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事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

株式会社有田電機商会 北海道 札幌市 1430001001069
株式会社和泉組 北海道 札幌市 7430001001410
株式会社一丸相生食品 北海道 札幌市 4430002002963
ヴィレッジアライアンス株式会社 北海道 札幌市 5430003004677
株式会社エール 北海道 札幌市 3430001062563
ＦＲＳコーポレーション株式会社 北海道 札幌市 3430001040379
株式会社Ｅｎｔｅｃｈ 北海道 札幌市 1430001084023
株式会社オバラ 北海道 札幌市 8430001043476
風の株式会社 北海道 札幌市 6430001041234
グッドフィールド株式会社 北海道 札幌市 9440001003024
株式会社サイド企画 北海道 札幌市 2430001025240
株式会社サンコー情報システム 北海道 札幌市 2430001029506
医療法人藻友会札幌いしやま病院 北海道 札幌市 1430005001536
竹栄株式会社 北海道 札幌市 1430001010391
有限会社　内外建設 北海道 札幌市 8430002042460
株式会社マキシム 北海道 札幌市 2430001059453
医療法人社団澪和会 北海道 札幌市 5430005001953
株式会社やまはな 北海道 札幌市 8430001000048
リノベ札幌株式会社 北海道 札幌市 7430001058748
株式会社Ｌｕｃｅ　Ｌｉｎｅ 北海道 札幌市 3430001068619
有限会社テラシタシステムサービス 北海道 函館市 4440002002905
函館北栄株式会社 北海道 函館市 7440001005641
税理士法人小樽会計 北海道 小樽市 3430005008298
株式会社シティー急送 北海道 小樽市 8430001051454
株式会社オーシャン 北海道 旭川市 1450001005555
道東化学株式会社 北海道 帯広市 9460101001215
株式会社ファームステッド 北海道 帯広市 5460101005392
社会福祉法人岩見沢光明舎 北海道 岩見沢市 5430005006655
南建設株式会社 北海道 網走市 7460301003277
道路建設株式会社 北海道 苫小牧市 2430001053398
都市総合開発株式会社 北海道 苫小牧市 4430001053330
協和八光建設株式会社 北海道 江別市 6430001042496
株式会社肉の山本 北海道 千歳市 4430002048032
株式会社藤原商事 北海道 滝川市 8430001048624
有限会社ほんだ菓子司 北海道 砂川市 7430002052964
株式会社日の輪産商 北海道 登別市 2430001057399
有限会社紀の國屋 北海道 長万部町 7440002008734
後志観光開発株式会社 北海道 留寿都村 4430001051879
Ｎｉｓｅｋｏ　Ｃｏｎｃｉｅｒｇｅ株式会社 北海道 倶知安町 3430001065137
株式会社白老清掃 北海道 白老町 8430001054110
有限会社みやもと家具金物建材店 北海道 安平町 8430002060165
加茂 葉子 北海道
酒井 隆浩 北海道
菅原 秀之 北海道
本庄 雅人 北海道
最上 淳 北海道
渡邊 啓太 北海道
梅津商事株式会社 青森県 青森市 6420001000496
有限会社黒坂電気工業 青森県 八戸市 4420002009729
株式会社秀果 青森県 田舎館村 4420001010118
株式会社アンクス 岩手県 盛岡市 8400001001627
有限会社いさごだ 岩手県 盛岡市 1400002000353
公益社団法人岩手県看護協会 岩手県 盛岡市 8400005005310
株式会社小原商店 岩手県 盛岡市 6400003000034
オヤマダエンジニアリング株式会社 岩手県 盛岡市 1400001000404
賢治の土株式会社 岩手県 盛岡市 8400001003490
合資会社末廣 岩手県 花巻市 2400003000574
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株式会社松栄堂 岩手県 一関市 1400501000408
株式会社村孝 岩手県 奥州市 1400601001074
株式会社小椋工業 岩手県 滝沢市 8400001009991
株式会社みどり製作所 岩手県 滝沢市 9400001004447
瀬川 久和 岩手県
株式会社アーキトレーヴ橋本 宮城県 仙台市 7370001014831
株式会社アイ電子企画 宮城県 仙台市 2370001014811
アイビー株式会社 宮城県 仙台市 9370001002504
株式会社Ｈ・Ｂ 宮城県 仙台市 1370001043290
株式会社ＥＧＡＯ 宮城県 仙台市 6370001044152
カマダ実業株式会社 宮城県 仙台市 3370001000554
特定非営利活動法人コスモスクラブ 宮城県 仙台市 3370005002316
株式会社こだま 宮城県 仙台市 9370001003007
大都ビルメンテナンス株式会社 宮城県 仙台市 6370001008941
田中産業株式会社 宮城県 仙台市 4370001003548
株式会社テーシー東北 宮城県 仙台市 6370001009246
株式会社東北テクノアーチ 宮城県 仙台市 2370001011437
東洋ワークグループ株式会社 宮城県 仙台市 3370001007005
トーエイライニング株式会社 宮城県 仙台市 6370001005617
株式会社Ｔｒｉａｄ 宮城県 仙台市 9370001047549
株式会社トラベルｅ旅．ｃｏｍ 宮城県 仙台市 7370001015128
有限会社日邦防災 宮城県 仙台市 6370002008338
熱研プラント工業株式会社 宮城県 仙台市 1370001009746
株式会社リフレイン 宮城県 仙台市 4370001006344
株式会社Ｗｏｎｄｅｒｗａｌｌ 宮城県 仙台市 2370001025718
有限会社鉄栄技研 宮城県 角田市 6370102001960
有限会社クサカ鋼材 宮城県 岩沼市 3370802000868
ココカラーフーズ株式会社 宮城県 登米市 4370001048221
株式会社櫻井農場 宮城県 登米市 5370401000920
株式会社栗原観光タクシー 宮城県 栗原市 4370201003496
株式会社東日本開発 宮城県 栗原市 5370201003529
株式会社オニコウベ 宮城県 大崎市 4370201002044
仙北電気工事株式会社 宮城県 大崎市 6370201000236
株式会社高橋電気工事 宮城県 大崎市 4370201003422
有限会社古川配電工事 宮城県 大崎市 6370202000945
株式会社戸引製畳 宮城県 亘理町 9370801000574
有限会社森鉄工 宮城県 亘理町 8370802001969
有限会社鰻・若松商店 宮城県 松島町 4370602000241
株式会社松島蒲鉾本舗 宮城県 松島町 1370601000757
株式会社拓創舎 宮城県 利府町 4370001022044
熊谷 和平 宮城県
土田 俊也 宮城県
吉田 雅行 宮城県
株式会社シー・ケー・アーテック 秋田県 秋田市 2410001001318
マキシムジャパン株式会社 秋田県 秋田市 6410001003269
有限会社やま久 秋田県 能代市 5410002010595
株式会社吉田建設 秋田県 横手市 6410001009010
株式会社つじや 秋田県 大仙市 3410001008394
有限会社永澤弓具 秋田県 五城目町 5410002005777
加賀谷 優 秋田県
高橋 一聡 秋田県
有限会社布施会計 山形県 山形市 9390002002344
株式会社ＲＡＤＩＴＥ 山形県 米沢市 8390001016602
有限会社富樫精肉店 山形県 鶴岡市 4390002009633
株式会社大泉書店 山形県 新庄市 4390001008529
株式会社こころの宿一龍 山形県 寒河江市 2390001011781
株式会社チェリーパークホテル 山形県 寒河江市 8390001013013
株式会社オネスト農産 山形県 天童市 3390001005535
株式会社全有連 山形県 天童市 1390002005528
有限会社ヤマ・テック 山形県 天童市 6390002005845
有限会社柏倉工業所 山形県 中山町 6390002003196
株式会社近岡商店 山形県 真室川町 7390001008773
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漆山 和志 山形県
漆山 徹 山形県
株式会社山水荘 福島県 福島市 7380001000566
福島食粉株式会社 福島県 福島市 1380001001470
合同会社ＤＲＥＡＭＢＥＲＲＹ 福島県 郡山市 3380003005055
有限会社渡辺華粧品店 福島県 郡山市 3380002013158
株式会社東コンサルタント 福島県 いわき市 9380001012213
医療法人昭知会 福島県 いわき市 3380005005805
株式会社福田組 福島県 いわき市 3380001013737
株式会社やまと 福島県 いわき市 7380001014046
有限会社すずきクリーニング 福島県 白河市 2380002017977
桑名建設株式会社 福島県 須賀川市 6380001011192
有限会社ゼスト 福島県 本宮市 2380002017390
株式会社フジコン 福島県 本宮市 9380002011841
有限会社竹屋菓子店 福島県 川俣町 1380002005768
有限会社タカモク 福島県 猪苗代町 8380002032368
株式会社ホテルマウント磐梯 福島県 猪苗代町 5380001017843
有限会社サトー酒店 福島県 矢吹町 2380002017861
伊藤 稔 福島県
佐藤 成行 福島県
善方 富男 福島県
あぐに株式会社 茨城県 水戸市 3050001006393
有限会社朝日屋商店 茨城県 水戸市 3050002003951
株式会社Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　Ｓｈｉｐ 茨城県 水戸市 8050001046732
有限会社久保電気 茨城県 水戸市 7050002001159
株式会社スクーデリア 茨城県 水戸市 3050001003259
合資会社平山酒店 茨城県 水戸市 2050003000073
医療法人鶴町皮膚科クリニック 茨城県 土浦市 4050005002990
アスティック株式会社 茨城県 古河市 5050001033758
株式会社シーカー 茨城県 常総市 1050001043785
有限会社高萩清掃社 茨城県 高萩市 4050002032140
笠間工芸の丘株式会社 茨城県 笠間市 6050001007959
株式会社中村建硝 茨城県 取手市 3050001030567
株式会社ＣＬＡＸ 茨城県 つくば市 1050001049972
株式会社フェリオ 茨城県 つくば市 3010401094323
株式会社ＲＡＫＵＺＯＵ 茨城県 つくば市 9050001038687
有限会社魚一 茨城県 ひたちなか市 5050002008098
有限会社エリアット 茨城県 ひたちなか市 1050002008143
有限会社三野機工 茨城県 ひたちなか市 1050002009001
合同会社アモーレ 茨城県 鹿嶋市 1050003004059
株式会社飯島工業 茨城県 鹿嶋市 8050001022543
株式会社建晄 茨城県 守谷市 8050001030249
有限会社杉山造園 茨城県 筑西市 3050002043733
有限会社早瀬自動車整備工場 茨城県 筑西市 4050002042379
ダイカツ水産株式会社 茨城県 大洗町 3050001007219
安達 則昭 茨城県
大泉 拓真 茨城県
小野内 健司 茨城県
坂場 和則 茨城県
西 輝雄 茨城県
有限会社石郷 栃木県 宇都宮市 2060002005262
有限会社ベルウッド 栃木県 宇都宮市 2060002005089
有限会社山口マンシヨン 栃木県 宇都宮市 1060002009198
有限会社リリーバーベナ 栃木県 宇都宮市 2060002005361
ルモンド株式会社 栃木県 宇都宮市 7060001027443
Ｍ’ｓオートサービス株式会社 栃木県 足利市 2060001031945
社会福祉法人鹿島会 栃木県 足利市 7060005006724
有限会社マインズプランニング 栃木県 足利市 8060002038091
株式会社かくだや 栃木県 栃木市 4060001028997
丸和ホンダ有限会社 栃木県 栃木市 1060002032621
株式会社エヌエスケー 栃木県 鹿沼市 8060001010258
キンダーケアインターナショナル有限会社 栃木県 鹿沼市 7060002021370
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中央空機株式会社 栃木県 小山市 6060001014780
医療法人社団星野会 栃木県 小山市 3060005004830
株式会社山久 栃木県 矢板市 1060001013465
有限会社サロンアオキ 栃木県 那須塩原市 7060002027566
株式会社環境生物化学研究所 栃木県 那珂川町 2060001008043
室賀 哲夫 栃木県
株式会社エフディジョン 群馬県 前橋市 8070001034669
株式会社エリアトラスト 群馬県 前橋市 5070001005061
群馬県旅館ホテル生活衛生同業組合 群馬県 前橋市 7070005000115
有限会社蕎麦仙人 群馬県 前橋市 8070002003160
株式会社ＴＳＵＮＡＧＵ 群馬県 前橋市 4070001037378
ＴＡ＆Ｍ税理士法人 群馬県 前橋市 2070005009136
有限会社マエトウ印刷 群馬県 前橋市 7070002004960
株式会社まりも 群馬県 前橋市 4070001005814
あおぞら動物病院株式会社 群馬県 高崎市 4070001026059
有限会社池田運送 群馬県 高崎市 4070002008675
有限会社市川克美会計事務所 群馬県 高崎市 5070002008765
株式会社エヌケイ 群馬県 高崎市 8070001031410
有限会社風 群馬県 高崎市 4070002013196
株式会社コムテックス 群馬県 高崎市 9070001006931
有限会社シャーベット 群馬県 高崎市 3070002015359
株式会社広田住宅センター 群馬県 高崎市 7070001010745
株式会社ヤマダ 群馬県 高崎市 1070001008646
弁護士法人山本総合法律事務所 群馬県 高崎市 2070005007965
Red and Blue株式会社 群馬県 高崎市 2070001036258
株式会社リージョングローバル 群馬県 桐生市 4070001017289
株式会社Ａｉｚａｗａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 群馬県 伊勢崎市 1070001033256
有限会社天武 群馬県 伊勢崎市 9070002020279
医療法人大成会 群馬県 伊勢崎市 2070005008765
株式会社ＬＡＣファーマシー 群馬県 太田市 7070001021214
有限会社在宅福祉支援推進センター 群馬県 太田市 9070002032456
株式会社セノキ 群馬県 太田市 9070001032746
株式会社ガレージ７０３ 群馬県 館林市 8070001022384
有限会社秋山疊工店 群馬県 渋川市 4070002025811
株式会社アートランド 群馬県 富岡市 3070001012126
合資会社神尾商店 群馬県 みどり市 4070003001142
株式会社タナカ精機 群馬県 甘楽町 1070001011807
株式会社安齋商店 群馬県 草津町 4070001023659
株式会社ミルクロード 群馬県 昭和村 6070001031478
株式会社シンエイ 群馬県 玉村町 9070001014216
香村 眞佐子 群馬県
小原 広和 群馬県
田中 昭 群馬県
津田 浩孝 群馬県
朴 珉成 群馬県
樋口 弘紀 群馬県
宮﨑 元也 群馬県
八木 直人 群馬県
株式会社アートアーク 埼玉県 さいたま市 2030001118737
株式会社Asia 埼玉県 さいたま市 8030001012694
株式会社アビ 埼玉県 さいたま市 2030001118290
有限会社エスペック北関東 埼玉県 さいたま市 8030002020721
株式会社エム・ジー・アール 埼玉県 さいたま市 1030001001340
エムズコンセプト株式会社 埼玉県 さいたま市 1030002019621
合同会社華風 埼玉県 さいたま市 2011503003453
株式会社ギガプランニング 埼玉県 さいたま市 6030001009734
株式会社コジマ電設 埼玉県 さいたま市 4030001002897
株式会社埼玉丸山工務所 埼玉県 さいたま市 7030001003496
株式会社酒井運送 埼玉県 さいたま市 6030001017902
三光ソフラン株式会社 埼玉県 さいたま市 6030001014180
株式会社瑞鳳 埼玉県 さいたま市 6030001004479
株式会社セカンドライン 埼玉県 さいたま市 9030001130495
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医療法人社団創進会 埼玉県 さいたま市 5060005007385
東條商事株式会社 埼玉県 さいたま市 2030001005992
日建ハウス工業株式会社 埼玉県 さいたま市 1030001006372
株式会社ホンダ 埼玉県 さいたま市 1030001066598
医療法人本町かとうデンタルクリニック 埼玉県 さいたま市 6030005002628
有限会社宮雅 埼玉県 さいたま市 2030002013136
株式会社ロイヤルコーポレーション 埼玉県 さいたま市 3030001011172
栄光建設株式会社 埼玉県 川越市 7030001054507
有限会社小島商店 埼玉県 川越市 6030002073275
株式会社ウエハラ 埼玉県 熊谷市 4030001085760
医療法人杏友会 埼玉県 熊谷市 9030005013093
マービック株式会社 埼玉県 熊谷市 3011101036607
有限会社アップターン 埼玉県 川口市 6030002098578
株式会社岡特殊溶接 埼玉県 川口市 5030001074143
ＳＡＧＡＲＭＡＴＨＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ株式会社 埼玉県 川口市 8030001084016
株式会社三栄グローバル 埼玉県 川口市 6080001018136
三栄商事合同会社 埼玉県 川口市 2030003010504
株式会社ＣＯＯ 埼玉県 川口市 2030001081076
株式会社充電工 埼玉県 川口市 2030001082693
株式会社メッシュ 埼玉県 川口市 7030001135249
株式会社オオシマ補聴器センター 埼玉県 秩父市 5030001091675
株式会社エステート白馬 埼玉県 所沢市 6030001023751
ニューふどうカードックセンター株式会社 埼玉県 所沢市 1030001024804
有限会社ビック・ストリーム 埼玉県 所沢市 6030002037420
株式会社中島製作所 埼玉県 東松山市 3030001071324
有限会社エヌ・ケー設計 埼玉県 春日部市 7030002067904
株式会社信商事 埼玉県 春日部市 1040001091307
株式会社マルヤ住宅 埼玉県 春日部市 2030001051475
株式会社髙橋勇設計事務所 埼玉県 狭山市 1030001109737
医療法人博優会 埼玉県 狭山市 1030005017127
医療法人社団陽光会 埼玉県 狭山市 4030005003958
有限会社磯部クオリティーサービス 埼玉県 鴻巣市 3030002083970
株式会社ウイングス 埼玉県 鴻巣市 6030001062584
有限会社川嶋屋 埼玉県 鴻巣市 8030002084452
株式会社小池勝次郎商店 埼玉県 深谷市 3030001085778
有限会社高田食品 埼玉県 深谷市 2030002118777
株式会社花園たまや 埼玉県 深谷市 1030002113696
株式会社マルカシステム 埼玉県 深谷市 6030001087499
ＡＭＩＴＩＥＸ貿易商事株式会社 埼玉県 上尾市 7030001106679
彩栄輸配サービス企業組合 埼玉県 上尾市 9030005019256
株式会社アイワ 埼玉県 草加市 6030001037446
ＳＰＲＩＳＥ株式会社 埼玉県 越谷市 1011301020437
株式会社カルディアコーポレーション 埼玉県 越谷市 1030001112121
フカノ・マテリアル株式会社 埼玉県 越谷市 7030001065041
株式会社ＶＡＭＯ　ＬＡ 埼玉県 新座市 6030001121464
トウショウ流通株式会社 埼玉県 北本市 5030001062321
伊藤製鞄株式会社 埼玉県 富士見市 6030001046216
株式会社ウエサカ薬局 埼玉県 蓮田市 7030002022108
株式会社シェーンブルー 埼玉県 蓮田市 9030001019210
有限会社アイル設備工業 埼玉県 坂戸市 9030002095275
宮部造園土木株式会社 埼玉県 吉川市 5030001066041
株式会社ネクストステージ 埼玉県 毛呂山町 4030001138155
株式会社ヨコテ 埼玉県 毛呂山町 6030001096541
天海 栄一 埼玉県
大木 秀晃 埼玉県
岡安 毅 埼玉県
菊澤 稔 埼玉県
小林 宏之 埼玉県
白石 元好 埼玉県
瀬田 純一 埼玉県
高木 元英 埼玉県
髙栁 優子 埼玉県
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苗代 明 埼玉県
丸山 裕久 埼玉県
毛利 裕弥 埼玉県
守屋 亮太 埼玉県
安野 豊 埼玉県
株式会社カノア 千葉県 千葉市 6040001101903
興国産業株式会社 千葉県 千葉市 1040001002222
有限会社スロープ 千葉県 千葉市 3040002015691
株式会社千里 千葉県 千葉市 1040001093253
有限会社トケエムシー 千葉県 千葉市 2040002008267
株式会社山一電設工業 千葉県 千葉市 9040001101140
一政水産株式会社 千葉県 銚子市 5040001061999
株式会社アーキセプト 千葉県 市川市 4040001084753
勝新工業株式会社 千葉県 市川市 7040001096531
株式会社あるまど 千葉県 船橋市 8040001016661
株式会社伊藤楽器 千葉県 船橋市 3040001016708
沢田建設有限会社 千葉県 船橋市 1040002022533
株式会社タイコー 千葉県 船橋市 5040001017737
タイコーＴＲ株式会社 千葉県 船橋市 7040001113088
タイコーＨＤ株式会社 千葉県 船橋市 8040001113087
株式会社賃貸ハウス 千葉県 船橋市 1040001023202
芙蓉鋳工株式会社 千葉県 船橋市 8040001018559
丸山金属工業株式会社 千葉県 船橋市 7040001018799
株式会社リネクト 千葉県 船橋市 2040001024810
有限会社千葉化学クリーニング 千葉県 木更津市 7040002067226
株式会社江戸川サービス 千葉県 松戸市 5040001037396
グラシーズ合同会社 千葉県 松戸市 9013303005268
太陽ハウス株式会社 千葉県 松戸市 9040001036031
株式会社オンダシ 千葉県 松戸市 4040001035079
有限会社ドライクリーニング五香 千葉県 松戸市 5040002047584
有限会社ヘアー・コロネット 千葉県 松戸市 7040002048473
有限会社イシイ 千葉県 茂原市 3040002088523
社会福祉法人成田市社会福祉協議会 千葉県 成田市 8040005006155
株式会社吉田電設 千葉県 佐倉市 2040001047150
有限会社コマースゲート 千葉県 柏市 5011202012604
有限会社テック 千葉県 柏市 6040002090699
株式会社ＰＲＯＤＵＣＥＷＡＶＥＳ 千葉県 柏市 2040001119453
京英株式会社 千葉県 市原市 7040001053813
有限会社日本ビジネス 千葉県 市原市 6040002074652
有限会社相川金物店 千葉県 鴨川市 1040002100652
株式会社ＫＦ－Ｌｉｎｋｓ 千葉県 君津市 9040001114811
株式会社藤江木工所 千葉県 富津市 5040001051991
株式会社ファルコン 千葉県 浦安市 8040001033715
株式会社ベイフットボール浦安 千葉県 浦安市 6040001084768
医療法人社団雄伸会 千葉県 浦安市 2040005004734
株式会社ビーブック 千葉県 印西市 4040001049475
株式会社三富商会 千葉県 白井市 8040001013543
株式会社小川物産 千葉県 匝瑳市 3040001096873
有限会社門谷製作所 千葉県 山武市 6040002079890
有限会社マルマン 千葉県 横芝光町 6040002086490
坂本 雄一 千葉県
田中 芳野 千葉県
TSUCHIE JOCELYN MIGUEL 千葉県
野口 一孝 千葉県
林 康男 千葉県
森下 尚吾 千葉県
和田 真 千葉県
株式会社ＩＫＨ 東京都 千代田区 9010001102587
ＡＬＥＳＴファシリティーズ株式会社 東京都 千代田区 4010001217126
株式会社ＷｉｚＷｅ 東京都 千代田区 1011101084079
AIMグローバルマーケティング株式会社 東京都 千代田区 1010001137566
株式会社ＭＡコンベンションコンサルティング 東京都 千代田区 4010001012551
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株式会社紙之新聞社 東京都 千代田区 2010001013997
株式会社楠山設計 東京都 千代田区 8010001015063
税理士法人グリッドコンサルタント 東京都 千代田区 8010005008096
株式会社Ｇ＆Ｓ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 東京都 千代田区 9030001124423
株式会社ジェイ・ケイ企画 東京都 千代田区 3010001019424
システム・アナライズ株式会社 東京都 千代田区 3010001019663
一般社団法人全国デイ・ケア協会 東京都 千代田区 4030005016365
宝実業有限会社 東京都 千代田区 9010002033419
株式会社ディープソリューションズ 東京都 千代田区 2010501039352
株式会社デジタルブラスト 東京都 千代田区 7030001128673
株式会社日本技研 東京都 千代田区 9010001033015
有限会社ＰＭ　ＷＡＴＡＴＯ 東京都 千代田区 8010002040110
株式会社フェイス 東京都 千代田区 9012701014748
株式会社ＰＨＯＥＮＩＸ 東京都 千代田区 5011101082517
特定非営利活動法人Ｆｏｏｔｂａｌｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ千代田 東京都 千代田区 2010005021781
三葉工業株式会社 東京都 千代田区 5010001030065
メルコヤマイチ株式会社 東京都 千代田区 6010001078681
株式会社ヨシユキサービス 東京都 千代田区 9010001100839
株式会社Ｏｎｅ　Ｓｔｏｐ　Ｌａｂｏ 東京都 千代田区 2010001176919
株式会社アクセス 東京都 中央区 8010001035458
株式会社Ａｒｒｉｖａｌ 東京都 中央区 1010501039436
一般社団法人安心ネットづくり促進協議会 東京都 中央区 7010405010330
株式会社ＷＩＳＨ 東京都 中央区 6010001188415
株式会社ＡＧＭカンパニー 東京都 中央区 4010001150418
エーファクトリー社会保険労務士法人 東京都 中央区 9010005032252
株式会社エスピーパル 東京都 中央区 8010001038295
株式会社ＫＳＰカラー 東京都 中央区 8010001221099
合同会社ＫＭＫ 東京都 中央区 2011803002436
株式会社ケミクレア 東京都 中央区 4010001037458
株式会社ＣｏＬｉｆｅ 東京都 中央区 5010001166074
株式会社サポラボ 東京都 中央区 8010001216925
株式会社ジールアソシエイツ 東京都 中央区 3010001086282
株式会社信濃屋 東京都 中央区 3010001045916
ストックトレード株式会社 東京都 中央区 6010001163046
ＴＫ建設株式会社 東京都 中央区 2010001206477
株式会社ナレッジエクスチェンジ 東京都 中央区 3040001090208
ニットウコー株式会社 東京都 中央区 5010001079771
日本ゼネラル・アプラィアンス株式会社 東京都 中央区 7010001033339
パーカー熱処理工業株式会社 東京都 中央区 8010001054383
ハミルトン株式会社 東京都 中央区 1010001115935
フライゲート株式会社 東京都 中央区 8010001221157
孫佐エ門フード株式会社 東京都 中央区 9010001075107
株式会社丸山海苔店 東京都 中央区 4010001057381
株式会社三河屋 東京都 中央区 8010001058013
株式会社メディプロインターナショナル 東京都 中央区 6010001188167
株式会社Ｍｅｍｏｒｉｅｓ 東京都 中央区 1010001218457
ＭＯＮ株式会社 東京都 中央区 4010001131855
代々木オール株式会社 東京都 中央区 8010001060126
株式会社ラフハーツ・エイテム 東京都 中央区 1011001128324
株式会社レ・ザツク 東京都 中央区 5010001060649
株式会社Ａｒｔｒｉｐｐｅｒ 東京都 港区 9120001207375
株式会社アイ・インベストメント 東京都 港区 5010401060793
株式会社アイヴァン 東京都 港区 8210001012775
株式会社Ａｚａｂｕ－Ｒｅｓｏｒｔ 東京都 港区 7010401109184
株式会社アシスト 東京都 港区 3012401032857
株式会社アットグローバル 東京都 港区 3010501025764
株式会社アトム 東京都 港区 6180001106112
株式会社アルファテック 東京都 港区 5130001030879
株式会社ウォーターデザイン 東京都 港区 2010401003433
株式会社エッセンシャルズ 東京都 港区 8010401055535
ＯＫＯ　ＴＲＡＤＩＮＧ合同会社 東京都 港区 3021003009734
株式会社グッドライフ 東京都 港区 1010401098846
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株式会社グリッドフレーム 東京都 港区 3010401081610
株式会社Ｃｏｎｎｅｃｔ　Ｆａｒｍ 東京都 港区 3010401154267
株式会社ＳＵＮ 東京都 港区 3010401142321
ＣＳＢジャパン株式会社 東京都 港区 5010401105342
有限会社重冨 東京都 港区 9010402006239
株式会社システム・コンサルタンツ 東京都 港区 5010401067707
株式会社ジャパングリーンシステム 東京都 港区 7010401052062
有限会社関根酒店 東京都 港区 1010402007509
合同会社０９１０ 東京都 港区 6011003006936
株式会社Ｓｏｃｉａｌ　Ｐｌａｓｔｉｋ 東京都 港区 6110001029724
大成不動産ホールディングス株式会社 東京都 港区 4010901023268
谷本食品株式会社 東京都 港区 7010001136612
株式会社チーム・ファクトリー 東京都 港区 8010401073231
株式会社ｃｈｉｋｙｕｂｉｔｏ 東京都 港区 5030001115871
中央メンテナンス株式会社 東京都 港区 4010401017919
株式会社ディアマン 東京都 港区 4010401086006
株式会社　テスタジャパン 東京都 港区 8010401095523
Ｔｒａｎｚａｘ株式会社 東京都 港区 8010401091687
Ｔｒａｎｚａｘ電子債権株式会社 東京都 港区 2010401099067
株式会社ナガツカ 東京都 港区 1010401021155
ネクストダイニング株式会社 東京都 港区 8010401137028
有限会社葉山 東京都 港区 6010402029639
株式会社Ｐ・Ｍ・Ｃ 東京都 港区 3010401096121
ひまわり税理士法人 東京都 港区 7010405014307
株式会社ＰＲａｙｌｅ 東京都 港区 1010401139633
合同会社プレスティシモ 東京都 港区 4010403015945
合同会社Ｐｏｒｃｅｌｌｉｎｏ 東京都 港区 2010403016086
株式会社ボルテックス 東京都 港区 9080001019230
株式会社マーベリック 東京都 港区 4010001182238
山内電気株式会社 東京都 港区 1010401051227
有限会社良幸商事 東京都 港区 6010402013980
株式会社ライターズ・オフィス 東京都 港区 7010401034184
税理士法人渡邊リーゼンバーグ 東京都 港区 1010405004395
株式会社ＷｏｎｄｅｒＳｐａｃｅ 東京都 港区 4010401104618
株式会社Ｒ．Ｉ．Ｔ 東京都 新宿区 4011301021044
株式会社アドコミット 東京都 新宿区 1011101074427
株式会社ｅｅ．ｃｏｍ 東京都 新宿区 2011101054717
株式会社ＩＬＳＥＮＧＳＡＭＯ 東京都 新宿区 4011101064243
株式会社eclore 東京都 新宿区 4010401138979
株式会社エル 東京都 新宿区 8011001130422
ＯＳＡＫＡきっちん株式会社 東京都 新宿区 6010001132307
海王星株式会社 東京都 新宿区 2011101063305
コンフィリンク株式会社 東京都 新宿区 4011101095775
株式会社スワン 東京都 新宿区 9070001031822
株式会社世和 東京都 新宿区 4011101070431
株式会社玉栄 東京都 新宿区 9011101051179
株式会社ツインエンジン 東京都 新宿区 4011201017794
東京ラミネックス株式会社 東京都 新宿区 8011101015267
株式会社日本オンキョー機器 東京都 新宿区 5011101016152
株式会社日本資源開発 東京都 新宿区 6011101038328
株式会社美光 東京都 新宿区 7011101058341
株式会社ＰＲＯＧＲＥＳＳ 東京都 新宿区 7011101087670
株式会社りぷらす 東京都 新宿区 9013301033007
株式会社玲企画 東京都 新宿区 6010001122522
株式会社Ｒｅｖｉｅ 東京都 新宿区 8011101079907
株式会社アイゼ 東京都 文京区 6010401142104
有限会社大阪屋酒店 東京都 文京区 6010002001163
有限会社鈴岩オート 東京都 文京区 3010002003237
株式会社ソルミオ 東京都 文京区 3030001099885
合同会社ＴＡＤＯＫＯＲＯ 東京都 文京区 3010003019711
田中創美堂印刷株式会社 東京都 文京区 7010001090355
ＴＯＰ・ＰＬＵＳ株式会社 東京都 文京区 9013301037222
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有限会社野田屋 東京都 文京区 3010002004648
ヤリタ医療衛材株式会社 東京都 文京区 3010001008047
株式会社怜祐社 東京都 文京区 3010001210156
赤帽首都圏軽自動車運送協同組合 東京都 台東区 8010505001897
株式会社アミストロング 東京都 台東区 6040001090931
株式会社エスケー 東京都 台東区 5010501018816
ＦＸＣ株式会社 東京都 台東区 4010501029351
株式会社オクダ商店 東京都 台東区 9010501002147
グッドプランニング株式会社 東京都 台東区 8013201016194
西条護謨株式会社 東京都 台東区 3010501023677
株式会社ＳｙｕＲｏ 東京都 台東区 6010501035546
新旗松亭株式会社 東京都 台東区 3010501040490
株式会社ダニュウ 東京都 台東区 1010501007871
株式会社ＴＯＭＯＲＡ 東京都 台東区 3010501048526
