940
デンタルソリューション株式会社 東京都 台東区 6050001017999
株式会社ナガヨ 東京都 台東区 2010501010750
日本住宅品質検査センター株式会社 東京都 台東区 3010501033189
株式会社ネオグルーヴ 東京都 台東区 9011801025564
株式会社Ｐａｒａｆｅｅｄ 東京都 台東区 1010001201207
株式会社富士商 東京都 台東区 6010501011704
株式会社フレックス 東京都 台東区 9010501012063
株式会社Ｂｅｎｅ 東京都 台東区 1010503005337
松下徽章株式会社 東京都 台東区 4010501013339
株式会社マルベル 東京都 台東区 1010501013093
株式会社ヤマグチ 東京都 台東区 5010501018436
ＲＡＤＩＡＮＴ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ株式会社 東京都 台東区 5010501029086
株式会社リーデン 東京都 台東区 9010501017087
株式会社Ｃｉｅｌ　Ｅｃｈｏ 東京都 墨田区 4010601054704
有限会社塩野 東京都 墨田区 4011702005331
西武商事株式会社 東京都 墨田区 7010601013178
株式会社栃木屋酒店 東京都 墨田区 4010601016547
株式会社トライテクノス 東京都 墨田区 3010601035515
株式会社ビーエム・マーク 東京都 墨田区 8010601014217
株式会社ＢＹＤ 東京都 墨田区 7010601047242
冨士自動車株式会社 東京都 墨田区 4010601016266
株式会社ＥＮ　ＶＥＤＥＴＴＥ 東京都 江東区 1010601053997
有限会社エム・エイ商会 東京都 江東区 6010602029975
有限会社オクト 東京都 江東区 8010602033190
有限会社川内鉄工工業 東京都 江東区 2010602000931
株式会社キーリー 東京都 江東区 5040001086030
株式会社ｊｏｂ’ｓ　ｂｕｉｌｄｅｒ 東京都 江東区 2010601058599
有限会社東京海洋資源研究所 東京都 江東区 8010002025326
株式会社野村屋 東京都 江東区 4010601005137
株式会社ハクヨー 東京都 江東区 6010601017873
株式会社マツモト 東京都 江東区 3010601030020
株式会社みぼろ 東京都 江東区 1010601024189
株式会社大和商会 東京都 江東区 8010601004176
アイスリーメディカル株式会社 東京都 品川区 4010901018508
ジョイプライド株式会社 東京都 品川区 8010701031483
合同会社ＳＱＵＥＥＺＥ 東京都 品川区 3011003004851
株式会社セブンピース 東京都 品川区 3021001005347
有限会社泰華商会 東京都 品川区 9010702004751
株式会社テンカウンター 東京都 品川区 7010701038752
株式会社東京藤屋 東京都 品川区 7010701006619
トランステック株式会社 東京都 品川区 2010701006986
株式会社モナミカメラ 東京都 品川区 7010701009753
株式会社ワールド 東京都 品川区 6010701033754
株式会社オルタネイティブ 東京都 目黒区 4013201010911
有限会社ステアリング 東京都 目黒区 4010402007126
株式会社ドゥオール 東京都 目黒区 4013201003898
株式会社マップコーポレーション 東京都 目黒区 3013201006943
株式会社アルス 東京都 大田区 2010801018832
有限会社Ｍ’ｓリビング 東京都 大田区 8010802004693
株式会社カドヤ建設 東京都 大田区 7010801002617
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医療法人社団光流会 東京都 大田区 3010805002773
コープラント株式会社 東京都 大田区 1010801003827
株式会社ＪＳＫ 東京都 大田区 9010801032281
有限会社長栄堂薬局 東京都 大田区 5010802009290
ＲＩＣＯＳＳ株式会社 東京都 大田区 2010801028658
旭防災設備株式会社 東京都 世田谷区 5010901000539
株式会社アリリアント 東京都 世田谷区 1010901049076
有限会社オハラ商会 東京都 世田谷区 8010902003752
株式会社キャメルキッチン 東京都 世田谷区 6010901039493
株式会社ササキスポーツ 東京都 世田谷区 4010901004714
株式会社Ｂｏｎｄ．ｈｔｇ 東京都 世田谷区 1010901046775
株式会社ＬＩＮＫ 東京都 世田谷区 6010901045384
株式会社アイズプランニング 東京都 渋谷区 9010401116253
合同会社ATASUU 東京都 渋谷区 7011003006877
株式会社エーシークリエイト 東京都 渋谷区 9010001173595
株式会社エヌイーエス 東京都 渋谷区 2011801013559
株式会社エルピス 東京都 渋谷区 4011001059640
合同会社Ｃａｆｅｎｄ 東京都 渋谷区 5010403016653
株式会社カブトス 東京都 渋谷区 4021001005833
有限会社ＫｕＲｏＫｏ 東京都 渋谷区 7011002034747
一般社団法人国際統合リハビリテーション協会 東京都 渋谷区 2030005010717
櫻紫株式会社 東京都 渋谷区 4011501024326
株式会社ジー・エム・ティー 東京都 渋谷区 5011001009958
有限会社上群自動車 東京都 渋谷区 7011002000939
合同会社ｓｅｒｅｎｄｉｐｉｔｙ 東京都 渋谷区 4120103002761
Ｔｒｅｅｓ株式会社 東京都 渋谷区 7010401132525
株式会社デザツク 東京都 渋谷区 1010401142918
株式会社デルタエプシロンホーム 東京都 渋谷区 9011001128548
ＴｗｅＮｔｙ株式会社 東京都 渋谷区 2011001130774
株式会社トムスエージェンシー 東京都 渋谷区 1010901045034
株式会社ｎｅｗｍｏｒｎｉｎｇ 東京都 渋谷区 1011001133935
株式会社バースリー 東京都 渋谷区 2011001065830
Ｐｅｒｓｏｎ’ｓ株式会社 東京都 渋谷区 3180001114150
株式会社Ｂｇａｒｄｅｎ 東京都 渋谷区 5011001109576
ビザイン株式会社 東京都 渋谷区 5011001051241
株式会社美ファイン研究所 東京都 渋谷区 2011001019662
ＶＡＪデジタルデザイン株式会社 東京都 渋谷区 7011001053013
株式会社ｆｏｒｔｙ‐ｆｏｕｒ 東京都 渋谷区 9010901042247
ＭＯＲＮＩＮＧ　ＧＬＡＳＳ　ＣＯＦＦＥＥ　ＪＡＰＡＮ株式会社 東京都 渋谷区 5011001128007
株式会社ライズトラスト 東京都 渋谷区 3011101090579
株式会社リベライズ 東京都 渋谷区 1010001201512
株式会社ＲＥ　ＢＯＮＤ’ｓ 東京都 渋谷区 6011001127800
株式会社レイルカンパニー 東京都 渋谷区 5011001094579
和泉不動産株式会社 東京都 中野区 5011201000452
株式会社ＰＥＴ　ＬＩＦＥ 東京都 中野区 4011201021945
株式会社大塚工務店 東京都 杉並区 8011301001455
一般社団法人クレイドル 東京都 杉並区 8010005027542
医療法人社団中島歯科医院 東京都 杉並区 7011305000124
株式会社ヒーターエンジニア 東京都 杉並区 2011301005882
柄沢ボルト工業株式会社 東京都 豊島区 5013301003260
川辺食品株式会社 東京都 豊島区 1013301003272
國新産業株式会社 東京都 豊島区 8013301017836
医療法人社団泉美会 東京都 豊島区 5013305000386
株式会社千恵商事 東京都 豊島区 7030001126173
株式会社フェディック 東京都 豊島区 8010401087462
有限会社ホーム藥局 東京都 豊島区 8013302008974
吉原鉄道工業株式会社 東京都 豊島区 3013301013113
医療法人社団大橋歯科クリニック 東京都 北区 4011505001338
株式会社Ｓｕｎｎｙ　ｑｕｉｎｔｅｔｔｏ 東京都 北区 2011501020590
株式会社ジャリドワールド 東京都 北区 6011501019654
合同会社ジャンナット 東京都 北区 9011503004412
株式会社東京技官 東京都 北区 4011302001219
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株式会社ＨＡＬＳ 東京都 北区 8010601044453
フジトク株式会社 東京都 北区 5011501003997
株式会社ブランディングジャパン 東京都 北区 8180001115400
株式会社丸一 東京都 北区 1011501004421
株式会社維心瓦工業 東京都 荒川区 7011501016023
株式会社三軽工務 東京都 荒川区 2011501015137
株式会社松正 東京都 荒川区 9011501008778
株式会社アジュダール 東京都 板橋区 8011401023085
英進不動産株式会社 東京都 板橋区 8011401020363
有限会社カツトインタイム・イベ 東京都 板橋区 5011402002306
ダイワ刄物工業有限会社 東京都 板橋区 1011402005502
株式会社西沢製作所 東京都 板橋区 2011401004941
日本興志株式会社 東京都 板橋区 9011001099277
株式会社三蔵 東京都 板橋区 8011401002535
株式会社目白ゲノッセン 東京都 板橋区 4011101077443
株式会社らあめん元 東京都 板橋区 5011401015382
株式会社ＺＡＢＵ 東京都 練馬区 4011601023938
株式会社ナインサンズ 東京都 練馬区 2011601023527
日章テック株式会社 東京都 練馬区 7011601005289
株式会社練馬ホゼン 東京都 練馬区 7011601008011
ワンパーソン株式会社 東京都 練馬区 6011601023110
株式会社いちもんめ 東京都 足立区 4011801006040
株式会社オフオン 東京都 足立区 7011801035870
一般社団法人クリアージュスポーツクラブ足立 東京都 足立区 9011805002766
株式会社クリンテクノ 東京都 足立区 4011801017839
株式会社合同運輸 東京都 足立区 2011801007569
株式会社工房彩美 東京都 足立区 4011801036153
首藤自動車株式会社 東京都 足立区 2011801008757
株式会社第一花き 東京都 足立区 8011801009262
株式会社トライ企画 東京都 足立区 2011801010572
有限会社トライサービス 東京都 足立区 9011802016579
株式会社 日之出電機製作所 東京都 足立区 1011801011381
有限会社福本印刷所 東京都 足立区 6011802018000
有限会社マイティー 東京都 足立区 9011802018542
株式会社やまたけ 東京都 足立区 3011801012774
株式会社レボテック 東京都 足立区 9011801027800
有限会社岩月屋 東京都 葛飾区 8011802000889
株式会社大勝 東京都 葛飾区 2011801002636
日東食販株式会社 東京都 葛飾区 8011801018131
ビーエフ工業株式会社 東京都 葛飾区 2011801004013
株式会社平和総合建設 東京都 葛飾区 4011801035592
株式会社大和スポンジ 東京都 葛飾区 1011801002538
ユハラ工業株式会社 東京都 葛飾区 4011801005109
