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事業者名 都道府県 市区町村

アン・クラフト株式会社 北海道 札幌市
株式会社インフィニティ 北海道 札幌市
株式会社北日本工事測量 北海道 札幌市
有限会社小堀配管工業所 北海道 札幌市
有限会社Ｔ工房 北海道 札幌市
とらのもん株式会社 北海道 札幌市
株式会社トリパス 北海道 札幌市
北海道カーオイル株式会社 北海道 札幌市
北海道三祐株式会社 北海道 札幌市
株式会社三上工務店 北海道 札幌市
株式会社モリウォール 北海道 札幌市
株式会社山岸金属 北海道 札幌市
有限会社リトルトゥリー 北海道 札幌市
北海道水道機材株式会社 北海道 小樽市
株式会社石田兼松八興建設 北海道 旭川市
広葉樹合板株式会社 北海道 旭川市
㈱コタニ工業 北海道 旭川市
鈴工株式会社 北海道 旭川市
株式会社創明建築設計事務所 北海道 旭川市
有限会社高木スポーツ 北海道 旭川市
株式会社やくしん 北海道 旭川市
有限会社丸商 北海道 室蘭市
株式会社三川 北海道 室蘭市
有限会社こひつじ薬局 北海道 帯広市
三洋興熱株式会社 北海道 帯広市
医療法人社団金山歯科医院 北海道 北見市
株式会社今野商会 北海道 苫小牧市
有限会社メルカート 北海道 苫小牧市
株式会社カユカワ 北海道 稚内市
株式会社ケイト 北海道 稚内市
共工電氣工事株式会社 北海道 士別市
株式会社西村鉄建工業 北海道 森町
能登谷建設株式会社 北海道 厚沢部町
医療法人伊藤歯科医院 北海道 倶知安町
安保 賢 北海道
大泉 清 北海道
唐金 隆行 北海道
鹿内 秀高 北海道
芝田 健二郎 北海道
株式会社Ｃｒａｆｔｗｏｒｋ建築計画工房 青森県 青森市
株式会社大川地建 青森県 弘前市
あさざか建材工業株式会社 青森県 八戸市
株式会社岩岡 青森県 八戸市
株式会社佐幸建設 青森県 八戸市
株式会社中栄建設 青森県 八戸市
株式会社外崎建設 青森県 五所川原市
有限会社のりた調剤 青森県 五所川原市

令和元年度補正サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業
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平野商事株式会社 青森県 十和田市
株式会社荒鷲建設 青森県 板柳町
医療法人中田歯科医院 青森県 鶴田町
有限会社笹山興業 青森県 中泊町
有限会社塚本建設 青森県 中泊町
株式会社アイビーシー・ソフトアルファ 岩手県 盛岡市
株式会社げんきやグループ 岩手県 盛岡市
樋下建設株式会社 岩手県 盛岡市
東北シート工業株式会社 岩手県 盛岡市
株式会社中原商店 岩手県 盛岡市
株式会社バセロン 岩手県 盛岡市
社会福祉法人常心福祉会 岩手県 北上市
株式会社西部開発農産 岩手県 北上市
株式会社金澤電気工業所 岩手県 一関市
有限会社宍戸 岩手県 一関市
株式会社牧野産建 岩手県 一関市
特定非営利活動法人三の丸ひまわり 岩手県 二戸市
株式会社ニュートン 岩手県 八幡平市
株式会社及兵 岩手県 奥州市
有限会社渡辺製材所 岩手県 奥州市
株式会社越戸商店 岩手県 普代村
近藤 聖二 岩手県
横瀬 隆夫 岩手県
株式会社青葉ビル 宮城県 仙台市
株式会社サンセツ 宮城県 仙台市
株式会社スイケン 宮城県 仙台市
仙北薬品株式会社 宮城県 仙台市
太平電気株式会社 宮城県 仙台市
株式会社深松組 宮城県 仙台市
一般社団法人宮城県自動車整備振興会 宮城県 仙台市
株式会社むつみホーム 宮城県 仙台市
株式会社山国 宮城県 仙台市
株式会社竜門園 宮城県 仙台市
医療法人怜翔会 宮城県 仙台市
有限会社永登電設 宮城県 名取市
有限会社サンワ技研 宮城県 名取市
株式会社東北電気設備工業 宮城県 多賀城市
有限会社佐藤住宅設備 宮城県 登米市
株式会社登米精巧 宮城県 登米市
中川木材株式会社 宮城県 東松島市
荒雄建設株式会社 宮城県 大崎市
鳴子ホテルマネジメント株式会社 宮城県 大崎市
株式会社新澤醸造店 宮城県 大崎市
株式会社リライト 宮城県 富谷市
フジサイ工建株式会社 宮城県 大河原町
株式会社山春建設 宮城県 村田町
木村設備工業株式会社 宮城県 亘理町
株式会社イマキヨ 宮城県 大和町
荒井 一男 宮城県
篠原 誠 宮城県
髙橋 茂樹 宮城県
高橋 儀昭 宮城県
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武野 亮一 宮城県
田中 吉之 宮城県
馬場 謙二 宮城県
久道 正博 宮城県
株式会社秋田ニューバイオファーム 秋田県 由利本荘市
株式会社三義 秋田県 由利本荘市
石田 雄一 秋田県
小坂 一彦 秋田県
藤田 太良 秋田県
株式会社加藤建築 山形県 山形市
東海林建材株式会社 山形県 山形市
株式会社山形ビニール商会 山形県 山形市
有限会社ワイ・エム・シー 山形県 山形市
東南電気工事株式会社 山形県 米沢市
有限会社ニットムラセン 山形県 米沢市
株式会社ウエノ 山形県 鶴岡市
阿部建設株式会社 山形県 上山市
医療法人杏山会 山形県 長井市
株式会社斎藤建設 山形県 東根市
株式会社横尾機興 山形県 東根市
有限会社大野建築設計亊務所 福島県 福島市
福島造機工業株式会社 福島県 福島市
株式会社文化堂 福島県 福島市
株式会社ＭＡＬＴＡ 福島県 福島市
渡辺エンジニアリング株式会社 福島県 福島市
田中建設工業株式会社 福島県 会津若松市
藤会建設株式会社 福島県 会津若松市
株式会社東北入谷まちづくり建設 福島県 会津若松市
有限会社なごやか 福島県 会津若松市
八ッ橋設備株式会社 福島県 会津若松市
株式会社新井設備 福島県 郡山市
有限会社折笠工務店 福島県 郡山市
有限会社東洋設備工業 福島県 郡山市
初瀬電材株式会社 福島県 郡山市
株式会社増子設備 福島県 郡山市
株式会社瀨谷体育産業 福島県 いわき市
株式会社福島スイケンエンジニアリング 福島県 いわき市
株式会社光陽社 福島県 白河市
株式会社中村工務所 福島県 白河市
高橋電機株式会社 福島県 二本松市
齋藤電建工業株式会社 福島県 伊達市
株式会社亀岡治具製作所 福島県 桑折町
関根木材工業株式会社 福島県 南会津町
有限会社小瀧運送店 福島県 会津坂下町
共進工業株式会社 福島県 富岡町
羽鳥 雄三 福島県
日本システム・エイト株式会社 茨城県 水戸市
有限会社加瀬野商会 茨城県 土浦市
有限会社山口電気商会 茨城県 石岡市
株式会社ワークスヤグチ 茨城県 石岡市
株式会社カネヒデ出荷組合 茨城県 下妻市
株式会社安藤測量設計 茨城県 高萩市
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株式会社ＫＳＫ 茨城県 取手市
株式会社里山建築研究所 茨城県 つくば市
株式会社ウィンテック 茨城県 ひたちなか市
株式会社上肥 茨城県 ひたちなか市
石津産業株式会社 茨城県 鹿嶋市
下館鉄興株式会社 茨城県 筑西市
株式会社　吉見屋 茨城県 筑西市
玉造建設株式会社 茨城県 桜川市
有限会社バッカスサイトウ 茨城県 桜川市
有限会社久松設備 茨城県 美浦村
大場 英之 茨城県
株式会社安島組 栃木県 宇都宮市
宇都宮ヤマイチ株式会社 栃木県 宇都宮市
株式会社エスホーム 栃木県 宇都宮市
