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株式会社アクアグレース 北海道 札幌市
株式会社ＡＲＴＩＳＡＮさっぽろリハビリ・ラボ 北海道 札幌市
株式会社イチムラ 北海道 札幌市
医療法人社団一心会 北海道 札幌市
宴やフードサービス株式会社 北海道 札幌市
株式会社エーワークス 北海道 札幌市
株式会社ＳＫ道建工業 北海道 札幌市
株式会社エムジー・コーポレーション 北海道 札幌市
株式会社エリアハウジング 北海道 札幌市
大岡産業株式会社 北海道 札幌市
大富工業株式会社 北海道 札幌市
有限会社オガコーポレーション 北海道 札幌市
有限会社オフィス裕 北海道 札幌市
株式会社ＧｒａｎＶｉｌｌａｇｅ 北海道 札幌市
グローヴエンターテイメント株式会社 北海道 札幌市
啓亮すみれ電気株式会社 北海道 札幌市
医療法人社団建志会 北海道 札幌市
株式会社建装ダイワ 北海道 札幌市
株式会社幌南自動車整備工場 北海道 札幌市
医療法人社団ことにリーフ歯科 北海道 札幌市
株式会社コバルテック 北海道 札幌市
株式会社西華 北海道 札幌市
株式会社ＳＡＫＥ笑 北海道 札幌市
株式会社札幌建設工業 北海道 札幌市
医療法人社団札幌西歯科クリニック 北海道 札幌市
株式会社Ｓａｖｏｎ　ｄｅ　Ｓｉｅｓｔａ 北海道 札幌市
合同会社シアンネット 北海道 札幌市
株式会社シャルロット 北海道 札幌市
秀欧会福祉サービス株式会社 北海道 札幌市
特定非営利活動法人進学支援の会 北海道 札幌市
医療法人社団じんない歯科小児歯科クリニック 北海道 札幌市
新日鋼ワーク株式会社 北海道 札幌市
新和建設株式会社 北海道 札幌市
株式会社鈴木東建 北海道 札幌市
株式会社セナホーム企画 北海道 札幌市
株式会社セレモニーパートナーズ 北海道 札幌市
有限会社竹内工業 北海道 札幌市
株式会社竹道 北海道 札幌市
田中建設株式会社 北海道 札幌市
医療法人社団土田病院 北海道 札幌市
株式会社ＤＭＣ 北海道 札幌市
有限会社ティー・ケー・シー 北海道 札幌市
株式会社ＴＹＴ工房 北海道 札幌市
株式会社日栄建材 北海道 札幌市
日本西丹株式会社 北海道 札幌市
株式会社はなこ 北海道 札幌市
株式会社ビー・リガーレ 北海道 札幌市

令和2年度第三次補正サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業
＜2次締切分　C類型　交付決定事業者一覧＞

1 / 113 ページ



2021年8月31日

事業者名 都道府県 市区町村

有限会社フェネクトシステム 北海道 札幌市
株式会社不動産情報 北海道 札幌市
株式会社フリーシステム 北海道 札幌市
株式会社ｂｅｎｅｆｉｔ 北海道 札幌市
豊栄設備工業株式会社 北海道 札幌市
ホムペ株式会社 北海道 札幌市
有限会社マイダ工務店 北海道 札幌市
税理士法人マイタックス・パートナーズ 北海道 札幌市
株式会社明和設備工業 北海道 札幌市
株式会社よかず 北海道 札幌市
株式会社ＹＯＳＨＩ 北海道 札幌市
株式会社米山土建 北海道 札幌市
Ｌａｖｉｅパートナーズ株式会社 北海道 札幌市
リノベ札幌株式会社 北海道 札幌市
株式会社レックオン 北海道 札幌市
株式会社アキタ 北海道 函館市
有限会社臼尻石油商会 北海道 函館市
医療法人社団えんどう桔梗こどもクリニック 北海道 函館市
株式会社シマデン産業 北海道 函館市
有限会社聖充商事 北海道 函館市
高瀬環境緑化株式会社 北海道 函館市
有限会社富建不動産 北海道 函館市
三好建設工業株式会社 北海道 函館市
株式会社緑地保全 北海道 函館市
株式会社ＥＣＡランドアーキプランニング 北海道 小樽市
株式会社タンゼンテクニカルプロダクト 北海道 小樽市
株式会社光合金製作所 北海道 小樽市
株式会社８Ａ　ＧＡＲＡＧＥ 北海道 小樽市
有限会社アオイ建設工業 北海道 旭川市
株式会社アトリエ・ド・フゥ 北海道 旭川市
医療法人社団アロー会矢口歯科医院 北海道 旭川市
株式会社伊藤家石材店 北海道 旭川市
親松宮本建設株式会社 北海道 旭川市
カワモト白衣株式会社 北海道 旭川市
小林通商株式会社 北海道 旭川市
有限会社　創造板金 北海道 旭川市
道北バス株式会社 北海道 旭川市
日本メディカルプロダクツ株式会社 北海道 旭川市
株式会社ニューアクシス 北海道 旭川市
株式会社ノースクリエイト 北海道 旭川市
株式会社橋建 北海道 旭川市
茂田石油株式会社 北海道 旭川市
大同電設株式会社 北海道 室蘭市
株式会社ミヤタ技研工業 北海道 室蘭市
鶴雅観光開発株式会社 北海道 釧路市
鶴雅リゾート株式会社 北海道 釧路市
株式会社羽梨の翼 北海道 釧路市
株式会社ホテル山浦 北海道 釧路市
株式会社アクト 北海道 帯広市
株式会社エヌ・ケイ・シーソリューション 北海道 帯広市
学校法人帯広みどり学園 北海道 帯広市
株式会社ホーム創建 北海道 帯広市
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有限会社ホテル十勝屋 北海道 帯広市
桑原電工株式会社 北海道 北見市
有限会社児玉建設 北海道 北見市
株式会社佐藤自工 北海道 北見市
医療法人社団高橋歯科医院 北海道 北見市
特定非営利活動法人とむての森 北海道 北見市
北辰土建株式会社 北海道 北見市
株式会社イシカリ 北海道 岩見沢市
有限会社エムケーボデー 北海道 岩見沢市
東洋自動車工業株式会社 北海道 岩見沢市
山本建業株式会社 北海道 岩見沢市
株式会社網走北天の丘 北海道 網走市
有限会社三浦好商店 北海道 網走市
堀松産商株式会社 北海道 留萌市
有限会社前田燃料店 北海道 留萌市
株式会社金剛園 北海道 苫小牧市
盛興建設株式会社 北海道 苫小牧市
株式会社ソレイユの家 北海道 苫小牧市
株式会社藤原工業 北海道 苫小牧市
矢野建設株式会社 北海道 苫小牧市
atelier Kibaco株式会社 北海道 江別市
江別清掃株式会社 北海道 江別市
株式会社将軍ジャパン 北海道 江別市
北清コーポレーション株式会社 北海道 江別市
高桑建設株式会社 北海道 紋別市
佐藤建設管理株式会社 北海道 士別市
高橋建設株式会社 北海道 士別市
株式会社恵千フーズ 北海道 千歳市
株式会社Ｋ－ｈｏｕｓｅ 北海道 千歳市
日千工業株式会社 北海道 千歳市
株式会社ブルーツーリズム北海道 北海道 千歳市
株式会社木津川組 北海道 滝川市
株式会社田端本堂カンパニー 北海道 滝川市
株式会社小野寺施工開発社 北海道 深川市
技研測量設計株式会社 北海道 深川市
株式会社ヤマサン渡辺 北海道 登別市
株式会社キクザワ 北海道 恵庭市
医療法人社団世雄会 北海道 恵庭市
株式会社メモリアルむらもと 北海道 恵庭市
浪越石材株式会社 北海道 伊達市
株式会社菊池塗料店 北海道 石狩市
株式会社協英 北海道 石狩市
株式会社ノース・トラックス 北海道 石狩市
株式会社吉田土木工業 北海道 北斗市
株式会社亘栄 北海道 鹿部町
小澤電設工事株式会社 北海道 八雲町
有限会社四海堂 北海道 上ノ国町
株式会社若狭組 北海道 上ノ国町
株式会社庄木興業 北海道 余市町
谷田製菓株式会社 北海道 栗山町
㈱夏井坂組 北海道 妹背牛町
株式会社石井鉄工 北海道 東川町
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三津橋農産株式会社 北海道 下川町
株式会社サロベツ会館 北海道 幌延町
株式会社大和建設 北海道 雄武町
カネシメ松田水産株式会社 北海道 白老町
株式会社高橋建設 北海道 洞爺湖町
有限会社石谷建設 北海道 日高町
有限会社石川商店 北海道 浦河町
木野農業協同組合 北海道 音更町
高橋工務店株式会社 北海道 清水町
株式会社フクザワ・オーダー農機 北海道 芽室町
株式会社石橋建設 北海道 陸別町
浦幌フリーズドライ株式会社 北海道 浦幌町
板垣 一生 北海道
大川 博司 北海道
小木田 儀和 北海道
黒田 英一郎 北海道
鴫野 隆博 北海道
高橋 光 北海道
徳田 佳世美 北海道
鳥谷 奈保子 北海道
西川 卓志 北海道
野上 雅史 北海道
諸橋 真也 北海道
吉野 達也 北海道
吉村 治範 北海道
ＡＵＲＡ－Ｇｒｅｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ株式会社 青森県 青森市
青森空港ビル株式会社 青森県 青森市
株式会社中村自動車整備工場 青森県 青森市
ハートエンジニアオフィス株式会社 青森県 青森市
有限会社石大弘前商会 青森県 弘前市
有限会社くまばん 青森県 弘前市
株式会社城北 青森県 弘前市
株式会社永澤興業 青森県 弘前市
株式会社八藤工業 青森県 弘前市
株式会社浅利研究所 青森県 八戸市
株式会社オハナ 青森県 八戸市
北日本造船株式会社 青森県 八戸市
有限会社ケーピーエム 青森県 八戸市
有限会社サングリーン 青森県 八戸市
株式会社七洋 青森県 八戸市
株式会社日本システム 青森県 八戸市
ポストタクシー株式会社 青森県 八戸市
有限会社松橋大工設計 青森県 八戸市
有限会社長内電設工業 青森県 五所川原市
株式会社今工務所 青森県 五所川原市
東陽測量設計株式会社 青森県 十和田市
有限会社中村工務店 青森県 むつ市
株式会社あい 青森県 鰺ヶ沢町
株式会社竹内組 青森県 中泊町
株式会社鈴木造園 青森県 五戸町
有限会社若宮造園 青森県 五戸町
小鷹 柾幸 青森県
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株式会社雲水 岩手県 盛岡市
有限会社佐々円工務店 岩手県 盛岡市
ジュークアンリミテッド株式会社 岩手県 盛岡市