株式会社ＯＮＥ 東京都 葛飾区 4011801037572
株式会社島村商店 東京都 江戸川区 6011701003945
株式会社スタッフアルファコミュニケーション 東京都 江戸川区 5011701011800
有限会社タテヤマ商会 東京都 江戸川区 4011702007336
テーシーケース株式会社 東京都 江戸川区 7011701005222
株式会社メデイカル・フロンテイア 東京都 江戸川区 4011701007824
有限会社北野増田屋 東京都 八王子市 6010102002086
グリッターテクノ株式会社 東京都 八王子市 2010101001076
有限会社サラ・ブレットハウス 東京都 八王子市 1012302001979
有限会社サン工業設備 東京都 八王子市 5010102002839
株式会社アサヒ 東京都 武蔵野市 3012401024763
ＭａＰｏ合同会社 東京都 三鷹市 9012403003330
株式会社アシストシステム 東京都 青梅市 2013102007827
株式会社Ａｍｂｉｃｉｏｎ 東京都 青梅市 7013101008739
医療法人社団山吹会 東京都 青梅市 3013105001124
日東土建株式会社 東京都 府中市 3012401001333
扶桑管理サービス株式会社 東京都 昭島市 2012801002535
扶桑建設株式会社 東京都 昭島市 3012801002534
株式会社フライハイト 東京都 昭島市 8012801008907
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株式会社深光園 東京都 調布市 7012401007822
株式会社グランクール 東京都 町田市 5390001005351
有限会社フリークス 東京都 町田市 5012302008203
株式会社溝上精工 東京都 町田市 5012301002520
ムサシノ安全株式会社 東京都 小平市 5012701000999
株式会社国立ハウジング 東京都 国分寺市 4012401004847
株式会社ファブトリー 東京都 国分寺市 2012801019488
有限会社宮本薬品 東京都 東大和市 8012802006257
有限会社セレクトヘア・ジョイ 東京都 東久留米市 3012702013424
セントラル防災株式会社 東京都 東久留米市 6012701003605
株式会社丸め 東京都 東久留米市 5012701011303
株式会社コマ 東京都 武蔵村山市 3012801007616
株式会社幸和 東京都 多摩市 3013401007270
株式会社ＪＹトレーディング 東京都 多摩市 9012401033800
株式会社エステート石崎 東京都 西東京市 5012701007012
有限会社進康商会 東京都 西東京市 3012702004324
株式会社ステイ・プラス 東京都 西東京市 6012701007977
株式会社ブルーノート 東京都 西東京市 4012701008548
株式会社ＫＳ精機 東京都 瑞穂町 2013101003232
淺水 英夫 東京都
安納 奈緒子 東京都
伊熊 治喜 東京都
伊澤 清久 東京都
井上 正亮 東京都
今田 賢一 東京都
上野 毅 東京都
宇賀神 和之 東京都
小野澤 哲男 東京都
小原 克久 東京都
川崎 晴一郎 東京都
木村 美由紀 東京都
木村 寛 東京都
小松 もと子 東京都
坂本 起三輝 東京都
佐久間 和子 東京都
菅原 健大 東京都
鈴木 僚太郎 東京都
芹澤 香代子 東京都
高田 寛美 東京都
高部 豊 東京都
竹内 理 東京都
谷村 将光 東京都
田村 俊英 東京都
知野 弘太 東京都
橋本 昇 東京都
濱野 智 東京都
藤倉 栄夢 東京都
藤巻 功 東京都
PORTER BENJAMIN WILLIAM 東京都
松崎 正統 東京都
水野 明 東京都
村田 義実 東京都
八木 彩華 東京都
山田 一乃 東京都
横澤 宏珠 東京都
吉田 信哉 東京都
有限会社愛知屋萩生田商店 神奈川県 横浜市 8020002041009
有限会社エムズフード 神奈川県 横浜市 1020002070690
有限会社オールウェイズ 神奈川県 横浜市 2020002062910
神奈川工事ライト株式会社 神奈川県 横浜市 4020001009737
株式会社高麗人参ウェルネス 神奈川県 横浜市 1020001121742
株式会社サカエ 神奈川県 横浜市 1020001054026
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株式会社Ｓａｎｓｅｉ 神奈川県 横浜市 9020001036388
有限会社宍戸精工 神奈川県 横浜市 3020002006148
株式会社スタジオカーサ 神奈川県 横浜市 4020001120080
株式会社ＴＳ商事 神奈川県 横浜市 3020001049271
株式会社テーブルトーク 神奈川県 横浜市 7020001088951
株式会社テクノシップ 神奈川県 横浜市 7020001021012
中原鋼業株式会社 神奈川県 横浜市 5020001021187
日本ダイヤモンド株式会社 神奈川県 横浜市 4020001009126
株式会社バレル 神奈川県 横浜市 8020001116785
株式会社プロネット 神奈川県 横浜市 2020001046732
株式会社ペガサス 神奈川県 横浜市 9020001135628
株式会社ホライズンワークス 神奈川県 横浜市 7011801025145
一般社団法人ポローニア 神奈川県 横浜市 6020005014814
株式会社水谷電機製作所 神奈川県 横浜市 6020001142321
山建工事株式会社 神奈川県 横浜市 9020001040381
横濱鐵管販賣株式会社 神奈川県 横浜市 2020001016297
横浜プロパティ・デザイン株式会社 神奈川県 横浜市 3020001111964
株式会社Ｒｅａｌｐｒｏｄｕｃｔｓ 神奈川県 横浜市 6020001055069
株式会社リコム 神奈川県 横浜市 9020001138003
株式会社アクス 神奈川県 川崎市 7020001016508
公益財団法人川崎市生涯学習財団 神奈川県 川崎市 5020005010260
株式会社絆クリエイト 神奈川県 川崎市 4020001132431
有限会社盛竜苑 神奈川県 川崎市 7020002084025
ツリーハウス株式会社 神奈川県 川崎市 9020001123087
電元社トーア株式会社 神奈川県 川崎市 5020001064442
株式会社東海 神奈川県 川崎市 5020001066752
ドラゴン・エイト合同会社 神奈川県 川崎市 9020003015448
有限会社古谷会計事務所 神奈川県 川崎市 8020002106356
株式会社リクネット 神奈川県 川崎市 8013301036497
株式会社渡久クリエイト 神奈川県 川崎市 4020001077627
Ｅ－Ｐ　ＪＡＰＡＮ株式会社 神奈川県 相模原市 7020001137782
株式会社うろこ屋 神奈川県 相模原市 7021001016605
株式会社ストライドワン 神奈川県 相模原市 6021001060620
株式会社常盤産業 神奈川県 相模原市 4021001013349
株式会社ウエストポート 神奈川県 横須賀市 9021001044257
横須賀酒販協同組合 神奈川県 横須賀市 7021005007690
横須賀商工会議所 神奈川県 横須賀市 1021005007655
株式会社アド・カンパニー 神奈川県 平塚市 7021001036099
有限会社安西プロパン 神奈川県 藤沢市 1021002000217
株式会社ＫＧエンターテイメント 神奈川県 藤沢市 2021001005240
株式会社しろくま 神奈川県 藤沢市 9021001068561
株式会社ユーチル 神奈川県 藤沢市 2021001064328
医療法人クイーンズヒル 神奈川県 茅ヶ崎市 1021005011582
株式会社サガノ 神奈川県 茅ヶ崎市 1021001007601
有限会社サガミ住設 神奈川県 厚木市 6021002036999
ベストトレーディング株式会社 神奈川県 厚木市 6021001014477
株式会社やま福 神奈川県 厚木市 4021001020592
株式会社Ｌｉｖｅｒｄａｚ 神奈川県 大和市 7010703005370
特定非営利活動法人地球のステージ 神奈川県 海老名市 2370805000453
株式会社赤原製作所 神奈川県 座間市 2021001026162
有限会社しえん 神奈川県 綾瀬市 5021002048772
株式会社ミナミ 神奈川県 綾瀬市 9021001027633
株式会社かくれが 神奈川県 葉山町 6021001057138
加藤 堅一 神奈川県
齊藤 美和 神奈川県
酒井 洋子 神奈川県
関口 裕 神奈川県
高橋 信一郎 神奈川県
野村 容子 神奈川県
三井 達也 神奈川県
栁沢 圭一 神奈川県
横山 靖 神奈川県
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吉井 スミノ 神奈川県
渡邊 昭夫 神奈川県
有限会社イスト 新潟県 新潟市 8110002008551
司法書士法人北浜合同事務所 新潟県 新潟市 8110005016576
株式会社三宝 新潟県 新潟市 2110001000052
有限会社高橋経営計算センター 新潟県 新潟市 1110002003930
株式会社特殊技研興業 新潟県 新潟市 1110001003576
株式会社新潟ふるさと村 新潟県 新潟市 9110001000104
株式会社長岡製作所 新潟県 長岡市 4110001023019
株式会社ハセガワ 新潟県 長岡市 5110001023876
株式会社米弥商店 新潟県 長岡市 4110001024529
株式会社良電社 新潟県 長岡市 9110001023716
合同会社オーディア 新潟県 三条市 9110003001034
有限会社岩名商店 新潟県 新発田市 4110002014842
医療法人社団萌愛会 新潟県 村上市 5110005007462
有限会社ワークスサイマツ 新潟県 燕市 8110002019994
株式会社源建設 新潟県 上越市 3110001019620
株式会社ワカバ 新潟県 魚沼市 6110001027224
株式会社タイシステム 新潟県 津南町 2110001030751
薄田 陽一 新潟県
樋口 博 新潟県
和田 慶太 新潟県
有限会社東山設備 富山県 富山市 2230002002845
北信運輸株式会社 富山県 富山市 9230001002823
株式会社まつ川 富山県 富山市 9230001009554
株式会社三浦 富山県 富山市 1230001006204
宮商陸運有限会社 富山県 富山市 4230002003560
株式会社アリサワ 富山県 高岡市 2230001012176
ケーズメタル株式会社 富山県 高岡市 2230002013438
株式会社ココロ 富山県 高岡市 7230001017212
西森電気株式会社 富山県 高岡市 8230001010637
株式会社パピエコニシ 富山県 高岡市 2230001010709
株式会社エムダイヤ 富山県 滑川市 3230001005427
フォルムゼノマ株式会社 富山県 黒部市 3230001013405
株式会社アキ 富山県 小矢部市 7230001008921
射水市商工会 富山県 射水市 5230005007681
有限会社富東薬品 富山県 上市町 8230002005900
青木 玉羽 富山県
多賀 信一郎 富山県
廣野 信雄 富山県
有限会社泉モータース 石川県 金沢市 2220002001121
金沢紙業株式会社 石川県 金沢市 4220001002085
株式会社金森合金 石川県 金沢市 5220001001887
株式会社ＫＩＣＫＹ 石川県 金沢市 9010901021572
ケアパーク金沢株式会社 石川県 金沢市 6220001011183
小路建設株式会社 石川県 金沢市 9220001003418
セントラル自動車株式会社 石川県 金沢市 6220001003701
野口電気株式会社 石川県 金沢市 9220001005190