株式会社コアテック 栃木県 宇都宮市
有限会社Ｊ－ＢＬＵＥ 栃木県 宇都宮市
株式会社スキット 栃木県 宇都宮市
ＭＩＮＡＴＯ株式会社 栃木県 宇都宮市
有限会社櫛田エンジニア 栃木県 足利市
株式会社Ａｓａｚｕｍａコーポレーション 栃木県 栃木市
日本精管有限会社 栃木県 栃木市
株式会社野中工業所 栃木県 佐野市
株式会社ホテルつがの木 栃木県 日光市
株式会社ヒタチ設備 栃木県 小山市
株式会社岩見 栃木県 矢板市
株式会社ＨＩＴＥＣ 栃木県 那須塩原市
佐藤 篤 栃木県
三上 公博 栃木県
株式会社サンビック 群馬県 前橋市
東洋測量設計株式会社 群馬県 前橋市
西メディカルサービス株式会社 群馬県 前橋市
橋元興業株式会社 群馬県 前橋市
株式会社ＭＩＫＡＴＡ 群馬県 前橋市
株式会社ヤマイチ 群馬県 前橋市
阿久澤電機株式会社 群馬県 高崎市
医療法人笠野歯科医院 群馬県 高崎市
株式会社関東特殊防水 群馬県 高崎市
株式会社ＧＲＡＩＺ 群馬県 高崎市
株式会社白川調査測量事務所 群馬県 高崎市
株式会社セイモー 群馬県 高崎市
有限会社ＨＡＰＰＹ　ＩＳＬＡＮＤ 群馬県 高崎市
林工業株式会社 群馬県 高崎市
平成建工株式会社 群馬県 高崎市
有限会社矢原製作所 群馬県 高崎市
株式会社ワテックス 群馬県 伊勢崎市
株式会社ケーテック 群馬県 太田市
株式会社豊田工務店 群馬県 藤岡市
社会福祉法人チハヤ会 群馬県 みどり市
株式会社山岸鍛工 群馬県 みどり市
株式会社関工務所 群馬県 川場村
有限会社須藤工機製作所 群馬県 千代田町
石川 美智雄 群馬県
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岡田 崇之 群馬県
加藤 勝明 群馬県
狩野 裕之 群馬県
桐渕 明祝 群馬県
手島 祐樹 群馬県
梁瀬 剛 群馬県
株式会社ＬＩＴエンジニアリング 埼玉県 さいたま市
株式会社海元 埼玉県 さいたま市
株式会社小暮測量設計 埼玉県 さいたま市
医療法人誠光会 埼玉県 さいたま市
有限会社仙波工務店 埼玉県 さいたま市
株式会社橋本印刷 埼玉県 さいたま市
有限会社萬店 埼玉県 さいたま市
株式会社ミニークホールディングス 埼玉県 さいたま市
株式会社ムサシノエンジニアリング 埼玉県 さいたま市
株式会社吉田東光 埼玉県 さいたま市
株式会社吉原 埼玉県 さいたま市
飯島電器工事株式会社 埼玉県 川越市
株式会社明電社 埼玉県 川越市
有限会社ふくち金型製作所 埼玉県 熊谷市
株式会社富士測量 埼玉県 熊谷市
株式会社村山技研 埼玉県 熊谷市
株式会社川口ダイカスト 埼玉県 川口市
株式会社新光ステンレス研磨 埼玉県 川口市
日本精密金型株式会社 埼玉県 川口市
増幸産業株式会社 埼玉県 川口市
ワールド流通株式会社 埼玉県 川口市
株式会社ケー・エム・イー 埼玉県 行田市
松坂屋建材株式会社 埼玉県 行田市
有限会社駒商会 埼玉県 秩父市
税理士法人ＩＤパートナーズ 埼玉県 所沢市
有限会社リーフ彫工 埼玉県 東松山市
有限会社御所設備 埼玉県 深谷市
三協設備株式会社 埼玉県 上尾市
株式会社ＳＳマッハ 埼玉県 越谷市
株式会社ＳＹＮＥＲＧＹ 埼玉県 越谷市
株式会社タコプラグループホールディングス 埼玉県 越谷市
株式会社ユウシン化学 埼玉県 越谷市
医療法人社団和浩会 埼玉県 越谷市
有限会社三井彫刻研究所 埼玉県 戸田市
有限会社ケーズワイ 埼玉県 朝霞市
株式会社エム企画 埼玉県 志木市
株式会社埼京リードウェイ 埼玉県 久喜市
新井工業株式会社 埼玉県 北本市
株式会社日米 埼玉県 八潮市
株式会社篠田住設 埼玉県 三郷市
医療法人輝朱会 埼玉県 坂戸市
株式会社ケンコーオプティクス 埼玉県 坂戸市
タカモリ空調サービス株式会社 埼玉県 吉見町
有限会社エムツー設計事務所 埼玉県 松伏町
内田 正敏 埼玉県
菅原 理恵 埼玉県
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羽田野 裕二 埼玉県
備後 元晴 埼玉県
有限会社佐瀬酒店 千葉県 千葉市
冨田電機工業株式会社 千葉県 千葉市
株式会社パレンテ 千葉県 千葉市
株式会社保坂設備 千葉県 千葉市
合同会社ルートブック 千葉県 千葉市
コネクトピープルズ株式会社 千葉県 船橋市
伸和建設株式会社 千葉県 船橋市
株式会社ひだまり設計工房 千葉県 船橋市
株式会社池田工業 千葉県 木更津市
有限会社小林大正園 千葉県 木更津市
野田清掃株式会社 千葉県 野田市
株式会社山﨑組 千葉県 茂原市
株式会社エポック 千葉県 成田市
有限会社MRK 千葉県 習志野市
Ｃ．Ｔ．Ｃカンパニー株式会社 千葉県 習志野市
株式会社大塚ビジネスサービス 千葉県 柏市
藤恵工業株式会社 千葉県 柏市
株式会社ジビショウ 千葉県 市原市
有限会社タナカ測量設計 千葉県 君津市
有限会社内藤電機 千葉県 袖ケ浦市
森機工株式会社 千葉県 袖ケ浦市
川端建設株式会社 千葉県 大網白里市
株式会社松嵜組 千葉県 睦沢町
秋山 龍平 千葉県
内堀 健二 千葉県
仲村 信慶 千葉県
株式会社加藤文明社印刷所 東京都 千代田区
株式会社川口衞構造設計事務所 東京都 千代田区
株式会社金星 東京都 千代田区
株式会社ケイエヌツーエンターテイメント 東京都 千代田区
株式会社ＣＯＬＡＢＯ 東京都 千代田区
三信工業株式会社 東京都 千代田区
プラナス株式会社 東京都 千代田区
株式会社保険審査サービス 東京都 千代田区
山口証券印刷株式会社 東京都 千代田区
株式会社リライン 東京都 千代田区
株式会社労務研究所 東京都 千代田区
株式会社ｉＳｔａｒ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ 東京都 中央区
株式会社オーバーシーズ・トラベル 東京都 中央区
銀座税理士法人 東京都 中央区
毛塚運輸株式会社 東京都 中央区
ＳｉｔｅＪｏｕｒｎａｌ合同会社 東京都 中央区
新日本住建株式会社 東京都 中央区
株式会社ソーケン 東京都 中央区
株式会社ニッセン・ワイケイ 東京都 中央区
日本橋中央税理士法人 東京都 中央区
株式会社長谷川大輔構造計画 東京都 中央区
フジスター株式会社 東京都 中央区
株式会社石上純也建築設計事務所 東京都 港区
ＫＥＩ株式会社 東京都 港区
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株式会社コンテンツ３ 東京都 港区
株式会社コンフォルト 東京都 港区
株式会社ＳＲＡＮ　ＤＥＳＩＧＮ 東京都 港区
医療法人社団飛成会 東京都 港区
有限会社アサカ設計事務所 東京都 新宿区
株式会社インテリノデザイン 東京都 新宿区
株式会社エコ・プラン 東京都 新宿区
株式会社設計工房イー・ディー 東京都 新宿区
ＴＳＲソリューションズ株式会社 東京都 新宿区
株式会社ねぎしフードサービス 東京都 新宿区
有限会社花月 東京都 文京区
株式会社雄進印刷 東京都 文京区
株式会社岩本組 東京都 台東区
ジー・プラン有限会社 東京都 台東区
昭和室内工業株式会社 東京都 台東区
株式会社環境整備 東京都 墨田区
國長金属株式会社 東京都 墨田区
グラパックジャパン株式会社 東京都 墨田区
江東矢崎サービス株式会社 東京都 墨田区
有限会社小島製作所 東京都 墨田区
医療法人社団瑞芳会 東京都 江東区
テツソー物流株式会社 東京都 江東区