大日建設株式会社 岩手県 盛岡市
株式会社日盛ハウジング 岩手県 盛岡市
有限会社丸正カーサービス 岩手県 宮古市
有限会社タイコウ 岩手県 大船渡市
秋柴重機株式会社 岩手県 花巻市
有限会社ケイフーズ 岩手県 花巻市
株式会社不動建設 岩手県 花巻市
有限会社木の香の家－木精空間 岩手県 北上市
株式会社新田組 岩手県 久慈市
株式会社アイアン車体 岩手県 遠野市
株式会社立石工務店 岩手県 遠野市
医療法人社団育成会 岩手県 一関市
株式会社甲南 岩手県 一関市
株式会社舞石組 岩手県 一関市
株式会社川口工務店 岩手県 陸前高田市
有限会社工藤車体 岩手県 二戸市
株式会社小冨士製作所 岩手県 奥州市
株式会社七福人 岩手県 奥州市
井邦自動車鈑金塗装株式会社 岩手県 滝沢市
株式会社さくらエンタープライズ 岩手県 滝沢市
株式会社大共ホーム 岩手県 滝沢市
株式会社田中鉄建 岩手県 岩手町
有限会社山清建設 岩手県 紫波町
けせんプレカット事業協同組合 岩手県 住田町
熊谷 喜之 岩手県
ＥＡＲＴＨ　ＣＲＥＡＴＥ株式会社 宮城県 仙台市
株式会社浅野自動車 宮城県 仙台市
ｅ－ＪＥＣ東日本株式会社 宮城県 仙台市
稻荷タクシー有限会社 宮城県 仙台市
株式会社カーテックラボ 宮城県 仙台市
株式会社上郡店 宮城県 仙台市
カンタム情報システム株式会社 宮城県 仙台市
株式会社共栄住宅サービス 宮城県 仙台市
株式会社金魂 宮城県 仙台市
有限会社今野自動車 宮城県 仙台市
株式会社サンダイ 宮城県 仙台市
株式会社柴田建設工業 宮城県 仙台市
株式会社清水園 宮城県 仙台市
株式会社ソラッド 宮城県 仙台市
株式会社ダイエー商事 宮城県 仙台市
株式会社太陽事務機 宮城県 仙台市
株式会社たかやま 宮城県 仙台市
有限会社趙さんの味 宮城県 仙台市
日新設計株式会社 宮城県 仙台市
ハイフィールド税理士法人 宮城県 仙台市
株式会社ＢＰ仙台 宮城県 仙台市
平和エステート株式会社 宮城県 仙台市
株式会社ホームドライフ 宮城県 仙台市
株式会社宮城日化サービス 宮城県 仙台市
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リードホーム株式会社 宮城県 仙台市
有限会社ワイエムエンジニアリング 宮城県 仙台市
スリーテック株式会社 宮城県 石巻市
有限会社大森林グループ 宮城県 石巻市
株式会社ワタナベ企画 宮城県 名取市
松戸工業株式会社 宮城県 多賀城市
田口酒販株式会社 宮城県 登米市
株式会社ＡＯＩ 宮城県 栗原市
株式会社ＲＯＯＴＳ 宮城県 栗原市
株式会社ＡＧＲＩ　ＰＲＩＭＥ 宮城県 大崎市
医療法人社団明石台整形外科 宮城県 富谷市
有限会社旭測量設計 宮城県 富谷市
株式会社エル・ステージ 宮城県 富谷市
株式会社ＧＭ７ 宮城県 丸森町
エム・イー・テック株式会社 宮城県 亘理町
株式会社渡辺工務店 宮城県 亘理町
有限会社秀栄 宮城県 利府町
Ｇｒｅｅｎ－Ｒｏｏｍ株式会社 宮城県 大和町
社会福祉法人みんなの輪 宮城県 大衡村
株式会社沼正工務店 宮城県 南三陸町
大勝 晋一 宮城県
丸森 雅由 宮城県
カイテン株式会社 秋田県 秋田市
株式会社ミクマオート 秋田県 能代市
株式会社柏建設 秋田県 横手市
有限会社アトリエ建築設計室 秋田県 大館市
有限会社石垣プラント 秋田県 大館市
株式会社フレックス 秋田県 大館市
株式会社 布袋屋薬局 秋田県 大館市
株式会社インテック 秋田県 湯沢市
株式会社三栄機械 秋田県 由利本荘市
株式会社鈴木土木工業 秋田県 由利本荘市
株式会社秋田カーサポート 秋田県 大仙市
スガホーム合同会社 秋田県 大仙市
株式会社ＢＳＢ 秋田県 大仙市
北斗通信工業株式会社 秋田県 大仙市
有限会社アート住備 秋田県 北秋田市
有限会社永井工務店 秋田県 北秋田市
株式会社芳賀工務店 秋田県 北秋田市
有限会社ベストホーム 秋田県 北秋田市
株式会社田沢モータース 秋田県 仙北市
鶴谷産業株式会社 秋田県 美郷町
渡部 正明 秋田県
医療法人信祐会 山形県 山形市
株式会社鈴木建匠 山形県 山形市
有限会社清光堂工芸社 山形県 山形市
第一建材株式会社 山形県 山形市
有限会社武田工機 山形県 山形市
ネムール株式会社 山形県 山形市
株式会社丸祐吉田組 山形県 山形市
有限会社ヨシダプランニング 山形県 山形市
株式会社江村技建 山形県 米沢市
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株式会社広川製作所 山形県 米沢市
株式会社ミナガワ建設 山形県 米沢市
有限会社メカティックシマツ 山形県 米沢市
株式会社ユナイテッド 山形県 米沢市
有限会社アトリエイマジン 山形県 鶴岡市
株式会社五十嵐建業 山形県 鶴岡市
有限会社佐藤測量設計事務所 山形県 鶴岡市
鶴岡魚類株式会社 山形県 鶴岡市
有限会社阿部自動車 山形県 酒田市
カムコミュニケーションズ株式会社 山形県 酒田市
株式会社木づくりの住い結 山形県 新庄市
共栄印刷株式会社 山形県 新庄市
有限会社森谷自動車工場 山形県 寒河江市
新サン電子株式会社 山形県 上山市
有限会社タケダワイナリー 山形県 上山市
有限会社アポロオートシステム 山形県 天童市
株式会社さのや 山形県 天童市
株式会社天童給食センター 山形県 天童市
有限会社バリュー・クリエーション 山形県 天童市
株式会社アスヲ 山形県 南陽市
株式会社大建工業 山形県 南陽市
株式会社瀬見グランドホテル観松館 山形県 最上町
有限会社建築工房菅板金 山形県 高畠町
山口工業有限会社 山形県 高畠町
樽平酒造株式会社 山形県 川西町
奥山 怜二 山形県
小関 陽市 山形県
島 宏之 山形県
深瀬 孝志 山形県
アサヒ通信株式会社 福島県 福島市
有限会社大出会計事務所 福島県 福島市
株式会社菊田工務店 福島県 福島市
シオヤユニテック株式会社 福島県 福島市
大佐藤建設有限会社 福島県 福島市
有限会社大富建設 福島県 福島市
司法書士法人あい事務所 福島県 会津若松市
医療法人加羽沢歯科医院 福島県 会津若松市
計画建設株式会社 福島県 会津若松市
株式会社三義漆器店 福島県 会津若松市
株式会社石井工務店 福島県 郡山市
有限会社影山モータース 福島県 郡山市
医療法人社団添田整形外科 福島県 郡山市
有限会社長井燃料機器販売 福島県 郡山市
有限会社中原 福島県 郡山市
株式会社ノウチ工業 福島県 郡山市
株式会社ＨＡＬ 福島県 郡山市
アトム工業株式会社 福島県 いわき市
株式会社いわき印刷企画センター 福島県 いわき市
株式会社ＫＨＹ 福島県 いわき市
医療法人社団光仁会小川歯科医院 福島県 いわき市
有限会社さぎ酒店 福島県 いわき市
志賀塗装株式会社 福島県 いわき市
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有限会社ジャパン・フードシステム 福島県 いわき市
鈴機工業株式会社 福島県 いわき市
東洋安全防災株式会社 福島県 いわき市
学校法人勿来中野学園 福島県 いわき市
有限会社久田工務店 福島県 いわき市
有限会社平子建築 福島県 いわき市
株式会社兼子組 福島県 白河市
神田産業株式会社 福島県 須賀川市
会津総合開発株式会社 福島県 喜多方市
穴澤建設株式会社 福島県 喜多方市
佐藤自動車工業有限会社 福島県 喜多方市
有限会社星酒店 福島県 喜多方市
株式会社ルイティア 福島県 喜多方市
株式会社スター精機 福島県 相馬市
有限会社石井建設工業 福島県 田村市
株式会社泉建設 福島県 田村市
株式会社ミウラ 福島県 伊達市
株式会社ＳＫＤ 福島県 大玉村
株式会社芳賀沼製作 福島県 南会津町
株式会社ハウスメント 福島県 会津美里町
株式会社ヨシダ建設 福島県 矢吹町
有限会社小針建設 福島県 石川町
マルマン醸造株式会社 福島県 古殿町
有限会社緑健センター 福島県 三春町
有限会社高柴建設 福島県 小野町
有限会社平野石材店 福島県 小野町
株式会社吉田土建 福島県 小野町
株式会社橋本組 福島県 楢葉町
株式会社ホームキャリア 福島県 富岡町
株式会社吉田石材店 福島県 富岡町
東北工業建設株式会社 福島県 浪江町
有限会社佐藤建材 福島県 飯舘村
岡本 一兵 福島県
眞野 祐介 福島県
目黒 誠 福島県
渡辺 雄司 福島県
飯島プレス有限会社 茨城県 水戸市
株式会社Ｍ・Ｋジオプラン 茨城県 水戸市
株式会社カリン 茨城県 水戸市
株式会社菊正塗装店 茨城県 水戸市
株式会社コムズケア水戸 茨城県 水戸市
有限会社こり家 茨城県 水戸市
株式会社ダステック 茨城県 水戸市
中央技術株式会社 茨城県 水戸市
株式会社Ｔｅｄｙ 茨城県 水戸市
土地家屋調査士法人リネアール 茨城県 水戸市
株式会社ファーストステージ 茨城県 水戸市
株式会社アドフォース 茨城県 日立市
株式会社エスコン 茨城県 日立市
有限会社河合造園 茨城県 日立市
株式会社志ち乃 茨城県 土浦市
株式会社つくし 茨城県 土浦市
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株式会社アウラ 茨城県 古河市
有限会社カムイカンパニー 茨城県 古河市
医療法人社団輝歯会 茨城県 古河市
株式会社共栄自動車商会 茨城県 古河市
斉藤工事株式会社 茨城県 古河市
株式会社幸手スプリング 茨城県 古河市
有限会社城北工業 茨城県 古河市
有限会社鈴木鋼業 茨城県 古河市
有限会社スタジオアルファ 茨城県 古河市
株式会社ナガツカ 茨城県 古河市
株式会社日生産業 茨城県 古河市
株式会社萩原機械 茨城県 古河市
株式会社ヒカリ建設 茨城県 古河市
株式会社安田建設 茨城県 古河市
有限会社ワークス 茨城県 古河市