株式会社能作 石川県 金沢市 6220001005185
株式会社ライフサワダ 石川県 金沢市 2220001020592
株式会社御朱印 石川県 小松市 7220001011991
佐々木プリント株式会社 石川県 加賀市 7220001013204
株式会社トモエ建業 石川県 かほく市 1220001017730
北崎自動車工業株式会社 石川県 白山市 7220001002314
中央物産株式会社 石川県 白山市 3220001009247
株式会社鳥山設備 石川県 白山市 5220001008874
株式会社丸昇運輸 石川県 白山市 3220001011062
有限会社ハマタニ産業 石川県 宝達志水町 2220002015006
一松 幸則 石川県
判多 勝明 石川県
福島 正一 石川県
安中 茂夫 石川県

13 / 31 ページ



2022年12月20日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

有限会社Ａｕｔｏｓ 福井県 福井市 3210002008991
イワシタ物産株式会社 福井県 福井市 1210001008094
有限会社かど七 福井県 福井市 9210002000919
株式会社フジタ住建 福井県 福井市 9210001015769
株式会社増田喜 福井県 福井市 9210001008434
医療法人藤庵会 福井県 鯖江市 4210005008063
トミタ・プロダクト有限会社 福井県 鯖江市 9210002013202
株式会社ブリッジ 福井県 越前市 4210001011913
株式会社タナカ 福井県 高浜町 6210001014113
木原 進一 福井県
河野 孝幸 福井県
土谷 行洋 福井県
有限会社菊島商店 山梨県 甲府市 3090002000788
サンヨー山梨デンカシステム株式会社 山梨県 甲府市 2090001000963
有限会社東和自動車整備工場 山梨県 甲府市 1090002002142
有限会社古屋商店 山梨県 甲府市 4090002004937
株式会社渡吉 山梨県 甲府市 6090001015256
有限会社ホクト薬局 山梨県 北杜市 8090002014503
功刀自動車株式会社 山梨県 甲斐市 7090001000562
サンリーブス株式会社 山梨県 笛吹市 5090001016123
プラスダイヤ株式会社 山梨県 中央市 9090001002912
三浦化成工業株式会社 山梨県 忍野村 5090001010183
秋山 恭一 山梨県
原 尚士 山梨県
山本 一男 山梨県
株式会社アクアフードジャパン 長野県 長野市 2100001005267
朝日サニター株式会社 長野県 長野市 2100001000012
信濃酒井建設株式会社 長野県 長野市 6100001001213
株式会社富士ホンダ 長野県 長野市 4100001002989
株式会社プロミート 長野県 長野市 8100001003075
有限会社丸泉モータース 長野県 長野市 9100002004864
株式会社Ｔ．Ｅ．Ｃ．Ｔｒｕｓｔ 長野県 松本市 4100001030899
福沢自動車株式会社 長野県 上田市 6100001010255
有限会社ＧＥＮＫＩ 長野県 諏訪市 9100002032262
株式会社住工房Ｋ 長野県 諏訪市 8100001020475
廣田産業株式会社 長野県 須坂市 7100001005700
株式会社佐々木工務店 長野県 小諸市 2100001008427
特定非営利活動法人ふくろうＳＵＷＡ 長野県 茅野市 4100005008537
有限会社山岸自動車工業 長野県 東御市 4100002015924
有限会社Ｆ’ｓ 長野県 安曇野市 2100002025586
有限会社本等山葵商店 長野県 安曇野市 6100002023999
株式会社軽井沢観光ホテル 長野県 軽井沢町 9100001008750
ビジョンクリエイツ株式会社 長野県 軽井沢町 3100001008921
株式会社マシンエンジニアリング 長野県 南箕輪村 7100001020906
株式会社山本精機 長野県 松川村 8100002026950
株式会社ＢＬＵＥＣＬＩＦＦ 長野県 白馬村 1100001023740
株式会社ドリームシップ 長野県 野沢温泉村 2100001018079
金 国経 長野県
小林 一善 長野県
坂口 司 長野県
竹重 修司 長野県
横山 晴彦 長野県
医療法人社団愛 岐阜県 岐阜市 5200005001398
有限会社大塚 岐阜県 岐阜市 4200002000767
有限会社ｏｆｆｉｃｅ・ｏｇａｗａ 岐阜県 岐阜市 5200002008446
合資会社白木恒助商店 岐阜県 岐阜市 7200003000474
スエナミ工業株式会社 岐阜県 岐阜市 1200001002692
トータルバランス株式会社 岐阜県 岐阜市 4200001027662
税理士法人所会計事務所 岐阜県 岐阜市 7200005002733
長良川漁業協同組合 岐阜県 岐阜市 3200005000963
株式会社美源堂 岐阜県 岐阜市 6180001049807
ユニオンスポーツ株式会社 岐阜県 岐阜市 6200001005690
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株式会社キムラ 岐阜県 大垣市 3200001013515
株式会社ＮＥＷＳ 岐阜県 大垣市 6200001029987
株式会社一善 岐阜県 高山市 5200001024700
飛騨高山旅館ホテル協同組合 岐阜県 高山市 9200005009677
有限会社新昭和コート 岐阜県 多治見市 6200002020301
マルイクレイアンドセラミックス株式会社 岐阜県 多治見市 2200001021007
ストーンパーク株式会社 岐阜県 中津川市 8180001142618
長良川中央漁業協同組合 岐阜県 美濃市 5200005007544
小川建築有限会社 岐阜県 羽島市 3200002011749
ウッドライフ株式会社 岐阜県 土岐市 3200001038693
サクラテック株式会社 岐阜県 可児市 5200001017877
株式会社だいぎ 岐阜県 笠松町 3200001011171
養老郡漁業協同組合 岐阜県 養老町 9200005004117
合同会社森ルーフ建装 岐阜県 輪之内町 9200003003723
有限会社岡田自動車 岐阜県 坂祝町 7200002017627
近藤 慎一 岐阜県
西内 淳 岐阜県
橋戸 秀夫 岐阜県
服部 修 岐阜県
早川 純弘 岐阜県
水谷 肇 岐阜県
株式会社iHoldings 静岡県 静岡市 4080003001892
株式会社サスイチ 静岡県 静岡市 2080001010212
特定非営利活動法人静岡光の家 静岡県 静岡市 8080005003751
Ｄｒ．ピュールボーテ株式会社 静岡県 静岡市 2080001018775
株式会社トミヤコーヒー 静岡県 静岡市 9080001003779
法月株式会社 静岡県 静岡市 5080001004178
有限会社ハンエアーシステム 静岡県 静岡市 3080002010937
ピアレアモーレ株式会社 静岡県 静岡市 2080001008990
有限会社増田生花店 静岡県 静岡市 9080002005386
自笑亭株式会社 静岡県 浜松市 5080401025443
東洋ガス株式会社 静岡県 浜松市 2080401003658
株式会社ＦＵＮｔｏＦＡＮ 静岡県 浜松市 1080401013476
フィットアンドウェル株式会社 静岡県 浜松市 8080401011647
株式会社Ｐｌｕｓ　Ｃｈｏｉｃｅ 静岡県 浜松市 2080401024927
みらいく社会保険労務士法人 静岡県 浜松市 8080405007204
山真製鋸株式会社 静岡県 浜松市 5080401005552
医療法人社団優仁会 静岡県 浜松市 3080405003182
株式会社レイズアップ 静岡県 浜松市 2080401023664
株式会社ウエヤマ 静岡県 沼津市 7080101003771
寺王建材株式会社 静岡県 沼津市 7080101001164
株式会社トライ・カンパニー 静岡県 沼津市 5080101001331
株式会社ミネルバ 静岡県 沼津市 2060001027092
中島水産株式会社 静岡県 熱海市 7080101012780
有限会社モロタ 静岡県 島田市 6080002014233
エイチアンドシー株式会社 静岡県 富士市 7080101022581
有限会社大木紙運輸 静岡県 富士市 7080102013530
松本加工株式会社 静岡県 富士市 8080101009719
有限会社コイケサイド 静岡県 磐田市 9080402020134
有限会社清水新聞店 静岡県 磐田市 4080402020725
有限会社池田塗料店 静岡県 焼津市 4080002015547
株式会社ペッツ 静岡県 焼津市 1080001018322
ペッツホールディングス株式会社 静岡県 焼津市 1080001024114
株式会社伊豆美化企画 静岡県 伊豆市 9080101004982
株式会社ＵＮＩＶＥＲ 静岡県 伊豆市 7080101016666
株式会社ＢＥＡＲ’Ｓ 静岡県 函南町 6080101021923
医療法人社団Ｌ＆Ｓ 静岡県 吉田町 3080005007385
稲葉 久進 静岡県
大石 邦広 静岡県
国本 裕樹 静岡県
佐藤 真也 静岡県
杉浦 笑子 静岡県
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鈴木 康之 静岡県
田中 義人 静岡県
中野 雄司 静岡県
原田 泰 静岡県
三浦 秀紘 静岡県
三津山 浩明 静岡県
望月 賀津世 静岡県
安田 精夫 静岡県
渡邉 宏春 静岡県
株式会社アールデコ 愛知県 名古屋市 9180001023131
有限会社ＩＳ．ｐｒｏｊｅｃｔｓ 愛知県 名古屋市 2120002040996
アウェア株式会社 愛知県 名古屋市 6180001131738
株式会社アサインメントバンク 愛知県 名古屋市 1180001114656
ＡＳＨ株式会社 愛知県 名古屋市 8180001137774
株式会社ｅ．ｐａｒｔｎｅｒ 愛知県 名古屋市 7180001120277
株式会社ウチダ 愛知県 名古屋市 5180001001669
株式会社エフケイシステム 愛知県 名古屋市 2180001065097
株式会社ＦＣサービス 愛知県 名古屋市 5180001102525
ＦＴＧ協同組合 愛知県 名古屋市 1180005014472
株式会社折兼物流 愛知県 名古屋市 9180001143672
株式会社オリジン 愛知県 名古屋市 1180001065049
株式会社加藤鈑金整備 愛知県 名古屋市 9180001053938
株式会社クリエイターズプラットホーム 愛知県 名古屋市 1180001118087
株式会社クロノス 愛知県 名古屋市 6180001130855
株式会社コダマサッシ 愛知県 名古屋市 1180001107949
栄公園振興株式会社 愛知県 名古屋市 9180001036570
株式会社三弘 愛知県 名古屋市 6180001036128
しせい税理士法人 愛知県 名古屋市 4180005018735
ジナンハウス工業株式会社 愛知県 名古屋市 7180001110476
株式会社伸和食品 愛知県 名古屋市 7180002050944
株式会社翠山 愛知県 名古屋市 7180002031309
株式会社スペース二十四 愛知県 名古屋市 1180001047749
株式会社セントレイクス 愛知県 名古屋市 4180001037301
株式会社ソードワン 愛知県 名古屋市 9180001064002
株式会社ＳＯＬ 愛知県 名古屋市 8180001122520
株式会社ソロピッツァチェザリ 愛知県 名古屋市 6180001113182
大成協同組合 愛知県 名古屋市 2180005014843
株式会社たから写真館 愛知県 名古屋市 9180001023841
株式会社タクミテーブル 愛知県 名古屋市 5180001130823
株式会社ＤａＬａ木工 愛知県 名古屋市 5180001099431
株式会社中日クリーン 愛知県 名古屋市 6180001047579