常磐鋼帯株式会社 東京都 江東区
株式会社フクダ 東京都 江東区
ユニ・ワールド株式会社 東京都 江東区
エンペックス気象計株式会社 東京都 品川区
株式会社セプト 東京都 品川区
大宇宙ジャパン株式会社 東京都 品川区
中央工設株式会社 東京都 品川区
三和工業株式会社 東京都 目黒区
株式会社天然社 東京都 目黒区
株式会社井上製作所 東京都 大田区
株式会社建大 東京都 大田区
太産工業株式会社 東京都 大田区
東京金属工業株式会社 東京都 大田区
東洋電熱株式会社 東京都 大田区
株式会社トータルプラス 東京都 大田区
日本アイテック株式会社 東京都 大田区
日本コーキ株式会社 東京都 大田区
豊和工業株式会社 東京都 大田区
株式会社犬飼金型 東京都 世田谷区
Ｋｉｏ合同会社 東京都 世田谷区
医療法人社団惠安会 東京都 世田谷区
社会福祉法人つながりの会 東京都 世田谷区
株式会社無相創 東京都 世田谷区
フジコーワ工業株式会社 東京都 世田谷区
株式会社エスアイエス 東京都 渋谷区
エスプロム株式会社 東京都 渋谷区
株式会社ガイア・デザイン・スタジオ一級建築士事務所 東京都 渋谷区
株式会社光文堂インターナショナル 東京都 渋谷区
株式会社桜設計集団構造設計室 東京都 渋谷区
医療法人社団渋美会 東京都 渋谷区
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株式会社ダイス設計 東京都 渋谷区
株式会社モーリコーポレーシヨン 東京都 渋谷区
リスロンブライト株式会社 東京都 渋谷区
株式会社いぐれっく 東京都 中野区
株式会社東宝ハウス杉並 東京都 杉並区
株式会社ナカエ・アーキテクツ 東京都 杉並区
株式会社樋口設備設計 東京都 杉並区
ベネフィット社会保険労務士法人 東京都 豊島区
株式会社小橋商会 東京都 北区
株式会社Ｎｅｘｔ　Ｔｉｍｅ 東京都 北区
福岡スチール株式会社 東京都 荒川区
イーデーエム株式会社 東京都 板橋区
三田ハウジング株式会社 東京都 板橋区
株式会社ミヤビ工業 東京都 板橋区
カネカ建設株式会社 東京都 練馬区
株式会社セシモ設計 東京都 練馬区
株式会社平辻工業 東京都 練馬区
株式会社エムアンドティテクノ 東京都 葛飾区
美義屋株式会社 東京都 葛飾区
株式会社こだま 東京都 江戸川区
株式会社ジェーエム製作所 東京都 江戸川区
有限会社和建築計画 東京都 八王子市
創輝株式会社 東京都 八王子市
医療法人社団山本歯科医院 東京都 八王子市
税理士法人藤花 東京都 立川市
株式会社佐藤電機製作所 東京都 三鷹市
弘和産業株式会社 東京都 青梅市
株式会社精興社 東京都 青梅市
株式会社ソキヤプランニング 東京都 町田市
株式会社ニック 東京都 町田市
有限会社ノボル企業 東京都 町田市
株式会社公和設備 東京都 小平市
株式会社アリバーズ 東京都 日野市
株式会社地盤調査事務所 東京都 日野市
株式会社福祉工房アイ・ディ・エス 東京都 日野市
株式会社アドバンス 東京都 東村山市
株式会社佐々木測量 東京都 東村山市
エヌ・エー設備株式会社 東京都 福生市
株式会社Ｏ・Ｅ・Ｃ 東京都 武蔵村山市
株式会社東郊建設 東京都 あきる野市
株式会社アシスト 東京都 西東京市
阿部 力 東京都
石川 典弘 東京都
石田 裕美 東京都
井田 晃司 東京都
金子 泰雄 東京都
齋藤 康暢 東京都
高橋 輝行 東京都
谷藤 雅徳 東京都
富塚 百々子 東京都
成川 史子 東京都
生原 直希 東京都
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槇本 しのぶ 東京都
松澤 勲 東京都
山下 哲也 東京都
吉田 厚 東京都
吉村 公一 東京都
会津電業株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社インテリジェント・サイエンス 神奈川県 横浜市
医療法人社団ＥＩＹＵ 神奈川県 横浜市
株式会社エー・ピー・ジー 神奈川県 横浜市
株式会社ＳＤＫ 神奈川県 横浜市
加藤電機株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社ケイエス設計 神奈川県 横浜市
株式会社コイズミツール 神奈川県 横浜市
医療法人社団さくら会 神奈川県 横浜市
株式会社セットアップ 神奈川県 横浜市
竹虎ホールディングス株式会社 神奈川県 横浜市
有限会社タチバナ薬局 神奈川県 横浜市
有限会社綱島中央薬局 神奈川県 横浜市
株式会社東海建物 神奈川県 横浜市
東和絞工業株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社トキワ 神奈川県 横浜市
株式会社直紀建設 神奈川県 横浜市
株式会社成設計 神奈川県 横浜市
日本精密株式会社 神奈川県 横浜市
一造園土木株式会社 神奈川県 横浜市
プリンス電機株式会社 神奈川県 横浜市
峰光電子株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社ミロツト 神奈川県 横浜市
医療法人社団勇和会 神奈川県 横浜市
株式会社横浜アーチスト 神奈川県 横浜市
株式会社横浜ホームビルド 神奈川県 横浜市
株式会社ワカバヤシ 神奈川県 横浜市
医療法人社団じゅらく会 神奈川県 川崎市
鈴木緑化建設株式会社 神奈川県 川崎市
北信精工株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社マリネアライフラフト 神奈川県 川崎市
株式会社八木工務店 神奈川県 川崎市
株式会社ユーフォリアファミリー 神奈川県 川崎市
オーセンテック株式会社 神奈川県 相模原市
株式会社向洋技研 神奈川県 相模原市
株式会社ハギワラ 神奈川県 相模原市
株式会社ｒｅ－フロンティア 神奈川県 相模原市
社会福祉法人貴峯 神奈川県 平塚市
株式会社サンユー 神奈川県 平塚市
扶桑工業株式会社 神奈川県 平塚市
株式会社カネダ 神奈川県 藤沢市
有限会社三栄薬局 神奈川県 藤沢市
湘南送電工事株式会社 神奈川県 藤沢市
株式会社匠龍工業 神奈川県 藤沢市
有限会社むらかみ 神奈川県 藤沢市
株式会社ＪＲＣ 神奈川県 小田原市
山一産業株式会社 神奈川県 小田原市
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株式会社加賀妻工務店 神奈川県 茅ヶ崎市
湘南渡邊株式会社 神奈川県 茅ヶ崎市
有限会社三住精工 神奈川県 秦野市
神央設備株式会社 神奈川県 厚木市
株式会社ハーベスト 神奈川県 厚木市
株式会社森田電設 神奈川県 厚木市
株式会社エス・ティー・エス 神奈川県 大和市
有限会社日本ホームカンパニー 神奈川県 大和市
株式会社山不二 神奈川県 大和市
新日本工業株式会社 神奈川県 海老名市
株式会社タクマ精工 神奈川県 海老名市
人の森株式会社 神奈川県 海老名市
株式会社西海管工設備 神奈川県 綾瀬市
有限会社福原プロパン 神奈川県 葉山町
株式会社小島建材 神奈川県 寒川町
医療法人社団泰晴会 神奈川県 山北町
大河原 伸浩 神奈川県
大矢 郷重 神奈川県
椿 浩明 神奈川県
中村 善郎 神奈川県
古屋 吉之 神奈川県
本郷 厳生 神奈川県
吉野 正浩 神奈川県
医療法人社団健心会 新潟県 新潟市
恒陽測量株式会社 新潟県 新潟市