ＷＡＮＤＥＳＨ　ＬＡＮＫＡ株式会社 茨城県 古河市
有限会社浅野工務店 茨城県 石岡市
株式会社エーベンハウス 茨城県 石岡市
三和自動車工業株式会社 茨城県 石岡市
東亜興業株式会社 茨城県 石岡市
株式会社福島工務店 茨城県 石岡市
株式会社永井設備工業 茨城県 結城市
中山株式会社 茨城県 結城市
有限会社スパイラルガーデン 茨城県 龍ケ崎市
増川建設株式会社 茨城県 龍ケ崎市
株式会社モチマル 茨城県 龍ケ崎市
有限会社トライアロー 茨城県 下妻市
株式会社山久建設 茨城県 高萩市
株式会社根本組 茨城県 高萩市
株式会社千葉工務店 茨城県 北茨城市
株式会社メイズムランド 茨城県 北茨城市
岩倉緑化産業株式会社 茨城県 笠間市
株式会社大槻電気 茨城県 笠間市
昭和造園土木株式会社 茨城県 笠間市
株式会社シムトラスト 茨城県 取手市
株式会社たっぷとりで 茨城県 取手市
有限会社あすなろ 茨城県 牛久市
株式会社アスカコンサルタント 茨城県 つくば市
株式会社ＩＮＮＯＣＥＳＳ 茨城県 つくば市
菊田建築株式会社 茨城県 つくば市
株式会社木戸屋 茨城県 つくば市
有限会社コート・ダジュール 茨城県 つくば市
佐竹興産株式会社 茨城県 つくば市
株式会社成財基業 茨城県 つくば市
日本都市開発株式会社 茨城県 つくば市
株式会社ホテルグランド東雲 茨城県 つくば市
株式会社カツタ 茨城県 ひたちなか市
グラッソデザインオフィス株式会社 茨城県 ひたちなか市
笹本石材株式会社 茨城県 鹿嶋市
有限会社やぐら 茨城県 鹿嶋市
有限会社櫻屋建設工業 茨城県 潮来市
株式会社ワカマキ 茨城県 潮来市
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株式会社龍﨑工務店 茨城県 常陸大宮市
ＦＬＥＸＣＥＥＤ株式会社 茨城県 那珂市
山﨑工業株式会社 茨城県 那珂市
有限会社アーキテック 茨城県 筑西市
株式会社アリムラ 茨城県 筑西市
池田興業有限会社 茨城県 筑西市
有限会社神坂建設 茨城県 坂東市
株式会社スズモク 茨城県 坂東市
池田林業株式会社 茨城県 稲敷市
久松建設株式会社 茨城県 かすみがうら市
株式会社平田建設 茨城県 桜川市
岩瀨設備工業株式会社 茨城県 神栖市
共和建設株式会社 茨城県 神栖市
社会保険労務士法人セキグチオフィス 茨城県 行方市
株式会社佐々木建設 茨城県 鉾田市
株式会社スガヤ 茨城県 鉾田市
備水工業株式会社 茨城県 鉾田市
株式会社赤塚土木興業 茨城県 つくばみらい市
株式会社常南部品商会 茨城県 つくばみらい市
成島建設株式会社 茨城県 つくばみらい市
有限会社共立建設 茨城県 小美玉市
有限会社斎藤建設 茨城県 小美玉市
中村工業株式会社 茨城県 小美玉市
株式会社茂木工務店 茨城県 小美玉市
常北建設工業株式会社 茨城県 城里町
株式会社かみか 茨城県 大子町
有限会社高榮組 茨城県 河内町
常総ブロック株式会社 茨城県 八千代町
株式会社宮田鉄工所 茨城県 八千代町
有限会社矢中建設 茨城県 八千代町
山下工業株式会社 茨城県 境町
新羽工業株式会社 茨城県 利根町
石塚 利治 茨城県
井關 善孝 茨城県
岩舘 友哉 茨城県
内海 正剛 茨城県
海老根 学 茨城県
大川 忠行 茨城県
大場 祐輔 茨城県
柏 英夫 茨城県
菊池 峻 茨城県
木野内 紀之 茨城県
後藤 芳隆 茨城県
関 和則 茨城県
土井 康弘 茨城県
中根 惣衛 茨城県
松村 和明 茨城県
松本 良子 茨城県
柳田 直樹 茨城県
株式会社Ａｉ．Ｃｏｎｎｅｃｔ 栃木県 宇都宮市
株式会社阿久津建築 栃木県 宇都宮市
株式会社越後屋 栃木県 宇都宮市
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有限会社黒潮鮨 栃木県 宇都宮市
株式会社きくや酒店 栃木県 宇都宮市
有限会社小林木材産業 栃木県 宇都宮市
有限会社佐藤紙器製作所 栃木県 宇都宮市
株式会社総和興業 栃木県 宇都宮市
大幹建設株式会社 栃木県 宇都宮市
大建土木工業株式会社 栃木県 宇都宮市
医療法人社団竹山会 栃木県 宇都宮市
有限会社寺内造園 栃木県 宇都宮市
栃舗建設工業株式会社 栃木県 宇都宮市
フジ測量設計株式会社 栃木県 宇都宮市
船田産業株式会社 栃木県 宇都宮市
和晃建設株式会社 栃木県 宇都宮市
有限会社足利経営センター 栃木県 足利市
有限会社黒田プラスチック工業所 栃木県 足利市
サンリード株式会社 栃木県 足利市
森村工業株式会社 栃木県 足利市
有限会社えんてんか食堂 栃木県 栃木市
株式会社坂本総合設備 栃木県 栃木市
有限会社静和自動車整備工場 栃木県 栃木市
田熊ダイヤモンド株式会社 栃木県 栃木市
有限会社田村自動車整備工場 栃木県 栃木市
有限会社委文建設 栃木県 栃木市
株式会社青木建設 栃木県 佐野市
有限会社阿部ビデオ企画 栃木県 佐野市
岡田土建株式会社 栃木県 佐野市
株式会社木村土建 栃木県 佐野市
株式会社関根建設 栃木県 佐野市
株式会社大家族 栃木県 佐野市
株式会社波里 栃木県 佐野市
有限会社吉貞 栃木県 佐野市
株式会社リョーム 栃木県 佐野市
株式会社鹿沼カントリー倶楽部 栃木県 鹿沼市
神谷建設株式会社 栃木県 鹿沼市
さつき土木有限会社 栃木県 鹿沼市
シスコンハウス株式会社 栃木県 鹿沼市
株式会社レスポ 栃木県 鹿沼市
株式会社ケアセレクト 栃木県 日光市
有限会社小貫工務店 栃木県 日光市
有限会社高橋工務店 栃木県 日光市
株式会社八興建設 栃木県 日光市
丸政建設株式会社 栃木県 日光市
潮田建設株式会社 栃木県 小山市
有限会社鈴木造園 栃木県 小山市
有限会社発揮興業 栃木県 小山市
株式会社大岩建設 栃木県 大田原市
有限会社金堀設備工業 栃木県 大田原市
株式会社興和工業 栃木県 大田原市
株式会社那須屋 栃木県 大田原市
七浦建設株式会社 栃木県 大田原市
九峰工業株式会社 栃木県 那須塩原市
コウキユウ建設株式会社 栃木県 那須塩原市
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株式会社スタジオシュア 栃木県 那須塩原市
株式会社祐宏舎 栃木県 那須塩原市
有限会社愛和精密製作所 栃木県 さくら市
株式会社建築マルヒロ 栃木県 さくら市
株式会社伸興建設 栃木県 さくら市
株式会社野村建設 栃木県 那須烏山市
有限会社ひらつね 栃木県 那須烏山市
有限会社坂本工業 栃木県 下野市
株式会社園部建設 栃木県 下野市
株式会社Ｎ 栃木県 上三川町
有限会社太陽建設 栃木県 上三川町
有限会社種松工務店 栃木県 上三川町
有限会社イー・アンド・エス 栃木県 益子町
有限会社白光堂 栃木県 益子町
株式会社Ｒｖ．マネジメント 栃木県 壬生町
社会福祉法人共育会 栃木県 壬生町
クローバーホーム株式会社 栃木県 那須町
那須未来株式会社 栃木県 那須町
有限会社平山重機 栃木県 那須町
加藤 徹 栃木県
斎藤 学 栃木県
清水 良男 栃木県
松本 悟 栃木県
株式会社アールフレイム 群馬県 前橋市
有限会社アイ・エヌ・ジー 群馬県 前橋市
有限会社アルミテック 群馬県 前橋市
医療法人杏林会 群馬県 前橋市
株式会社グリーン産業 群馬県 前橋市
特定非営利活動法人ザスパスポーツクラブ 群馬県 前橋市
株式会社シーテクノ 群馬県 前橋市
シンフォニック株式会社 群馬県 前橋市
株式会社電源群馬 群馬県 前橋市
株式会社ニッコー 群馬県 前橋市
株式会社ファミリーパートナーズ 群馬県 前橋市
有限会社プレスプラニング 群馬県 前橋市
有限会社ポラリス 群馬県 前橋市
株式会社アイエスボンズ 群馬県 高崎市
株式会社ウイング 群馬県 高崎市
株式会社Ａｉｍ　ｈｉｇｈ 群馬県 高崎市
株式会社エムケイ製作所 群馬県 高崎市
株式会社岡田組 群馬県 高崎市
株式会社グールド 群馬県 高崎市
群馬自動車燃料販売株式会社 群馬県 高崎市
株式会社ぐんま東庄 群馬県 高崎市
社会福祉法人健生会 群馬県 高崎市
株式会社後閑 群馬県 高崎市
株式会社ｃｏｃｏ　ＫＡＲＡ 群馬県 高崎市
合同会社こもん 群馬県 高崎市
有限会社三喜鶏園 群馬県 高崎市
三進工業株式会社 群馬県 高崎市
株式会社正和 群馬県 高崎市
株式会社ｓｍｉｓｅｅｄ 群馬県 高崎市
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株式会社成電社 群馬県 高崎市
東栄電工株式会社 群馬県 高崎市
トウショウレックス株式会社 群馬県 高崎市
トータルフードプロ株式会社 群馬県 高崎市
株式会社日勝情報センター 群馬県 高崎市
株式会社葉伽梵 群馬県 高崎市
光サポート株式会社 群馬県 高崎市
ブランディング＆カンパニー株式会社 群馬県 高崎市
株式会社ブレスユー 群馬県 高崎市
株式会社松愛サービスエンジニアリング 群馬県 高崎市
株式会社ミニマルデザインラボ 群馬県 高崎市
株式会社もぎたて完熟屋 群馬県 高崎市
有限会社山﨑製作所 群馬県 高崎市
株式会社ユタカペイント 群馬県 高崎市
株式会社Ｒｉｅｎ．Ｐａｒｔｎｅｒｓ 群馬県 高崎市
リベラ電子株式会社 群馬県 高崎市
有限会社相羽工業 群馬県 桐生市
桐生建設株式会社 群馬県 桐生市
株式会社Ｋ＆Ｋ築炉 群馬県 桐生市
須川建設株式会社 群馬県 桐生市
有限会社角田組 群馬県 桐生市
寺田建設工業株式会社 群馬県 桐生市
株式会社ベルダコール 群馬県 桐生市
株式会社結絆 群馬県 桐生市
有限会社エバコーポレーション 群馬県 伊勢崎市
川岸工業株式会社 群馬県 伊勢崎市
有限会社クレオ 群馬県 伊勢崎市
株式会社ゴダイ 群馬県 伊勢崎市
株式会社正田石材店 群馬県 伊勢崎市
有限会社杉内建設 群馬県 伊勢崎市