中部税理士法人 愛知県 名古屋市 7180005015531
株式会社CHUBU TRADING JAPAN 愛知県 名古屋市 5180001146811
株式会社名古屋フキ 愛知県 名古屋市 7180001031854
株式会社成田屋 愛知県 名古屋市 8180001009032
協同組合日本洋服トップチェーン 愛知県 名古屋市 4120005007124
ニュー商事株式会社 愛知県 名古屋市 5180001022590
株式会社パックスタイル 愛知県 名古屋市 6180001106194
株式会社比良タイヤ工業所 愛知県 名古屋市 2180001026859
株式会社フリーインターナショナル 愛知県 名古屋市 5180001044296
株式会社Ｂｒｉｄｇｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ 愛知県 名古屋市 9180001143458
株式会社プログレスクリエイト 愛知県 名古屋市 7180001068038
株式会社ベストパートナー 愛知県 名古屋市 3180001091365
宝塔電気株式会社 愛知県 名古屋市 6180001002914
丸一運輸株式会社 愛知県 名古屋市 9180001007407
株式会社名西薬品 愛知県 名古屋市 2200001027904
株式会社大和建設 愛知県 名古屋市 8180001119830
株式会社ＵＮ　ＰＲＯＪＥＣＴ 愛知県 名古屋市 2180001062664
株式会社ＵＴ＆Ｓ 愛知県 名古屋市 1180001141048
株式会社ユニケミー 愛知県 名古屋市 3180001023070
株式会社ＹＯＳＵＧＡ 愛知県 名古屋市 5180001130121
ライノセラス総業株式会社 愛知県 名古屋市 1180001033385
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株式会社リプレ 愛知県 名古屋市 3180001146177
Ｌｏｔｕｓ　Ｆｌｏｗｅｒ株式会社 愛知県 名古屋市 6180001067610
有限会社和さび 愛知県 名古屋市 9180002048326
ワンダフルハーツ株式会社 愛知県 名古屋市 3180001059189
株式会社イデアル・アトレ 愛知県 豊橋市 5180301008091
株式会社グロース 愛知県 豊橋市 4180301009446
有限会社栄商会 愛知県 豊橋市 1180302007501
(有)太陽堂 愛知県 豊橋市 7180302008279
有限会社ガール・アンド・ガール 愛知県 岡崎市 5180302003835
株式会社Ｄ＆Ｉ 愛知県 岡崎市 3180001103574
有限会社森野興業 愛知県 岡崎市 6180302003082
有限会社ＯＴＩ 愛知県 一宮市 9180002078521
手仕上げ本舗株式会社 愛知県 一宮市 7180001085165
株式会社ハピネオ 愛知県 一宮市 4180001083741
有限会社みどり調剤薬局 愛知県 一宮市 5180002078756
有限会社瀬戸モータース 愛知県 瀬戸市 7180002071908
大栄技研工業株式会社 愛知県 半田市 3180001094054
株式会社ビリオン 愛知県 半田市 7180001132941
有限会社宮源 愛知県 半田市 8180002084017
株式会社エコート技研 愛知県 春日井市 7180001077534
株式会社Ｇ・Ｒ・Ｂ 愛知県 春日井市 5180001121087
株式会社ブランシェ 愛知県 春日井市 8180001074885
株式会社楽ｃｏｍｐａｎｙ 愛知県 春日井市 8180001117090
有限会社アイゼン工業 愛知県 豊川市 4180302014998
株式会社機製作所 愛知県 豊川市 9180302014408
株式会社藤原木材工業所 愛知県 豊川市 6180301010162
ミカワ信和株式会社 愛知県 豊川市 7180301010285
株式会社メイセイテック 愛知県 津島市 8180001135976
水野産業株式会社 愛知県 刈谷市 2180301014514
有限会社白井電気 愛知県 豊田市 2180302025634
株式会社スギモト設備 愛知県 豊田市 5180301018479
すもまいＨＯＭＥ株式会社 愛知県 豊田市 7180301034805
医療法人日和会 愛知県 豊田市 3180305008346
株式会社ＧＡＲＡＧＥ　ＨＩＲＯＨＡＭＡ 愛知県 蒲郡市 1180301029521
江和精工株式会社 愛知県 江南市 1180001087423
松永種苗株式会社 愛知県 江南市 6180001087666
株式会社翼電気 愛知県 小牧市 9180001077334
東海機器工業株式会社 愛知県 小牧市 1180001026307
株式会社ナガイスポーツ 愛知県 小牧市 1180001076252
株式会社メディカル 愛知県 小牧市 4180001077677
株式会社アポエージェント 愛知県 稲沢市 5180001086826
株式会社オーテクニック 愛知県 稲沢市 2180001100762
グロースチェンジ株式会社 愛知県 稲沢市 8180001131810
株式会社住まいるホーム 愛知県 稲沢市 3180001129479
株式会社名北調剤 愛知県 稲沢市 6180001086164
ＲＩＮＣＡＲＳ株式会社 愛知県 稲沢市 4180001137761
金城化工株式会社 愛知県 東海市 3180001094252
合同会社リベロ 愛知県 東海市 2180003020942
株式会社愛知工務店 愛知県 大府市 9180001092358
株式会社みらいネクスト 愛知県 大府市 4180001136136
合同会社不二企画 愛知県 尾張旭市 8180003014559
合同会社マルコパシフィコ 愛知県 尾張旭市 4180003019264
キムラ漬物株式会社 愛知県 田原市 1180301007857
下里製作株式会社 愛知県 弥富市 2180001096976
合同会社ｇｉｖｅ＆ｇｉｖｅ 愛知県 あま市 8180003019277
株式会社名岐防水 愛知県 あま市 8180001097779
有限会社日建リース 愛知県 長久手市 1180002063423
魚錠フーズ株式会社 愛知県 豊山町 4180001133950
Ｌｉｆｅ　Ｂａｎｋ　Ｐｌｕｓ株式会社 愛知県 大治町 1180001132022
ワンダーパートナーズ協同組合 愛知県 蟹江町 4180005018314
株式会社キセキ 愛知県 阿久比町 3180001091662
株式会社向陽薬局 愛知県 武豊町 5180001092205
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秋吉 拓史 愛知県
朝倉 昌 愛知県
安藤 敏夫 愛知県
石川 呉羽 愛知県
伊藤 祐一 愛知県
岩田 順治 愛知県
上野 幸一郎 愛知県
内山 龍三 愛知県
小笠原 育生 愛知県
奥村 健 愛知県
落合 哲也 愛知県
川合 道夫 愛知県
小林 千廣 愛知県
舌間 美穂 愛知県
杉山 順司 愛知県
住田 充宏 愛知県
関 貴之 愛知県
竹田 健吾 愛知県
堤 淳也 愛知県
永田 健太郎 愛知県
中野 大喜 愛知県
夏目 武志 愛知県
野々村 友佑 愛知県
林 志のぶ 愛知県
平井 康臣 愛知県
星野 相太 愛知県
前田 祐旗 愛知県
松浦 由美 愛知県
丸山 智子 愛知県
三宅 伸一 愛知県
藪崎 昌雄 愛知県
株式会社ネクストフードアール 三重県 津市 4190001021989
公益社団法人三重県私学振興会 三重県 津市 4190005000551
有限会社勝洋観光 三重県 四日市市 4190002020577
税理士法人だいち 三重県 四日市市 7190005011083
株式会社茶源 三重県 四日市市 9190002019953
三重ホルツ小径木加工協同組合 三重県 松阪市 2190005007251
有限会社カトーレンタカー 三重県 桑名市 7190002017505
若林工業株式会社 三重県 亀山市 9190001003537
株式会社戸田家 三重県 鳥羽市 8190001007605
有限会社中村新聞店 三重県 いなべ市 1190002018129
株式会社ゴトー商会 三重県 明和町 1190001010846
井上 健三 三重県
鈴木 健弘 三重県
中山 庸彦 三重県
宮口 耕一郎 三重県
株式会社オフィス・サービス大津 滋賀県 大津市 2160001002507
株式会社久木野工務店 滋賀県 大津市 6160001000622
株式会社サントル 滋賀県 大津市 2160001023759
株式会社翠泉 滋賀県 大津市 5160001016859
一般社団法人ハロー大津社会福祉士事務所 滋賀県 大津市 4160005010751
フジイインファニット株式会社 滋賀県 大津市 7160001001710
株式会社ヒューマンサービス 滋賀県 彦根市 4160001020746
株式会社森原工務店 滋賀県 彦根市 2160001008842
株式会社住茂登 滋賀県 長浜市 2160001019468
有限会社酒文 滋賀県 近江八幡市 9160002010667
株式会社びわ桜 滋賀県 近江八幡市 6160001011306
株式会社藤木工業 滋賀県 近江八幡市 1160001010964
株式会社小寺運輸 滋賀県 草津市 1160001012820
株式会社トオツカ種苗園芸 滋賀県 草津市 5160001013006
株式会社ＡＣＴＹ　Ｐｏｗｅｒ 滋賀県 栗東市 6160001018334
株式会社クリーンサポート 滋賀県 栗東市 3160001022306
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進幸金属興業株式会社 滋賀県 野洲市 2160001013421
合名会社かじ藤商店 滋賀県 東近江市 4160003000597
有限会社平居建設 滋賀県 東近江市 7160002010116
ポリマーギヤ株式会社 滋賀県 米原市 9160001007037
髙田 寛士 滋賀県
田中 爲敏 滋賀県
西澤 健治 滋賀県
西澤 弘太郎 滋賀県
株式会社アズセキュリティー 京都府 京都市 5130001066485
医療法人植田眼科診療所 京都府 京都市 4130005003790
株式会社ＮＫ企画 京都府 京都市 2120001198290
金谷株式会社 京都府 京都市 5130001020302
Ｃｕｒｉ・ｏ　Ｋｉｔ株式会社 京都府 京都市 5130001029764
株式会社京都えんゆう 京都府 京都市 2130001054443
Ｋ・マシン株式会社 京都府 京都市 5130001010492
株式会社末富 京都府 京都市 8130001017691
ＳＴＡＲＳＧＲＯＵＰ株式会社 京都府 京都市 9130001057423
株式会社タムラ 京都府 京都市 5130001018024
株式会社ティーブレイン 京都府 京都市 3130001053576
有限会社時司法衣佛具店 京都府 京都市 4130002012522
株式会社トラスト不動産 京都府 京都市 8130001068603
株式会社ナカサン 京都府 京都市 4130001021904
西村医科器械株式会社 京都府 京都市 5130001011391
株式会社ハイトラスト 京都府 京都市 4130001053154
医療法人博愛会たかもり歯科医院 京都府 京都市 3130005014302
株式会社ヒトミ 京都府 京都市 4130001015468
株式会社もづめ 京都府 京都市 5130001042156
株式会社ユキオー 京都府 京都市 7130001011968
株式会社リストラ 京都府 京都市 6130001002217
株式会社ワールド・サニー 京都府 京都市 6130001005698
株式会社ＹＳＫライフコンサルタンツ 京都府 京都市 1130001061424
有限会社辻石材店 京都府 舞鶴市 9130002034801
株式会社ＮＥＯＳＴＡＧＥ 京都府 宇治市 3130001056637
税理士法人プラスカフェ 京都府 宇治市 3130005014649
株式会社Ｋ・Ａｕｔｏ・Ｐｒｏｄｕｃｅ 京都府 亀岡市 7130001048498