石水造園株式会社 新潟県 新潟市
マルシン食品株式会社 新潟県 新潟市
株式会社曙建設 新潟県 長岡市
しなの産業株式会社 新潟県 長岡市
株式会社マルシャン 新潟県 長岡市
株式会社小池組 新潟県 新発田市
株式会社安部技研 新潟県 小千谷市
株式会社アイウィル 新潟県 加茂市
税理士法人青海 新潟県 見附市
株式会社笹原建設 新潟県 見附市
株式会社捧設備 新潟県 燕市
株式会社三栄製作所 新潟県 燕市
藤次郎株式会社 新潟県 燕市
株式会社柳原組 新潟県 燕市
株式会社笠原建設 新潟県 糸魚川市
ウエノテックス株式会社 新潟県 上越市
有限会社ホテルコバヤシ 新潟県 上越市
有限会社新光園 新潟県 阿賀野市
株式会社戸垣建設 新潟県 南魚沼市
社会福祉法人八海福祉会 新潟県 南魚沼市
株式会社北越地所 新潟県 南魚沼市
山下 宙明 新潟県
株式会社アルシス 富山県 富山市
成友建設株式会社 富山県 富山市
泰東産業株式会社 富山県 富山市
花崎工業株式会社 富山県 富山市
株式会社Ｐｒｏｃｅｅｄ 富山県 富山市
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前田薬品工業株式会社 富山県 富山市
株式会社宮越印刷 富山県 富山市
株式会社ミヤモト家具 富山県 富山市
株式会社サンコー 富山県 高岡市
株式会社フジエー 富山県 高岡市
株式会社森の環 富山県 高岡市
株式会社シバタ建築設計事務所 富山県 小矢部市
中越興業株式会社 富山県 南砺市
株式会社船藤鉄工所 富山県 南砺市
有限会社山崎冷菓 富山県 南砺市
有限会社上野瓦店 富山県 入善町
株式会社下澤養鶏 富山県 朝日町
笹野 辰雄 富山県
田中 良一 富山県
株式会社アヅマ 石川県 金沢市
シーダーホームズ株式会社 石川県 金沢市
有限会社ジェーエス設備事務所 石川県 金沢市
株式会社大同事業 石川県 金沢市
株式会社トコシエ 石川県 金沢市
株式会社ナカタケ 石川県 金沢市
株式会社ふらん・どーる 石川県 金沢市
株式会社フレイヤホーム 石川県 金沢市
株式会社北都組 石川県 金沢市
株式会社松井製作所 石川県 金沢市
株式会社環境日本海サービス公社 石川県 七尾市
株式会社千場建設 石川県 七尾市
有限会社徳サン工業 石川県 七尾市
能登一青果株式会社 石川県 七尾市
有限会社宮田自動車商会 石川県 七尾市
株式会社近江工業所 石川県 小松市
コマツキカイ株式会社 石川県 小松市
石川樹脂工業株式会社 石川県 加賀市
松栄水産株式会社 石川県 加賀市
社会福祉法人鶴来会 石川県 白山市
株式会社トミナガ 石川県 白山市
有限会社ホープオート 石川県 白山市
有限会社南蜂蜜研究所 石川県 白山市
医療法人社団洋和会 石川県 野々市市
山副 竜朗 石川県
有限会社奥義肢製作所 福井県 福井市
株式会社岡本ペンキ店 福井県 敦賀市
アルファ株式会社 福井県 鯖江市
大和建設工業株式会社 福井県 鯖江市
株式会社共立不動産 福井県 坂井市
上坂 祐司 福井県
有限会社清水工設 山梨県 南アルプス市
株式会社Ｈａｐｐｉｎｅｓｓあさひ会 山梨県 南アルプス市
中澤 健次 山梨県
三森 雅矢 山梨県
株式会社シセン 長野県 松本市
株式会社日研コンサル 長野県 松本市
株式会社三代澤酒店 長野県 松本市
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有限会社入亀酒店 長野県 駒ヶ根市
株式会社木内ホンダ 長野県 中野市
有限会社上原鈑金塗装工業 長野県 茅野市
有限会社住まい考房 長野県 塩尻市
有限会社ボディーサービス松山 長野県 塩尻市
株式会社ＲＯＡＤ　ＡＲＴ 長野県 塩尻市
信州サンコーポレーション株式会社 長野県 千曲市
有限会社重田自動車 長野県 立科町
有限会社羽田モーター商会 長野県 立科町
有限会社与根山建設 長野県 中川村
株式会社エフプラス 長野県 松川町
有限会社田中鉄筋 長野県 松川町
有限会社桜井商会 長野県 高森町
田澤 寛康 長野県
株式会社大野組 岐阜県 岐阜市
株式会社オンダテクノ 岐阜県 岐阜市
有限会社髙納商店 岐阜県 岐阜市
株式会社松尾商店 岐阜県 岐阜市
有限会社毛利 岐阜県 岐阜市
有限会社西濃防災 岐阜県 大垣市
大辰工業株式会社 岐阜県 大垣市
株式会社東海電化工業所 岐阜県 大垣市
長良電業株式会社 岐阜県 大垣市
株式会社東明 岐阜県 多治見市
株式会社張文 岐阜県 多治見市
株式会社山悦 岐阜県 多治見市
株式会社グラベル・クリーン 岐阜県 関市
株式会社タイメック 岐阜県 関市
株式会社ハラモク 岐阜県 中津川市
羽島商事株式会社 岐阜県 羽島市
株式会社アパックス 岐阜県 恵那市
昭和製陶株式会社 岐阜県 土岐市
有限会社ジャパンエンジニアリングサービス 岐阜県 各務原市
株式会社Ｆ－ｔｅｃ 岐阜県 可児市
株式会社メカトロニクス 岐阜県 飛騨市
株式会社エクストラクト 岐阜県 本巣市
株式会社曽我組 岐阜県 下呂市
松田建設株式会社 岐阜県 下呂市
株式会社テクアス 岐阜県 岐南町
有限会社瀬川工務店 岐阜県 揖斐川町
有限会社丸大産業 岐阜県 揖斐川町
株式会社ＧＲＯＶＥ 岐阜県 池田町
マルカ空調株式会社 岐阜県 池田町
伊佐地 秀次 岐阜県
梅田 広久 岐阜県
二村 結城 岐阜県
箕川 拓未 岐阜県
ＩＭＡＣ合同会社 静岡県 静岡市
株式会社イースタイル 静岡県 静岡市
医療法人社団グリーン歯科 静岡県 静岡市
株式会社中村工作所 静岡県 静岡市
株式会社日建 静岡県 静岡市
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株式会社ＭＡＴＳＵＯ 静岡県 静岡市
有限会社モア設備設計事務所 静岡県 静岡市
荒沢株式会社 静岡県 浜松市
ＯＭソーラー株式会社 静岡県 浜松市
小栗機械設計合同会社 静岡県 浜松市
株式会社小山金物 静岡県 浜松市
ソネック株式会社 静岡県 浜松市
株式会社浜名湖ホームサービス 静岡県 浜松市
浜松倉庫株式会社 静岡県 浜松市
三鈴ゴム興業株式会社 静岡県 浜松市
東工業株式会社 静岡県 沼津市
株式会社イズラシ 静岡県 沼津市
平和タクシー株式会社 静岡県 沼津市
医療法人社団ＲＯＯＴ 静岡県 沼津市
藤原造園株式会社 静岡県 熱海市
有限会社矢崎設備 静岡県 富士宮市
大鐘測量設計株式会社 静岡県 島田市
株式会社一商会 静岡県 富士市
株式会社山﨑 静岡県 富士市
株式会社ワショウ精機 静岡県 富士市
朝日住宅株式会社 静岡県 磐田市
株式会社オーミ 静岡県 磐田市
株式会社村上商店 静岡県 磐田市
株式会社竜洋 静岡県 磐田市
株式会社伊東建設 静岡県 焼津市
メガロ化工株式会社 静岡県 焼津市
株式会社佐藤工業所 静岡県 藤枝市
株式会社杉山工務店 静岡県 藤枝市
株式会社ひしだいパックス 静岡県 袋井市
株式会社紀和産業 静岡県 湖西市
医療法人社団山本歯科医院 静岡県 湖西市
有限会社サクライ 静岡県 伊豆の国市
秋庭 裕 静岡県
恩田 尚余 静岡県
鈴木 克美 静岡県
清 健児 静岡県
古屋 博敏 静岡県
堀江 薫雄 静岡県
山﨑 敬晃 静岡県
若尾 二郎 静岡県
株式会社アイテック 愛知県 名古屋市
株式会社葵フーズディナーズ 愛知県 名古屋市
アサキン設備有限会社 愛知県 名古屋市
株式会社アサダ 愛知県 名古屋市