株式会社ツイップス 群馬県 伊勢崎市
株式会社Ｔｅｎｓ 群馬県 伊勢崎市
有限会社ヤオー製作所 群馬県 伊勢崎市
医療法人社団優志会 群馬県 伊勢崎市
協和建設株式会社 群馬県 太田市
小林建築登記測量株式会社 群馬県 太田市
株式会社新野 群馬県 太田市
株式会社明翔メディカル 群馬県 太田市
ララハウス株式会社 群馬県 太田市
株式会社ロウタス 群馬県 太田市
一般社団法人開華ＧＰＥ 群馬県 沼田市
有限会社利根無線商事 群馬県 沼田市
医療法人ハートクリニック 群馬県 館林市
株式会社柄沢石材店 群馬県 渋川市
有限会社富士製作所 群馬県 渋川市
南澤建設株式会社 群馬県 渋川市
株式会社理工技術 群馬県 渋川市
オールハウジング合同会社 群馬県 藤岡市
群馬三興株式会社 群馬県 藤岡市
株式会社ネオックス 群馬県 藤岡市
株式会社フジオカ・フーズ 群馬県 藤岡市
有限会社恒星社 群馬県 富岡市
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社会福祉法人上州水土舎 群馬県 富岡市
有限会社田子建築 群馬県 富岡市
特定非営利活動法人国際比較文化研究所 群馬県 安中市
ＦＡＣＥ株式会社 群馬県 吉岡町
株式会社岩井工建 群馬県 下仁田町
株式会社柴山建設 群馬県 草津町
池原工業株式会社 群馬県 東吾妻町
拓友工業株式会社 群馬県 東吾妻町
株式会社北毛久呂保 群馬県 昭和村
有限会社甲斐鈑金塗装 群馬県 玉村町
有限会社明石工業 群馬県 明和町
有限会社本田不動産 群馬県 大泉町
湯沢ＡＩ株式会社 群馬県 大泉町
株式会社ＢＳサポート 群馬県 邑楽町
新井 絹世 群馬県
猪俣 賢一 群馬県
今井 秀則 群馬県
入谷 将太 群馬県
岸 智浩 群馬県
喜納 兼雄 群馬県
黒澤 修 群馬県
坂下 貴公 群馬県
関 達也 群馬県
根岸 伊左夫 群馬県
野中 幸治 群馬県
羽鳥 昌樹 群馬県
松本 貴行 群馬県
株式会社アーク設計 埼玉県 さいたま市
株式会社アカシエ 埼玉県 さいたま市
株式会社アクアサポート 埼玉県 さいたま市
株式会社鮮やか食品 埼玉県 さいたま市
医療法人Ｈ－Ｐ　Ｓｍｉｌｅ 埼玉県 さいたま市
有限会社エコスタイル 埼玉県 さいたま市
株式会社オオカワ 埼玉県 さいたま市
株式会社ＯＫＵＴＡ 埼玉県 さいたま市
株式会社カンエイ 埼玉県 さいたま市
株式会社Ｇｉｖｅｓ 埼玉県 さいたま市
有限会社クローバーガーデン 埼玉県 さいたま市
株式会社向陽建設工業 埼玉県 さいたま市
コモ・ジャパン株式会社 埼玉県 さいたま市
株式会社彩善 埼玉県 さいたま市
特定非営利活動法人さいたまサッカークラブ 埼玉県 さいたま市
サイチ建設株式会社 埼玉県 さいたま市
有限会社坂本鉄工建設 埼玉県 さいたま市
有限会社澤口興業 埼玉県 さいたま市
株式会社静谷建築設計 埼玉県 さいたま市
医療法人社団聖友会 埼玉県 さいたま市
株式会社藤榮商事 埼玉県 さいたま市
株式会社ＢＩＧＢＡＮＧ 埼玉県 さいたま市
株式会社福田画廊 埼玉県 さいたま市
株式会社ｂｌｏｏｍ 埼玉県 さいたま市
株式会社マツオメディカル 埼玉県 さいたま市
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株式会社ムサシ薬局 埼玉県 さいたま市
株式会社村上建設 埼玉県 さいたま市
株式会社山崎工務店 埼玉県 さいたま市
株式会社ヤマショウ 埼玉県 さいたま市
株式会社ＵＢＳ 埼玉県 さいたま市
吉真建設株式会社 埼玉県 さいたま市
株式会社Ａｃｈｉｅｖｅ 埼玉県 川越市
株式会社大塚商店 埼玉県 川越市
株式会社オガワ工業 埼玉県 川越市
株式会社柿沼工務店 埼玉県 川越市
川木建設株式会社 埼玉県 川越市
株式会社国沢パネル工芸 埼玉県 川越市
株式会社サイキグリーン 埼玉県 川越市
株式会社佐藤製作所 埼玉県 川越市
株式会社ミカミ・アイエヌジー 埼玉県 川越市
株式会社やまもとくん 埼玉県 川越市
国井興業株式会社 埼玉県 熊谷市
株式会社工建 埼玉県 熊谷市
株式会社タカザクラ 埼玉県 熊谷市
株式会社なごみ住建 埼玉県 熊谷市
日本メタルガスケット株式会社 埼玉県 熊谷市
有限会社山口化学産業 埼玉県 熊谷市
藝宸株式会社 埼玉県 川口市
大倉鋼機株式会社 埼玉県 川口市
株式会社小野田土地建物 埼玉県 川口市
関東イリゲーシヨン株式会社 埼玉県 川口市
有限会社久喜製作所 埼玉県 川口市
有限会社グレイスオブガーデン 埼玉県 川口市
株式会社ケーエス工販 埼玉県 川口市
特定非営利活動法人コミュニティケアクラブ埼玉 埼玉県 川口市
新共立化工株式会社 埼玉県 川口市
株式会社とんとん 埼玉県 川口市
中原建設株式会社 埼玉県 川口市
医療法人社団ｎｉｃｏ 埼玉県 川口市
日本地工株式会社 埼玉県 川口市
ハッピータクシー株式会社 埼玉県 川口市
有限会社東川口建設 埼玉県 川口市
廣橋工業株式会社 埼玉県 川口市
株式会社フジ機工 埼玉県 川口市
株式会社南建設 埼玉県 川口市
社会福祉法人優愛会 埼玉県 川口市
株式会社有希乃企画 埼玉県 川口市
株式会社ラクラス 埼玉県 川口市
株式会社ＡＲＫ 埼玉県 行田市
株式会社東京企画 埼玉県 行田市
株式会社ヨコカワ 埼玉県 行田市
黒沢住宅サービス有限会社 埼玉県 秩父市
株式会社Ｋスタイル 埼玉県 秩父市
株式会社ＨＡＮＡＳＵＩ 埼玉県 秩父市
株式会社むさしの 埼玉県 秩父市
両神興業株式会社 埼玉県 秩父市
株式会社エコプラ 埼玉県 所沢市
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埼玉西クライスラー株式会社 埼玉県 所沢市
株式会社坂田技建 埼玉県 所沢市
燦クリーン株式会社 埼玉県 所沢市
昭和建設興業株式会社 埼玉県 所沢市
株式会社創 埼玉県 所沢市
株式会社モトキ 埼玉県 所沢市
株式会社ＹＮＫワークス 埼玉県 所沢市
日商ロードテクノス株式会社 埼玉県 飯能市
株式会社いずみ寿司 埼玉県 加須市
医療法人社団喜美恵会 埼玉県 加須市
有限会社黒澤工業所 埼玉県 加須市
株式会社輝夢 埼玉県 加須市
濱野被服株式会社 埼玉県 加須市
有限会社フクシ 埼玉県 加須市
有限会社増田総業 埼玉県 加須市
株式会社エンマンジ 埼玉県 本庄市
株式会社カーサン 埼玉県 本庄市
株式会社須長建設 埼玉県 東松山市
一般社団法人日本インターベンショナルラジオロジー学会 埼玉県 東松山市
株式会社プライムバンク 埼玉県 東松山市
三浦医工デザイン株式会社 埼玉県 東松山市
株式会社東建設 埼玉県 春日部市
有限会社オオトモ工業 埼玉県 春日部市
医療法人笠井歯科医院 埼玉県 春日部市
株式会社春日部資材 埼玉県 春日部市
株式会社グローバルホーム 埼玉県 春日部市
村中建設株式会社 埼玉県 春日部市
株式会社オダカ 埼玉県 狭山市
田島石油株式会社 埼玉県 狭山市
株式会社ナガネ 埼玉県 狭山市
株式会社村松工業 埼玉県 狭山市
小島染織工業株式会社 埼玉県 羽生市
有限会社田次工務店 埼玉県 羽生市
株式会社東亜酒造 埼玉県 羽生市
株式会社羽川工業 埼玉県 羽生市
株式会社キハラ 埼玉県 鴻巣市
特定非営利活動法人スポーツ交流支援ライフスポーツ埼玉 埼玉県 鴻巣市
株式会社ＬＢ住宅サービス 埼玉県 深谷市
株式会社ダイシンオート 埼玉県 深谷市
株式会社ロワール 埼玉県 深谷市
株式会社絆 埼玉県 上尾市
学校法人永嶋学院 埼玉県 上尾市
株式会社名取製作所 埼玉県 上尾市
株式会社Ｈｅａｒｔｓ建築工房 埼玉県 上尾市
株式会社ｐｌｕｓＡ 埼玉県 上尾市
株式会社ラポール 埼玉県 上尾市
有限会社涌井設計 埼玉県 上尾市
株式会社アイシン工業 埼玉県 草加市
アゲハ株式会社 埼玉県 草加市
株式会社唐沢製作所 埼玉県 草加市
有限会社千手敬商事 埼玉県 草加市
大徳木材株式会社 埼玉県 草加市
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株式会社東京化粧品企画 埼玉県 草加市
株式会社ＶＯＡ 埼玉県 草加市
合同会社三福商事 埼玉県 草加市
三山工業株式会社 埼玉県 草加市
未来ワーク合同会社 埼玉県 草加市
医療法人社団青葉会 埼玉県 越谷市
エルアール合同会社 埼玉県 越谷市
有限会社カーボディーメイク島根 埼玉県 越谷市
有限会社金子電業社 埼玉県 越谷市
株式会社白石建設 埼玉県 越谷市
医療法人辰和会 埼玉県 越谷市
株式会社関口総合建築設計 埼玉県 越谷市
株式会社中央ビル管理 埼玉県 越谷市
天軒貿易合同会社 埼玉県 越谷市
ハートハウジング有限会社 埼玉県 越谷市
株式会社花の城 埼玉県 越谷市
株式会社ハラダ 埼玉県 越谷市
株式会社真琴実業 埼玉県 越谷市
株式会社水口土建 埼玉県 越谷市
山崎梱包運輸株式会社 埼玉県 越谷市
株式会社高砂建設 埼玉県 蕨市
大野園芸興業株式会社 埼玉県 戸田市
サンクジャパン株式会社 埼玉県 戸田市
ニッケン建設株式会社 埼玉県 戸田市
株式会社平和不動産 埼玉県 戸田市
株式会社マドリル 埼玉県 戸田市
有限会社旭創建工業 埼玉県 入間市
有限会社ＫＡＫＵＩ．ＣＯ 埼玉県 入間市
株式会社増田屋分店 埼玉県 入間市
株式会社山野 埼玉県 入間市
吉岡製油有限会社 埼玉県 入間市
株式会社市之瀨電設 埼玉県 志木市
木下建設株式会社 埼玉県 志木市
カイソウ開発株式会社 埼玉県 和光市
有限会社栗山製作所 埼玉県 新座市
坂下工業株式会社 埼玉県 新座市
社会福祉法人シンエイ福祉会 埼玉県 新座市
ニック東軽金株式会社 埼玉県 新座市
株式会社尚和自動車 埼玉県 久喜市
ツカサ工業有限会社 埼玉県 久喜市
有限会社清水自動車商会 埼玉県 北本市
ミトテクノ株式会社 埼玉県 北本市