株式会社日本オフィスソリューション 東京都 台東区 1010501035047
株式会社フード・ギャラリー 東京都 台東区 7010501014482
株式会社ユックス 東京都 台東区 8010501015513
株式会社ＹＡＫ 東京都 台東区 5011501020183
株式会社ＹＡＫアセットマネジメント 東京都 台東区 2010501047396
秋山箔押工芸株式会社 東京都 墨田区 8010601008359
株式会社インパクト 東京都 墨田区 1010601055837
共和加工有限会社 東京都 墨田区 7010602010273
篠田ゴム株式会社 東京都 墨田区 2010401013399
医療法人社団同志会 東京都 墨田区 6010605000470
元宏株式会社 東京都 墨田区 8010601053941
株式会社愛和 東京都 江東区 8010601023944
永大美装株式会社 東京都 江東区 2010601001055
クルーベル・コミュニケーション・ジャパン株式会社 東京都 江東区 5010601058563
株式会社三啓 東京都 江東区 9010001002977
株式会社三樂 東京都 江東区 6010601033755
大東防災工業株式会社 東京都 江東区 2010601032323
ＮＥＴＳＴＡＲ国際株式会社 東京都 江東区 9010601051481
税理士法人ウィズハピネス 東京都 品川区 6010705003266
株式会社Ｖｉｄａ　Ｓａｎａ 東京都 品川区 1010701039500
株式会社幸健ホールディングス 東京都 品川区 1030002020273
一般社団法人品川区薬剤師会 東京都 品川区 5010705001642
ディ・ブレーン株式会社 東京都 品川区 2010701023619
株式会社ＤＩＬＬＡＣＴ 東京都 品川区 8010701041508
株式会社ネオブラボー 東京都 品川区 3010701023171
株式会社八幸 東京都 品川区 9010701032828
有限会社フィンフ 東京都 品川区 9010702007077
アサヒ電機産業株式会社 東京都 目黒区 6013201006528
株式会社アサヒ電機製作所 東京都 目黒区 7013201006527
株式会社エミネンスプランニング 東京都 目黒区 7011001131529
株式会社ＣＴＵ 東京都 目黒区 2011001137282
株式会社東西総合医療研究所 東京都 目黒区 6013201015529
東邦電機工業株式会社 東京都 目黒区 1013201004098
株式会社ＴＲＩＢＵＴＥ 東京都 目黒区 9011001066293
一般社団法人日本外食ベンチャー海外展開推進協会 東京都 目黒区 6010405012410
株式会社ハイライン 東京都 目黒区 9011001071343
株式会社Ｖ－ＳＴＥＬＬＡ 東京都 目黒区 5011001126720
株式会社ＹＳキャピタル・パートナーズ 東京都 目黒区 6010401071666
税理士法人Ｉ＆Ｉ 東京都 大田区 1010805002346
有限会社インフルエンス 東京都 大田区 4010802018557
株式会社三祐 東京都 大田区 9010801004826
有限会社東京クリーンタオル 東京都 大田区 7010802009875
Ｔｏｔａｌ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ株式会社 東京都 大田区 4010801030629
株式会社れんげ研究所 東京都 大田区 2010801012694
株式会社エコ・エイト 東京都 世田谷区 1010901014039
株式会社Ｅｎ　Ｌｅａｄ 東京都 世田谷区 8010901041423
株式会社カミヤクリーニング 東京都 世田谷区 4010901002890
沢田会計合同会社 東京都 世田谷区 6010903001641
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ジエツク株式会社 東京都 世田谷区 7010901005230
株式会社想郷企画 東京都 世田谷区 9010901048962
株式会社Ｔｏｕｃｈｗｏｏｄ 東京都 世田谷区 4010901035908
株式会社東京白ゆり会 東京都 世田谷区 3010901047771
株式会社野沢園 東京都 世田谷区 3010901009508
藤田部品株式会社 東京都 世田谷区 8010901010634
株式会社ブレイブ 東京都 世田谷区 1010901037923
株式会社イノベーター 東京都 渋谷区 2011101077098
株式会社Ａｉｄ　Ｉｎｃ 東京都 渋谷区 3011001116839
株式会社ＡＧＴ 東京都 渋谷区 2013301027147
合同会社エートリート 東京都 渋谷区 6011003008767
株式会社ＳＢＹ 東京都 渋谷区 4010401098645
株式会社エムアンドアール 東京都 渋谷区 5011001062494
株式会社エムピーキッチン 東京都 渋谷区 6010401125389
株式会社エラン・ヴィタール 東京都 渋谷区 6011001054235
エルテック株式会社 東京都 渋谷区 8011001038021
株式会社環境経営総合研究所 東京都 渋谷区 5011001043734
黒沼建設株式会社 東京都 渋谷区 4011001118693
株式会社コンサルティング・オブ・デルタ 東京都 渋谷区 3040001082907
サンクレイオ翼株式会社 東京都 渋谷区 2011001073206
株式会社ジーナ 東京都 渋谷区 6011001120004
株式会社シゴトカ 東京都 渋谷区 5010401126223
株式会社シザーストリート 東京都 渋谷区 6011001095403
ＪＯＫＥＲ’Ｓ株式会社 東京都 渋谷区 3011001135491
株式会社ＳＣＲＡＰ 東京都 渋谷区 8130001032006
株式会社スティック・ピーエス 東京都 渋谷区 4030001141919
株式会社ストークメディエーション 東京都 渋谷区 4011001125269
株式会社セイ 東京都 渋谷区 4011001050574
株式会社ダイバーシティエージェント 東京都 渋谷区 4010401142337
株式会社ＴＯＰＡＮＧＡ 東京都 渋谷区 7011001050605
医療法人ともしび会 東京都 渋谷区 4250005005874
虎ノ門イーエフキャピタル株式会社 東京都 渋谷区 1010401129857
ＮａＳ株式会社 東京都 渋谷区 9011001129950
日本テレガートナー株式会社 東京都 渋谷区 2011001017856
有限会社ネクストレコード 東京都 渋谷区 3011002023290
株式会社ハーモニー 東京都 渋谷区 3011001062182
ＢＥＡＵＣＥ株式会社 東京都 渋谷区 6011001125416
有限会社フィックス 東京都 渋谷区 5011002033115
株式会社プレイスチャームネクサス 東京都 渋谷区 5011001135300
株式会社プレステージプランニング 東京都 渋谷区 2011001055113
株式会社　メイデン・カンパニー 東京都 渋谷区 9011002016157
株式会社ＹＯＲＵＧＵＭＩ 東京都 渋谷区 7011001098207
医療法人社団LaVie 東京都 渋谷区 2011005002400
ルビー・グループ株式会社 東京都 渋谷区 7010001137560
株式会社ワイエムファッション研究所 東京都 渋谷区 7011001024278
株式会社和光デザイン 東京都 渋谷区 8011001026414
株式会社ＯＮＥ　ＣＵＬＴＵＲＥ． 東京都 渋谷区 4011001144087
株式会社イー・リフレス 東京都 中野区 8011201013435
有限会社忍 東京都 中野区 3011202011302
株式会社パーソンズエンジニアリング 東京都 中野区 1011201010190
株式会社ファーストサウンド 東京都 中野区 5011201022496
有限会社マカイバリジャパン 東京都 中野区 5011202007240
株式会社エコ・エー 東京都 杉並区 5011301018072
有限会社シンエー・ファーマシー 東京都 杉並区 9011302011139
税理士法人茂木会計事務所 東京都 杉並区 7011305001741
有限会社リアルティ・カネダ 東京都 杉並区 4011302010046
有限会社イネット 東京都 豊島区 5013302014678
株式会社ＧＡＧＡ 東京都 豊島区 5013301042564
株式会社カルティベーション 東京都 豊島区 4013301030603
株式会社三光 東京都 豊島区 3011101074680
天匠商事株式会社 東京都 豊島区 8013301045993
西池袋ビルディング株式会社 東京都 豊島区 9013301009931
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株式会社ファイン・コミュニケーション 東京都 豊島区 1013301034169
ボイスリアルエステート株式会社 東京都 豊島区 6013301035781
一般社団法人ヨガヘルスケア協会 東京都 豊島区 7011005008013
株式会社アサカコーポレーション 東京都 北区 3011501000187
合資会社上野商店 東京都 北区 1011503000245
税理士法人ガイア 東京都 北区 3011505001165
株式会社ＴＩ　ｓｐｏｒｔｓ 東京都 北区 8011501014959
株式会社フェイスワン 東京都 北区 1011501020971
株式会社マイト 東京都 北区 7011601017895
株式会社松下電機製作所 東京都 北区 6011501004375
有限会社　さぜ薬局 東京都 荒川区 7011502008705
株式会社新吉 東京都 荒川区 4011501006836
大一株式会社 東京都 荒川区 9010501038298
株式会社タカチ電機工業 東京都 荒川区 7011501007443
高六商事株式会社 東京都 荒川区 3011501006358
若肌薬粧株式会社 東京都 荒川区 7120001208177
公益財団法人板橋区文化・国際交流財団 東京都 板橋区 8011405001599
コガワプラ株式会社 東京都 板橋区 7011401002172
株式会社ＮＩＰＰＯＮ　ＦＯＣＵＳ 東京都 板橋区 3011401022678
株式会社保険サービス 東京都 板橋区 6011401005754
株式会社丸富商店 東京都 板橋区 9011401006023
株式会社栗山商事 東京都 練馬区 4011601011678
有限会社三栄クリーニング商会 東京都 練馬区 5011602004085
世剛株式会社 東京都 練馬区 4011101073186
株式会社大興ネクスタ 東京都 練馬区 8011601005503
花菱産業株式会社 東京都 練馬区 4011601005622
明友建設株式会社 東京都 練馬区 9011601006855
株式会社アオイ 東京都 足立区 1011801007578
株式会社大滝 東京都 足立区 1011801006571
有限会社沖田電気商会 東京都 足立区 8011802010962
医療法人社団恭美会 東京都 足立区 3011805000602
白岩建設株式会社 東京都 足立区 9011801008800
墨田建築工業株式会社 東京都 足立区 5011801008969
大東京輸送株式会社 東京都 足立区 2011801009409
株式会社ハウスクルー 東京都 足立区 7011801037644
株式会社マイクロエレベーター 東京都 足立区 8011801011945
株式会社結鶴 東京都 足立区 3011801038167
アイレントホーム株式会社 東京都 葛飾区 9011801015697
有限会社アブソリュート 東京都 江戸川区 3011702013830
医療法人社団育仁会 東京都 江戸川区 2011705000348
有限会社石黒製本 東京都 江戸川区 2011702000937
有限会社宇田川商店 東京都 江戸川区 4011702001495
株式会社新藤慶昌堂 東京都 江戸川区 8010601012534
株式会社しろうさぎ 東京都 八王子市 9010101008684
たんぽぽ健康管理センター株式会社 東京都 八王子市 9030001040884
合同会社ファースト 東京都 八王子市 2010103001446
有限会社フルハウス 東京都 八王子市 9010102006142
一般社団法人共生 東京都 立川市 5012805002792
合同会社メディア便 東京都 立川市 7012803002074
株式会社Ａｃｔｒｉｍｅ 東京都 武蔵野市 6010001157502
株式会社ｋｏｎｎ 東京都 武蔵野市 9012401038824
株式会社マザテック 東京都 武蔵野市 2012401032882
株式会社大竹工務店 東京都 三鷹市 7012401012293
有限会社佐野薬局 東京都 三鷹市 1012402018898
株式会社三鷹ホールディングス 東京都 三鷹市 7012401032028
株式会社黒田商事 東京都 青梅市 3013101005327
株式会社ＯＧＩ 東京都 府中市 6012401030965
第一造園株式会社 東京都 府中市 6012401009869
丸伊運輸株式会社 東京都 府中市 2012401001615
合同会社Ｉ 東京都 昭島市 5012803002316
株式会社昭島動物病院 東京都 昭島市 8012802010812
有限会社グローイング 東京都 昭島市 9012802003006
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医療法人社団敬雄会 東京都 調布市 8012405002109
株式会社ミライジ 東京都 調布市 1011101083147
株式会社あけぼの産業 東京都 町田市 1012301000073
コナシスジャパン株式会社 東京都 町田市 2012301007836
医療法人社団多摩医療会 東京都 町田市 3012305000274
株式会社ビーライン 東京都 町田市 4012301005788
株式会社ビッグヨーサン 東京都 町田市 5012301002090
ヒッコリー株式会社 東京都 町田市 4012301002117
株式会社ベガシステム 東京都 町田市 9012301002285
有限会社アサコブラザーズ 東京都 小金井市 5012402010067
有限会社共栄商会 東京都 小金井市 2012402004823
小金井ヘルス・ケア株式会社 東京都 小金井市 6012401002948
多摩電設工業株式会社 東京都 小平市 3012701000621
株式会社松岡製本 東京都 小平市 5012701008539
株式会社サトウ 東京都 国立市 2012401003727
ＷＡＫＵＷＯＲＫＳ株式会社 東京都 国立市 3012801021336
有限会社ドゥ・ラック 東京都 狛江市 6012402013572
有限会社小山商店 東京都 多摩市 5013402002211
医療法人社団歯聖会 東京都 多摩市 3013405000081
株式会社ブルームワン 東京都 あきる野市 3013101008370
振電工業株式会社 東京都 西東京市 2012701002866
有限会社信弘金属工業 東京都 瑞穂町 5013102002817
明石 真和 東京都
伊藤 和彦 東京都
伊藤 達雄 東京都
岩森 輝 東京都
遠藤 彰 東京都
大貫 希樹 東京都
笠嶋 建吾 東京都
加藤 潤 東京都
加納 茂之 東京都
紙尾 浩道 東京都
上條 紘輝 東京都
菊井 敏明 東京都
小泉 渉 東京都
國分 征二 東京都
小林 竜 東京都
小宮 龍太 東京都
櫻庭 光太 東京都
佐藤 宏和 東京都
渋谷 大輔 東京都
清水 俊克 東京都
田川 修二 東京都
田中 慶一 東京都
田中 俊一 東京都
千葉 篤志 東京都
陳 志銘 東京都
土田 京子 東京都
長島 良征 東京都
中田 哲也 東京都
仲谷 清孝 東京都
中村 章 東京都
名執 亮太 東京都
西野 利貴 東京都
昼間 直樹 東京都
福島 一雅 東京都
古舘 雅史 東京都
丸山 一也 東京都
三木 伸一 東京都
宮下 真洋 東京都
山田 幸子 東京都
山本 一宇 東京都
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山本 欣正 東京都
吉岡 名保恵 東京都
劉 寧宇 東京都
旭日国際株式会社 神奈川県 横浜市 9020001134968
阿蘇工業株式会社 神奈川県 横浜市 9020001000476
株式会社アブソルート 神奈川県 横浜市 9020001041941
株式会社市川総業 神奈川県 横浜市 1020001037492
株式会社インシー 神奈川県 横浜市 5020001086791
株式会社エスケーピアノサービス 神奈川県 横浜市 8020001032611
株式会社キョウシン 神奈川県 横浜市 1020001019978
株式会社Ｋ・Ｉコーポレーション 神奈川県 横浜市 4020001142208
京浜蓄電池工業株式会社 神奈川県 横浜市 4020001017228
株式会社コマツ 神奈川県 横浜市 2020001062060
株式会社佐々木商店 神奈川県 横浜市 5020001017417
株式会社サラグレース 神奈川県 横浜市 8020001060075
有限会社サン工業 神奈川県 横浜市 4020002009876
株式会社シーサイド 神奈川県 横浜市 4020001118752
ジェー・プラス株式会社 神奈川県 横浜市 4020001106724
株式会社衆鼎 神奈川県 横浜市 2020001125073
有限会社シロヤ 神奈川県 横浜市 4020002086552
株式会社スタディ 神奈川県 横浜市 1020001044258
株式会社せんざん 神奈川県 横浜市 5020001004068
津軽商事株式会社 神奈川県 横浜市 3020001005324
株式会社ティーエスエフ 神奈川県 横浜市 5020002065753
株式会社ＴＡＫＥ－ＯＮＥ 神奈川県 横浜市 4020001125253
手島食品有限会社 神奈川県 横浜市 6020002043865
株式会社テトテ 神奈川県 横浜市 4020001103077
東油商事合名会社 神奈川県 横浜市 9020003000276
株式会社西住通センター 神奈川県 横浜市 2020001010408
株式会社はるかぜ 神奈川県 横浜市 9020001130182
株式会社ｈｉｒｏｃｏｎｏ 神奈川県 横浜市 7020001136693
有限会社ホームケア 神奈川県 横浜市 4020002077031
合同会社マベリック 神奈川県 横浜市 1020003015397
友和電気株式会社 神奈川県 横浜市 6020001049632