伊吹物産株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社エス・ビー・サービス 愛知県 名古屋市
株式会社ＮＳＲ 愛知県 名古屋市
株式会社ＮＴＳ 愛知県 名古屋市
株式会社サービスクリエイト 愛知県 名古屋市
三巳建設株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社昭和 愛知県 名古屋市
杉浦エンジニアリング合同会社 愛知県 名古屋市
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株式会社スペース設計エンジニアリング 愛知県 名古屋市
株式会社スマートプラネット 愛知県 名古屋市
株式会社ソレア 愛知県 名古屋市
大興電機株式会社 愛知県 名古屋市
たいこうフーヅ株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社高田製作所 愛知県 名古屋市
竹田設計工業株式会社 愛知県 名古屋市
東洋フオーム印刷株式会社 愛知県 名古屋市
中日本氷糖株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ナガラ 愛知県 名古屋市
八一産業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社光商会 愛知県 名古屋市
株式会社プレス・トーク 愛知県 名古屋市
名北電気工事株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ロジャック 愛知県 名古屋市
株式会社斎藤塗工店 愛知県 豊橋市
株式会社エレステ警備保障岡崎 愛知県 岡崎市
小沢ガス産業株式会社 愛知県 一宮市
川口合成株式会社 愛知県 一宮市
株式会社弘洋電機 愛知県 一宮市
日電株式会社 愛知県 一宮市
株式会社瀬戸大同 愛知県 瀬戸市
増岡窯業原料株式会社 愛知県 瀬戸市
合同会社ウズラ技研 愛知県 春日井市
株式会社コンテック 愛知県 春日井市
株式会社セイシンＡｔｏＺ 愛知県 春日井市
セイフラインズ株式会社 愛知県 春日井市
株式会社テレサス 愛知県 春日井市
特定非営利活動法人まちのエキスパネット 愛知県 春日井市
株式会社ライフプランニング 愛知県 春日井市
若狭建工業株式会社 愛知県 春日井市
株式会社伊藤運送 愛知県 豊川市
医療法人いとう歯科クリニック 愛知県 豊川市
城所土木建設株式会社 愛知県 豊川市
株式会社小嶋電設 愛知県 豊川市
親和ガス保安センター協同組合 愛知県 豊川市
社会福祉法人明世会 愛知県 豊川市
株式会社アイ・エム・コーポレーション 愛知県 津島市
千代田工業株式会社 愛知県 津島市
アット工業株式会社 愛知県 碧南市
コトブキ精機株式会社 愛知県 碧南市
佐元株式会社 愛知県 刈谷市
株式会社タイガーサッシュ製作所 愛知県 刈谷市
コムコ株式会社 愛知県 豊田市
社会福祉法人志楽園福祉会 愛知県 豊田市
株式会社スリーピース 愛知県 豊田市
株式会社高木工業所 愛知県 豊田市
株式会社フロンティアエボリューション 愛知県 豊田市
株式会社豊栄商会 愛知県 豊田市
有限会社豊南自動車 愛知県 豊田市
大見工業株式会社 愛知県 安城市
光徳運輸株式会社 愛知県 安城市
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株式会社ミリオンオートサービス 愛知県 安城市
株式会社もりたけ安城 愛知県 安城市
株式会社オケスエ 愛知県 西尾市
株式会社ミナト電機 愛知県 西尾市
株式会社ホンダカーズ蒲郡 愛知県 蒲郡市
昭和工業株式会社 愛知県 東海市
株式会社アイワ 愛知県 岩倉市
梶山建設株式会社 愛知県 北名古屋市
株式会社八幡ねじ 愛知県 北名古屋市
サンプラス株式会社 愛知県 美浜町
株式会社かとう電設 愛知県 幸田町
池上 一三 愛知県
畔栁 直周 愛知県
清水 大行 愛知県
鈴木 衛 愛知県
竹内 克豊 愛知県
田代 寛 愛知県
谷川 元康 愛知県
辻 俊彦 愛知県
中岡 俊貴 愛知県
二村 一樹 愛知県
堀 高規 愛知県
山田 隆司 愛知県
株式会社谷口リテール販売 三重県 四日市市
株式会社テラス 三重県 四日市市
株式会社晃エンジニアリング 三重県 四日市市
株式会社ヒルズ 三重県 四日市市
医療法人ワールデント 三重県 四日市市
有限会社ウェルフェア三重 三重県 伊勢市
株式会社湊 三重県 伊勢市
株式会社宮忠 三重県 伊勢市
有限会社北山建築 三重県 松阪市
株式会社パワープロ住健 三重県 松阪市
共和水道株式会社 三重県 桑名市
末松工業株式会社 三重県 鈴鹿市
株式会社マインド 三重県 鈴鹿市
株式会社生田 三重県 名張市
大同建設工業株式会社 三重県 伊賀市
エスケイライフ株式会社 三重県 菰野町
株式会社矢野組 三重県 朝日町
株式会社ドリームシーカー 三重県 大台町
大達建設株式会社 三重県 大紀町
紀伊建設株式会社 三重県 紀北町
株式会社大翔工業 三重県 紀北町
株式会社ウエジ建設 三重県 御浜町
岩原 崇泰 三重県
野口 佳史 三重県
野澤 美広 三重県
楊 睦義 三重県
株式会社勝村建設工業 滋賀県 大津市
有限会社佐倉工務所 滋賀県 大津市
株式会社白川測量設計事務所 滋賀県 大津市
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株式会社田口設備 滋賀県 大津市
株式会社日新設備 滋賀県 大津市
レーク商事株式会社 滋賀県 大津市
有限会社　ＡＢＣ　ＥＮＧＬＩＳＨ 滋賀県 彦根市
上田産業株式会社 滋賀県 長浜市
川瀬産商株式会社 滋賀県 長浜市
有限会社ＭＲＹコンサルタント 滋賀県 草津市
株式会社ＣＯＬＯＲ 滋賀県 守山市
株式会社キョーリン 滋賀県 守山市
株式会社日本アルテック 滋賀県 栗東市
川村商事株式会社 滋賀県 甲賀市
倉田建設株式会社 滋賀県 甲賀市
医療法人創成会 滋賀県 湖南市
谷澤 勝規 滋賀県
西村 晃一 滋賀県
株式会社あしだ 京都府 京都市
有限会社イシダ製作所 京都府 京都市
京環メンテナンス株式会社 京都府 京都市
京都新聞企画事業株式会社 京都府 京都市
共立自動車株式会社 京都府 京都市
株式会社コハラ 京都府 京都市
株式会社小山コンサルティング 京都府 京都市
株式会社ダイイチ 京都府 京都市
大都工業株式会社 京都府 京都市
大松株式会社 京都府 京都市
株式会社武田電気工業所 京都府 京都市
株式会社タザワ電気 京都府 京都市
株式会社ちきりやガーデン 京都府 京都市
株式会社寺内製作所 京都府 京都市
寺田薬泉工業株式会社 京都府 京都市
一般社団法人日本粉体工業技術協会 京都府 京都市
株式会社はーと＆はあとライフサポート 京都府 京都市
ＢＩＺＹＭＥ有限会社 京都府 京都市
有限会社三浦染工 京都府 京都市
ミヤオ設備株式会社 京都府 京都市
厶ゲンアップライズ株式会社 京都府 京都市
税理士法人メルクマール 京都府 京都市
株式会社矢尾幸 京都府 京都市
一般財団法人大和松寿会 京都府 京都市
株式会社ラジルマ 京都府 京都市
合同会社ＲＥ．ライフ 京都府 京都市
世紀建設株式会社 京都府 福知山市
谷村実業株式会社 京都府 福知山市
株式会社ＳＳＴ製造技術研究所 京都府 宇治市
株式会社トクシュ 京都府 宇治市
株式会社フォルティ 京都府 宇治市