有限会社インディーズ・ジェイシー 埼玉県 八潮市
有限会社大久保建築設計事務所 埼玉県 八潮市
株式会社ネサジャパン 埼玉県 八潮市
株式会社フレックスパートナー 埼玉県 富士見市
ホシノ株式会社 埼玉県 富士見市
株式会社芝井 埼玉県 三郷市
ＲＥＦＯＲＵＳ株式会社 埼玉県 三郷市
株式会社拓乃総庭 埼玉県 蓮田市
有限会社イケヤ建築設計 埼玉県 坂戸市
有限会社坂戸自動車整備工場 埼玉県 坂戸市
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有限会社ブレーブ 埼玉県 坂戸市
株式会社タイガーオート 埼玉県 鶴ヶ島市
福島商事株式会社 埼玉県 鶴ヶ島市
株式会社龍設計 埼玉県 鶴ヶ島市
株式会社ウィルホーム 埼玉県 日高市
株式会社熊倉金属 埼玉県 日高市
株式会社ＨＡＴＡホーム 埼玉県 日高市
株式会社ＫＢＭプロパティー 埼玉県 吉川市
株式会社Ｋ－１ 埼玉県 吉川市
有限会社茂木測量設計事務所 埼玉県 吉川市
株式会社レガーメ 埼玉県 吉川市
社会福祉法人樹会 埼玉県 ふじみ野市
田村ハウジング株式会社 埼玉県 ふじみ野市
株式会社平山 埼玉県 ふじみ野市
株式会社優伸コーポレーション 埼玉県 ふじみ野市
株式会社木下建設 埼玉県 白岡市
有限会社白岡総合園芸 埼玉県 白岡市
有限会社滝上建工 埼玉県 白岡市
株式会社恒電社 埼玉県 伊奈町
有限会社オートガレージ弁慶 埼玉県 三芳町
株式会社武田工務店 埼玉県 三芳町
社会福祉法人めぐみ会 埼玉県 三芳町
平物産株式会社 埼玉県 越生町
有限会社安藤石材工業 埼玉県 嵐山町
ワールド工業株式会社 埼玉県 嵐山町
有限会社キャバリーノ　フェロー 埼玉県 小川町
ケージーエス株式会社 埼玉県 小川町
株式会社テック 埼玉県 小川町
光和測量株式会社 埼玉県 川島町
有限会社新井水道設備 埼玉県 皆野町
株式会社オー・エル・ティ 埼玉県 美里町
松島ミート株式会社 埼玉県 上里町
金子建設株式会社 埼玉県 宮代町
株式会社幸和 埼玉県 杉戸町
株式会社スギデン 埼玉県 杉戸町
株式会社杉戸自動車 埼玉県 杉戸町
姉崎 正一 埼玉県
新井 昭夫 埼玉県
内山 恵美子 埼玉県
鵜殿 初美 埼玉県
大橋 利江 埼玉県
岡部 徹 埼玉県
折原 勉 埼玉県
川島 富有樹 埼玉県
木舩 正成 埼玉県
小久保 一男 埼玉県
小嶋 慶友 埼玉県
古代 信介 埼玉県
小西 由真 埼玉県
澤田 麻子 埼玉県
沢藤 勉 埼玉県
山藤 佑樹 埼玉県
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志村 和弘 埼玉県
杉田 廣吉 埼玉県
鈴木 雅人 埼玉県
関口 宏年 埼玉県
高橋 みゆき 埼玉県
鶴田 将紀 埼玉県
寺司 敏郎 埼玉県
中田 竹之 埼玉県
深井 秀俊 埼玉県
福田 哲哉 埼玉県
藤沼 隆一 埼玉県
増淵 一徹 埼玉県
村田 壽一郎 埼玉県
茂木 義行 埼玉県
森山 仁昭 埼玉県
安羅岡 秀明 埼玉県
山口 雅之 埼玉県
山﨑 恭志 埼玉県
吉田 博徳 埼玉県
渡辺 春樹 埼玉県
株式会社ＡＲＸ 千葉県 千葉市
有限会社アート・プレイン 千葉県 千葉市
有限会社秋山自動車工業 千葉県 千葉市
株式会社明日香ホーム 千葉県 千葉市
有限会社アドバンスト・リンク 千葉県 千葉市
株式会社アルイトコー 千葉県 千葉市
株式会社ＡＩＲＬ 千葉県 千葉市
ＨＲＪ株式会社 千葉県 千葉市
合同会社ＮＡＫライジング 千葉県 千葉市
株式会社環境技研コンサルタント 千葉県 千葉市
有限会社ケアファクトリー 千葉県 千葉市
坂本排水管理株式会社 千葉県 千葉市
三幸商事株式会社 千葉県 千葉市
株式会社サンライフ 千葉県 千葉市
株式会社シズキ 千葉県 千葉市
株式会社清水土木 千葉県 千葉市
有限会社朱華 千葉県 千葉市
株式会社チッタ・ライヴス 千葉県 千葉市
社会福祉法人天光会 千葉県 千葉市
トップソルブ株式会社 千葉県 千葉市
株式会社トミオ 千葉県 千葉市
日比野不動産株式会社 千葉県 千葉市
株式会社ミニオン 千葉県 千葉市
株式会社美浜区レイ動物病院 千葉県 千葉市
株式会社河野製作所 千葉県 市川市
株式会社佐藤建築施工監理事務所 千葉県 市川市
日昇合同会社 千葉県 市川市
株式会社ヒロ・エンジニアリング 千葉県 市川市
株式会社マリーズファーム 千葉県 市川市
株式会社夢現 千葉県 市川市
株式会社ライフサポート・ワン 千葉県 市川市
アイプレゼンツ株式会社 千葉県 船橋市
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株式会社アテニューム 千葉県 船橋市
株式会社天野さく泉建総 千葉県 船橋市
ｍｋホーム株式会社 千葉県 船橋市
株式会社Ｋ・Ｓ・Ｂ 千葉県 船橋市
株式会社佐藤技建 千葉県 船橋市
嶋木材有限会社 千葉県 船橋市
株式会社セキヅカ商事 千葉県 船橋市
株式会社創樹緑化工業 千葉県 船橋市
有限会社タバタ教材社 千葉県 船橋市
医療法人社団つかだ歯科医院 千葉県 船橋市
株式会社トラスト 千葉県 船橋市
株式会社和庭園 千葉県 船橋市
株式会社ビーオアシス 千葉県 船橋市
有限会社藤木工務店 千葉県 船橋市
株式会社フリーランス 千葉県 船橋市
株式会社Ｌｉｖｅ　Ａｌｌ 千葉県 船橋市
株式会社若松屋質店 千葉県 船橋市
桜井設備工業株式会社 千葉県 木更津市
三栄港運株式会社 千葉県 木更津市
株式会社千歳 千葉県 木更津市
有限会社山英建設 千葉県 木更津市
株式会社井比石材工業 千葉県 松戸市
有限会社大江戸商人 千葉県 松戸市
大川工業株式会社 千葉県 松戸市
株式会社坂本興業 千葉県 松戸市
サワケン株式会社 千葉県 松戸市
ＪＣＫ・ビジネス株式会社 千葉県 松戸市
有限会社四国石材工業 千葉県 松戸市
医療法人社団秀歯会 千葉県 松戸市
有限会社あい 千葉県 野田市
有限会社光正技建 千葉県 野田市
株式会社ティーアンドエス 千葉県 野田市
株式会社ＯＮＥ　ＮＥＸＴ 千葉県 野田市
株式会社ＣＵＩＳＳＯＮ 千葉県 茂原市
株式会社三枝組 千葉県 茂原市
東立電設株式会社 千葉県 茂原市
株式会社藤田製作所 千葉県 茂原市
株式会社川豊別館 千葉県 成田市
株式会社川豊本店 千葉県 成田市
株式会社ＴＳＫ 千葉県 成田市
飯島・東洋株式会社 千葉県 佐倉市
有限会社エーワン 千葉県 佐倉市
有限会社興和自動車工業 千葉県 佐倉市
株式会社佐倉環境センター 千葉県 佐倉市
株式会社ビレッジアップガーデン 千葉県 佐倉市
北總綠化開発株式会社 千葉県 佐倉市
医療法人社団明征会 千葉県 佐倉市
有限会社山本造園 千葉県 佐倉市
株式会社ナガミネ 千葉県 東金市
株式会社エムトラスト 千葉県 習志野市
有限会社伸誠不動産 千葉県 習志野市
医療法人社団徳壮会 千葉県 習志野市
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有限会社ル・パティシエヨコヤマ 千葉県 習志野市
株式会社アークス 千葉県 柏市
株式会社アデカ 千葉県 柏市
株式会社ＦＩＴＥ 千葉県 柏市
株式会社カリフ 千葉県 柏市
株式会社ＱＵＡＴＴＲＯ 千葉県 柏市
株式会社ケイテック 千葉県 柏市
有限会社佐藤サッシ 千葉県 柏市
株式会社食器プロ 千葉県 柏市
株式会社チャンティデザイン 千葉県 柏市
株式会社肉の大山 千葉県 柏市
医療法人社団友正会 千葉県 柏市
株式会社若生塗建 千葉県 柏市
赤星工業株式会社 千葉県 市原市
株式会社石橋建築 千葉県 市原市
株式会社エーピーシーメンテナンス 千葉県 市原市
ｆ’ｓガーデン株式会社 千葉県 市原市
有限会社共成建設 千葉県 市原市
株式会社大地石材 千葉県 市原市
有限会社大悠テクノ 千葉県 市原市
株式会社マルエイホテルズ 千葉県 市原市
株式会社やさしい手京葉 千葉県 市原市
山十道路株式会社 千葉県 市原市
株式会社Ｋｅｙ　ｔａｂｌｅ 千葉県 流山市
一般社団法人こころ 千葉県 流山市
有限会社ティエムオーソ 千葉県 流山市
株式会社流山石油 千葉県 流山市
株式会社ＢｏｎｄＤｅｓｉｇｎ 千葉県 流山市
ウイズユー株式会社 千葉県 八千代市
合同会社テキサス＆Ｃｏｍｐａｎｙ 千葉県 八千代市
有限会社中村自動車工業 千葉県 八千代市
株式会社ぱっとホーム 千葉県 八千代市
渋谷産業株式会社 千葉県 我孫子市
株式会社佐々木 千葉県 鴨川市
有限会社斉藤プレス 千葉県 鎌ケ谷市
株式会社スポーツシーブイ 千葉県 鎌ケ谷市
株式会社タニマ 千葉県 鎌ケ谷市
社会福祉法人南台五光福祉協会 千葉県 鎌ケ谷市
株式会社協同建設 千葉県 君津市
有限会社清和新興社 千葉県 君津市
株式会社邦和設備 千葉県 君津市
伊東建設興業株式会社 千葉県 富津市
株式会社Ｏｆｆｉｃｅ　ＭＴＹ 千葉県 浦安市
医療法人社団栗林歯科医院 千葉県 浦安市
有限会社高波会計情報センター 千葉県 浦安市
株式会社トウリク 千葉県 浦安市
双伸フーズ有限会社 千葉県 白井市
医療法人社団いとう歯科クリニック 千葉県 富里市
有限会社三宝建築 千葉県 南房総市
株式会社石橋園 千葉県 香取市
有限会社エフジェイケー 千葉県 香取市
株式会社スズセイホーム 千葉県 香取市
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株式会社橙丸 千葉県 香取市
有限会社イトウ 千葉県 山武市
株式会社くじゅうくり 千葉県 いすみ市
株式会社東昭建設 千葉県 いすみ市
社会福祉法人ワーナーホーム 千葉県 大網白里市
株式会社小坂建設工業 千葉県 酒々井町
ワールドシェアホーム合同会社 千葉県 酒々井町
有限会社吉野建築 千葉県 長生村
青柳 雄二 千葉県
浅井 瑞穂 千葉県
市原 清之 千葉県