株式会社横浜タイズ 神奈川県 横浜市 6020001136802
龍門商事株式会社 神奈川県 横浜市 8020001029723
有限会社ワールド建設 神奈川県 横浜市 6020002067600
株式会社ワイケイ商運 神奈川県 横浜市 8020001029681
株式会社ＡＩＤＥ 神奈川県 川崎市 8020001106704
合同会社エムフィールド 神奈川県 川崎市 8020003013097
株式会社ＫＥＹ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 神奈川県 川崎市 5020001125335
株式会社近畿商事 神奈川県 川崎市 6010801002948
株式会社クライムケー 神奈川県 川崎市 6020001085982
クローバー株式会社 神奈川県 川崎市 5020001092658
サトル商事合同会社 神奈川県 川崎市 8020003011200
株式会社サムライ・コーポレート・ジャパン 神奈川県 川崎市 2010001149536
ジルウェット株式会社 神奈川県 川崎市 3020001103879
株式会社日本橋山喜多 神奈川県 川崎市 9010801027323
医療法人社団歯愛会 神奈川県 川崎市 4020005008611
株式会社ハッピー 神奈川県 川崎市 7020001125317
株式会社水口 神奈川県 川崎市 1020001064792
ミツハマ防災設備株式会社 神奈川県 川崎市 7020001076576
ＬＥＡＤＯＦＦｉｃｅ株式会社 神奈川県 川崎市 3020001135939
合同会社リヤンドゥボンヌール 神奈川県 川崎市 9010703003001
株式会社リンクプラス 神奈川県 川崎市 3020001112938
株式会社エーケー 神奈川県 相模原市 6021001014460
オープラス株式会社 神奈川県 相模原市 1021002028506
有限会社ショウコーポレーション 神奈川県 相模原市 5021002021192
有限会社高孝工務店 神奈川県 相模原市 2021002022020
株式会社チェルシー・コーポレイション 神奈川県 相模原市 5021001013109
特定非営利活動法人日本電気治療協会 神奈川県 相模原市 8021005009471
税理士法人りんく 神奈川県 相模原市 3021005002919
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株式会社ＷＡＫＡＴＳＵ 神奈川県 相模原市 3021001066455
有限会社久里浜クリーニング 神奈川県 横須賀市 5021002063978
株式会社タートルホーム 神奈川県 横須賀市 3021001042992
長井定置網株式会社 神奈川県 横須賀市 2021001057653
株式会社Ｎａｔｕｒａｌｓｈｉｐ 神奈川県 横須賀市 8021001051403
カナケイ産業株式会社 神奈川県 平塚市 4021001037983
エイチエフユナイテッド株式会社 神奈川県 鎌倉市 5012701011352
ＫＴ税理士法人 神奈川県 鎌倉市 3021005012281
有限会社チヤンズグロサリー 神奈川県 鎌倉市 2021002015115
株式会社アクアライフ 神奈川県 藤沢市 6021001005369
株式会社新江ノ島水族館 神奈川県 藤沢市 3021001002716
株式会社原田 神奈川県 藤沢市 6021001001789
株式会社いずみ薬局 神奈川県 小田原市 6021001035465
有限会社中曾根製作所 神奈川県 小田原市 1021002052646
株式会社マーキテック 神奈川県 小田原市 9020001108880
有限会社やなぎや 神奈川県 茅ヶ崎市 3021002012598
有限会社菊和護印会 神奈川県 秦野市 7021002037419
株式会社柿生精密 神奈川県 厚木市 2021001019570
株式会社ティーダップ 神奈川県 厚木市 8021001023674
株式会社キッズトライ 神奈川県 海老名市 7020001136685
合同会社ＧＳＡＵＴＯ 神奈川県 海老名市 8021003006413
株式会社セーアン 神奈川県 綾瀬市 2020001000771
株式会社ＴＨＥ　ＨＯＵＳＥ 神奈川県 葉山町 1021001068560
株式会社日影茶屋 神奈川県 葉山町 1021001042508
株式会社喜之助 神奈川県 箱根町 1021001059849
株式会社ヨシムラジャパン 神奈川県 愛川町 8021001020878
青木 則之 神奈川県
石井 正夫 神奈川県
伊波川 研一 神奈川県
小原 忍 神奈川県
佐氏 又英 神奈川県
清水 直 神奈川県
白石 修久 神奈川県
鈴木 かのこ 神奈川県
滝本 光 神奈川県
筒井 今日子 神奈川県
手塚 順子 神奈川県
鳥羽 恵美 神奈川県
濱園 準一郎 神奈川県
藤澤 公貴 神奈川県
松山 教男 神奈川県
三谷 浩一 神奈川県
株式会社アクセス・ネットワーク 新潟県 新潟市 8110001008585
一般社団法人オーディナリー 新潟県 新潟市 9110005015940
片山商事株式会社 新潟県 新潟市 8110001001508
有限会社江東商事 新潟県 新潟市 7110002002308
有限会社呉服のくしだ 新潟県 新潟市 2110002008053
株式会社さとう鍼灸接骨院 新潟県 新潟市 4110001031062
白勢商事株式会社 新潟県 新潟市 3110001002691
医療法人青松会 新潟県 新潟市 4110005000575
株式会社西武商会 新潟県 新潟市 2110001011438
株式会社高井商店 新潟県 新潟市 5110002003844
高野酒造株式会社 新潟県 新潟市 6110001003159
有限会社東西 新潟県 新潟市 6110002010757
新潟機器株式会社 新潟県 新潟市 4110001003747
新潟空港ビルディング株式会社 新潟県 新潟市 1110001003717
株式会社 新潟自動車学校 新潟県 新潟市 8110001001904
株式会社新潟中央自動車学校 新潟県 新潟市 8110001003982
新潟ファーネス工業株式会社 新潟県 新潟市 7110001004040
株式会社巻中央自動車学校 新潟県 新潟市 9110001008205
有限会社渡辺鮮魚店 新潟県 新潟市 9110002007032
三協商事株式会社 新潟県 長岡市 7110001022513
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株式会社ハセガワ 新潟県 長岡市 8110001023279
有限会社真島鉄工所 新潟県 長岡市 4110002029246
株式会社ヤシロ 新潟県 長岡市 5110001023595
株式会社アクアリゾート 新潟県 新発田市 8110001013528
株式会社　ケー・オー・ケー・ケー 新潟県 新発田市 3110001013342
株式会社丸三包装 新潟県 加茂市 9110001015341
株式会社虹祐 新潟県 見附市 8110001025234
株式会社笹原建設 新潟県 見附市 9110001024945
株式会社ＭＩＲＡＩこいわうち 新潟県 村上市 8110005016048
株式会社遠藤製作所 新潟県 燕市 6110001015567
グローバルフーズ株式会社 新潟県 糸魚川市 6110001021838
株式会社ハピー 新潟県 糸魚川市 1110001021743
株式会社平和堂 新潟県 妙高市 3110001020280
昭和観光株式会社 新潟県 南魚沼市 9110001026330
有限会社笛木新聞舗 新潟県 南魚沼市 3110002033249
須田 孝平 新潟県
竹内 大吾 新潟県
野上 久人 新潟県
堀江 幸一 新潟県
三和建興株式会社 富山県 富山市 3230001005294
有限会社シャトル 富山県 富山市 6230002001546
株式会社ツインスターカンパニー 富山県 富山市 4230001001739
テレ通株式会社 富山県 富山市 2230001001798
有限会社ローテワン 富山県 富山市 7230002004003
有限会社くまの洗濯堂 富山県 砺波市 8230002009249
株式会社インターウェブ 富山県 南砺市 9230001009380
ミユキ化成株式会社 富山県 射水市 4230001012868
伊藤 滋 富山県
大森 雅則 富山県
若井 英忠 富山県
ＡＳＫ金澤株式会社 石川県 金沢市 7220001011513
株式会社Ｍ＆Ｎ 石川県 金沢市 5220001019005
株式会社エムアンドケイ 石川県 金沢市 7220001001497
株式会社大屋設備 石川県 金沢市 1220001001602
株式会社グローバルエステート 石川県 金沢市 4220001022356
株式会社島崎 石川県 金沢市 6220001003346
有限会社たかしな 石川県 金沢市 3220002003604
合同会社ＴＭＳＮＫ 石川県 金沢市 6220003002412
プロジェクトリバイバル株式会社 石川県 金沢市 6220001022180
株式会社クロダレース 石川県 小松市 1220001011915
有限会社元田機料店 石川県 小松市 1220002010569
株式会社中谷製麺 石川県 加賀市 2220001014669
Ｒ・Ｓコンストラクト株式会社 石川県 白山市 5220001020219
株式会社北村製作所 石川県 白山市 6220001009095
有限会社城田自動車 石川県 白山市 3220002009196
有限会社久保田鉄工所 石川県 能美市 7220002011470
手取観光株式会社 石川県 能美市 3220001012688
株式会社ヤマト電子 石川県 能美市 8220001012840
有限会社小林重機 石川県 志賀町 2220002014528
是則北陸運輸株式会社 石川県 中能登町 3220001015625
有限会社よしむら 石川県 穴水町 9220002016047
桶田 絵梨香 石川県
三ツ井 英一 石川県
株式会社アイソウシャ 福井県 福井市 9210001003187
株式会社エル・ローズ 福井県 福井市 1210001000431
社会福祉法人久寶会 福井県 福井市 5210005000597
株式会社ディプリス 福井県 福井市 1210001002122
ニホン・ドレン株式会社 福井県 福井市 5210001002639
有限会社見吉屋 福井県 福井市 8210002003583
株式会社メガネフィルム 福井県 福井市 2210001015395
株式会社ヨネック 福井県 小浜市 2210001014059
有限会社筐南モータース 福井県 越前市 3210002012077
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大嶋建設株式会社 福井県 坂井市 5210001007316
久保田酒造合資会社 福井県 坂井市 2210003000321
大和土建株式会社 福井県 永平寺町 6210001016299
株式会社小倉管工 福井県 美浜町 4210001010493
崔 リラ 福井県
山原 治 福井県
株式会社クリーニング志村 山梨県 甲府市 8090001000578
有限会社佐野工業 山梨県 甲府市 3090002005531
株式会社マルヒ自動車整備工場 山梨県 富士吉田市 3090001012925
有限会社アートスチール 山梨県 都留市 3090002010052
Ｓｐｒｉｅｓｔ合同会社 山梨県 都留市 8090003001698
富士住宅株式會社 山梨県 山梨市 5090001008962
中央葡萄酒株式会社 山梨県 甲州市 9090001009239
むろい株式会社 山梨県 中央市 6090001002923
鶴田組建設有限会社 山梨県 富士川町 4090002014960
井出 與五右衞門 山梨県
小澤 利秀 山梨県
梶田 孝幸 山梨県
有限会社あたらしや 長野県 長野市 8100002006143
株式会社希鈴堂 長野県 長野市 7100001025005
株式会社佐藤園芸 長野県 長野市 5100001001040
株式会社シナジー 長野県 長野市 6100001033999
中央タクシー株式会社 長野県 長野市 5100001001965
トピーゼスト株式会社 長野県 長野市 9100001029680
公益財団法人長野県建設技術センター 長野県 長野市 1100005010776
有限会社プロショップゼスト 長野県 長野市 7100002004453
有限会社Ｂｏｎｄ　ｏｆ　Ｈｅａｒｔｓ 長野県 長野市 1100002002479
株式会社山の間 長野県 長野市 6100001033982
医療法人中村眼科 長野県 松本市 9100005005678
医療法人ひばりヶ丘歯科医院 長野県 松本市 7100005007107
富士コーポレーション株式会社 長野県 松本市 8100001013958
有限会社エフ・イー水澤 長野県 上田市 5100002013729
有限会社メガテン 長野県 飯田市 7100002036166
有限会社アパート美装 長野県 諏訪市 4100002032275
株式会社諏訪レント 長野県 諏訪市 2100001024226
株式会社トリイ 長野県 諏訪市 1100001026982
社会福祉法人グリーンアルム福祉会 長野県 須坂市 6100005002364
有限会社矢野クリーニング 長野県 伊那市 1100002033425
信濃産業株式会社 長野県 中野市 9100001012059
Ｔ＆Ｈ合同会社 長野県 茅野市 2100003005488
株式会社しなのマシナリー 長野県 塩尻市 4100001015644
株式会社ＧＢ 長野県 東御市 8040003003229
有限会社ガレージアイテム 長野県 佐久穂町 9100002011927
有限会社日之出 長野県 御代田町 6100002011657
名取景雲堂株式会社 長野県 富士見町 9100001026752
ゴールデン・エンタープライズ株式会社 長野県 原村 3020001075482
有限会社正木屋酒店 長野県 宮田村 1100002034464
天竜産業株式会社 長野県 高森町 5100001023448
有限会社ホテル光風館 長野県 阿智村 5100002037273
白馬農場株式会社 長野県 白馬村 2100002027013
株式会社第一スーパー 長野県 信濃町 7100001004017
五十里 陽子 長野県
小川 幹雄 長野県
加藤 保司 長野県
坂巻 秀高 長野県
林 邦幸 長野県
株式会社ＡＲＡＴＡ 岐阜県 岐阜市 8200001036346
岐阜県自動車整備商工組合 岐阜県 岐阜市 5200005000978
杉田商事株式会社 岐阜県 岐阜市 8200001026850
有限会社鈴貴工業 岐阜県 岐阜市 5200002008933
株式会社園部造園 岐阜県 岐阜市 5200001002904
東部日石株式会社 岐阜県 岐阜市 9200001003667
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有限会社プロシード 岐阜県 岐阜市 5200002004073
株式会社平成調剤薬局 岐阜県 岐阜市 2200001004647
メディカル・ヒーロン有限会社 岐阜県 岐阜市 7200002004807
有限会社ユー・アイ 岐阜県 岐阜市 1200002005034
東海サーモ株式会社 岐阜県 大垣市 5200001014008
飛騨印刷株式会社 岐阜県 高山市 3200001025130
協同組合岐阜関刃物会館 岐阜県 関市 4200005007487
株式会社岩本 岐阜県 羽島市 8200001010771
ファインテキスタイル株式会社 岐阜県 羽島市 1200001011438
株式会社イズ・コーポレーション 岐阜県 各務原市 8200001006852
正栄金属工業株式会社 岐阜県 各務原市 4200001007136
檜田邦自動車株式会社 岐阜県 各務原市 3200001007450
丸善建設株式会社 岐阜県 各務原市 3200001007731
有限会社田牧新聞店 岐阜県 可児市 5200002018197
株式会社プラトン 岐阜県 可児市 2200002017920
双葉ボビン株式会社 岐阜県 山県市 7200001004568
有限会社ハーベストジョイ 岐阜県 本巣市 8200002009706
株式会社ライドシステムズ 岐阜県 下呂市 1200001025883
有限会社和田工業所 岐阜県 白川村 3200002027126
大脇 菜名 岐阜県
粥川 聖実 岐阜県
神戸 俊介 岐阜県
柴田 駿一 岐阜県
中林 裕二 岐阜県
馬場 一智 岐阜県
古川 雄三 岐阜県
森井 一郎 岐阜県
山田 優一郎 岐阜県
吉田 レイ子 岐阜県
渡邉 俊司 岐阜県
株式会社アキヤマ 静岡県 静岡市 4080001007537
株式会社エイシンフーズ 静岡県 静岡市 2080001010187
株式会社クインビーガーデン 静岡県 静岡市 7080001007930
株式会社清水新聞店 静岡県 静岡市 3080001008156
株式会社白形傳四郎商店 静岡県 静岡市 5080001002181
有限会社丁子屋 静岡県 静岡市 2080002003875
株式会社ハウスメンテ静岡 静岡県 静岡市 4080001010103
株式会社ホワイトウィングスマネジメント 静岡県 静岡市 2080001024014
株式会社増栄電工 静岡県 静岡市 2080001004809
株式会社伊澤建創 静岡県 浜松市 1080401018277
株式会社大穂工業 静岡県 浜松市 6080401001030
株式会社まかいの 静岡県 浜松市 4080401004935
有限会社松葉 静岡県 浜松市 8080402007553
ミユキ電機株式会社 静岡県 浜松市 9080401005342
有限会社ヤマザキ工芸 静岡県 浜松市 5080402008488
株式会社カワグチ鉄工 静岡県 沼津市 2080101007760
太平洋貿易株式会社 静岡県 沼津市 3080101017354
東海クリーンシステム株式会社 静岡県 沼津市 1080101001194
合同会社森作企画 静岡県 沼津市 3080103002189
株式会社ヤマヘイーミカコーポレーション 静岡県 沼津市 7080101017169
株式会社エヌティー倶楽部 静岡県 熱海市 2080101012959
Ｃｈａｋａｌｕｔａｙａ株式会社 静岡県 熱海市 5080101021016
株式会社Ａ－Ｚ 静岡県 三島市 8080101020171
小野建設株式会社 静岡県 三島市 5080101005431
株式会社ＴＫ・ＦＡＣＴＯＲＹ 静岡県 伊東市 5080101021635