株式会社リースマット 京都府 宇治市
有限会社忠建設 京都府 亀岡市
株式会社京都設計 京都府 向日市
中西機械株式会社 京都府 南丹市
株式会社ｆａｔマネジメント 京都府 南丹市
社会福祉法人三福福祉会 京都府 木津川市
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有限会社松尾商店 京都府 井手町
株式会社大仙工務店 京都府 精華町
株式会社ニシジマ工業所 京都府 精華町
奥林 純一 京都府
小西 幸喜 京都府
立花 滋男 京都府
堀部 勉 京都府
文字 秀明 京都府
山田 裕一 京都府
株式会社ａｒｔｉｃａｌ 大阪府 大阪市
株式会社アイエンス 大阪府 大阪市
株式会社アクティス 大阪府 大阪市
アサヒ産業株式会社 大阪府 大阪市
アサミ計測情報株式会社 大阪府 大阪市
アサミ情報システム株式会社 大阪府 大阪市
株式会社アッシュ 大阪府 大阪市
株式会社アットアームズ 大阪府 大阪市
有限会社アトリエジグソー 大阪府 大阪市
医療法人天野クリニック 大阪府 大阪市
有限会社井筒製作所 大阪府 大阪市
内波電器株式会社 大阪府 大阪市
医療法人栄新会 大阪府 大阪市
株式会社永都設計 大阪府 大阪市
株式会社ＡＣＴ　ＪＡＰＡＮ 大阪府 大阪市
株式会社ＳＧＳ 大阪府 大阪市
ＮＫＧＷ株式会社 大阪府 大阪市
医療法人大草徳庵歯科医院 大阪府 大阪市
カシハラ鐵構株式会社 大阪府 大阪市
株式会社こうはら 大阪府 大阪市
株式会社Ｃｏｚｙ 大阪府 大阪市
株式会社コノエ 大阪府 大阪市
山上精機株式会社 大阪府 大阪市
山陽建設工業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社シザコンサルティング 大阪府 大阪市
合同会社Ｃｉｎｅｒｇｉａ 大阪府 大阪市
株式会社住環設備 大阪府 大阪市
株式会社ショーザン 大阪府 大阪市
有限会社杉本金型製作所 大阪府 大阪市
株式会社住まいるコム 大阪府 大阪市
株式会社整伸 大阪府 大阪市
セイワ産業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ソーケム 大阪府 大阪市
第一精工株式会社 大阪府 大阪市
株式会社タツシン 大阪府 大阪市
株式会社鳥芳 大阪府 大阪市
株式会社ＮＡＫＡＧＡＷＡ 大阪府 大阪市
株式会社なが乃太重郎 大阪府 大阪市
南部建設株式会社 大阪府 大阪市
株式会社日建設備エンジニアリング 大阪府 大阪市
株式会社ニッコー 大阪府 大阪市
株式会社ニッコー 大阪府 大阪市
日新ネットワークス株式会社 大阪府 大阪市
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医療法人年梅歯科クリニツク 大阪府 大阪市
株式会社ノットコーポレーション 大阪府 大阪市
阪急鉄工株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ピュアラル 大阪府 大阪市
株式会社ヒラバヤシ 大阪府 大阪市
株式会社ファサードコミュニケーションズ 大阪府 大阪市
医療法人富寿会 大阪府 大阪市
慎希包装株式会社 大阪府 大阪市
松井鋼材株式会社 大阪府 大阪市
株式会社松本組 大阪府 大阪市
安田薬品株式会社 大阪府 大阪市
株式会社由川メディカルサービス 大阪府 大阪市
株式会社吉川工務店 大阪府 大阪市
吉永商事株式会社 大阪府 大阪市
株式会社レガーロ 大阪府 大阪市
医療法人わかば会 大阪府 大阪市
有限会社 和田建築システム開発 大阪府 大阪市
株式会社ワダトク 大阪府 大阪市
有限会社エーエムイズミ 大阪府 堺市
株式会社エディカル 大阪府 堺市
株式会社ＫＧＳ 大阪府 堺市
金剛セメント工業株式会社 大阪府 堺市
堺トレード株式会社 大阪府 堺市
株式会社三友測量 大阪府 堺市
株式会社システム電気防災 大阪府 堺市
株式会社中西工業所 大阪府 堺市
株式会社パイモア 大阪府 堺市
有限会社藤浪自動車商会 大阪府 堺市
株式会社ボンビアルコン 大阪府 堺市
株式会社山下商会 大阪府 堺市
株式会社石堂鋼商店 大阪府 豊中市
株式会社中山石渠 大阪府 豊中市
医療法人社団建歯会 大阪府 吹田市
ジャパンマテリアル株式会社 大阪府 吹田市
株式会社シリング 大阪府 吹田市
株式会社マルマス 大阪府 吹田市
株式会社ａｆｉｃ 大阪府 高槻市
株式会社タイシン 大阪府 高槻市
株式会社坂本設計技術開発研究所 大阪府 枚方市
株式会社山清 大阪府 枚方市
高島建設株式会社 大阪府 枚方市
ＲＩＳＥ株式会社 大阪府 枚方市
小倉美術印刷株式会社 大阪府 八尾市
グリーン株式会社 大阪府 八尾市
さくら精機株式会社 大阪府 八尾市
医療法人真勇会 大阪府 八尾市
有限会社スワン 大阪府 八尾市
株式会社西村機械製作所 大阪府 八尾市
松勢鋼材株式会社 大阪府 八尾市
株式会社田中設計事務所 大阪府 富田林市
株式会社前田組 大阪府 寝屋川市
ＩＫロード株式会社 大阪府 河内長野市
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富田被服株式会社 大阪府 松原市
株式会社道下工業所 大阪府 松原市
上田容器株式会社 大阪府 大東市
株式会社金沢電機 大阪府 大東市
株式会社ガーデンラボ 大阪府 箕面市
株式会社看護リハビリサポートチーム 大阪府 箕面市
株式会社児島建設工業 大阪府 羽曳野市
有限会社松浦製作所 大阪府 摂津市
阿波建設工業株式会社 大阪府 高石市
エヌ・オー工事有限会社 大阪府 東大阪市
鍛冶平機工株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社カツロン 大阪府 東大阪市
株式会社カナオカ機材 大阪府 東大阪市
新英産業株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社森林コンサルタント 大阪府 東大阪市
ダイケン企業株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社ダイワ 大阪府 東大阪市
玉川水緑建設株式会社 大阪府 東大阪市
レジンクラフト株式会社 大阪府 東大阪市
オイゴ工業株式会社 大阪府 四條畷市
株式会社カーディール 大阪府 大阪狭山市
株式会社リーフ 大阪府 大阪狭山市
正信運輸有限会社 大阪府 忠岡町
山原石油株式会社 大阪府 岬町
株式会社千博キャリーネット 大阪府 千早赤阪村
石川 貴之 大阪府
板谷 光春 大阪府
今西 幸雄 大阪府
岩﨑 喬 大阪府
小原 具彦 大阪府
湖﨑 勇次 大阪府
新屋 敏 大阪府
相馬 季世子 大阪府
高尾 智恵 大阪府
田中 威誌 大阪府
土倉 久人 大阪府
中川 公貴 大阪府
日野 年澄 大阪府
平野 権栄 大阪府
廣田 育敬 大阪府
松岡 愼悟 大阪府
松澤 輝彦 大阪府
三木 彰 大阪府
宮嵜 克之 大阪府
宮田 良範 大阪府
村上 一将 大阪府
森本 哲弘 大阪府
矢野 文和 大阪府
山崎 智久 大阪府
和氣坂 六義 大阪府
渡邊 剛史 大阪府
株式会社ウエシン 兵庫県 神戸市
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岡田エンジニアリング株式会社 兵庫県 神戸市
ジャンボフェリー株式会社 兵庫県 神戸市