今井 民夫 千葉県
岩瀬 哲也 千葉県
大久保 卓 千葉県
桐生 孫治 千葉県
古源 雷太 千葉県
才川 浩樹 千葉県
庄島 智子 千葉県
園田 優司 千葉県
田中 研次 千葉県
千葉 正已 千葉県
中川 雄太 千葉県
成田 文彦 千葉県
根本 雅圭 千葉県
早川 昭範 千葉県
藤代 秀一 千葉県
美山 美穂 千葉県
矢作 裕一 千葉県
横内 洋 千葉県
アイムファクトリー株式会社 東京都 千代田区
旭化成電子株式会社 東京都 千代田区
特許業務法人朝日特許事務所 東京都 千代田区
アサヒプランテック株式会社 東京都 千代田区
アミノマレッツ株式会社 東京都 千代田区
株式会社アラジンイデア 東京都 千代田区
イーテック情報システムズ株式会社 東京都 千代田区
株式会社イソメディカルアドバンス 東京都 千代田区
株式会社エービーシースタイル 東京都 千代田区
株式会社ＥＫＩ　ＯＮＥ　ＴＲＡＶＥＬ　ＡＧＥＮＣＹ 東京都 千代田区
エクセレンスジャパン株式会社 東京都 千代田区
株式会社ｓａｉ総合企画 東京都 千代田区
株式会社Ｓ．Ｓ．Ｃ 東京都 千代田区
株式会社エックス 東京都 千代田区
株式会社ＦＶＰ 東京都 千代田区
株式会社オオタケサービス 東京都 千代田区
株式会社岡村 東京都 千代田区
オンサイト株式会社 東京都 千代田区
有限会社クリエイト写真工房 東京都 千代田区
Ｃｒｉｃｏ株式会社 東京都 千代田区
株式会社光邦 東京都 千代田区
株式会社小島合同事務所 東京都 千代田区
株式会社サイカ 東京都 千代田区
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株式会社昭和 東京都 千代田区
新生命健康医療株式会社 東京都 千代田区
株式会社セイケン・ソフトサービス 東京都 千代田区
株式会社ツバキスタイル 東京都 千代田区
途家株式会社 東京都 千代田区
東芳紙業株式会社 東京都 千代田区
株式会社ドクターズチョイス 東京都 千代田区
ＴｒａｄＦｉｔ株式会社 東京都 千代田区
株式会社ネクストリンク 東京都 千代田区
バイオシステム株式会社 東京都 千代田区
株式会社Ｐｅａｒｓｏｎ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ 東京都 千代田区
広瀬電工株式会社 東京都 千代田区
Fabeee株式会社 東京都 千代田区
株式会社フライヤー 東京都 千代田区
株式会社Ｐｒｏｖｉｇｅｎｔ 東京都 千代田区
株式会社ベリーズ・インク 東京都 千代田区
株式会社ペルソン 東京都 千代田区
有限会社ボイススタイル 東京都 千代田区
株式会社Ｍｔ．ＳＱＵＡＲＥ 東京都 千代田区
若葉印刷株式会社 東京都 千代田区
株式会社アイルウェン 東京都 中央区
株式会社アクセルクリエィション 東京都 中央区
株式会社アセットジャパン 東京都 中央区
医療法人社団アゼリア会 東京都 中央区
株式会社アドフロンテ 東京都 中央区
株式会社Ａｒｅｎｔ 東京都 中央区
イ・エス株式会社 東京都 中央区
株式会社エイケー 東京都 中央区
株式会社ＡＰＥＸ　ＰＯＲＥ　ＪＡＰＡＮ 東京都 中央区
株式会社ＡＧＭカンパニー 東京都 中央区
株式会社Ｆ．Ｃ．Ｃ． 東京都 中央区
株式会社オータパブリケイションズ 東京都 中央区
株式会社ＫＡＫＵＳＡＮ 東京都 中央区
木下インターナショナル株式会社 東京都 中央区
株式会社キャネット 東京都 中央区
株式会社協栄情報 東京都 中央区
共栄フード株式会社 東京都 中央区
株式会社銀座セルクブラン 東京都 中央区
グリーン＆ウォーター株式会社 東京都 中央区
サニー・ジャパン株式会社 東京都 中央区
株式会社シージェイネットワークス 東京都 中央区
株式会社ＳｈｅｌｌＢｅａｒ 東京都 中央区
株式会社ジャパンファースト 東京都 中央区
株式会社ジョージタウンコンサルティング 東京都 中央区
スチールエンジ株式会社 東京都 中央区
株式会社セレクトビューティー 東京都 中央区
公益社団法人全国有料老人ホーム協会 東京都 中央区
第一総合警備保障株式会社 東京都 中央区
泰信国際物流株式会社 東京都 中央区
高松商事株式会社 東京都 中央区
株式会社ＤＮＡ 東京都 中央区
株式会社でですけ 東京都 中央区
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株式会社天山 東京都 中央区
合同会社テンペスト 東京都 中央区
東洋サイエンス株式会社 東京都 中央区
有限会社鳥繁 東京都 中央区
株式会社ナカトミ 東京都 中央区
日本精蝋株式会社 東京都 中央区
株式会社ＰＬＴ 東京都 中央区
株式会社ＢＣＧユニーク 東京都 中央区
株式会社ビースタイル 東京都 中央区
株式会社ＨＩＴＯＳＵＫＥ 東京都 中央区
医療法人社団ＦＩＮＥ　ＤＡＹＳ 東京都 中央区
株式会社プーさんの家 東京都 中央区
有限会社ＢＬＥＳＳ 東京都 中央区
丸信商事株式会社 東京都 中央区
株式会社マルテー鳥安商店 東京都 中央区
メディエンス株式会社 東京都 中央区
株式会社メディビューティー 東京都 中央区
株式会社彌満和製作所 東京都 中央区
株式会社ルルドの泉 東京都 中央区
株式会社ＬＯＢＡＬ 東京都 中央区
旭紙業株式会社 東京都 港区
株式会社アスエミ 東京都 港区
株式会社Ａｄｖａｎｃｅ 東京都 港区
株式会社池田山エステート 東京都 港区
株式会社インブリード 東京都 港区
株式会社ｗｉｔｈ　ｉｎｓｉｇｈｔ 東京都 港区
ヴォルテックス有限会社 東京都 港区
株式会社エクストリーマーズ 東京都 港区
株式会社エスピーボーン 東京都 港区
株式会社エヌ・シー・エヌ 東京都 港区
有限会社エフティービー 東京都 港区
株式会社Ｍ２ 東京都 港区
株式会社オーマット 東京都 港区
株式会社okey 東京都 港区
株式会社髪書房 東京都 港区
株式会社カンパニーサンシャイン 東京都 港区
株式会社九の里 東京都 港区
グランサーズ株式会社 東京都 港区
クレーンインターナショナル株式会社 東京都 港区
有限会社ＣＬＯＶＥＲ　ＦＡＣＴＯＲＹ 東京都 港区
コーワテック株式会社 東京都 港区
コンテンツワークス株式会社 東京都 港区
株式会社Ｓａｌｏｎ　Ｒｙｕ 東京都 港区
株式会社サンワードメディア 東京都 港区
株式会社ジー・エム・ピー 東京都 港区
株式会社シフトブレイン 東京都 港区
ＪＩＢＵＮ　ＨＡＵＳ．株式会社 東京都 港区
株式会社社宅．ｃｏｍ 東京都 港区
株式会社シリウス・データサイエンス 東京都 港区
医療法人社団伸義会 東京都 港区
医療法人社団真正会 東京都 港区
株式会社須藤電機製作所 東京都 港区
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株式会社Ｓｔｒａｉｎ 東京都 港区
全国ソフトウェア協同組合連合会 東京都 港区
ソウルフルライフ株式会社 東京都 港区
株式会社sogno 東京都 港区
大成賃貸保証株式会社 東京都 港区
大東電業株式会社 東京都 港区
株式会社ＴＩＭＥＷＯＲＮ　ＣＬＯＴＨＩＮＧ 東京都 港区
株式会社タカノ 東京都 港区
株式会社ＤＡＤＡＣＡ 東京都 港区
タマリヤ株式会社 東京都 港区
医療法人社団ＤＳ会 東京都 港区
株式会社ＴＧ　ｃｏｍｐａｎｙ 東京都 港区
ＴＯＲＡＮＯＴＥＣ株式会社 東京都 港区
合同会社ナルミ 東京都 港区
株式会社新野ソリューション 東京都 港区
株式会社日本商業不動産保証 東京都 港区
一般社団法人日本中小企業金融サポート機構 東京都 港区
日本保育支援株式会社 東京都 港区
株式会社ノヴェル 東京都 港区
株式会社ハイ・アベイラビリティ・システムズ 東京都 港区
株式会社ｂｙ　ｍｙｓｅｌｆ 東京都 港区
株式会社ＢＣ　ＣＯＬＬＥＧＥ 東京都 港区
Ｂ－ｂｙ－Ｃ株式会社 東京都 港区
株式会社ビック・バン 東京都 港区
合同会社ＦＩＲＳＴ 東京都 港区
株式会社ＦＯＲＢＥＳ　ＦＩＴＮＥＳＳ 東京都 港区
株式会社富士越写真機店 東京都 港区
株式会社ブルーワールドネット 東京都 港区
株式会社文響社 東京都 港区
株式会社ぼすけて 東京都 港区
株式会社ホバーズ 東京都 港区
株式会社ミトス 東京都 港区
三和乃俵株式会社 東京都 港区
株式会社Ｍｅｍｅｎｔｏ　Ｍｏｒｉ 東京都 港区
株式会社ＵＴ・キャリア 東京都 港区
株式会社ライバー 東京都 港区
ライフイズテック株式会社 東京都 港区
リアルパートナーズ株式会社 東京都 港区
Ｒｅｔｈｉｎｋ合同会社 東京都 港区
有限会社アトリエ・エーエス 東京都 新宿区
有限会社アルカ 東京都 新宿区
株式会社ウィステリア 東京都 新宿区
株式会社エクター 東京都 新宿区
株式会社エスコ 東京都 新宿区
株式会社エストラボ 東京都 新宿区
株式会社ＮＳＴ 東京都 新宿区
一般社団法人エメラルド倶楽部 東京都 新宿区
有限会社大口需要 東京都 新宿区
税理士法人大山・豊田会計事務所 東京都 新宿区
株式会社カルド 東京都 新宿区
株式会社銀蔵 東京都 新宿区
株式会社クイーポ 東京都 新宿区
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株式会社國屋 東京都 新宿区
クラウドグレイス株式会社 東京都 新宿区
株式会社クラナド 東京都 新宿区
株式会社グローバルクレスト 東京都 新宿区
株式会社ケーワン・エンタープライズ 東京都 新宿区
株式会社ＣＯＲＥＳ 東京都 新宿区
株式会社コア・コーポレーション 東京都 新宿区
地盤ネット株式会社 東京都 新宿区
株式会社ジャストプラン 東京都 新宿区
株式会社住栄都市サービス 東京都 新宿区
昭石加工株式会社 東京都 新宿区
上游株式会社 東京都 新宿区
株式会社親交設計 東京都 新宿区