株式会社クレスキューブ 静岡県 富士市 4080101010473
三公工業株式会社 静岡県 富士市 4080101008567
東洋電装株式会社 静岡県 磐田市 2080401016354
有限会社かねしょう服部商店 静岡県 掛川市 5080402017258
株式会社グリーンテック 静岡県 掛川市 5080401015436
株式会社丸晶 静岡県 藤枝市 6080001016783
オートアシスト＆サトーレッカー株式会社 静岡県 御殿場市 9080101004462
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ＬｕＬｕｘ株式会社 静岡県 湖西市 2080401025009
タタラ商店株式会社 静岡県 牧之原市 8080001013845
ワークス株式会社 静岡県 吉田町 9080001014116
天野 貢 静岡県
井澤 哲也 静岡県
大島 武茂 静岡県
木下 雄也 静岡県
近藤 暁平 静岡県
佐野 隆將 静岡県
佐野 友和 静岡県
杉浦 輝 静岡県
杉山 廣 静岡県
鈴木 祐太 静岡県
田中 敬 静岡県
田中 正 静岡県
中石 昭二 静岡県
中村 孝平 静岡県
前田 芳秀 静岡県
宮澤 純一 静岡県
吉田 道明 静岡県
渡邉 藤嗣 静岡県
株式会社愛知サービス 愛知県 名古屋市 1180001005946
株式会社アイティークロス 愛知県 名古屋市 3180001118465
あおいホーム株式会社 愛知県 名古屋市 9180001127758
株式会社アオキーズ・コーポレーション 愛知県 名古屋市 4180001033696
株式会社アキズファイブ 愛知県 名古屋市 2180001063588
株式会社Ａｚ 愛知県 名古屋市 1180001106876
株式会社アビリティサポート 愛知県 名古屋市 8180002075726
株式会社五大トラスト 愛知県 名古屋市 6180001041978
合同会社いとう新聞店 愛知県 名古屋市 2180003009779
株式会社井上製作所 愛知県 名古屋市 1180001059430
株式会社エイビック 愛知県 名古屋市 7180001054698
Ａ－Ｒｉｄｉｎｇ株式会社 愛知県 名古屋市 9180001107033
株式会社エス・エヌ・テー 愛知県 名古屋市 9180001034590
株式会社ＳＣメディカルサービス 愛知県 名古屋市 1180001120943
株式会社Ｌ’ｓ不動産 愛知県 名古屋市 2180001145576
株式会社小栗 愛知県 名古屋市 9180001011796
株式会社おはこカラーズ 愛知県 名古屋市 5180001109834
クオリア株式会社 愛知県 名古屋市 8180001106886
グランドミュージックピアノ株式会社 愛知県 名古屋市 8180001139531
合同会社ＧＬＯＢＡＬ　ＢＬＵＥ 愛知県 名古屋市 2180003020967
興和自動車株式会社 愛知県 名古屋市 2180001006398
株式会社コスメラボインターナショナル 愛知県 名古屋市 4180001130295
株式会社Ｚａｘｘ 愛知県 名古屋市 2180001102668
株式会社サンメディカル 愛知県 名古屋市 3180001010275
株式会社サンライズ・パートナー 愛知県 名古屋市 8180001050589
株式会社三立商会 愛知県 名古屋市 1180001014583
株式会社ジーワンシステム 愛知県 名古屋市 5180001059823
株式会社蕉和 愛知県 名古屋市 8180001103074
新日本工業株式会社 愛知県 名古屋市 1180001058762
株式会社杉本本社 愛知県 名古屋市 7180001037109
株式会社すずらん健康倶楽部 愛知県 名古屋市 6180001057306
株式会社ＳＴＯＮＥ　ＲＩＶＥＲ 愛知県 名古屋市 7180001127248
株式会社スプリングヒル 愛知県 名古屋市 9180001061791
株式会社青電社 愛知県 名古屋市 3180001017064
ゼット工業株式会社 愛知県 名古屋市 2180001000624
ZENBU株式会社 愛知県 名古屋市 6180001140763
ＳＯＵＫＩ株式会社 愛知県 名古屋市 8180002057427
有限会社大富 愛知県 名古屋市 3180002021214
ダイヤ化成株式会社 愛知県 名古屋市 3180001014813
中部産業株式会社 愛知県 名古屋市 8180001022266
株式会社ＴＡＫＥ　ＨＥＡＲＴ 愛知県 名古屋市 2180001125421
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有限会社デイスプレイプロアイマン 愛知県 名古屋市 3180002021825
東海エンタープライズ株式会社 愛知県 名古屋市 4180001120494
株式会社虎串 愛知県 名古屋市 9180001127213
医療法人名古屋究佳会 愛知県 名古屋市 1180005016114
日響楽器株式会社 愛知県 名古屋市 2180001039522
有限会社ハピネス 愛知県 名古屋市 2180002051451
株式会社８６ＣＡＴ 愛知県 名古屋市 2180301021056
株式会社早川モータース 愛知県 名古屋市 1180001028740
株式会社ピースメーカー 愛知県 名古屋市 4180001061128
株式会社ビジョナリー 愛知県 名古屋市 7180001086964
株式会社ヒュウガ 愛知県 名古屋市 8180001072220
有限会社ファイブ 愛知県 名古屋市 4180002059063
株式会社ｆｏｒ　Ｔ’ｓ 愛知県 名古屋市 3180001133209
株式会社藤田製作所 愛知県 名古屋市 3180001015431
ブラザー税理士法人 愛知県 名古屋市 7180005019375
ブリヂストンタイヤ名古屋販売株式会社 愛知県 名古屋市 8180001022729
株式会社ｐｌａｙ 愛知県 名古屋市 2180001138555
株式会社堀商店 愛知県 名古屋市 9180001050935
前田産業有限会社 愛知県 名古屋市 2180002007081
松浦薬業株式会社 愛知県 名古屋市 9180001040894
丸壱保守監理株式会社 愛知県 名古屋市 6180001057405
丸太衣料株式会社 愛知県 名古屋市 6180001040699
合同会社mist 愛知県 名古屋市 6180003015278
株式会社水野本社 愛知県 名古屋市 8180001005502
ミズホクラフト株式会社 愛知県 名古屋市 8180001070455
株式会社未来 愛知県 名古屋市 2180001061245
株式会社モデル社 愛知県 名古屋市 8180001009544
株式会社八百彦本店 愛知県 名古屋市 7180001027480
株式会社山哲商店 愛知県 名古屋市 9180001033246
株式会社山林 愛知県 名古屋市 8180001003118
リアル・スタイル株式会社 愛知県 名古屋市 5180001061721
株式会社ループ 愛知県 名古屋市 3180001145154
株式会社Ｒｅｖｉａｓ 愛知県 名古屋市 4180001121014
有限会社一慎 愛知県 豊橋市 6180302012208
有限会社根上建築 愛知県 豊橋市 6180302009105
山長建設株式会社 愛知県 豊橋市 9180301007445
株式会社ＬｕＬｕ　ｇｒｏｕｐ 愛知県 豊橋市 5180301032364
有限会社金子機械 愛知県 岡崎市 1180302005769
株式会社近藤 愛知県 岡崎市 5180301025095
株式会社忍建材 愛知県 岡崎市 1180301004111
株式会社八百七商店 愛知県 岡崎市 5180301002020
株式会社朝竹 愛知県 瀬戸市 5180001090340
合資会社丸幸商店 愛知県 瀬戸市 7180003010864
株式会社ＩＭＡＺ 愛知県 半田市 2180001133473
株式会社豊環境開発 愛知県 半田市 1180001091722
株式会社アース・トラベル 愛知県 春日井市 3180001073578
春日井商工会議所 愛知県 春日井市 3180005008241
有限会社鳥居新聞店 愛知県 春日井市 3180002066795
有限会社フィクサージャパン 愛知県 豊川市 4180302016160
豊和工業株式会社 愛知県 豊川市 1180301028267
株式会社伊藤宝石店 愛知県 刈谷市 4180301013720
有限会社ともえ寿司 愛知県 刈谷市 6180302018642
株式会社二宮不動産 愛知県 刈谷市 9180301016371
株式会社ＳＰロジック 愛知県 豊田市 1180301020629
清水工業株式会社 愛知県 豊田市 4180301018430
有限会社はっぴー農産 愛知県 豊田市 9180302023128
株式会社プラスワン 愛知県 豊田市 1180301029620
有限会社深谷新聞店 愛知県 安城市 6180302017272
株式会社きく寿司 愛知県 西尾市 7180301023386
株式会社平野屋 愛知県 蒲郡市 9180301011265
株式会社堀井商店 愛知県 蒲郡市 9180301010845
丸千水産株式会社 愛知県 蒲郡市 2180301011354
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有限会社丸榮メディカル 愛知県 常滑市 8180002086434
株式会社アステック 愛知県 小牧市 1180001075428
株式会社クリエイティブコンコース 愛知県 小牧市 8180001138319
日特機工株式会社 愛知県 小牧市 2180001119984
株式会社プラセステック 愛知県 小牧市 7180002067204
有限会社ミヤタ 愛知県 小牧市 5180002070044
株式会社メイユ 愛知県 小牧市 3180001076580
合同会社明治亭 愛知県 稲沢市 1180003020786
株式会社はづ 愛知県 新城市 8180301024144
土地家屋調査士法人ピース 愛知県 東海市 9180005014077
株式会社エフエスケー 愛知県 知多市 1180001094659
竹新製菓株式会社 愛知県 知多市 2180001094724
社会福祉法人知立福祉会 愛知県 知立市 9180305005016
ミヤマ精工株式会社 愛知県 知立市 3180301014926
株式会社ロハスフード 愛知県 知立市 5180301014899
鈴木物流有限会社 愛知県 尾張旭市 3180002072793
株式会社丸中組 愛知県 北名古屋市 4180001046013
グラフィックファイン株式会社 愛知県 あま市 3180001099144
株式会社ＵＲＳ 愛知県 あま市 3180001131063
株式会社モンキータイヤ 愛知県 東郷町 2180001127962
合同会社NGTライフワーク 愛知県 豊山町 4180003020916
合同会社Ｈ２ 愛知県 大口町 8180003016951
株式会社伊藤建設 愛知県 蟹江町 3180001135056
株式会社柴正 愛知県 蟹江町 5180001096791
登建設株式会社 愛知県 飛島村 1180001097430
株式会社ファーストブライト 愛知県 阿久比町 7180001142247
株式会社石實自動車 愛知県 東浦町 3180001106610
足立 和也 愛知県
安達 正照 愛知県
伊東 佳一 愛知県
井上 大護 愛知県
井上 靖規 愛知県
上羽 陽介 愛知県
小倉 淳 愛知県
神村 栄子 愛知県
川口 重夫 愛知県
後藤 義弘 愛知県
佐野 佳見 愛知県
清水 幹弘 愛知県
神野 貴信 愛知県
田口 孝 愛知県
竹島 妙子 愛知県
谷澤 晃美 愛知県
角田 貴司 愛知県
寺島 良治 愛知県
鳥居 佳基 愛知県
仲宗根 明 愛知県
稗田 宏 愛知県
東野 秀樹 愛知県
藤原 周平 愛知県
本城 学 愛知県
本多 宏和 愛知県
牧野 太郎 愛知県
丸井 富雄 愛知県
光田 正人 愛知県
森 大介 愛知県
矢島 知典 愛知県
山田 美帆 愛知県
吉岡 健治 愛知県
米倉 博明 愛知県
米澤 真弓 愛知県
渡邉 栄子 愛知県
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エデア有限会社 三重県 津市 8190002002646
株式会社クラユニコーポレーション 三重県 津市 6190001000297
社会福祉法人敬峰会 三重県 津市 6190005010292
株式会社花井建設 三重県 津市 4190001000860
株式会社よ木よ 三重県 津市 3190001022708
合同会社友 三重県 四日市市 4190003003746
有限会社平岡回生堂薬局 三重県 四日市市 2190002021668
有限会社いすず美工 三重県 伊勢市 2190002008211
株式会社エクステリアＴＥＮＰＡＫＵ． 三重県 伊勢市 3190001028738
株式会社東海アサヒメッシュ 三重県 伊勢市 8190001007456
株式会社中部環境技術センター 三重県 松阪市 6190001010354
株式会社ナカヨシ 三重県 桑名市 2180001138902
アイホーム株式会社 三重県 名張市 2190001028747
有限会社高城デンキ 三重県 名張市 7190002013058
有限会社松屋水産 三重県 熊野市 8190002005129
株式会社藤原自動車 三重県 いなべ市 6190001013118
有限会社丸義商店 三重県 志摩市 1190002011678
北村 貴大 三重県
藤川 尚己 三重県
前川 正明 三重県
松葉 謙 三重県
株式会社ウェンディかね由 滋賀県 大津市 2160001000221
株式会社木もれび 滋賀県 大津市 2160001023321
有限会社大宏運輸 滋賀県 大津市 2160002004411
株式会社Ｙ’ＳＫ．ＤＯＢ 滋賀県 大津市 1160001021128
株式会社ティーウィング 滋賀県 彦根市 5160001019218
ティーエムエルデ株式会社 滋賀県 長浜市 4160001007743
株式会社ピアレキタガワ 滋賀県 長浜市 2160001019030
株式会社近江麺商人三ツ矢 滋賀県 草津市 5160001021009
精輝工業株式会社 滋賀県 守山市 2160001015335
株式会社アシストロード 滋賀県 甲賀市 3160001021316
辻運輸有限会社 滋賀県 甲賀市 4160002005382
株式会社丸源 滋賀県 甲賀市 1160001005601
株式会社フェリーチェ 滋賀県 野洲市 3160001018270
株式会社ＫＯＨＤＥＮ 滋賀県 湖南市 6160001016577
有限会社創伸 滋賀県 湖南市 8160002005172
有限会社白浜荘 滋賀県 高島市 5160002011347
美和工業株式会社 滋賀県 高島市 1160001012077
株式会社斉藤ポンプ工業 滋賀県 東近江市 5160001009920
株式会社西村商会 滋賀県 愛荘町 3160001008569
株式会社ファーストシステム 滋賀県 甲良町 6160001009226
池田 学 滋賀県
大橋 恒夫 滋賀県
金 朝煥 滋賀県
堤 正彦 滋賀県
松瀬 徹哉 滋賀県
村川 朋美 滋賀県
株式会社ＡＳＯＢＩグループ 京都府 京都市 1130001063998
株式会社いと由 京都府 京都市 3130001019874
株式会社イマムラ 京都府 京都市 6130001009030
株式会社内畑 京都府 京都市 5130001016622
株式会社宇野商店 京都府 京都市 4130001004388
株式会社Ｍ＆ｃｏｍｐａｎｙ 京都府 京都市 6130001050546
株式会社おあがり 京都府 京都市 3130001069382
オクノ設計事務所合同会社 京都府 京都市 6130003007775
株式会社かづら清 京都府 京都市 7130001031735
株式会社菊岡夫婦社 京都府 京都市 1130001046540
株式会社キムラ建宅 京都府 京都市 9130002022211
株式会社Ｃｕｒｉｏｓ 京都府 京都市 9130001069435
共進電機株式会社 京都府 京都市 9130001017022
京石産業株式会社 京都府 京都市 7130001012561
京都空罐工業株式会社 京都府 京都市 8130001016173
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株式会社京都春秋 京都府 京都市 7130001019771
学校法人京都中央学院 京都府 京都市 3130005006200
京都府行政書士会 京都府 京都市 7130005004803
ＫＹＯＴＯ．ＬＡＮＤＭＡＲＫ株式会社 京都府 京都市 9130001066787
株式会社京町建設 京都府 京都市 6130001054043
株式会社京家 京都府 京都市 2130001009199
株式会社Ｋｃｒｅａｔｉｏｎ 京都府 京都市 4130001040301
コニシセイコー株式会社 京都府 京都市 2130001000769
有限会社櫻井モータース商会 京都府 京都市 3130002016383
サン食品工業株式会社 京都府 京都市 5130001020938
株式会社シーエープラント 京都府 京都市 2130001017490
有限会社親和エステート 京都府 京都市 7130002021636
株式会社セイコーカンキ 京都府 京都市 1130001010950
株式会社大東技研 京都府 京都市 8130001005028
株式会社田中直染料店 京都府 京都市 6130001017999
株式会社チェリーガーデン 京都府 京都市 6130001050843
有限会社辻工務店 京都府 京都市 1130002021105
株式会社照水 京都府 京都市 4130001029162
株式会社トナミ 京都府 京都市 5130001018214
日本アークリード株式会社 京都府 京都市 4130001028362
株式会社ハイエッグ 京都府 京都市 5130001007035
株式会社ハイポイント 京都府 京都市 3160001012579
株式会社平澤商店 京都府 京都市 2130001003680
有限会社プレス 京都府 京都市 6140002010390
株式会社平八茶屋 京都府 京都市 2130001007236
三友製缶株式会社 京都府 京都市 4130001012762
株式会社メービス 京都府 京都市 3130001003969
立千株式会社 京都府 京都市 2140001104536
渡文株式会社 京都府 京都市 6130001004155
株式会社宮川産業 京都府 福知山市 4130001041943
マルホン自動車株式会社 京都府 亀岡市 8130001035834