日方商事株式会社 京都府 長岡京市 5130001030581
株式会社ベスパ 京都府 長岡京市 3130001058435
株式会社Ｐ．Ｏ．ラボ 京都府 京田辺市 9130001039322
株式会社秋田農園 京都府 木津川市 7130001061708
日本制御株式会社 京都府 精華町 1130001037291
坂井 知明 京都府
富田 実 京都府
深田 周平 京都府
藤原 靖典 京都府
本田 正博 京都府
株式会社アイ・エス・オー 大阪府 大阪市 3120001096980
株式会社アスカ 大阪府 大阪市 1120001009119
株式会社アピックスインターナショナル 大阪府 大阪市 5120101027149
アルク有限会社 大阪府 大阪市 4120002069010
インフィニティ株式会社 大阪府 大阪市 1120001178649
ＶＥＮＴＵＮＯ株式会社 大阪府 大阪市 9120001236457
株式会社ＡＸ 大阪府 大阪市 1120001123522
株式会社ＡＧ 大阪府 大阪市 7120001179360
株式会社エメラルドケーブ 大阪府 大阪市 9120001239410
株式会社大久保 大阪府 大阪市 8120001019771
大高薬品株式会社 大阪府 大阪市 8120001031108
株式会社ＯｆｆｉｃｅＬｉｎｋ 大阪府 大阪市 9120001132755
株式会社カシン 大阪府 大阪市 5120001212809
加藤運輸株式会社 大阪府 大阪市 9120001076911
医療法人がもう四丁目歯科 大阪府 大阪市 4120005018831
株式会社関西メディカルシステムズ 大阪府 大阪市 9120901006050
岸本無線工業株式会社 大阪府 大阪市 1120001014622
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株式会社協同電業社 大阪府 大阪市 4120001062965
税理士法人近畿会計事務所 大阪府 大阪市 4120005017841
有限会社近畿パーキングサービス 大阪府 大阪市 3120002014660
株式会社Ｇｒａｎｄｅｕｒ 大阪府 大阪市 7120001188238
株式会社クリエイティブサービス 大阪府 大阪市 1120001067224
Ｃｌｉｎｉｃ　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ株式会社 大阪府 大阪市 7120001241120
株式会社ケイシンテック 大阪府 大阪市 7120001184641
Ｃｙｂｅｒｂｅａｕｔｙ株式会社 大阪府 大阪市 1120001161992
株式会社更紗ホテルズ 大阪府 大阪市 3120001195114
ＳＵＮＫＬＩＳ株式会社 大阪府 大阪市 3120001231182
株式会社ＳＡＮＳＥＴ　ＰＡＲＫ 大阪府 大阪市 6120001232285
サン電材工業株式会社 大阪府 大阪市 8120001014938
株式会社三和貿易 大阪府 大阪市 8120001195324
シイエスピーク株式会社 大阪府 大阪市 3120001197291
株式会社ジェイ・アンド・エフ 大阪府 大阪市 4120001064788
株式会社ジェイオーナビゲーション 大阪府 大阪市 2120001224996
シミズ精工株式会社 大阪府 大阪市 9120001023681
仁光株式会社 大阪府 大阪市 9120001195348
株式会社新陸運輸 大阪府 大阪市 3120001027606
株式会社セイショウ 大阪府 大阪市 2120001141408
株式会社清大 大阪府 大阪市 8120001218877
株式会社セグレイト 大阪府 大阪市 6120001220793
株式会社セラ 大阪府 大阪市 4120001044658
タカセオフィス株式会社 大阪府 大阪市 7120001170914
高田種苗株式会社 大阪府 大阪市 1120001066787
辰巳興業株式会社 大阪府 大阪市 5120001049012
株式会社テーム・ロイヤル 大阪府 大阪市 4120001167319
税理士法人ＴＥＮＷＡ 大阪府 大阪市 2120005018081
医療法人徳旺会長谷川歯科医院 大阪府 大阪市 7120005007815
株式会社土木試験機製作所 大阪府 大阪市 8120001015721
株式会社ＴＯＭＯ 大阪府 大阪市 9120001224420
株式会社トルース 大阪府 大阪市 1120001099242
なんば機械株式会社 大阪府 大阪市 1120001018318
株式会社ニシノトレーディング 大阪府 大阪市 1120001142679
株式会社日本エコロジー 大阪府 大阪市 5120101047774
株式会社日本修身経営 大阪府 大阪市 1120101051144
株式会社日本宣交社 大阪府 大阪市 2120001022178
株式会社ニューズコーポレーション 大阪府 大阪市 3120001006072
株式会社ニューパートナーズホールディングス 大阪府 大阪市 6120001215125
ネクストイノベーション株式会社 大阪府 大阪市 8120001190705
ＰＡＲＫクリエイト株式会社 大阪府 大阪市 7120001110440
株式会社ＨＹＢＲＩＤ 大阪府 大阪市 4120001224912
阪神相互建設株式会社 大阪府 大阪市 2120001069252
株式会社パンとエスプレッソと 大阪府 大阪市 4120001146446
株式会社ビーウェル 大阪府 大阪市 2120001119544
ＰＳＴコンサルティング株式会社 大阪府 大阪市 5120001236824
日比忠株式会社 大阪府 大阪市 5120001087895
株式会社ＨＹＵＮ　ＴＲＡＤＩＮＧ 大阪府 大阪市 1120001212837
株式会社氷城 大阪府 大阪市 9120001176257
合同会社フィールドイン 大阪府 大阪市 9120003014191
株式会社フレイジ 大阪府 大阪市 3120001195700
株式会社ブレーントラスト 大阪府 大阪市 6120001145140
扶和メタル株式会社 大阪府 大阪市 5120001089033
株式会社増村人形店 大阪府 大阪市 4120001089629
株式会社麦鶏 大阪府 大阪市 4120001239794
株式会社ムスび 大阪府 大阪市 9120001187007
ムソー株式会社 大阪府 大阪市 7120001090658
医療法人明優会 大阪府 大阪市 1120005020352
株式会社やぶ珈琲 大阪府 大阪市 6120001222237
山一株式会社 大阪府 大阪市 5120001021937
株式会社ゆうせい薬局 大阪府 大阪市 2120001050807
吉村産業株式会社 大阪府 大阪市 5120001025772
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ラクゴー株式会社 大阪府 大阪市 8120001241185
株式会社ＲＩＴＺ 大阪府 大阪市 4120001183365
株式会社リブレ 大阪府 大阪市 9120001240145
株式会社リライブル 大阪府 大阪市 3120001237725
株式会社ルナエステート 大阪府 大阪市 7120001193048
株式会社ルフレ 大阪府 大阪市 3120001218799
株式会社ロスゼロ 大阪府 大阪市 5120001181574
株式会社ＲＯＣＫ 大阪府 大阪市 2120001237552
株式会社ワールドマーケット 大阪府 大阪市 7130001037195
株式会社ワイズコーポレーション 大阪府 大阪市 6120001120936
株式会社ＹＰコーポレーション 大阪府 大阪市 2120001190479
株式会社笑話和 大阪府 大阪市 3120001203859
株式会社ＯＮＥ’Ｓ 大阪府 大阪市 9120001209594
カーペットルーム株式会社 大阪府 堺市 7120101004443
華星株式会社 大阪府 堺市 9120001209371
関西放射線サービス株式会社 大阪府 堺市 2120101001453
シューワ株式会社 大阪府 堺市 1120101003418
大醤株式会社 大阪府 堺市 8120101003717
株式会社プロスパー商会 大阪府 堺市 3120102016144
泉州医療器株式会社 大阪府 岸和田市 1120101036954
株式会社ひとみ薬局 大阪府 岸和田市 7120101037559
有限会社きしまえ 大阪府 吹田市 1120902005884
医療法人Ｋデンタルクリニック 大阪府 吹田市 7120905005752
大同門株式会社 大阪府 吹田市 8120901014863
医療法人中村歯科医院 大阪府 吹田市 5120905005829
泉管材株式会社 大阪府 泉大津市 6120101056122
株式会社エスケイ商事 大阪府 高槻市 8120901010499
株式会社樽源酒店 大阪府 高槻市 7120901011250
宏元自動車株式会社 大阪府 貝塚市 6120101038104
サコベ株式会社 大阪府 貝塚市 4120101038139
株式会社ダイマツ 大阪府 貝塚市 1120101038703
阪和精密工業株式会社 大阪府 貝塚市 7120101038391
株式会社オオニシ 大阪府 守口市 4120001155414
キクマ住宅産業株式会社 大阪府 守口市 7120001147689
アイサポート株式会社 大阪府 枚方市 5120001153846
浅田運輸有限会社 大阪府 枚方市 3120002073459
株式会社光栄プロテック 大阪府 枚方市 4120001149580
株式会社Ｓｔａｎｆｉｔ 大阪府 茨木市 2120001223206
株式会社７ｔｈ　ｓｅｅｄ 大阪府 茨木市 6120901041133
株式会社土方商店 大阪府 茨木市 1120901001760
株式会社フルテック 大阪府 茨木市 5120901041729
株式会社ＲｅｃＢｕｚｚ 大阪府 茨木市 3011001141457
株式会社旭工作所 大阪府 八尾市 4122001017602
有限会社岩田創飾 大阪府 八尾市 5122002013178
ＫＡＮＯＣＳ株式会社 大阪府 八尾市 8122001027597
株式会社日栄水栓工業所 大阪府 八尾市 5122001019614
株式会社菱屋 大阪府 八尾市 5122001019820
平和金型株式会社 大阪府 八尾市 7122001019991
株式会社ユニバーサルグラフィック 大阪府 八尾市 7122001022293
株式会社アプライ 大阪府 富田林市 1120101063635
株式会社つじのフードサービス 大阪府 富田林市 8120101031032
株式会社中戸若松 大阪府 富田林市 2120101031715
株式会社関西ハウジングサービス 大阪府 河内長野市 1120101034818
有限会社福原塗装工業所 大阪府 大東市 4122002011570
堀田カーペット株式会社 大阪府 和泉市 4120101041902
日本総合ホームセンター株式会社 大阪府 箕面市 9120001125718
株式会社タカハシ工芸 大阪府 柏原市 8122001021030
株式会社関西メタル 大阪府 羽曳野市 5120101053608
医療法人山岡歯科医院 大阪府 羽曳野市 4120105005184
有限会社オートリペアー信栄 大阪府 門真市 9120002080953
株式会社アイメイク 大阪府 摂津市 5120901016227
株式会社大規 大阪府 摂津市 6120901043674
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ウイル株式会社 大阪府 高石市 5120101056379
株式会社HPS 大阪府 東大阪市 8120001201916
グラス・ファイバー工研株式会社 大阪府 東大阪市 9122001002203
株式会社鈴鹿金属製作所 大阪府 東大阪市 8122001003961
株式会社大輪物流 大阪府 東大阪市 4122001004303
株式会社トーケン 大阪府 東大阪市 9122001013811
株式会社フジゴム 大阪府 東大阪市 1122001026011