医療法人社団新神戸ひろせ眼科 兵庫県 神戸市
株式会社東栄商行 兵庫県 神戸市
日本コムテック株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社マルショー 兵庫県 神戸市
株式会社三宅電気工事 兵庫県 神戸市
有限会社アートオブウォー 兵庫県 姫路市
ダイナックス工業株式会社 兵庫県 姫路市
株式会社姫路樹脂化研 兵庫県 姫路市
マキウラ鋼業株式会社 兵庫県 姫路市
医療法人社団阿部歯科医院 兵庫県 尼崎市
株式会社大関工務店 兵庫県 尼崎市
株式会社ＯＴＣカウンセラーの会 兵庫県 尼崎市
大東精機株式会社 兵庫県 尼崎市
フコクインダストリー株式会社 兵庫県 尼崎市
メット株式会社 兵庫県 尼崎市
株式会社山内工作所 兵庫県 尼崎市
松村薬品工業株式会社 兵庫県 明石市
井上ヒーター株式会社 兵庫県 西宮市
医療法人社団タニダ歯科医院 兵庫県 西宮市
廣川建設株式会社 兵庫県 西宮市
有限会社北辰コーポレーシヨン 兵庫県 西宮市
日本ケアリフトサービス株式会社 兵庫県 伊丹市
株式会社マルヤマ建設 兵庫県 加古川市
医療法人社団奥田歯科クリニック 兵庫県 宝塚市
医療法人社団みうら歯科医院 兵庫県 川西市
株式会社小西鉄工 兵庫県 加西市
畑燃料株式会社 兵庫県 丹波篠山市
片岡工業株式会社 兵庫県 養父市
マツモト産業株式会社 兵庫県 南あわじ市
有限会社ダイキ開発 兵庫県 宍粟市
株式会社日伸電工 兵庫県 たつの市
医療法人社団わかば会 兵庫県 猪名川町
株式会社サンライズテクノ 兵庫県 福崎町
株式会社ＭＥリゾート播磨 兵庫県 神河町
有限会社開星興業 兵庫県 佐用町
株式会社山匠 兵庫県 佐用町
遠藤 寿一 兵庫県
置塩 淳夫 兵庫県
川添 純一郎 兵庫県
岨下 佑司 兵庫県
武貞 佳寿彦 兵庫県
谷口 嘉信 兵庫県
平野 潤一 兵庫県
廣内 昌隆 兵庫県
前田 吉太郎 兵庫県
安井 彩香 兵庫県
山﨑 俊明 兵庫県
山中 道子 兵庫県
吉田 紀夫 兵庫県
合同会社ＢＡＲＮＥＹ，Ｓ 奈良県 奈良市
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有限会社マスシステム 奈良県 奈良市
株式会社タケダ技研 奈良県 橿原市
株式会社ティーエムアール技研 奈良県 橿原市
株式会社英晃コンサルタント 奈良県 五條市
株式会社マルジュウ 奈良県 生駒市
株式会社千葉工業 奈良県 香芝市
安田組建設株式会社 奈良県 広陵町
株式会社レッグニットクリス 奈良県 広陵町
株式会社山村組 奈良県 吉野町
株式会社堀谷機販 奈良県 川上村
櫻井 晃二 奈良県
圖司 皓一 奈良県
森本 直也 奈良県
わかやま会計事務所株式会社 和歌山県 和歌山市
合同会社ｈａｎａ 和歌山県 海南市
株式会社キワコンサルタント 和歌山県 橋本市
株式会社稲垣商事 和歌山県 田辺市
株式会社阪和建設コンサルタント 和歌山県 田辺市
株式会社アセック 和歌山県 由良町
橋梁テックコンサルタンツ株式会社 和歌山県 みなべ町
宮本 政幸 和歌山県
株式会社ＬＥＴ 鳥取県 鳥取市
有限会社林オート 鳥取県 鳥取市
植田共栄株式会社 鳥取県 米子市
有限会社柳田建設 鳥取県 米子市
株式会社愛幸建設 鳥取県 倉吉市
有限会社ヒューマン＆エナジー鳥取 鳥取県 倉吉市
山陰化成工業株式会社 鳥取県 境港市
有限会社アリオン 鳥取県 伯耆町
松栄印刷有限会社 島根県 松江市
株式会社ダスキンまつえ 島根県 松江市
大国建築有限会社 島根県 出雲市
株式会社デイサービス・キートス 島根県 出雲市
株式会社キンヤ 島根県 雲南市
株式会社オーシャン 岡山県 岡山市
株式会社三祈 岡山県 岡山市
株式会社重藤組 岡山県 岡山市
株式会社新生工業 岡山県 岡山市
スポーツスピリット株式会社 岡山県 岡山市
トウカ冷熱工業株式会社 岡山県 岡山市
株式会社ニシテクノ 岡山県 岡山市
明生運輸株式会社 岡山県 岡山市
有限会社山口空調 岡山県 岡山市
有限会社猪井木型製作所 岡山県 倉敷市
株式会社黒田建匠 岡山県 倉敷市
山陽鉄工株式会社 岡山県 倉敷市
至純株式会社 岡山県 倉敷市
株式会社ＨＡＴＡ 岡山県 倉敷市
株式会社花辰コーポレーション 岡山県 倉敷市
株式会社三共住宅工業 岡山県 津山市
株式会社三備電業社 岡山県 新見市
津村運送有限会社 岡山県 備前市
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有限会社藤原建設工業所 岡山県 備前市
横山製網株式会社 岡山県 瀬戸内市
株式会社マルケイ 岡山県 真庭市
有限会社イマダ 岡山県 美作市
有限会社立間建設 岡山県 矢掛町
株式会社津尾鉄工所 岡山県 矢掛町
有限会社南部建設 岡山県 美咲町
沖山 達哉 岡山県
本間 良平 岡山県
宗政 誠 岡山県
株式会社亜細亜・人財センター 広島県 広島市
株式会社アドアシステム 広島県 広島市
エーペックスコンサルタント株式会社 広島県 広島市
有限会社エム・ティー・オー 広島県 広島市
株式会社ＫＵＲＯＧＩ設計 広島県 広島市
有限会社サクラエンジニアリング 広島県 広島市
有限会社Ｓ・Ｅ・Ｅ・Ｄ総合技建 広島県 広島市
ジオレックス株式会社 広島県 広島市
社会保険労務士法人たんぽぽ会 広島県 広島市
有限会社智谷組 広島県 広島市
株式会社東洋高圧 広島県 広島市
株式会社猫島商店 広島県 広島市
有限会社ファンハウス 広島県 広島市
株式会社フォーライフコーポレーション 広島県 広島市
有限会社フォルテ建築研究所 広島県 広島市
福井建設株式会社 広島県 広島市
株式会社フジカラー広島中央 広島県 広島市
株式会社フジカワモータース 広島県 広島市
前田自動車株式会社 広島県 広島市
有限会社リラックス 広島県 広島市
有限会社石地設備 広島県 呉市
新光建設株式会社 広島県 呉市
株式会社忠建 広島県 呉市
広島漁網株式会社 広島県 呉市
藤井設備工業株式会社 広島県 呉市
有限会社　桐谷材木店 広島県 竹原市
株式会社啓文社エンタープライズ 広島県 尾道市
日装工業株式会社 広島県 尾道市
(株)ガスマック広島 広島県 福山市
株式会社クラハシ 広島県 福山市
株式会社佐藤設計 広島県 福山市
瀬戸電設工業株式会社 広島県 福山市
有限会社西明商店 広島県 東広島市
有限会社オキタ設備 広島県 安芸高田市
株式会社ＣＦＤ 広島県 府中町
ミヤケ工業有限会社 広島県 府中町
日本ホームガス協業組合 広島県 海田町
株式会社熊野オート 広島県 熊野町
池田 広子 広島県
兼池 宏治 広島県
鈴川 雅彦 広島県
八島 愛富 広島県
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株式会社センチュリー計画 山口県 下関市
株式会社ケー・エス・アール 山口県 宇部市
株式会社早川組 山口県 宇部市
株式会社エスケイテクノ 山口県 山口市
株式会社豪和建設 山口県 山口市
株式会社タムラ 山口県 山口市
社会保険労務士法人藤川労務管理事務所 山口県 山口市
株式会社ＨＲ建築事務所 山口県 萩市
誠和工営株式会社 山口県 防府市
アサヒ工業株式会社 山口県 下松市
有限会社竹中塗装工業 山口県 下松市
田村自動車工業有限会社 山口県 下松市
株式会社弘木技研 山口県 下松市
株式会社南陽マリン 山口県 周南市
松沢 憲治 山口県