Ｓｔｕｄｉｏ５１株式会社 東京都 新宿区
３１４ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ株式会社 東京都 新宿区
有限会社Ｓｉｒｅｎｅ 東京都 新宿区
株式会社絶好調 東京都 新宿区
株式会社ソフィアコーポレーション 東京都 新宿区
株式会社タマケン 東京都 新宿区
株式会社ＴＡＭＡＲＩＢＡ 東京都 新宿区
土地家屋調査士法人Ｆパートナーズ 東京都 新宿区
株式会社日税サービス 東京都 新宿区
日本塗料販売株式会社 東京都 新宿区
株式会社ネクストグローバルフーズ 東京都 新宿区
株式会社ＮＥＸＴ　ＳＴＡＧＥ 東京都 新宿区
株式会社ＢＨＦ 東京都 新宿区
株式会社ひのや 東京都 新宿区
株式会社Ｂｅｙｏｎｄ－ＭＡＸ 東京都 新宿区
株式会社ファジー・アド・オフィス 東京都 新宿区
ファストドクター株式会社 東京都 新宿区
株式会社ＢＲＩＴＺ 東京都 新宿区
株式会社ベストリファインドエージェント 東京都 新宿区
株式会社ＢＯＣＡ 東京都 新宿区
株式会社マクロニクス 東京都 新宿区
株式会社ｍａｔｃｈｂｏｘ 東京都 新宿区
株式会社メルクリウスコーポレーション 東京都 新宿区
株式会社ライブズナビ 東京都 新宿区
医療法人社団ＬＯＶＥ＆ＴＥＥＴＨ 東京都 新宿区
株式会社井上畜産 東京都 文京区
株式会社エヌジービー 東京都 文京区
株式会社オレンジライフ 東京都 文京区
株式会社ＫＧ－ＪＡＰＡＮ 東京都 文京区
株式会社ＧＥＮ 東京都 文京区
株式会社サンライズブルバード 東京都 文京区
株式会社ジョイントネットワーク 東京都 文京区
株式会社スタジオ・エヌ 東京都 文京区
都市建築デザイン株式会社 東京都 文京区
有限会社トレカルム 東京都 文京区
日盛国際株式会社 東京都 文京区
一般社団法人日本スキンバンクネットワーク 東京都 文京区
株式会社Ｈｏｎｅｙｃｏｍｂ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ 東京都 文京区
株式会社文京楽器 東京都 文京区
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医療法人社団法山会 東京都 文京区
ＭＡＺＡＲＩＢＡ合同会社 東京都 文京区
株式会社ユミニム 東京都 文京区
株式会社アンク 東京都 台東区
医信株式会社 東京都 台東区
ウィングステック有限会社 東京都 台東区
株式会社エス・エス・ケイ・コミュニケイションズ 東京都 台東区
カリカチュア・ジャパン株式会社 東京都 台東区
株式会社カンアイコーポレーション 東京都 台東区
株式会社環境美健 東京都 台東区
キクヤピーエム株式会社 東京都 台東区
木本硝子株式会社 東京都 台東区
株式会社金通商事 東京都 台東区
株式会社サン・フレイム 東京都 台東区
株式会社鈴木酒販 東京都 台東区
ステップエンジニアリング株式会社 東京都 台東区
セイワビルマスター株式会社 東京都 台東区
株式会社高﨑 東京都 台東区
館山建設株式会社 東京都 台東区
合同会社Ｗライフ 東京都 台東区
ティー・エヌ・エス株式会社 東京都 台東区
株式会社ニエカワ設備 東京都 台東区
日本工業刃物株式会社 東京都 台東区
ニューランド・ジャパン株式会社 東京都 台東区
株式会社パルック 東京都 台東区
株式会社フックアップ 東京都 台東区
株式会社的場製餡所 東京都 台東区
有限会社室商 東京都 台東区
株式会社養正源 東京都 台東区
株式会社龍城 東京都 台東区
株式会社リューツウ 東京都 台東区
アンデス産業株式会社 東京都 墨田区
株式会社ウイング 東京都 墨田区
株式会社栄進 東京都 墨田区
株式会社global life care 東京都 墨田区
株式会社宏隆 東京都 墨田区
東邦発条株式会社 東京都 墨田区
株式会社Ｄｒ．凜 東京都 墨田区
有限会社アルプス車装 東京都 江東区
医療法人社団いわたや 東京都 江東区
ｏｕ２株式会社 東京都 江東区
株式会社ガス研 東京都 江東区
株式会社カタヤマ 東京都 江東区
株式会社サクラ 東京都 江東区
株式会社順達フードサービス 東京都 江東区
スイメイ物産株式会社 東京都 江東区
第一倉庫株式会社 東京都 江東区
東京アイデアル株式会社 東京都 江東区
株式会社ｎａｎｏ　ｄｅｓｉｇｎ　ｓｔｕｄｉｏ 東京都 江東区
株式会社ナビック 東京都 江東区
有限会社浜のや商店 東京都 江東区
ボトムライン合同会社 東京都 江東区
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有限会社本芳 東京都 江東区
株式会社ミュー 東京都 江東区
株式会社山源水産 東京都 江東区
株式会社ラウンドアバウト・キャピタル 東京都 江東区
株式会社ＩＪＣ 東京都 品川区
株式会社ｉｓｐｅｃ 東京都 品川区
株式会社イノセンスデザイン 東京都 品川区
株式会社ウィズアクア 東京都 品川区
有限会社内田米店 東京都 品川区
株式会社グローバル・リーダーズ・アカデミー 東京都 品川区
株式会社クロスワープ 東京都 品川区
株式会社サーティフィット 東京都 品川区
株式会社ジーエルエステート 東京都 品川区
医療法人社団至誠会 東京都 品川区
株式会社Synamon 東京都 品川区
有限会社ジャベル 東京都 品川区
Ｓｉｍｐｌｅ株式会社 東京都 品川区
株式会社ダン 東京都 品川区
西大井住販株式会社 東京都 品川区
合同会社Ｐｉｓｉｏｎ 東京都 品川区
ビジョンズ株式会社 東京都 品川区
ファイン株式会社 東京都 品川区
株式会社三葉製作所 東京都 品川区
株式会社三ツ矢 東京都 品川区
株式会社ユニスタイル 東京都 品川区
株式会社リガード 東京都 品川区
株式会社和多利 東京都 品川区
株式会社アールシーコア 東京都 目黒区
株式会社Ｕｐｗａｒｄ 東京都 目黒区
伊仁東京株式会社 東京都 目黒区
株式会社エイシア 東京都 目黒区
株式会社Ｏｌｉｖｅ　Ｕｎｉｏｎ 東京都 目黒区
学芸大ハウスセンター株式会社 東京都 目黒区
株式会社クラーク・ハウス 東京都 目黒区
株式会社クラス 東京都 目黒区
株式会社クロックワークス 東京都 目黒区
有限会社ケイキフードサービス 東京都 目黒区
株式会社シェアリング・ビューティー 東京都 目黒区
株式会社スタローネ 東京都 目黒区
株式会社素材工房 東京都 目黒区
株式会社ＴｏｎＴｏｎ 東京都 目黒区
株式会社Ｎｉｃａ 東京都 目黒区
株式会社ノックノート 東京都 目黒区
株式会社ハートアイランド 東京都 目黒区
医療法人社団ＨＡＹＫ 東京都 目黒区
株式会社プラスディー 東京都 目黒区
株式会社プラッツ 東京都 目黒区
マガジンゲート株式会社 東京都 目黒区
社会福祉法人民友会 東京都 目黒区
株式会社　イーグリーン 東京都 大田区
株式会社Ｗｉｔｈ　Ｐｅｔ　Ｆａｍｉｌｙ 東京都 大田区
株式会社エース 東京都 大田区
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有限会社ガレージ赤坂 東京都 大田区
神田工業株式会社 東京都 大田区
金湖グループ株式会社 東京都 大田区
株式会社銀座マギー 東京都 大田区
小松ばね工業株式会社 東京都 大田区
株式会社澤昌 東京都 大田区
三光電気工事株式会社 東京都 大田区
株式会社三伸興業所 東京都 大田区
株式会社三水工業 東京都 大田区
株式会社ジャパン企画設計 東京都 大田区
スターティス株式会社 東京都 大田区
澄川精密株式会社 東京都 大田区
セザックス株式会社 東京都 大田区
有限会社竹内工商 東京都 大田区
東西株式会社 東京都 大田区
日本企画管財株式会社 東京都 大田区
ｎｅｘｔ　ｅｒａ株式会社 東京都 大田区
医療法人社団Ｂテラス 東京都 大田区
フォーティワンホーム株式会社 東京都 大田区
株式会社松武 東京都 大田区
株式会社メディック 東京都 大田区
株式会社石井戸工務店 東京都 世田谷区
株式会社イリオラ 東京都 世田谷区
エー・エム・プロダクツ株式会社 東京都 世田谷区
ＡＫ合同会社 東京都 世田谷区
Ｓ＆Ｔ株式会社 東京都 世田谷区
エスキューブ株式会社 東京都 世田谷区
大池塗装株式会社 東京都 世田谷区
株式会社尾山台不動産 東京都 世田谷区
医療法人社団光世会 東京都 世田谷区
株式会社サクラマチ 東京都 世田谷区
株式会社ササキスポーツ 東京都 世田谷区
サンヨー物産株式会社 東京都 世田谷区
株式会社自由が丘ひばり整爪院 東京都 世田谷区
社会保険労務士法人ソーシャルブライトマネジメント 東京都 世田谷区
株式会社日本珈琲販売共同機構 東京都 世田谷区
株式会社パズルフードサービス 東京都 世田谷区
株式会社Ｐｉｅｚｏ　Ｓｏｎｉｃ 東京都 世田谷区
株式会社ヒンメル・コンサルティング 東京都 世田谷区
株式会社ｆｏｇｏ 東京都 世田谷区
株式会社富士見電機製作所 東京都 世田谷区
株式会社フリーライフ 東京都 世田谷区
株式会社松田園世田谷 東京都 世田谷区
株式会社美登利ホールディングス 東京都 世田谷区
株式会社ユアーズ・コーポレーション 東京都 世田谷区
株式会社ＬＵＸ　ＷＡＶＥ 東京都 世田谷区
株式会社ＲＥＭ 東京都 渋谷区
株式会社アイ・エフ・ビー 東京都 渋谷区
社会保険労務士法人あい事務所 東京都 渋谷区
アイビスティ有限会社 東京都 渋谷区
株式会社ａｉｗａ 東京都 渋谷区
アクトダイニング株式会社 東京都 渋谷区
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株式会社蘆田暢人建築設計事務所 東京都 渋谷区
株式会社アパレルテクニカルラボラトリー 東京都 渋谷区
株式会社ＡＭＡＺＥ 東京都 渋谷区