株式会社吉研 大阪府 東大阪市 7122001024744
株式会社ＬＩＥＮ 大阪府 東大阪市 4122001025803
ｌｅｇａｍｉ株式会社 大阪府 東大阪市 7122001030172
株式会社ＫＩＹＯＭＩ 大阪府 四條畷市 5122001030389
株式会社船本モータース 大阪府 四條畷市 5122001016355
有限会社中井工芸社 大阪府 交野市 7120002077010
大阪黒松株式会社 大阪府 大阪狭山市 1120101054031
株式会社渡邉金属 大阪府 大阪狭山市 3120101030328
株式会社溝上 大阪府 忠岡町 3120101041960
安藤 基一 大阪府
石田 和子 大阪府
石塚 将太郎 大阪府
稲井 奈保子 大阪府
井上 憲一 大阪府
今泉 皓嗣 大阪府
喜多 照雄 大阪府
郡 幸 大阪府
佐藤 惠子 大阪府
高木 竜平 大阪府
高田 章弘 大阪府
辻田 貴之 大阪府
津田 拓哉 大阪府
戸堂 耕造 大阪府
中井 清隆 大阪府
橋本 年起 大阪府
服部 浩典 大阪府
花田 康昌 大阪府
林 栄二 大阪府
樋口 佳妃 大阪府
廣澤 菜々子 大阪府
細井 尚 大阪府
細木 こころ 大阪府
堀川 直人 大阪府
松原 祥高 大阪府
松元 大 大阪府
森田 義彦 大阪府
吉川 哲人 大阪府
税理士法人芦田合同会計事務所 兵庫県 神戸市 7140005004298
株式会社ＡＬＢＩＮＯ 兵庫県 神戸市 4140001096508
イケダクリエイト株式会社 兵庫県 神戸市 2140001023439
エム・ヴイ・エム商事株式会社 兵庫県 神戸市 9140001001149
株式会社ケイズエステート 兵庫県 神戸市 4140001113659
有限会社ケイズプランセル 兵庫県 神戸市 9140002020742
株式会社神戸モリタヤ 兵庫県 神戸市 9140001012146
有限会社栄製靴 兵庫県 神戸市 8140002017525
株式会社ＪＩＸ 兵庫県 神戸市 8140001034182
株式会社ＳＮＯＷ　ＰＬＵＭ 兵庫県 神戸市 5140001021852
ハニー化成株式会社 兵庫県 神戸市 3140001016672
株式会社パル 兵庫県 神戸市 5140002020746
禮祐株式会社 兵庫県 神戸市 6140001098048
株式会社ヤマヨ山本商店 兵庫県 神戸市 1140001025601
リペック株式会社 兵庫県 神戸市 8140001111023
株式会社福正 兵庫県 姫路市 7140001087207
有限会社松山商会 兵庫県 姫路市 5140002052252
有限会社宮脇電気 兵庫県 姫路市 1140002051175
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祐本医科器械株式会社 兵庫県 姫路市 6140001062169
株式会社石口商店 兵庫県 尼崎市 5140001047641
合資会社大阪鋳鋼所 兵庫県 尼崎市 8140003006485
関西化学機械製作株式会社 兵庫県 尼崎市 1140001048214
関西電子工業株式会社 兵庫県 尼崎市 5140001048235
株式会社シノペック 兵庫県 尼崎市 8140001054016
医療法人社団和田歯科医院 兵庫県 尼崎市 4140005011066
田中商事株式会社 兵庫県 明石市 7140001035132
梶谷工業株式会社 兵庫県 西宮市 1140001072593
株式会社クールアース 兵庫県 西宮市 2140001019899
さくらＦＭ株式会社 兵庫県 西宮市 2140001069853
株式会社Ｍｉｙａワークス 兵庫県 西宮市 2140001113132
医療法人社団和田眼科 兵庫県 西宮市 3140005016537
芙蓉冷熱株式会社 兵庫県 伊丹市 5140001078884
株式会社川見建設 兵庫県 豊岡市 1140001056398
株式会社八角 兵庫県 加古川市 6140001046345
ハマダコンフェクト株式会社 兵庫県 加古川市 7140001060774
和宏ベンダー株式会社 兵庫県 加古川市 4140001043781
有限会社寺田薬局 兵庫県 赤穂市 1140002034147
有限会社薬穂会 兵庫県 赤穂市 1140002033727
ブロッサム・コーポレーション株式会社 兵庫県 宝塚市 3140001086864
株式会社諸岡建設 兵庫県 宝塚市 1140001082089
株式会社片岡オート 兵庫県 三木市 7140001037178
医療法人社団高瀬歯科医院 兵庫県 三木市 2140005006290
株式会社アートホームプロジェクト 兵庫県 川西市 8140001083056
川瀬鉄工建設株式会社 兵庫県 川西市 3140001080891
Ｓｋｙ　Ｍｏｔｉｏｎ株式会社 兵庫県 三田市 6140001122666
株式会社Ｙ’ｓアシスト 兵庫県 三田市 8140001114777
株式会社おゝみや 兵庫県 丹波篠山市 8140001041666
株式会社イナジ 兵庫県 丹波市 8140001040916
有限会社国際体育研究所 兵庫県 丹波市 5140002034829
浦瀬石油株式会社 兵庫県 南あわじ市 1140001085538
西淡まちつくり株式会社 兵庫県 南あわじ市 9140001085638
メルカート株式会社 兵庫県 朝来市 1140001097335
株式会社日伸電工 兵庫県 たつの市 2140001038453
尾上 露子 兵庫県
後藤 健一 兵庫県
阪上 弓 兵庫県
佐藤 栄 兵庫県
副島 藤昭 兵庫県
辰巳 泰弘 兵庫県
千葉 誠 兵庫県
辻 孝子 兵庫県
中塚 久美子 兵庫県
長安 由佳 兵庫県
中山 真 兵庫県
林 文彦 兵庫県
播谷 慶弘 兵庫県
古本 晃靖 兵庫県
三木 晴雄 兵庫県
向田 尚人 兵庫県
室之園 康雄 兵庫県
森 祐貴 兵庫県
株式会社倉田総合鑑定 奈良県 奈良市 8150001004572
株式会社共立 奈良県 大和高田市 6150001012593
株式会社ＤＯＬＬ 奈良県 大和高田市 6150001022254
株式会社丸辰製茶 奈良県 天理市 2150001006748
株式会社晃貴 奈良県 五條市 8150001019934
永興化成株式会社 奈良県 御所市 6150001018095
こころやエンターテイメント株式会社 奈良県 香芝市 4150001014889
株式会社Ｃｏｎｆｉａｎｃｅ 奈良県 宇陀市 1150001020881
みやまえホールディングス株式会社 奈良県 平群町 2150001016458
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斑鳩産業株式会社 奈良県 斑鳩町 7150001006891
株式会社藤田油機 奈良県 川西町 4150002007974
株式会社西本自動車商会 奈良県 吉野町 3150001016135
伏見 一義 奈良県
森本 哲次 奈良県
アズマハウス株式会社 和歌山県 和歌山市 1170001000122
株式会社エイヨー総研本部 和歌山県 田辺市 5170001008566
株式会社ハレルヤ 和歌山県 田辺市 2170001008866
和泉 好美 和歌山県
木谷 達也 和歌山県
左向 雄平 和歌山県
髙居 達也 和歌山県
古川 圭三 和歌山県
鳥取県中古自動車販売商工組合 鳥取県 鳥取市 1270005000323
有限会社稲田建設 鳥取県 米子市 8270002005335
有限会社ピーシーネット 鳥取県 米子市 4270002008688
株式会社豊田ガラス建材 鳥取県 倉吉市 3270002010447
株式会社フジシール工業 鳥取県 倉吉市 3270001005349
有限会社前田石材 鳥取県 倉吉市 2270002010191
有限会社平木電機産業 鳥取県 八頭町 8270002004345
有限会社前田組 鳥取県 琴浦町 7270002009766
株式会社神戸上農林 鳥取県 日南町 3270001005539
中嶋 一貴 鳥取県
株式会社樋口敦郎商店 島根県 松江市 7280001001013
有限会社ひばり 島根県 松江市 2280002001850
株式会社福田屋 島根県 松江市 3280001000613
有限会社松の湯 島根県 松江市 1280002003063
株式会社麪家ひばり 島根県 松江市 9280001008114
有限会社高榮 島根県 出雲市 5280002006970
有限会社坂根屋 島根県 出雲市 4280002005486
株式会社出西窯 島根県 出雲市 4280005002852
株式会社茶三代一 島根県 出雲市 9280001003271
株式会社ナギラ 島根県 出雲市 4280001003301
有限会社藤原石材 島根県 出雲市 3280002006444
株式会社平安堂 島根県 出雲市 5280001004901
株式会社アイルリンク 岡山県 岡山市 7260001006658
有限会社板谷 岡山県 岡山市 6260002000834
株式会社岡山フルーツ農園 岡山県 岡山市 1260001023171
有限会社かつら木 岡山県 岡山市 6260002002640
極光冷電株式会社 岡山県 岡山市 6260001002113
株式会社三協印刷 岡山県 岡山市 4260001002882
株式会社シーワン 岡山県 岡山市 5260001011008
有限会社相互運輸 岡山県 岡山市 2260002005696
株式会社Ｔ－ＣＯＮＣＥＰＴＩＯＮ 岡山県 岡山市 2260001031272
株式会社トラストワン 岡山県 岡山市 1260002007875
西日本機工株式会社 岡山県 岡山市 9260001005113
有限会社萩原運送 岡山県 岡山市 8260002007786
株式会社ファインフードネットワーク 岡山県 岡山市 7260001005742
株式会社フジビ・コーポレーション 岡山県 岡山市 6260001005867
株式会社丸政荷役 岡山県 岡山市 2260001016983
有限会社丸増自動車 岡山県 岡山市 7260002009552
株式会社スカイホーム 岡山県 倉敷市 3260001013682
ＰＣらいふパソコンレンタルサービス株式会社 岡山県 津山市 9260001032157
株式会社川上製作所 岡山県 笠岡市 4240001030290
有限会社ラベルワークスきゃんず 岡山県 赤磐市 1260002011695
株式会社作州営農 岡山県 美作市 2260001034993
池口 康之 岡山県
秦泉寺 傑 岡山県
高田 直樹 岡山県
中嶋 勝志 岡山県
三上 雅也 岡山県
あすみあ総合司法書士法人 広島県 広島市 2240005014358
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株式会社ａｔｔｒａｃｔｉｖｅ 広島県 広島市 7240001043711
税理士法人安土事務所 広島県 広島市 5240005003060
イワキ株式会社 広島県 広島市 8240001000991
大益株式会社 広島県 広島市 2240001057666
小川精機株式会社 広島県 広島市 8240001001965
株式会社オレンジ 広島県 広島市 2240001017983
株式会社ガレージ・ケイアンドケイ 広島県 広島市 5240001002396
ケイズエステート株式会社 広島県 広島市 1240001018132
株式会社ジェイ・エッチ企画 広島県 広島市 8240001004381
品川製菓株式会社 広島県 広島市 8240001012789
シンセイ(株) 広島県 広島市 8240001004588
株式会社トスク 広島県 広島市 1240001017167
株式会社西日本グリーンメンテナンス 広島県 広島市 1240001008232
学校法人広島ＹＭＣＡ学園 広島県 広島市 3240005001553
平成生コン株式会社 広島県 広島市 6240001010670
有限会社豊興電設 広島県 広島市 7240002015065
株式会社ユアリーガ 広島県 広島市 2240001045456
株式会社ＷＡＫＯ 広島県 広島市 5240001017997
昭和工業株式会社 広島県 呉市 2240001027256