有限会社天野鉄工所 徳島県 徳島市
株式会社イマデヤ 徳島県 徳島市
高島帆布有限会社 徳島県 徳島市
田村電設株式会社 徳島県 徳島市
有限会社アクト 徳島県 阿波市
有限会社たきはら手延製麺 徳島県 つるぎ町
株式会社桂組 香川県 高松市
株式会社サクラエクスプレス 香川県 高松市
株式会社四国貨物配送センター 香川県 高松市
株式会社四国テクノサービス 香川県 高松市
有限会社スミレ運送 香川県 高松市
ハタノ株式会社 香川県 高松市
有限会社　火の鳥四国 香川県 高松市
株式会社スペース設計 香川県 丸亀市
藤本工業株式会社 香川県 丸亀市
有限会社山本建設 香川県 善通寺市
株式会社うけがわ 香川県 観音寺市
株式会社三宅工務店 香川県 三豊市
丸虎食品工業株式会社 香川県 小豆島町
有限会社小野電気工業 香川県 まんのう町
松岡 綾子 香川県
片山電工株式会社 愛媛県 松山市
株式会社ネクストワン 愛媛県 松山市
協同組合フジタカ繊維 愛媛県 今治市
株式会社愛新 愛媛県 新居浜市
株式会社タブリック 愛媛県 新居浜市
株式会社ベルバクルー 愛媛県 西条市
阿川食品株式会社 愛媛県 伊予市
株式会社喜建設 愛媛県 伊予市
株式会社受川組 愛媛県 四国中央市
技研工機株式会社 愛媛県 四国中央市
外山商運株式会社 愛媛県 四国中央市
株式会社マルカワ 愛媛県 四国中央市
松村 剛 愛媛県
株式会社四国ダスキン 高知県 高知市
株式会社光テック 高知県 高知市
株式会社垣内 高知県 南国市
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福山水道工事有限会社 高知県 土佐清水市
株式会社コスモホームセキュリティ 福岡県 北九州市
測技開発株式会社 福岡県 北九州市
株式会社ダイケン 福岡県 北九州市
医療法人高須会 福岡県 北九州市
有限会社中島商事 福岡県 北九州市
日本メディコム株式会社 福岡県 北九州市
社会福祉法人福音会 福岡県 北九州市
株式会社星隈商店 福岡県 北九州市
株式会社アルマデ 福岡県 福岡市
九州安全モーター株式会社 福岡県 福岡市
九州キロニー株式会社 福岡県 福岡市
株式会社グローバルエンジニアリング 福岡県 福岡市
株式会社ＫＯＴＯＢＵＫＩ 福岡県 福岡市
株式会社さくらリアルティ 福岡県 福岡市
株式会社新日本企画 福岡県 福岡市
株式会社竹尾不動産 福岡県 福岡市
株式会社ダックス 福岡県 福岡市
株式会社千鳥饅頭総本舗 福岡県 福岡市
東洋建工株式会社 福岡県 福岡市
西日本ディックライト株式会社 福岡県 福岡市
株式会社汎機工業 福岡県 福岡市
株式会社別府梢風園 福岡県 福岡市
株式会社松永製作所 福岡県 福岡市
株式会社レーザマツシタ 福岡県 福岡市
ロジネッツ株式会社 福岡県 福岡市
医療法人村尾産婦人科クリニック 福岡県 大牟田市
有限会社江崎ふとん店 福岡県 久留米市
九州防水株式会社 福岡県 久留米市
株式会社キューボウ 福岡県 久留米市
合名会社早田材木店 福岡県 久留米市
株式会社コンドウ 福岡県 直方市
直方工業株式会社 福岡県 直方市
有限会社クロスロード 福岡県 田川市
九州エレクトロン株式会社 福岡県 柳川市
株式会社アオキ 福岡県 八女市
株式会社サードウェイブ 福岡県 宗像市
SHIBATA家工房合同会社 福岡県 古賀市
大和株式会社 福岡県 須恵町
阿部 恒 福岡県
池之上 正 福岡県
大淵 尚文 福岡県
片岡 浩海 福岡県
木部 義憲 福岡県
木村 和義 福岡県
馬場 清治 福岡県
三村 俊裕 福岡県
山澤 宣勝 福岡県
株式会社大本 佐賀県 佐賀市
国際技術コンサルタント株式会社 佐賀県 佐賀市
有限会社コスモス開発 佐賀県 佐賀市
有限会社宮城建設 佐賀県 佐賀市
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唐津瓦斯株式会社 佐賀県 唐津市
フクイＭ＆Ｃ株式会社 佐賀県 唐津市
有限会社舞鶴工業 佐賀県 唐津市
株式会社ユニオンワークス 佐賀県 鳥栖市
光栄菊酒造株式会社 佐賀県 小城市
医療法人社団栄寿会 佐賀県 江北町
古賀 素子 佐賀県
西原 直也 佐賀県
株式会社Ｍ－ＰＬＡＮ設計室 長崎県 長崎市
折田建設工業株式会社 長崎県 長崎市
社会保険労務士法人佐藤事務所 長崎県 長崎市
株式会社ＴＯＭＯシステム 長崎県 長崎市
株式会社興南商工 長崎県 佐世保市
有限会社山口水産 長崎県 佐世保市
西州建設株式会社 長崎県 諫早市
富陽建設株式会社 長崎県 諫早市
一般社団法人西彼杵医師会 長崎県 時津町
株式会社旭技研コンサルタント 熊本県 熊本市
株式会社　アトラス警備 熊本県 熊本市
株式会社近代文化設備設計 熊本県 熊本市
株式会社武本商店 熊本県 熊本市
株式会社トータルプラン福元 熊本県 熊本市
税理士法人松下税理士事務所 熊本県 熊本市
株式会社マンセル 熊本県 熊本市
有限会社山榮開発 熊本県 山鹿市
有限会社テクノ・アドバンス 熊本県 菊池市
北翔運輸有限会社 熊本県 菊陽町
株式会社横山建設 熊本県 芦北町
社会福祉法人慈光明徳会 熊本県 湯前町
有限会社橋本塗装 熊本県 あさぎり町
木下 健一 熊本県
上妻 由美子 熊本県
大分グラスロン有限会社 大分県 大分市
大分県社会保険労務士会 大分県 大分市
共立興業有限会社 大分県 大分市
有限会社ライフテック 大分県 大分市
合同会社RYOWA 大分県 大分市
ケイシン工業株式会社 大分県 中津市
医療法人慈仁会 大分県 中津市
株式会社ムクノ食品製造 大分県 中津市
有限会社芝設計 大分県 臼杵市
医療法人一貫軒 大分県 津久見市
株式会社後藤組 大分県 国東市
渡辺 友也 大分県
株式会社ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ３ 宮崎県 宮崎市
株式会社藤誠建設 宮崎県 都城市
株式会社松川測量設計 宮崎県 都城市
株式会社マルホウ 宮崎県 都城市
株式会社旭施工 鹿児島県 鹿児島市
有限会社エース設備設計 鹿児島県 鹿児島市
小野原認証測量設計株式会社 鹿児島県 鹿児島市
株式会社菊川鉄工 鹿児島県 鹿児島市
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株式会社九州ハイテック 鹿児島県 鹿児島市
有限会社小城冷熱工業 鹿児島県 鹿児島市
帝国倉庫運輸株式会社 鹿児島県 鹿児島市
南州コンクリート工業株式会社 鹿児島県 鹿児島市
東酒造株式会社 鹿児島県 鹿児島市
株式会社プロゴワス 鹿児島県 鹿児島市
株式会社南日本引越センター 鹿児島県 鹿児島市
有限会社森重花樹園 鹿児島県 鹿児島市
株式会社玲慎 鹿児島県 鹿児島市
国基建設株式会社 鹿児島県 鹿屋市
株式会社鮫正水産 鹿児島県 枕崎市
株式会社宇都組 鹿児島県 薩摩川内市
社会福祉法人明徳会 鹿児島県 霧島市
株式会社斉野建設 鹿児島県 志布志市
社会福祉法人更生会 鹿児島県 南九州市
有限会社皆元成和企画 鹿児島県 姶良市
ヨシムラ株式会社 鹿児島県 湧水町
石橋工業株式会社 沖縄県 那覇市
株式会社環境設計国建 沖縄県 那覇市
デュアル・アイ・ティー株式会社 沖縄県 那覇市
株式会社和晃 沖縄県 浦添市
合同会社オクマ商事 沖縄県 嘉手納町
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