株式会社関西ＥＧＹ 京都府 城陽市 4130001050465
株式会社サンセー 京都府 長岡京市 7130001030092
株式会社大登工業 京都府 八幡市 1130001039593
株式会社メイズテーブル 京都府 八幡市 3130001067592
兼安自動車株式会社 京都府 京田辺市 7130001038697
株式会社大栄 京都府 京田辺市 9130001038786
共栄工業株式会社 京都府 京丹後市 2120901023473
合名会社光橋商店 京都府 木津川市 4130003002613
泉 寿満 京都府
高田 大也 京都府
堤 博顕 京都府
仲村 学 京都府
宮本 陽介 京都府
柳 光漢 京都府
山本 修平 京都府
株式会社Ａｒｔｅｒｙ＆Ｖｅｉｎ 大阪府 大阪市 7120001212773
アイ・エス・エックス株式会社 大阪府 大阪市 4120001053411
株式会社アイコミュニケーション 大阪府 大阪市 5130001019600
株式会社アイ積算 大阪府 大阪市 1120001073164
株式会社アイティフォース 大阪府 大阪市 7120001152508
株式会社アイネクスト 大阪府 大阪市 9120001206781
株式会社アイフィット 大阪府 大阪市 1140001055409
株式会社愛隣 大阪府 大阪市 4120001175288
あお税理士法人 大阪府 大阪市 3120005021803
株式会社アクアテクノロジー 大阪府 大阪市 3120001073369
Ａｃｔｉｏｎ有限会社 大阪府 大阪市 1120002065169
株式会社アトラス 大阪府 大阪市 2120001060211
株式会社Ａｍａｔｅｒｒａｃｅ 大阪府 大阪市 4120001105518
株式会社ａｌｌｙ 大阪府 大阪市 9120001227646
アリワカ建設株式会社 大阪府 大阪市 8120001190606
株式会社ＵＮＢＥＲ’Ｓ 大阪府 大阪市 9120001188194
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株式会社イースト・ナインコーポレーション 大阪府 大阪市 3120001103134
株式会社イーデザイン 大阪府 大阪市 5120001162038
株式会社ウエ・ルコ 大阪府 大阪市 3120001060994
社会福祉法人海の子学園 大阪府 大阪市 8120005002369
永和産業株式会社 大阪府 大阪市 9120001051352
永和不動産株式会社 大阪府 大阪市 7120001051354
株式会社エーエムジェイ 大阪府 大阪市 4120001170388
株式会社ＳＩＭ 大阪府 大阪市 3120903000610
株式会社ＳＭＧ 大阪府 大阪市 1120001128232
株式会社エボルワン 大阪府 大阪市 8120001174872
株式会社Ｍ．Ｉ．Ｔ 大阪府 大阪市 7120001114029
株式会社エルシステムジャパン 大阪府 大阪市 1120001054255
株式会社大阪シール 大阪府 大阪市 6120001072525
大阪荷材株式会社 大阪府 大阪市 6120001059571
弁護士法人小國法律事務所 大阪府 大阪市 3120005022529
オリオン建設株式会社 大阪府 大阪市 6120001007167
株式会社俺の道 大阪府 大阪市 5120001223376
株式会社上方ビール 大阪府 大阪市 3120001215648
神田商事株式会社 大阪府 大阪市 8120001228686
京屋釦株式会社 大阪府 大阪市 1120001023053
近畿ビニール株式会社 大阪府 大阪市 2120001017302
株式会社クラウドオフ 大阪府 大阪市 1120001212746
有限会社黒川鉄工所 大阪府 大阪市 5120002021713
弘進電気工業株式会社 大阪府 大阪市 4120001063617
株式会社小杉スケート 大阪府 大阪市 2120001108266
株式会社コムリンクス 大阪府 大阪市 2120001055285
株式会社小森クリーニング商會 大阪府 大阪市 2120001032615
株式会社コンピューターサプライ 大阪府 大阪市 8120001079691
株式会社さかえ 大阪府 大阪市 2120001038190
坂元自動車株式会社 大阪府 大阪市 7120001028955
株式会社三和歯車 大阪府 大阪市 1120001007642
株式会社シーティーインターナショナル 大阪府 大阪市 2120001130930
合同会社Ｊ 大阪府 大阪市 4120003014394
株式会社シティエンジン 大阪府 大阪市 2120001218271
合同会社Ｃｉｎｅｒｇｉａ 大阪府 大阪市 1120003016674
株式会社島谷工務店 大阪府 大阪市 8120001223935
株式会社ジャスト・メディカルコーポレーション 大阪府 大阪市 9120001129157
株式会社ジャパネクション・インターナショナル 大阪府 大阪市 6120101060388
人財アセットプランニング株式会社 大阪府 大阪市 2120001145136
株式会社心進舎 大阪府 大阪市 3120001081826
辰陽国際貿易株式会社 大阪府 大阪市 2120001234293
Ｓｋｙ　Ｉｎｆｉｎｉｔｙ株式会社 大阪府 大阪市 5120001166930
株式会社ＤＡＩＳ 大阪府 大阪市 2120001182501
株式会社ダイセイワールド 大阪府 大阪市 1120001107054
大通インターナショナル株式会社 大阪府 大阪市 9120001182263
大奉産業株式会社 大阪府 大阪市 8120001000715
大和工業株式会社 大阪府 大阪市 3120001145382
ダイワテック株式会社 大阪府 大阪市 9120001010424
武田商事株式会社 大阪府 大阪市 8120001226384
田中電工株式会社 大阪府 大阪市 1120001000770
タノシミナ合同会社 大阪府 大阪市 1120003010743
茶匠清水一芳園株式会社 大阪府 大阪市 1120001035197
投資ＪＰ株式会社 大阪府 大阪市 1010401093161
株式会社トータルフーズシステム 大阪府 大阪市 8120001060767
株式会社ｄｏｔ　ｆｏｏｄｓ 大阪府 大阪市 5120001237657
株式会社トレス 大阪府 大阪市 6120001032719
合同会社都和食品 大阪府 大阪市 8120003008839
長住ルーフ株式会社 大阪府 大阪市 3120001236958
株式会社ｎａｋｏｔａ 大阪府 大阪市 8120001189953
七羽商事株式会社 大阪府 大阪市 7120001227739
日本建物株式会社 大阪府 大阪市 4120001089059
株式会社Ｎｅｗ　Ａｐｐａｒｅｌ　Ｇｒｏｕｐ 大阪府 大阪市 8120001228389
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株式会社ニューレックス 大阪府 大阪市 9120001015844
株式会社ハーブマックス 大阪府 大阪市 6120001196431
八十八建設株式会社 大阪府 大阪市 4120001191517
濱田産業株式会社 大阪府 大阪市 3120001046589
株式会社ビティー 大阪府 大阪市 3120001021410
株式会社Ｂｅｆｏｒｍ 大阪府 大阪市 9120001220072
株式会社Ｆｕｒｔｈｅｒ　Ｌｅａｐ 大阪府 大阪市 2120001180703
株式会社フィーチャーアドバンス 大阪府 大阪市 5120001207569
株式会社ＰＲＩＤＥ　ＯＮＥ 大阪府 大阪市 3120001227098
株式会社プラウテック 大阪府 大阪市 4120001229192
株式会社プレッソ 大阪府 大阪市 9120001143380
フレンドアート株式会社 大阪府 大阪市 5120001197851
ホープジム販売株式会社 大阪府 大阪市 5120001089330
堀内商事株式会社 大阪府 大阪市 6120001070405
株式会社ＨＬＭ 大阪府 大阪市 6120001231221
Ｍｙシティ電力株式会社 大阪府 大阪市 2120001205922
株式会社マイダス 大阪府 大阪市 7120001188304
株式会社前田商店 大阪府 大阪市 6120001002556
株式会社マエムラ精工 大阪府 大阪市 1120001182394
株式会社Ｍａｓｔｅｒｐｉｅｃｅ 大阪府 大阪市 4120001237501
株式会社松浪総合 大阪府 大阪市 3120001118611
有限会社メイククール 大阪府 大阪市 9120002075251
株式会社メディアフュージョン 大阪府 大阪市 3120001103191
株式会社Ｍｏｒｅ　Ｒｅｂｉｒｔｈ 大阪府 大阪市 5120001192233
株式会社モリタ 大阪府 大阪市 9120001053076
株式会社ＹＡＰＰＹ 大阪府 大阪市 2120001210088
株式会社山中運輸 大阪府 大阪市 2120001016469
ＵＩＩＴ株式会社 大阪府 大阪市 1120001192237
株式会社Ｕ．Ｗ．Ｃ 大阪府 大阪市 9120001161928
株式会社陽光 大阪府 大阪市 9120001002735
株式会社らうむず 大阪府 大阪市 5120001099585
株式会社ＲＡＲ 大阪府 大阪市 6120001214135
株式会社ＲｅＡｃｔ 大阪府 大阪市 5120001230042
株式会社リフィナス 大阪府 大阪市 2120001213314
リンカ産業株式会社 大阪府 大阪市 3120001092204
リンクエステート株式会社 大阪府 大阪市 9120001232019
株式会社ＹＫダイニング 大阪府 大阪市 8120001174716
和光ホームズ株式会社 大阪府 大阪市 7120001032981
株式会社ワンズ 大阪府 大阪市 3120001040534
株式会社イープランニング 大阪府 堺市 8120101029480
株式会社Ａペット 大阪府 堺市 8120101054719
合同会社企業団体支援機構 大阪府 堺市 3120103003595
公洋亜鉛工業株式会社 大阪府 堺市 3120101002178
光和テック株式会社 大阪府 堺市 6120101023072
株式会社ＳＨＩＮＹＯＨ 大阪府 堺市 6120101003322
セブンロード株式会社 大阪府 堺市 5120101057071
谷和木材株式会社 大阪府 堺市 3120101004802
株式会社ツクレル 大阪府 堺市 6011101085320
株式会社ファロス 大阪府 堺市 6120101022776
株式会社ベスト 大阪府 堺市 7120101006357
株式会社Ｙｏｕ　Ｓｕｎ 大阪府 堺市 1120101049246
株式会社ランド 大阪府 堺市 6120101050174
株式会社ルッツ 大阪府 堺市 5120101007927
和設株式会社 大阪府 堺市 3120101060052
アクアライフ株式会社 大阪府 岸和田市 3120101049938
株式会社長山建築 大阪府 岸和田市 7120101059834
株式会社ＲＹＭ 大阪府 豊中市 7120901042849
双葉テック株式会社 大阪府 豊中市 6120901035127
株式会社アーツ 大阪府 吹田市 2120901005141
くつろぎホーム株式会社 大阪府 吹田市 9120901031305
株式会社ゾンケコスメティクス 大阪府 吹田市 8120901007116
株式会社プラ技研 大阪府 吹田市 8120901008221

24 / 35 ページ



2023年1月18日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

有限会社勾玉屋 大阪府 吹田市 6120902012975
キタジマ園芸株式会社 大阪府 泉大津市 1120101042267
株式会社彩 大阪府 高槻市 8120901017783
株式会社河内組 大阪府 高槻市 3120901010660
株式会社サキコム 大阪府 高槻市 1120901010992
株式会社サンライフホームサービス 大阪府 高槻市 6120901011045
株式会社東乃匠 大阪府 高槻市 5120901010592
株式会社Ｇｇｒｏｕｐ 大阪府 守口市 6120001194162
株式会社クラフトエンピツ 大阪府 枚方市 9120001210296
サカエ株式会社 大阪府 枚方市 6120001149777
株式会社椿工務店 大阪府 枚方市 3120001228922
プレシャス有限会社 大阪府 枚方市 1120002075011
社会福祉法人まりも会 大阪府 枚方市 5120005012734
株式会社和光製作所 大阪府 枚方市 7120001148893
株式会社Ｒ・Ｉ・Ｐ 大阪府 茨木市 4120901042950
株式会社ペプチド研究所 大阪府 茨木市 3120901020924
エバーグリーン株式会社 大阪府 八尾市 8120001030357
有限会社共立 大阪府 八尾市 3122002013568
株式会社Ｃ＆Ｋ 大阪府 八尾市 3120001217611
株式会社たばき 大阪府 富田林市 3120101030971
ハイテン工業株式会社 大阪府 富田林市 1120101031121
株式会社アイオイ 大阪府 寝屋川市 4120001147312
株式会社マウントフィールド 大阪府 寝屋川市 8120001194623
株式会社英弘エンジニアリング 大阪府 河内長野市 7120101033533
ワイ・ケイハウジング有限会社 大阪府 松原市 4120102014725
株式会社ウチダ 大阪府 大東市 2122001015087
三愛繊維株式会社 大阪府 和泉市 4120101041456
株式会社山義 大阪府 和泉市 4120101042017
エイ．ジェイ．アイ．ビア株式会社 大阪府 箕面市 7120902005466
株式会社北大阪日経オリコミ 大阪府 箕面市 2120901020405
株式会社テン・コーポレーション 大阪府 箕面市 2120901021816
株式会社リバーストン 大阪府 箕面市 6120901021093
シーエフ合同会社 大阪府 羽曳野市 7120103003848
株式会社大地の恵 大阪府 羽曳野市 9120101035123
株式会社八よし 大阪府 羽曳野市 5120101032371
株式会社ＤＩＧ　Ｆｉｅｌｄ 大阪府 摂津市 2120001174556
株式会社ブルータス 大阪府 摂津市 6120901015806
旭鋼鈑株式会社 大阪府 東大阪市 5122001000193
株式会社エコライフ 大阪府 東大阪市 5122001008807
株式会社エヌケイ深井 大阪府 東大阪市 7122001000910
株式会社Ｎテック 大阪府 東大阪市 3122001025944
株式会社オークマ工塗 大阪府 東大阪市 9122001001196
株式会社Ｓｅａｍｓ 大阪府 東大阪市 1122001031837
株式会社スズキ 大阪府 東大阪市 3122001003958
田代珈琲株式会社 大阪府 東大阪市 2122001004750
株式会社Ｔｒｕｓｔ 大阪府 東大阪市 1122001026837
株式会社三葉紙工所 大阪府 東大阪市 2122001003100
株式会社みのり 大阪府 東大阪市 8130001039629
株式会社ミリオン製作所 大阪府 東大阪市 9122001007383
株式会社オートサービス関西 大阪府 交野市 3120001146918
泉野 剛志 大阪府
馬詰 尚宏 大阪府
大江 孝平 大阪府
川原 優一郎 大阪府
北川 大 大阪府
後藤田 巖 大阪府
近藤 誠 大阪府
塩川 徹 大阪府
志野 弥生 大阪府
島添 和久 大阪府
諏佐 伸彦 大阪府
高橋 弘 大阪府
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玉井 久夫 大阪府
西野 毅 大阪府
野中 優憲 大阪府
藤原 博 大阪府
増谷 吉洋 大阪府
松下 直廣 大阪府
宮﨑 宏之 大阪府
村上 忠和 大阪府
森池 英夫 大阪府
森野 祐治 大阪府
森山 公一 大阪府
安間 信之介 大阪府
藪 亘佑 大阪府
山口 賢一郎 大阪府
山本 洋史 大阪府
医療法人一輝会 兵庫県 神戸市 5140005001792
ウイ塗装株式会社 兵庫県 神戸市 4140001029401
株式会社ウェルフリート・インターナショナル 兵庫県 神戸市 8120001194425
株式会社ＨＫパートナーズ 兵庫県 神戸市 5140001022693
株式会社ゑびや 兵庫県 神戸市 5140001034607
有限会社おか林 兵庫県 神戸市 2140002013298
株式会社おはぎ事務所 兵庫県 神戸市 2140001119427
株式会社亀井堂総本店 兵庫県 神戸市 9140001006949
株式会社グロースターズ 兵庫県 神戸市 8140001097452
株式会社神戸珈琲 兵庫県 神戸市 8140001017121
株式会社サカエ化学 兵庫県 神戸市 9140001013086
三神工業株式会社 兵庫県 神戸市 2140001007912
神越プロダクツ株式会社 兵庫県 神戸市 4140001123022
新耕産業株式会社 兵庫県 神戸市 1140001008226
株式会社ナンバースリー 兵庫県 神戸市 9120901001514
合同会社ｐｏｗｅｒ　ｅｄｇｅ 兵庫県 神戸市 1140003016284
株式会社芙蓉有馬御苑 兵庫県 神戸市 5140001022925
株式会社プランニングオフィス・トライ 兵庫県 神戸市 9140001025651
株式会社北海 兵庫県 神戸市 4140001004032
株式会社Ｍｅｉｓｔｅｒ 兵庫県 神戸市 7140001093758
株式会社マルカワ建設 兵庫県 神戸市 9140001011032
株式会社ＲＯＬＬＥ 兵庫県 神戸市 3140001122000
株式会社アートランド 兵庫県 姫路市 2140001064169
株式会社アムナック 兵庫県 姫路市 9140001115147
株式会社たぢま屋 兵庫県 姫路市 6140001059999
株式会社徳原商店 兵庫県 姫路市 8140001060253
株式会社姫路農産流通センター 兵庫県 姫路市 5140001060999
株式会社フクナガ 兵庫県 姫路市 8140001093708
大和チエン工業株式会社 兵庫県 姫路市 4140001062105
株式会社Ａｚｕｒｅ 兵庫県 尼崎市 1140001054963
株式会社棚橋工作所 兵庫県 尼崎市 3140001049945
株式会社アトリエ・ルゥ 兵庫県 西宮市 5140001093256
株式会社五大 兵庫県 西宮市 1140001068773