有限会社大良 広島県 呉市 4240002034811
竹林自動車販売株式会社 広島県 呉市 6240001026139
一般財団法人中央森林公園協会 広島県 三原市 1240005011959
株式会社Ｒ 広島県 福山市 4240001056328
占部建設工業株式会社 広島県 福山市 2240001029905
有限会社Ｎ’ｓ 広島県 福山市 1240002046537
Ｚｕｓｈｉｏ株式会社 広島県 福山市 3240001055917
スターフィールド株式会社 広島県 福山市 4240001034903
深江特殊鋼株式会社 広島県 福山市 7240001031864
株式会社ホーム・ラボ 広島県 福山市 7240001042977
株式会社ＯＮＥ 広島県 福山市 5240001035149
キタガワエンジニアリング株式会社 広島県 府中市 7240001034198
三宅水道工業有限会社 広島県 三次市 2240002030390
一般社団法人庄原観光推進機構 広島県 庄原市 7240005012695
有限会社比婆観光センター 広島県 庄原市 9240002031564
西条電気株式会社 広島県 東広島市 3240001022537
有限会社庭小町 広島県 東広島市 6240002036590
株式会社エピック 広島県 廿日市市 9240001052462
株式会社サポートスタッフ・アン 広島県 廿日市市 2240001056701
西日本通信工事株式会社 広島県 廿日市市 4240001040439
株式会社フジワラ 広島県 廿日市市 2240001028114
株式会社宮島ビール 広島県 廿日市市 7240001029058
株式会社今田運送 広島県 府中町 2240001036158
植岡 和敬 広島県
加來 匠 広島県
貞清 俊行 広島県
田村 育生 広島県
堂面 政俊 広島県
有限会社貸衣裳千景店 山口県 下関市 3250002008559
関門ロードサービス株式会社 山口県 下関市 8250001013522
下関唐戸魚市場仲卸協同組合 山口県 下関市 2250005003830
株式会社ユキテクノ 山口県 下関市 1250001006549
松月堂製パン株式会社 山口県 宇部市 4250001003262
株式会社船鉄観光旅行社 山口県 宇部市 2250001003990
株式会社いちやなぎ 山口県 山口市 2250001000047
山口酒類商業協同組合 山口県 山口市 4250005000586
有限会社正田金物 山口県 防府市 7250002003481
岩国テント工業株式会社 山口県 岩国市 8250001011187
有限会社タケシマ 山口県 岩国市 2250002019549
学校法人通津学園 山口県 岩国市 9250005006034
安本建設株式会社 山口県 岩国市 4250001011711
有限会社渡辺薬局 山口県 岩国市 4250002018846
スリーウエスト商会株式会社 山口県 美祢市 2250001004989
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飯田興業有限会社 山口県 周南市 7250002016517
佐野 修 山口県
藤井 美恵子 山口県
帆足 昇 山口県
正木 圭子 山口県
有限会社久次米製作所 徳島県 徳島市 7480002001099
有限会社寿司やました 徳島県 徳島市 1480002008546
有限会社センテックス 徳島県 徳島市 2480002002498
有限会社前田塗料 徳島県 阿南市 1480002014404
森繁建設株式会社 徳島県 阿波市 2480001004677
株式会社アモウ工業 徳島県 北島町 8480001008557
日新酒類株式会社 徳島県 上板町 2480001005915
小林 成行 徳島県
株式会社１１ネット・インシュアランス 香川県 高松市 2470001006138
香川菅公学生服株式会社 香川県 高松市 2470001013233
株式会社鯉滝流通サービス 香川県 高松市 9470001018696
株式会社鳥長 香川県 高松市 8470001014746
株式会社ベジタ 香川県 高松市 2470001005321
有限会社森上屋 香川県 高松市 5470002010219
有限会社太田ボデイ 香川県 丸亀市 6470002011439
有限会社義金商店 香川県 丸亀市 3470002012480
新山樋石材株式会社 香川県 坂出市 5470001009501
大陽工機株式会社 香川県 坂出市 9470001009068
中央開発株式会社 香川県 坂出市 9470001009101
株式会社りんごハウス 香川県 さぬき市 1470001014001
株式会社金丸工務店 香川県 三豊市 2470001010313
有限会社竹内モータース 香川県 土庄町 8470002018985
金両株式会社 香川県 小豆島町 6470001012272
丸島醤油株式会社 香川県 小豆島町 9470001012344
木村 葉月 香川県
左達 亜希 香川県
株式会社門屋組 愛媛県 松山市 1500001001251
株式会社輝城 愛媛県 松山市 6500001001338
城北運送株式会社 愛媛県 松山市 9500001002176
株式会社南雲 愛媛県 松山市 9500001002969
株式会社中須ビルサービス 愛媛県 松山市 2500001008758
株式会社パーソナルアシスタント青空 愛媛県 松山市 6500002002871
ビッグ珈琲株式会社 愛媛県 松山市 2500001003412
株式会社しまなみ 愛媛県 今治市 3500001013088
有限会社豊島サービス工業 愛媛県 今治市 7500002018776
亀岡ガス販売株式会社 愛媛県 宇和島市 4500001015364
株式会社ＤＥＭＯＮＡ 愛媛県 宇和島市 3500001018450
株式会社白石工業 愛媛県 西条市 8500001009016
株式会社トーヨ 愛媛県 四国中央市 8500001014726
有限会社大塚工務店 愛媛県 西予市 5500002012434
有限会社石丸燃料店 愛媛県 内子町 5500002012062
田那部 哲也 愛媛県
田縁 藤治 愛媛県
永井 敦 愛媛県
株式会社岩村 高知県 高知市 1490001002433
公益社団法人桂浜水族館 高知県 高知市 5490005000553
株式会社瀬戸ホンダ高橋商会 高知県 高知市 5490001004772
ダイニングプランナー株式会社 高知県 高知市 6490001004524
有限会社高須ハイヤー 高知県 高知市 1490002003133
中央開発株式会社 高知県 高知市 6490001001471
株式会社はりまや住宅 高知県 高知市 1490002004263
株式会社山豊 高知県 高知市 8490001002105
有限会社サンロック 高知県 香南市 9490002012184
池田 了 高知県
三浦 秀一 高知県
有限会社アメニティ 福岡県 北九州市 8290802000376
株式会社エヌアイエス 福岡県 北九州市 7290801025037
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くろがね運輸機工株式会社 福岡県 北九州市 3290801009919
株式会社古恵良販売 福岡県 北九州市 4290801001338
株式会社渋田 福岡県 北九州市 6290801027538
(有)下川仏壇店 福岡県 北九州市 7290802014402
株式会社遠見 福岡県 北九州市 9290801011927
梅光産業株式会社 福岡県 北九州市 5290801005643
前川硝子株式会社 福岡県 北九州市 9290801005706
有限会社横尾製麺所 福岡県 北九州市 5290802015658
有限会社アイマスター 福岡県 福岡市 8290002020761
株式会社ＡＭＯＮ 福岡県 福岡市 1290001090011
株式会社池屋 福岡県 福岡市 1290001057638
株式会社ｉｎｔｅｎ 福岡県 福岡市 9290001068082
株式会社ａｇ・ｍ 福岡県 福岡市 4290001056447
株式会社エブリバイト 福岡県 福岡市 4290001075018
株式会社ＭＣ 福岡県 福岡市 4290001075356
株式会社ＯＹＣ 福岡県 福岡市 6290001061461
オフィス・コミュニケーションズ株式会社 福岡県 福岡市 9290001023509
株式会社奇正 福岡県 福岡市 3290001077601
有限会社九州ケーワン 福岡県 福岡市 1290002014836
株式会社ケーズプラン 福岡県 福岡市 2290001075837
株式会社古賀組 福岡県 福岡市 8290001007479
ＣｏＣｏＲｏ株式会社 福岡県 福岡市 5290001037578
株式会社サンマート 福岡県 福岡市 4290001001337
株式会社ＧＦＩ 福岡県 福岡市 6290001055397
昭和ハウス工業株式会社 福岡県 福岡市 4290001013737
有限会社新生建設 福岡県 福岡市 2290002000661
有限会社玉屋質店 福岡県 福岡市 8290002016248
株式会社つなぐ看護師．ｃｏｍ 福岡県 福岡市 9290001093568
ＴＳＵＢＡＳＡ　ＪＡＰＡＮ株式会社 福岡県 福岡市 9290001060270
株式会社ＤＲ・エステート 福岡県 福岡市 8290001060230
合同会社Ｔ’ｓ　ｃｈｏｉｃｅ 福岡県 福岡市 2290003011071
株式会社ディレクターズカンパニー 福岡県 福岡市 8290001000384
天恒株式会社 福岡県 福岡市 3290001059764
株式会社店舗’ｚ 福岡県 福岡市 6290001030318
株式会社ナチュラル 福岡県 福岡市 1290001082669
株式会社日交西部本社 福岡県 福岡市 6290001015426
株式会社ハートリンク 福岡県 福岡市 3290001081982
博多アルミニウム工業株式会社 福岡県 福岡市 8290001015639
株式会社花千里 福岡県 福岡市 3290002023397
株式会社ＢＡＬＡＮＣＥ 福岡県 福岡市 3290001044799
株式会社ピアノターミナル・ナカムラ 福岡県 福岡市 7290001009798
ＦＩＶＥ・ＡＲＲＯＷＳ不動産販売株式会社 福岡県 福岡市 1290001059378
有限会社フィールドブレイン 福岡県 福岡市 3290002035392
有限会社フィルフ 福岡県 福岡市 2290002020362
福岡製袋工業株式会社 福岡県 福岡市 5290001002094
株式会社プラスマインドオフィス 福岡県 福岡市 1290001027310
株式会社ＰＬＡＮＩＴ 福岡県 福岡市 7290001094618
株式会社フロリステ・モデュール 福岡県 福岡市 8290001028698
株式会社ヘルスケア・サポート 福岡県 福岡市 2290001057199
医療法人鳳歯会 福岡県 福岡市 5290005018450
有限会社マイン 福岡県 福岡市 3290002003647
株式会社マサフードサービス 福岡県 福岡市 5290001056388
マルタニ試工株式会社 福岡県 福岡市 8290001010598
有限会社丸道建設 福岡県 福岡市 4290002027075
株式会社ユニフリー 福岡県 福岡市 5290001083787
株式会社ル・フォルテ 福岡県 福岡市 2290001030370
大牟田防災工業株式会社 福岡県 大牟田市 1290001053752
ＮＰＯ法人ぴーすふる絆 福岡県 大牟田市 7290005013499
株式会社ヒューマンコミットメントセンター 福岡県 大牟田市 4290001054392
合同会社Ｈ＆Ｋ 福岡県 久留米市 2290003006600
鷹正宗株式会社 福岡県 久留米市 1290001049123
一般財団法人ちくご川コミュニティ財団 福岡県 久留米市 3290005017396
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株式会社コクラヤ眼鏡店 福岡県 直方市 6290801014131