株式会社ＪＹＳ 兵庫県 西宮市 9140001074582
株式会社新生産業 兵庫県 西宮市 1140002010032
淡路平和不動産株式会社 兵庫県 洲本市 9140001084573
日本フレックス工業株式会社 兵庫県 伊丹市 8140001078725
和工電気設備工事株式会社 兵庫県 相生市 9140001040361
株式会社羽倉 兵庫県 豊岡市 5140001056072
有限会社やなぎ荘 兵庫県 豊岡市 9140002046242
ＩＢＮホールディングス株式会社 兵庫県 加古川市 2140001044682
株式会社アップクロス 兵庫県 西脇市 8140001075276
株式会社けんじフードサービス 兵庫県 西脇市 6140001075492
株式会社サボテン 兵庫県 三木市 4140001036323
ハリマユナイテッド株式会社 兵庫県 高砂市 9140001113737
株式会社とみさん 兵庫県 小野市 9140001076793
株式会社ラポール 兵庫県 三田市 9140001066646
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医療法人社団艶美会 兵庫県 丹波篠山市 3140005008600
ユアサ建設株式会社 兵庫県 丹波市 5140001122758
太田土建株式会社 兵庫県 南あわじ市 3140001085552
株式会社ＬＡＬｓ 兵庫県 南あわじ市 8011001059406
近畿壁材工業株式会社 兵庫県 淡路市 5140001085204
有限会社とうげ 兵庫県 淡路市 1140002069399
有限会社西山佃煮 兵庫県 淡路市 4140002069529
株式会社アンドクラス 兵庫県 加東市 3140001110418
Ｇｕｉｄｅ－Ｍａｋｅｒ株式会社 兵庫県 加東市 8140001118150
有限会社香山商運 兵庫県 たつの市 2140002033486
正城自工株式会社 兵庫県 たつの市 2140001039625
株式会社圓尾工務店 兵庫県 たつの市 9140001038637
石塚電建株式会社 兵庫県 多可町 4140001075288
ＲＢＣメカニカル株式会社 兵庫県 稲美町 2140001107118
有限会社新栄自動車整備商会 兵庫県 福崎町 5140002053077
有限会社菅原工業 兵庫県 太子町 5140002032205
株式会社たじみや 兵庫県 新温泉町 3140001056594
安﨑 領一 兵庫県
梅澤 洋一 兵庫県
門脇 哲也 兵庫県
宰務 竜太 兵庫県
橘 昭光 兵庫県
田中 みよ子 兵庫県
時 一貴 兵庫県
中谷 三郎 兵庫県
長野 哲夫 兵庫県
長本 圭一郎 兵庫県
能瀬 明久 兵庫県
藤本 敏子 兵庫県
古田 明人 兵庫県
前 浩臣 兵庫県
松岡 祐希 兵庫県
松尾 真紀 兵庫県
元籔 奈巳 兵庫県
山下 文 兵庫県
山本 枝利 兵庫県
株式会社ＴＭＣ 奈良県 奈良市 5120001153490
株式会社ｍｉｒｕ． 奈良県 奈良市 7120101059693
株式会社フジタカ通商 奈良県 大和郡山市 3150001009171
株式会社井戸太 奈良県 天理市 5150001006373
ヒロシ化成株式会社 奈良県 天理市 7150001008938
ＫＯ．ＣＲＥＡＴＥＳ株式会社 奈良県 橿原市 9150001025205
株式会社アスプレイジャパン 奈良県 桜井市 7150001019316
イズミ送風機株式会社 奈良県 五條市 8150001015396
オトクラシ合同会社 奈良県 生駒市 3150003002513
株式会社力健 奈良県 香芝市 9150001014496
株式会社農業公園信貴山のどか村 奈良県 三郷町 5150001008378
関屋 慎二 奈良県
竹田 雅一 奈良県
田中 力哉 奈良県
谷田 佳明 奈良県
吉田 恵美 奈良県
有限会社トミタ工業 和歌山県 和歌山市 6170002002625
有限会社ナチュレ 和歌山県 和歌山市 7170002005528
合同会社ＢＥＳＴ　ＯＮＥ 和歌山県 和歌山市 8170003001632
株式会社ヤエパック 和歌山県 和歌山市 4170001008501
株式会社Ｕ－Ｃｏｎｎｅｃｔ 和歌山県 海南市 9170001016581
東洋興産株式会社 和歌山県 橋本市 6170001011024
株式会社濱田 和歌山県 田辺市 8170001008860
田辺米穀株式会社 和歌山県 上富田町 6170001008763
山口 正夫 和歌山県
有限会社北尾電機商会 鳥取県 鳥取市 6270002000536
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北陽電業有限会社 鳥取県 鳥取市 9270002001408
有限会社山根酒造場 鳥取県 鳥取市 3270002004192
有限会社田中 鳥取県 米子市 8270002006399
株式会社カタセイ 鳥取県 境港市 4270001004267
有限会社きのえ 鳥取県 大山町 6270002008257
有限会社さつき開発 鳥取県 日南町 9270002008650
小林 エリカ 鳥取県
警友株式会社 島根県 松江市 1280001002792
株式会社建新化工 島根県 松江市 2280002000745
島根県森林組合連合会 島根県 松江市 5280005000236
有限会社城北ドライ 島根県 松江市 3280002001148
有限会社大福商店 島根県 松江市 8280002002868
株式会社なかたか 島根県 松江市 3280001006949
株式会社エコー 島根県 出雲市 8280001003108
金山工業株式会社 島根県 出雲市 1280001003122
迩摩林業株式会社 島根県 大田市 4280001003961
福波物産有限会社 島根県 大田市 3280002007938
荒木 吉一 島根県
太田 敦子 島根県
有限会社アスト 岡山県 岡山市 7260002000346
株式会社クロノス 岡山県 岡山市 6260001031244
株式会社コクエイ 岡山県 岡山市 5260001002428
サニーデイホーム株式会社 岡山県 岡山市 5260001026170
株式会社重康防災 岡山県 岡山市 7260001003234
株式会社すけっとアワーズ 岡山県 岡山市 5260001009308
株式会社装巧社 岡山県 岡山市 2260001003800
株式会社高味 岡山県 岡山市 5260001018721
有限会社十日市配給所 岡山県 岡山市 6260002006823
有限会社藤田酒店 岡山県 岡山市 2260002008732
株式会社ブルーク 岡山県 岡山市 4260001005927
合同会社まやかみ農園 岡山県 岡山市 2260003001777
山本食品有限会社 岡山県 岡山市 1260002010350
朝日設備工業株式会社 岡山県 倉敷市 9260001012464
株式会社ウチダ 岡山県 倉敷市 8260001012572
株式会社江口設備 岡山県 倉敷市 5260001012674
共立コーテック株式会社 岡山県 倉敷市 4260001013038
有限会社ケモリ建装 岡山県 倉敷市 2260002015324
株式会社サンブレラ 岡山県 倉敷市 3260001028796
株式会社セット・アップ 岡山県 倉敷市 8260001017373
原建材販売株式会社 岡山県 倉敷市 9260001014493
藤森運輸株式会社 岡山県 倉敷市 8260001014602
株式会社北園調剤薬局 岡山県 津山市 3260001019696
有限会社　井上モータース 岡山県 玉野市 1260002032774
有限会社ランド 岡山県 玉野市 6260002033330
株式会社我無らん 岡山県 真庭市 3260001023021
湯原酒造株式会社 岡山県 真庭市 8260001022852
株式会社オオシマ 岡山県 浅口市 5260001012716
有限会社サカテ 岡山県 鏡野町 1260002029960
株式会社十字屋 岡山県 吉備中央町 6260001010090
妹尾 睦美 岡山県
栩本 泰輝 岡山県
仲井 豊 岡山県
美本 眞由美 岡山県
株式会社網本工業 広島県 広島市 3240001015292
株式会社石﨑硝子店 広島県 広島市 7240001000753
株式会社ＳＴＷ 広島県 広島市 6240001018037
有限会社傘のフクマ 広島県 広島市 1240002003810
有限会社イシカワホーム 広島県 広島市 5240002018870
株式会社グッズカンパニー 広島県 広島市 7240001014885
再生本舗株式会社 広島県 広島市 9240003003166
株式会社サンリフト 広島県 広島市 2240001005369
株式会社Ｃ＆Ｅコーポレーション 広島県 広島市 1240002007299
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ジェイレックス株式会社 広島県 広島市 6240001048001
株式会社重政電設 広島県 広島市 8240001004571
有限会社シルバー化成工業所 広島県 広島市 1240002008264
株式会社信栄木工芸 広島県 広島市 4240001021620
株式会社中国データネットワーク 広島県 広島市 8240001006717
株式会社天王 広島県 広島市 9240001007251
株式会社広島テクニック 広島県 広島市 6240001009449
株式会社Ｌｉｂｒｅ　Ｓｔｙｌｅ 広島県 広島市 3240001046924
レックスイノベーション株式会社 広島県 広島市 1240001045325
田村建設株式会社 広島県 呉市 4240001026132
フジワンタン本舗株式会社 広島県 三原市 1240001039946
株式会社のぶひで 広島県 尾道市 3240001039333
有限会社池口精肉店 広島県 福山市 1240002039284
映クラ株式会社 広島県 福山市 5240001029935
ショウエイ株式会社 広島県 福山市 9240001040566
株式会社中弘興業 広島県 福山市 2240001033056
日本精機株式会社 広島県 福山市 3240001032882
株式会社プラスコーポレーション 広島県 福山市 8240001040451
株式会社朝日倉庫 広島県 府中市 8240001034107
株式会社暁総建 広島県 東広島市 7240001051251
伊都岐観光株式会社 広島県 廿日市市 6240001028837
株式会社カメリア 広島県 府中町 7240001037069
有限会社大瀬戸ビル 広島県 熊野町 8240002047850
有限会社ササキ電気工事 広島県 安芸太田町 4240002029761
小倉 嘉弘 広島県
角田 吉弘 広島県
中田 誠治 広島県
松井 勝 広島県
松中 剛 広島県
山根 園子 広島県
株式会社ウエキ 山口県 下関市 2250001005120
株式会社内田塗装工業 山口県 下関市 3250001007207
株式会社平山商店 山口県 下関市 9250001007390
合同会社アイ・アール 山口県 宇部市 1250003000368
社会福祉法人南風荘 山口県 宇部市 1250005002123
株式会社ＹＩＣトラスト 山口県 宇部市 3250001004105
株式会社野田 山口県 山口市 7250001000629
合同会社フカダ 山口県 山口市 5250003002674
社会福祉法人吉敷愛児園 山口県 山口市 4250005000504
株式会社富士建設工業所 山口県 下松市 9250001009635
白木家電ガス株式会社 山口県 岩国市 4250001011884
株式会社太昭組 山口県 岩国市 7250001011452
有限会社藤井組 山口県 岩国市 9250002019204
ネクストライ株式会社 山口県 長門市 5250001018474
株式会社ティーレックス 山口県 柳井市 7250001012509
株式会社西部設計 山口県 周南市 5250001008954
埴生建設株式会社 山口県 山陽小野田市 2250001003958
秋山 一正 山口県
酒井 秀毅 山口県
土田 尚美 山口県
藤井 竜也 山口県
松浦 誠治 山口県
株式会社Ｈ＆Ｙ 徳島県 徳島市 3480001003331
コード株式会社 徳島県 徳島市 3480001003694
七福トータルサポート株式会社 徳島県 徳島市 1480001001948
株式会社泰成パートナーズ 徳島県 徳島市 9480001010685
有限会社石井工業 徳島県 吉野川市 3480002008924
徳島空港ビル株式会社 徳島県 松茂町 3480001005311
富士スレート株式会社 徳島県 北島町 3480001002011
有限会社松原電器 徳島県 つるぎ町 6480002015042
高山 正好 徳島県
株式会社アクトジャパン 香川県 高松市 2470001000314
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寺下額縁株式会社 香川県 高松市 6470001002892
株式会社マハロカンパニー 香川県 高松市 7470001006562
丸富士産業株式会社 香川県 高松市 5470001003891
山根建設株式会社 香川県 高松市 9470001011560
株式会社ワールド管工 香川県 高松市 7470001013253
有限会社繁不動産 香川県 丸亀市 3470002011739
株式会社ビーエム 香川県 丸亀市 8470001018532
株式会社マルカ 香川県 坂出市 9470001009191
株式会社パブリック 香川県 観音寺市 6470001010846
伸興電線株式会社 香川県 さぬき市 3470001011095
株式会社ＦＵＪＩＤＡＮ 香川県 東かがわ市 9470001011313
有限会社谷口工務店 香川県 三豊市 7470002016973
株式会社ヒューマン 香川県 三豊市 5470001010269
株式会社ITサービス小豆島 香川県 土庄町 8470001015595
株式会社安全モータース 香川県 土庄町 9470001013029
武田 龍也 香川県
株式会社浅建 愛媛県 松山市 8500001008736
株式会社アットハウジング 愛媛県 松山市 7500001000314
一般社団法人愛媛県ＬＰガス協会 愛媛県 松山市 9500005001331
株式会社修斗 愛媛県 松山市 3500001013591
高土手建築センター有限会社 愛媛県 松山市 4500002000209
有限会社テクノ通信サービス 愛媛県 松山市 1500002004583
株式会社青山 愛媛県 今治市 1500001012926
Ｂｅ－Ｐａｓ株式会社 愛媛県 今治市 3500001023005
有限会社近藤会館 愛媛県 宇和島市 9500002023469
白石建設工業株式会社 愛媛県 新居浜市 7500001018967
株式会社トーヨ 愛媛県 西条市 6500001009199
医療法人みどり歯科医院 愛媛県 西条市 6500005004238
アイネット株式会社 愛媛県 四国中央市 3500001014532
三谷 美春 愛媛県
株式会社ノーユー社 高知県 高知市 8490001001783
岩﨑工業株式会社 高知県 安芸市 7490001009456
有限会社はたやま夢楽 高知県 安芸市 1490002013066
株式会社遠藤青汁高知センター 高知県 南国市 3490001006151
四国解体工業株式会社 高知県 四万十市 6490001004912
有限会社西田木材 高知県 佐川町 7490002009991
有限会社三宮商事 高知県 越知町 8490002010049
株式会社アドテック 福岡県 北九州市 7290801000130
株式会社ＨＯＡ 福岡県 北九州市 8290801022727
有限会社オール 福岡県 北九州市 6290802017975
公文工業株式会社 福岡県 北九州市 1290801026016
株式会社こまつコーポレーション 福岡県 北九州市 2290801008021
株式会社秀建工業 福岡県 北九州市 4290801023266
株式会社ソルト 福岡県 北九州市 1290801012610
株式会社翼エンジニアリングサービス 福岡県 北九州市 4290801010297
ニチデンワーク株式会社 福岡県 北九州市 4290801013052
株式会社ヒロ・コーポレーション 福岡県 北九州市 6290801006450
株式会社プラスワンテクノ 福岡県 北九州市 5290801019544
ヨウリン株式会社 福岡県 北九州市 8290801018634
株式会社リュウキ 福岡県 北九州市 6290801011681
有限会社ル・モード 福岡県 北九州市 1290802006990
株式会社アースアプレイザル九州 福岡県 福岡市 7290001024368
アート・スミス株式会社 福岡県 福岡市 3290001078054
愛知ポンプ工業株式会社 福岡県 福岡市 6290001005955
株式会社ＩＢＳ 福岡県 福岡市 8290001060949
株式会社アスカ 福岡県 福岡市 6290001011326
イースト・ミーツ・ウェスト・カンパニー・ジャパン有限会社 福岡県 福岡市 3290002024296
有限会社ＩＭＰＡＣＴ 福岡県 福岡市 7290002026743
インプレス福岡株式会社 福岡県 福岡市 9290001034101
株式会社ＵｎｉｓｓｏｎＳａｎｓＦｒｏｎｔｉｅｒｅｓ 福岡県 福岡市 9290001076523
遠隔みまもり看護株式会社 福岡県 福岡市 5290001092557
医療法人岡田小児科医院 福岡県 福岡市 7290005001520
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株式会社オリエンタルメディスン 福岡県 福岡市 6290002027346
株式会社キクケン工業 福岡県 福岡市 4330002002503
九州地建株式会社 福岡県 福岡市 7290001006985
一般社団法人ＱＢＳアラムナイネットワーク 福岡県 福岡市 2290005017265
共栄時計株式会社 福岡県 福岡市 8290001007116
株式会社グッド・サポート 福岡県 福岡市 4290001028314
有限会社桑野組 福岡県 福岡市 3290002007978
株式会社コスミット・アイ 福岡県 福岡市 3290001033570
株式会社コペル 福岡県 福岡市 5290001021706
株式会社サカモト 福岡県 福岡市 3290001003152
株式会社GSネクスト 福岡県 福岡市 2290001073956
株式会社ＣＢＩＨ 福岡県 福岡市 3290001085174