有限会社ＨＡＣＨＩＥＩ 福岡県 直方市 4290802020485
高熱炉工業株式会社 福岡県 田川市 4290801016336
有限会社恒遠石材彫刻店 福岡県 田川市 2290802024281
有限会社マルコー 福岡県 柳川市 7290002053977
株式会社もろふじ 福岡県 柳川市 9290001053480
有限会社内田和商店 福岡県 八女市 9290002047011
株式会社ピコー 福岡県 八女市 4290001047454
医療法人社団豊和会 福岡県 豊前市 2290805006293
株式会社筑紫野物産研究所 福岡県 筑紫野市 6290001040936
株式会社アトリエ３６５ 福岡県 大野城市 6290001043501
アルフ株式会社 福岡県 大野城市 3290001083244
グッドパースンコンサルティング株式会社 福岡県 太宰府市 2290001070474
株式会社ダイスライン・アソシエイツ 福岡県 太宰府市 6290001094503
株式会社Ｔ＆Ｇホールディングス 福岡県 太宰府市 9120001224949
ナガタ建設株式会社 福岡県 太宰府市 9290001040990
株式会社宝満建設 福岡県 太宰府市 6290001041158
株式会社あらい 福岡県 古賀市 9290001036287
株式会社オークサポート 福岡県 古賀市 7290001037345
株式会社Ｄ－ＳＴＹＬＥ 福岡県 古賀市 9290001079369
株式会社へいせい 福岡県 糸島市 7290001033113
株式会社アグリツリー 福岡県 那珂川市 4290001082311
株式会社榮真 福岡県 篠栗町 1290001060419
株式会社竹内空調 福岡県 志免町 1290001086950
株式会社Freak's 福岡県 志免町 6290001091178
株式会社カネガエ 福岡県 広川町 2290001047605
株式会社アイシン 福岡県 上毛町 7290801015153
有限会社セピアエンタープライズ 福岡県 上毛町 3290802023596
株式会社田中組 福岡県 上毛町 2290801015620
相澤 茂 福岡県
赤星 美千子 福岡県
麻生 久美子 福岡県
有島 聡浩 福岡県
安藤 英明 福岡県
諌山 竜彬 福岡県
石橋 裕美 福岡県
今井 遊 福岡県
岩田 賢真 福岡県
浦田 貴行 福岡県
江口 衣津美 福岡県
大家 正浩 福岡県
開 匡司 福岡県
茅野 正聡 福岡県
川満 絵梨 福岡県
岸 春奈 福岡県
木下 昭富 福岡県
古賀 寿子 福岡県
後藤 秀利 福岡県
小林 央宜 福岡県
堺 隆司 福岡県
坂本 政秀 福岡県
篠倉 清人 福岡県
撰田 節男 福岡県
田口 美和 福岡県
立川 敬右 福岡県
田中 翔 福岡県
田邊 昭仁 福岡県
辻 恭子 福岡県
轟 大輔 福岡県
富澤 陽介 福岡県
戸村 寿子 福岡県
長沼 まこと 福岡県
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中原 眞吾 福岡県
西 麻衣子 福岡県
林 哲広 福岡県
原田 一郎 福岡県
原 義一 福岡県
樋口 敦将 福岡県
福永 澄夫 福岡県
藤田 新次郎 福岡県
藤田 毅 福岡県
本川 真也 福岡県
水野 美樹 福岡県
宮川 浩一 福岡県
宮嵜 哲平 福岡県
宮﨑 稔 福岡県
宮嵜 留衣 福岡県
村嶋 一起 福岡県
森渕 拡大 福岡県
横手 英子 福岡県
吉田 古都美 福岡県
龍 隆志 福岡県
いなば行政書士法人 佐賀県 佐賀市 7300005007029
諸富商事株式会社 佐賀県 佐賀市 3300001001022
理研農産化工株式会社 佐賀県 佐賀市 8300001001083
市丸建材工業株式会社 佐賀県 唐津市 9300001007105
唐津信用金庫 佐賀県 唐津市 5300005005208
株式会社暦 佐賀県 鳥栖市 9300001011189
有限会社エース不動産 佐賀県 伊万里市 1300002007689
株式会社勇和 佐賀県 武雄市 3300001005312
株式会社ｏｃｏｍｏｊｉ 佐賀県 小城市 9300001012518
有限会社睦商事 佐賀県 小城市 1300002004397
株式会社とりけん 佐賀県 基山町 1300002009784
島崎 正義 佐賀県
有限会社　辻オート 長崎県 長崎市 4310002005689
長崎船用品株式会社 長崎県 長崎市 1310001001386
長田工業株式会社 長崎県 長崎市 8310001001561
株式会社深山建設 長崎県 長崎市 7310001001868
医療法人社団森歯科医院 長崎県 長崎市 2310005001349
株式会社トラスト 長崎県 佐世保市 7310001009548
株式会社大和屋 長崎県 島原市 5310001009723
有限会社いきいき海鮮 長崎県 諫早市 1310002016689
有限会社中尾建設 長崎県 諫早市 1310002015823
長崎ランタン有限会社 長崎県 諫早市 8310002017747
株式会社星寿園 長崎県 大村市 2310001008785
有限会社野田清掃社 長崎県 大村市 3310002017504
株式会社しまおう 長崎県 五島市 8310002020800
有限会社タートルマリン 長崎県 西海市 4310002008337
有限会社伊藤板金工業 長崎県 南島原市 5310002018186
有限会社マイス 長崎県 長与町 4310002008246
Ｄ－ｔｅｃｈ株式会社 長崎県 川棚町 8310001017418
今木 飛翔 長崎県
岩下 雄一 長崎県
岡崎 晃志 長崎県
鴨川 恭平 長崎県
古賀 大裕 長崎県
髙橋 哲也 長崎県
中道 宏 長崎県
丹羽 大介 長崎県
野中 亮史 長崎県
古川 将太 長崎県
渡辺 久幸 長崎県
株式会社アクセス 熊本県 熊本市 6330001001421
株式会社ＨＳＫ 熊本県 熊本市 8330001004224
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株式会社ＳＳＴ企画 熊本県 熊本市 7330001023308
株式会社くまもと健康支援研究所 熊本県 熊本市 1330001007381
株式会社サン・プロジェクト 熊本県 熊本市 1330001002085
桝田そば製粉株式会社 熊本県 熊本市 6330001004325
有限会社ミッキー保育用品 熊本県 熊本市 5330002010199
株式会社吉平物産 熊本県 熊本市 7330001004860
４３２株式会社 熊本県 八代市 7330001028843
株式会社蜂の郷にしおか 熊本県 八代市 3330001016819
安田石灰工業株式会社 熊本県 八代市 9330001013760
株式会社Ｕ‐Ｂｒａｎｄ 熊本県 人吉市 4330001016297
有限会社松野屋商店 熊本県 宇城市 6330002023951
有限会社ＬＯＯＰ 熊本県 阿蘇市 5330002023630
株式会社エザキ設備 熊本県 天草市 4330001027922
株式会社ふる里グリンマーケット 熊本県 天草市 3330001027857
有限会社坂田製材所 熊本県 御船町 7330002019692
株式会社喜太郎 熊本県 芦北町 9330001014222
百姓市起株式会社 熊本県 芦北町 6330001014225
有限会社五木屋本舗 熊本県 五木村 4330002031139
池田 真吾 熊本県
石田 幸治 熊本県
伊藤 信久 熊本県
宇都宮 啓一 熊本県
浦山 真頼 熊本県
柏原 あさ美 熊本県
古賀 祐子 熊本県
成松 健士 熊本県
野村 和矢 熊本県
株式会社ヴェルスパ 大分県 大分市 7320001017533
有限会社大分フラワー 大分県 大分市 7320002010421
九州アプトン株式会社 大分県 大分市 4320001000855
株式会社ざびえる本舗 大分県 大分市 2320001004024
有限会社セーフティ 大分県 大分市 8320002007573
株式会社土屋車輌 大分県 大分市 5320002004549
株式会社豊樹園 大分県 大分市 4320001002505
ホーチキ大分株式会社 大分県 大分市 6320001002511
有限会社ユウコウサービス 大分県 大分市 5320002009218
合同会社Ｓａｌｍａｎ 大分県 別府市 2320003000814
有限会社天瀬観光 大分県 日田市 6320002019521
有限会社天領エキスプレス 大分県 日田市 5320002020307
株式会社樹の家こころ舎 大分県 臼杵市 6320201000505
有限会社エイト 大分県 宇佐市 6320002014860
ＡＲＮ合同会社 大分県 由布市 4320003002420
衞藤 勝志 大分県
勝見 俊守 大分県
米澤 陽子 大分県
株式会社カワヒロ 宮崎県 宮崎市 6350002001220
田中印刷有限会社 宮崎県 宮崎市 5350002002888
株式会社田中書店 宮崎県 宮崎市 5350001001032
有限会社光オート 宮崎県 宮崎市 6350002006129
ＫＮＭ管財株式会社 宮崎県 都城市 2350001012387
有限会社日向キャスティング 宮崎県 日向市 4350002011287
社会福祉法人興愛会 宮崎県 高原町 4350005004544
山本 秀一郎 宮崎県
株式会社一丸商店 鹿児島県 鹿児島市 4340001000457
株式会社緒方建設 鹿児島県 鹿児島市 1340001018411
学校法人鹿児島竜谷学園 鹿児島県 鹿児島市 8340005001316
株式会社田上二葉種苗園 鹿児島県 鹿児島市 6340001002674
株式会社テツ総建 鹿児島県 鹿児島市 9340002012439
有限会社神薗茂商店 鹿児島県 指宿市 8340002018882
三升アグリクリエイト株式会社 鹿児島県 垂水市 9340001022637
有限会社川内ホテル 鹿児島県 薩摩川内市 2340002016768
ワンズベスト株式会社 鹿児島県 志布志市 7340001024032
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株式会社鹿児島パッカー産業 鹿児島県 姶良市 7340001000025
合同会社ＳａｎＡｍｏｕｒ 鹿児島県 姶良市 3340003003087
有限会社まるにし商店 鹿児島県 姶良市 4340002016188
大山 剛毅 鹿児島県
前田 彬人 鹿児島県
有限会社白バラ洋菓子店 沖縄県 那覇市 2360002000522
合資会社仲地自動車整備工場 沖縄県 那覇市 9360003001001
株式会社正吉建設 沖縄県 那覇市 9360001002769
株式会社マッシグラ沖縄タイムス 沖縄県 那覇市 3360001024208
株式会社琉信ハウジング 沖縄県 那覇市 6360001002227
グローバル運輸 株式会社 沖縄県 宜野湾市 5360001008761
有限会社浦添清掃 沖縄県 浦添市 1360002014655
グランツ合同会社 沖縄県 浦添市 4360003009057
（有）ﾄﾗｽﾄﾌｰｽﾞ 沖縄県 浦添市 9360002018137
株式会社カンゲン企画 沖縄県 名護市 4360002019775
有限会社相卵土 沖縄県 糸満市 4360002008852
有限会社今村商会 沖縄県 糸満市 9360002008880
沖縄ラジオ株式会社 沖縄県 沖縄市 2360001008302
ナシヨナルタクシー合資会社 沖縄県 豊見城市 9360003001018
光宮古商事株式会社 沖縄県 宮古島市 8360001014162
株式会社センターサービスステーション 沖縄県 北谷町 9360001009707
株式会社みたのクリエイト 沖縄県 中城村 2360001010324
株式会社髙良建設 沖縄県 久米島町 4360001006155
新垣 涼 沖縄県
新田 寛 沖縄県
崎間 良太 沖縄県
桃原 均 沖縄県
渡嘉敷 伝 沖縄県
仲本 加奈 沖縄県
パンキュビッチ 久乃 沖縄県
山田 直斗 沖縄県
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