有限会社ジェイ・ドリーム 福岡県 福岡市 1290002024447
株式会社しばた洋傘店 福岡県 福岡市 2290001007889
有限会社新生社 福岡県 福岡市 1290002000497
親和精工株式会社 福岡県 福岡市 4290001003325
株式会社スロー風土 福岡県 福岡市 7290001055719
ＺＥＲＯマネジメント株式会社 福岡県 福岡市 6290001061932
株式会社ＳｏＺｏ 福岡県 福岡市 7290001093041
創美ＷＯＲＬＤ株式会社 福岡県 福岡市 9290001029852
株式会社ソフトプランニング 福岡県 福岡市 2290001067677
株式会社大栄 福岡県 福岡市 3300001005758
有限会社太陽 福岡県 福岡市 6290002027692
有限会社高田住宅 福岡県 福岡市 8290002006967
株式会社滝元工務店 福岡県 福岡市 3290001005396
有限会社中国書店 福岡県 福岡市 6290002016282
株式会社Ｔ・Ｍ総合企画 福岡県 福岡市 2290001074723
帝国パートナーズ株式会社 福岡県 福岡市 1290001084236
株式会社デサフィアンテ 福岡県 福岡市 1290001037846
株式会社ドリームホールディングス 福岡県 福岡市 9290001035933
株式会社ＴＲＩＨ　ＪＡＰＡＮ 福岡県 福岡市 8290001072928
日本電通株式会社 福岡県 福岡市 2290001019802
一般社団法人日本未病リハビリテーション協会 福岡県 福岡市 3290005016910
株式会社Ｎｅｗ　Ｏｒｄｅｒ 福岡県 福岡市 9290001070492
株式会社ＮＥＸＴＲＹ 福岡県 福岡市 3290001093375
株式会社博多程よし 福岡県 福岡市 1290001025438
株式会社Ｐａｃｅｌｍｅ 福岡県 福岡市 4290001095180
株式会社ＨＭｉｔ 福岡県 福岡市 1290001094565
株式会社早川不動産 福岡県 福岡市 9290001015860
株式会社ビーエーアイ 福岡県 福岡市 2290001094894
ＢＩＧＴＯＷＮ株式会社 福岡県 福岡市 6290001078753
株式会社フェニックス・ジャパン 福岡県 福岡市 6290001074471
株式会社フェリスメット 福岡県 福岡市 4290001079927
株式会社フォーティツゥ 福岡県 福岡市 7290801003224
フォーラムフーズファクトリー株式会社 福岡県 福岡市 2290001056630
株式会社福岡今岡 福岡県 福岡市 2290001009902
ＨＥＹＡｗｏｒｋｓ株式会社 福岡県 福岡市 1290001093096
株式会社マンジャ 福岡県 福岡市 1290001022749
株式会社ＹＫ開発 福岡県 福岡市 7290001029185
株式会社ワンダープール 福岡県 福岡市 4290001090553
サンキュー化成株式会社 福岡県 大牟田市 6290001054250
株式会社ビッグ 福岡県 大牟田市 5290001054029
株式会社Ｉｓ企画 福岡県 久留米市 2290001069913
熊手蜂蜜株式会社 福岡県 久留米市 2290001048669
株式会社Ｇｒｅｅｎ’ｓ 福岡県 久留米市 7290001094205
有限会社久留米よいこのくに社 福岡県 久留米市 3290002048849
グローリィー軽便協同組合 福岡県 久留米市 5290005009549
コンセプトライズ株式会社 福岡県 久留米市 1290003003029
有限会社Ｇ＆Ｇ 福岡県 久留米市 1290002052522
株式会社ナイガイ 福岡県 久留米市 4290001049269
株式会社原武商店 福岡県 久留米市 8290001049439
株式会社ユーウッド 福岡県 久留米市 9290002050262
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株式会社ｙｏｕ　ｆａｒｍ 福岡県 久留米市 5290001078845
有限会社ライジング 福岡県 久留米市 7290002050586
株式会社まるまんフイオーレ 福岡県 直方市 7290801014337
有限会社ガスプロ 福岡県 飯塚市 8290002045008
有限会社黒土組 福岡県 飯塚市 4290002044418
ダイワ印刷株式会社 福岡県 飯塚市 4290001046324
ジョイフーズ株式会社 福岡県 柳川市 5350001010248
株式会社池田屋酒店 福岡県 八女市 6290001047089
谷川産業株式会社 福岡県 八女市 4290001047347
株式会社エムズカンパニー 福岡県 筑後市 1290801024390
医療法人　若葉会 福岡県 小郡市 8290005018497
有限会社佐藤工業所 福岡県 筑紫野市 6290002039201
プロスパーガレージ株式会社 福岡県 春日市 8290001090376
こころからだあんしんラボ株式会社 福岡県 大野城市 4290001073483
株式会社ニック 福岡県 大野城市 6290001041026
ミフネ商事株式会社 福岡県 大野城市 4290001041201
株式会社グリーン企画 福岡県 宗像市 4290001036960
有限会社竜 福岡県 宗像市 9290002035552
株式会社新日本通商 福岡県 太宰府市 1290001040767
株式会社西和 福岡県 福津市 4290001058419
うきはの宝株式会社 福岡県 うきは市 3290001086734
株式会社トモス 福岡県 嘉麻市 2290001046111
有限会社ひかり 福岡県 嘉麻市 8290002046419
株式会社原鶴温泉観光ホテル小野屋 福岡県 朝倉市 2290001044346
株式会社ファイン設備 福岡県 朝倉市 2290001056837
株式会社中原電工 福岡県 みやま市 8290001053093
株式会社八ちゃん堂 福岡県 みやま市 2290001053140
株式会社セイントグレイル 福岡県 糸島市 9290001090805
山口食品工業株式会社 福岡県 糸島市 1290001033184
株式会社栄興技研 福岡県 宇美町 4290001038123
株式会社ショーワ 福岡県 宇美町 3290001038322
株式会社キューブツ 福岡県 志免町 5290001038262
合同会社精進フーズ 福岡県 志免町 4290003009254
有限会社永浦商会 福岡県 志免町 2290002036763
理研印刷工業株式会社 福岡県 志免町 1290001038679
株式会社山急 福岡県 須恵町 7290001039325
全程国際合同会社 福岡県 広川町 9290003007113
有限会社本と文具のあらた 福岡県 糸田町 8290802025068
株式会社ＥＸトランスポート九州 福岡県 福智町 3290801020867
新田川商運有限会社 福岡県 福智町 4290802024965
大津 倹人 福岡県
玉 功換 福岡県
財津 彪 福岡県
志岐 茂信 福岡県
重信 和雄 福岡県
田中 智勇 福岡県
田畑 真莉子 福岡県
南里 和俊 福岡県
林田 英夫 福岡県
原田 佳典 福岡県
藤田 和宏 福岡県
藤吉 俊毅 福岡県
星野 弘太 福岡県
松岡 正広 福岡県
松原 拓矢 福岡県
松村 義之 福岡県
丸山 主税 福岡県
光安 昂平 福岡県
三留 弘 福岡県
峯 玲児 福岡県
村松 美奈 福岡県
安井 真吾 福岡県
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山﨑 貴博 福岡県
山下 寛至 福岡県
山下 隆弘 福岡県
山下 啓之 福岡県
吉田 圭吾 福岡県
有限会社嬉乃すし 佐賀県 佐賀市 3300002000147
株式会社Ａ．スペース 佐賀県 佐賀市 2300001011071
株式会社Ｂ・Ｂ・Ｂ 佐賀県 佐賀市 9300001010950
株式会社ソロン 佐賀県 佐賀市 7300001005366
医療法人博優会 佐賀県 佐賀市 4300005005902
有限会社ヘルス・メディック・佐賀 佐賀県 佐賀市 9300002001949
株式会社前田 佐賀県 佐賀市 3300001000172
大西工業株式会社 佐賀県 唐津市 9300001007138
株式会社九州シグマ 佐賀県 唐津市 5290001006954
有限会社山田建設 佐賀県 鳥栖市 1300002009264
株式会社ＡＬＩＤＡ 佐賀県 伊万里市 5300001009625
一般社団法人佐賀県労働基準協会 佐賀県 小城市 6300005000091
株式会社スチームシップ 佐賀県 有田町 4300001010781
土井富 祐志 佐賀県
豊田 秀敏 佐賀県
松雪 信昭 佐賀県
株式会社アシュリー 長崎県 長崎市 4310001003652
株式会社建創テック 長崎県 長崎市 5310001011786
株式会社シモダアメニティーサービス 長崎県 長崎市 6310001000796
株式会社トラスティ建物管理 長崎県 長崎市 6310001004161
合同会社ドリームコネクト 長崎県 長崎市 9310003003332
株式会社長崎オフィスセンター 長崎県 長崎市 9310001005017
合同会社福田 長崎県 長崎市 9310003003051
株式会社富士プロパン 長崎県 長崎市 4310001001895
株式会社不動技研ホールディングス 長崎県 長崎市 7310001016577
有限会社ヤマニ 長崎県 長崎市 4310002005870
株式会社ＭＪＶ 長崎県 佐世保市 8310001013581
有限会社佐世保不動産 長崎県 佐世保市 8310002010058
株式会社松本ポートリー 長崎県 島原市 4310001013809
株式会社九州メタルテックス 長崎県 諫早市 1310002015674
株式会社サムズ・アップ 長崎県 諫早市 2310001008397
長崎インターナショナルホテル株式会社 長崎県 大村市 4310001012760
有限会社中野舗道 長崎県 大村市 4310002017461
社会福祉法人隆明会 長崎県 大村市 3310005004111
株式会社カミヤアートパッケージ 長崎県 波佐見町 7310001006215
池田 泰樹 長崎県
生駒 悦美 長崎県
大串 翔太 長崎県
西田 努 長崎県
濵本 剛志 長崎県
林 淑隆 長崎県
吉村 常久 長崎県
株式会社アドバンスモア 熊本県 熊本市 2330001022223
Ａ・ｖａｉｌ建設株式会社 熊本県 熊本市 2330001022850
飯塚電機工業株式会社 熊本県 熊本市 4330001000400
株式会社岩田コーポレーション 熊本県 熊本市 1330001000394
ＭＤＫ松田電気工業株式会社 熊本県 熊本市 4330001023995
合資会社おく村 熊本県 熊本市 5330003001783
有限会社呉服薬局 熊本県 熊本市 9330002004107
株式会社三協ダイニング 熊本県 熊本市 6330001025602
Ｓｅｉｋｅｎコーポレーション株式会社 熊本県 熊本市 9330001007762
株式会社調査診断センター 熊本県 熊本市 2330001007703
株式会社トラスト熊本 熊本県 熊本市 1330002012190
株式会社ＴＲＩＨ　ＬＩＧＨＴ 熊本県 熊本市 2290001076793
株式会社水とり熊本 熊本県 熊本市 9330001008851
有限会社柳川 熊本県 熊本市 5330002010810
株式会社夢工場 熊本県 熊本市 7330001003722
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有限会社佐伯水産 熊本県 人吉市 2330002030175
税理士法人東パートナーズ 熊本県 玉名市 9330005008773
株式会社Ｂｅａｕｔｙ　ｃｒｅｗ 熊本県 玉名市 8330001025476
株式会社アイシア 熊本県 菊池市 1330001019071
株式会社Ｔｉｍｅｓ　Ｒｅｔａｉｌ 熊本県 菊池市 3330001028021
株式会社ａｒｔｉｃａｌ　ａｐｐｒｅｃｉａｔｅ 熊本県 宇城市 2330001029045
医療法人高森会 熊本県 阿蘇市 8330005005185
株式会社栄輝 熊本県 合志市 5330001009770
合同会社セレンディピティ 熊本県 合志市 8330003006549
株式会社橋本建設 熊本県 小国町 9330001012333
株式会社サンレイメディカル 熊本県 西原村 9330001009180
株式会社セイブ 熊本県 西原村 3330001026677
岩下 幸弘 熊本県
熊谷 譲 熊本県
古場 生未架 熊本県
齊藤 和夫 熊本県
竹下 博貴 熊本県
山内 淳 熊本県
エレファントジャパン株式会社 大分県 大分市 9320001003911
有限会社菊香園 大分県 大分市 3320002002109
株式会社ケイハン 大分県 大分市 2320001001046
株式会社旬佳人 大分県 大分市 4320001016380
日本ハウジング株式会社 大分県 大分市 5320001002165
株式会社マルタケ 大分県 大分市 4320001002604
株式会社三河建設 大分県 大分市 6320001002635
有限会社大野興業 大分県 別府市 2320002011028
合同会社３Ｓ　Ｓｔｙｌｅｓ 大分県 別府市 5320003002601
有限会社ホテル好楽 大分県 別府市 9320002012399
有限会社サイガン工業 大分県 宇佐市 7320002013903
株式会社土谷塗装 大分県 宇佐市 8320001013366
有限会社山末建設 大分県 宇佐市 9320002014180
有限会社ことことや 大分県 由布市 4320002010093
コクエイ消毒有限会社 大分県 玖珠町 3320002020085
株式会社Ｅｎｔｉｍｅ 宮崎県 宮崎市 6350001017226
株式会社鎌倉組 宮崎県 宮崎市 3350001000366
株式会社カンパニュラ 宮崎県 宮崎市 5350001017375
有限会社天和酒店 宮崎県 宮崎市 5350002003085
有限会社長友ビニールハウス 宮崎県 宮崎市 2350002003328
ハーベスト商事株式会社 宮崎県 宮崎市 4350001004449
株式会社学習館企画 宮崎県 都城市 4350001016923
有限会社泰盛堂 宮崎県 都城市 9350002014376
有限会社みやこばる動物病院 宮崎県 都城市 8350002015805
株式会社マルヒデ 宮崎県 延岡市 5350001012797
明巧堂印刷株式会社 宮崎県 延岡市 3350001007056
社会福祉法人燦燦会 宮崎県 小林市 6350005004501
株式会社くしまアオイファーム 宮崎県 串間市 7350001012531
マテリアルセンター有限会社 宮崎県 国富町 6350002006120
黒木 享 宮崎県
中村 重章 宮崎県
原田 吉浩 宮崎県
渡邊 裕貴 宮崎県
株式会社アイエヌジー 鹿児島県 鹿児島市 3340001005473
株式会社イソワキ塗建 鹿児島県 鹿児島市 2340001021967
株式会社インスタッフ 鹿児島県 鹿児島市 3340001012255
株式会社江藤建設工業 鹿児島県 鹿児島市 6340001000620
株式会社かがみ屋硝子店 鹿児島県 鹿児島市 2340001001127
鹿児島中央青果株式会社 鹿児島県 鹿児島市 8340001000981
株式会社小園硝子商会 鹿児島県 鹿児島市 5340001001677
株式会社さくら医療器械 鹿児島県 鹿児島市 3340001001836
薩摩倉庫運輸株式会社 鹿児島県 鹿児島市 9340001001896
株式会社三喜 鹿児島県 鹿児島市 3340001021685
阪東機工株式会社 鹿児島県 鹿児島市 1340001003512
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藤田建設興業株式会社 鹿児島県 鹿児島市 6340001005470
株式会社渕脇殖産 鹿児島県 鹿児島市 4340001003781
南九州酒販株式会社 鹿児島県 鹿児島市 4340001004103
吉山酒販株式会社 鹿児島県 鹿児島市 9340001004552
株式会社アイ・ティ・テクノス 鹿児島県 出水市 1340001012050
有限会社名越電設 鹿児島県 西之表市 6340002019271
鹿児島精機株式会社 鹿児島県 霧島市 3340001007742
株式会社Ｃｕｏｒｉ 鹿児島県 南さつま市 6340001021369
株式会社外電 鹿児島県 南さつま市 3340001022072
有限会社志布志塵芥サービス 鹿児島県 志布志市 9340002027783
株式会社東八重製茶 鹿児島県 志布志市 9340001020194
株式会社さくら静寿会 鹿児島県 姶良市 2340001009566
社会福祉法人望洋会 鹿児島県 南大隅町 8340005006604
株式会社南西興産 鹿児島県 瀬戸内町 9340002021761
株式会社日進商会 鹿児島県 龍郷町 6340001010693
角 幸憲 鹿児島県
笠野 直人 鹿児島県
長濵 純次 鹿児島県
沖縄トレーディング株式会社 沖縄県 那覇市 7011001060521
株式会社オフィスコネクト 沖縄県 那覇市 9360001017412
有限会社榧屋 沖縄県 那覇市 1360002005183
株式会社ゲンキジムキ 沖縄県 那覇市 5360001000850
株式会社ＺＥＲＱ 沖縄県 那覇市 6360001026168
株式会社開成 沖縄県 宜野湾市 7360001008710
株式会社フレームワーク 沖縄県 宜野湾市 9360001016653
株式会社太田 沖縄県 浦添市 1360001008682
有限会社松田青果店 沖縄県 浦添市 1360002017022
有限会社アワセそば 沖縄県 沖縄市 2360002011288
農業生産法人株式会社ワイズ農園 沖縄県 沖縄市 2360001017757
有限会社トータル介護沖縄 沖縄県 豊見城市 5360002002994
株式会社大西石材沖縄 沖縄県 うるま市 7360001007695
株式会社Ｃｏｎｎｅｃｔｉｎｇ　Ｄｏｔｓ 沖縄県 うるま市 6360001028965
株式会社ぬちまーす 沖縄県 うるま市 9360001007933
株式会社豊見山鉄工 沖縄県 南風原町 2360002010546
伊志嶺 亮 沖縄県
上原 広之 沖縄県
金城 裕幸 沖縄県
慶田城 海 沖縄県
下地 靖彰 沖縄県
知花 昌範 沖縄県
西畑 昌記 沖縄県
眞境名 勉 沖縄県
三浦 司 沖縄県
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