合同会社アラブアジアパートナーズ 東京都 渋谷区
アン・コンサルティング株式会社 東京都 渋谷区
ＡＮ－Ａｇｅｎｃｙ株式会社 東京都 渋谷区
株式会社Ｕｎｔｈｏｌｏｇｙ 東京都 渋谷区
株式会社untitled 東京都 渋谷区
株式会社イデアルコンサルティング 東京都 渋谷区
株式会社Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　ＩＦＡ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 東京都 渋谷区
エイトプロパティーズ株式会社 東京都 渋谷区
エスピーイーシー株式会社 東京都 渋谷区
株式会社ＭＫＹ．ｃｏｍ 東京都 渋谷区
ＬＶＭ株式会社 東京都 渋谷区
株式会社クラシカ表参道 東京都 渋谷区
株式会社グリーンケア 東京都 渋谷区
ＣＲＯＣＯ株式会社 東京都 渋谷区
株式会社ＣＬＯＣＫ・ＩＴ 東京都 渋谷区
医療法人社団港成会 東京都 渋谷区
サムライヌードル株式会社 東京都 渋谷区
株式会社サンライズジャパン 東京都 渋谷区
Ｃ＆Ｈ株式会社 東京都 渋谷区
株式会社シーズン２ 東京都 渋谷区
株式会社スター・フィールド 東京都 渋谷区
株式会社スタイルワン 東京都 渋谷区
株式会社Ｓｔｅｐ　Ｈｏｕｓｅ 東京都 渋谷区
株式会社生活の木 東京都 渋谷区
株式会社セラビ 東京都 渋谷区
タカトタマガミデザイン株式会社 東京都 渋谷区
株式会社タッグデザインファーム 東京都 渋谷区
株式会社ダルマプロダクション 東京都 渋谷区
株式会社Ｔ・Ｆホールディングス 東京都 渋谷区
株式会社トウキョウビジュアルコミュニケーション山本 東京都 渋谷区
トーヨービバレッジ株式会社 東京都 渋谷区
土地家屋調査士法人ソシオ総合事務所 東京都 渋谷区
株式会社Ｎｒｆ２ 東京都 渋谷区
有限会社ハイネッセン 東京都 渋谷区
株式会社ピーオーエス 東京都 渋谷区
株式会社ｂｅ　Ｏｒｇａｎｉｃ 東京都 渋谷区
株式会社ビリーフコーポレーション 東京都 渋谷区
ファースト産資株式会社 東京都 渋谷区
株式会社プラスアルファ 東京都 渋谷区
株式会社フラップアーツ 東京都 渋谷区
株式会社ベルフラッツ 東京都 渋谷区
株式会社本家あべや 東京都 渋谷区
株式会社ＭＡＥＤＡＸラボ 東京都 渋谷区
株式会社マツオ十字堂薬局 東京都 渋谷区
株式会社ミギナナメウエ 東京都 渋谷区
株式会社ミラク 東京都 渋谷区
株式会社Ｍｏｍｅｎｔｕｍ　Ｙｏｕｔｈ 東京都 渋谷区
医療法人社団優雅会 東京都 渋谷区
株式会社リアルファクトリー 東京都 渋谷区
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株式会社レ．アッカ 東京都 渋谷区
株式会社Ｌｏｇｉｃａ 東京都 渋谷区
ロトンド・インターナショナル合同会社 東京都 渋谷区
株式会社ワンモア 東京都 渋谷区
株式会社アトリエ・ジオ 東京都 中野区
株式会社　今光学機械製作所 東京都 中野区
株式会社菊地工務店 東京都 中野区
株式会社絆の力 東京都 中野区
コクボ産業株式会社 東京都 中野区
ジョイエブリタイム株式会社 東京都 中野区
合同会社ｔｏｕｒｎａｎｔ 東京都 中野区
有限会社野口工務店 東京都 中野区
有限会社ホームワーク 東京都 中野区
みらい設計株式会社 東京都 中野区
株式会社武藏屋 東京都 中野区
株式会社モリハ 東京都 中野区
特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン 東京都 中野区
株式会社飛鳥旅行 東京都 杉並区
医療法人社団慧医会 東京都 杉並区
ＬＳＩクーラー株式会社 東京都 杉並区
株式会社ｏｖｇｏ 東京都 杉並区
株式会社セブンスカイ 東京都 杉並区
株式会社タッチョモ 東京都 杉並区
株式会社ダブルソリューション 東京都 杉並区
医療法人社団白翔会 東京都 杉並区
特定非営利活動法人まどか 東京都 杉並区
株式会社ミスズ 東京都 杉並区
医療法人社団名月会 東京都 杉並区
株式会社ライズ 東京都 杉並区
株式会社ランドハウジング 東京都 杉並区
ＲＥＡ商事株式会社 東京都 豊島区
株式会社アイ・コーポレーション 東京都 豊島区
税理士法人アイユーコンサルティング 東京都 豊島区
株式会社アシストライン 東京都 豊島区
学校法人池田学園 東京都 豊島区
株式会社ウィンテック 東京都 豊島区
Ｃａｌｍｅ株式会社 東京都 豊島区
株式会社教育同人社 東京都 豊島区
ザ・グラツィア・インターナショナル株式会社 東京都 豊島区
学校法人佐々木学園 東京都 豊島区
株式会社シーエィディプロダクト 東京都 豊島区
縦横実業株式会社 東京都 豊島区
合同会社Ｓｉｒｉｕｓ 東京都 豊島区
株式会社スマイルユウ 東京都 豊島区
関根建設株式会社 東京都 豊島区
株式会社ｓｅｖｅｎｔｈ－ｌａｎｄ 東京都 豊島区
株式会社創橋 東京都 豊島区
創享非凡株式会社 東京都 豊島区
株式会社ソーケンメディカル 東京都 豊島区
合同会社テンション 東京都 豊島区
日本負荷試験テクノ株式会社 東京都 豊島区
株式会社ハウスマ 東京都 豊島区
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ＶｉｅｗＳｅｎｄ　ＩＣＴ株式会社 東京都 豊島区
Ｂｅａｕｔｙ　Ｓｔａｒ合同会社 東京都 豊島区
株式会社ｆｏｒｙｏｕｃｏｍｐａｎｙ 東京都 豊島区
メイスンワーク株式会社 東京都 豊島区
医療法人社団良口会 東京都 豊島区
朝日分光株式会社 東京都 北区
合同会社アシスト 東京都 北区
株式会社いさみや洋裝 東京都 北区
炎東商会株式会社 東京都 北区
株式会社小野田商店 東京都 北区
京プラン株式会社 東京都 北区
株式会社信義 東京都 北区
株式会社世紀貿易 東京都 北区
株式会社センドワールド 東京都 北区
株式会社騰飛国際 東京都 北区
株式会社ノートン・ライティングテクノロジージャパン 東京都 北区
株式会社ピー・アンド・クロッシー 東京都 北区
株式会社Ｅ・Ｃ 東京都 荒川区
エスライト技研株式会社 東京都 荒川区
オーロラ株式会社 東京都 荒川区
株式会社正泰苑 東京都 荒川区
有限会社スターフィールド 東京都 荒川区
株式会社フューチャーリーディング 東京都 荒川区
有限会社ミツクラ 東京都 荒川区
三矢製菓株式会社 東京都 荒川区
医療法人社団愛輝会 東京都 板橋区
株式会社アルコ 東京都 板橋区
株式会社イシク 東京都 板橋区
株式会社ＳＷＡ 東京都 板橋区
株式会社ＣＬＡＰ 東京都 板橋区
栗山造園株式会社 東京都 板橋区
株式会社ＳＡＲＡ 東京都 板橋区
医療法人社団秀雄会 東京都 板橋区
城北工業株式会社 東京都 板橋区
新進タクシー株式会社 東京都 板橋区
株式会社晟 東京都 板橋区
株式会社谷口質店 東京都 板橋区
株式会社ＦＩＲＳＴ　ＳＴＥＰ 東京都 板橋区
ボトムフラット株式会社 東京都 板橋区
Ｍｕｒａｂｉｔｏ株式会社 東京都 板橋区
株式会社ヤスダ 東京都 板橋区
山手交通株式会社 東京都 板橋区
社会福祉法人友和会 東京都 板橋区
株式会社ライト製作所 東京都 板橋区
会津ゴム工業株式会社 東京都 練馬区
アイパーツ株式会社 東京都 練馬区
アップル株式会社 東京都 練馬区
株式会社阿部製作所 東京都 練馬区
株式会社１９００ｆｉｌｍ 東京都 練馬区
株式会社越後屋 東京都 練馬区
有限会社大森電興 東京都 練馬区
有限会社カーショップヒロ 東京都 練馬区
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株式会社木屋製作所 東京都 練馬区
株式会社クレイハート 東京都 練馬区
株式会社Ｋ－ＦＲＯＮＴＩＥＲ 東京都 練馬区
株式会社ココ・ハウスネット 東京都 練馬区
ＨＺジャパン株式会社 東京都 練馬区
西武消毒株式会社 東京都 練馬区
田畑土地株式会社 東京都 練馬区
ティーフィールド株式会社 東京都 練馬区
東和開発株式会社 東京都 練馬区
丸央産業株式会社 東京都 練馬区
四つ葉産業株式会社 東京都 練馬区
株式会社アーサー 東京都 足立区
株式会社アクティブ 東京都 足立区
株式会社アズホーム 東京都 足立区
足立タクシー株式会社 東京都 足立区
株式会社イワカン 東京都 足立区
エスエイロジテム株式会社 東京都 足立区
株式会社兼長 東京都 足立区
株式会社くに家フーズ 東京都 足立区
学校法人小泉学園 東京都 足立区
株式会社ＫＯＹＡＭＡ 東京都 足立区
三敬商事株式会社 東京都 足立区
株式会社昇司不動産 東京都 足立区
一般社団法人自立支援サポート協会 東京都 足立区
スパーキークリエイト株式会社 東京都 足立区
株式会社谷口 東京都 足立区
株式会社テックイノベーション未来 東京都 足立区
株式会社東京三田組 東京都 足立区
株式会社トリニティ 東京都 足立区
初美産業株式会社 東京都 足立区
有限会社平林運輸商会 東京都 足立区
まさひろ商事不動産株式会社 東京都 足立区
株式会社栁田 東京都 足立区
株式会社ヤマキ 東京都 足立区
株式会社弥生金属工業 東京都 足立区
株式会社ラムバリオン 東京都 足立区
ＷＩＳＥ貿易商事株式会社 東京都 足立区
株式会社渡辺弥一郎商店 東京都 足立区
有限会社オンコ 東京都 葛飾区
開南エステート株式会社 東京都 葛飾区
有限会社宝モータース 東京都 葛飾区
株式会社トスミック 東京都 葛飾区
株式会社ネット・エンタープライズ 東京都 葛飾区
有限会社ブリーズガーデン 東京都 葛飾区
松儀貿易株式会社 東京都 葛飾区
Ｒｅｖｅ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ株式会社 東京都 葛飾区
株式会社アメニティ 東京都 江戸川区
株式会社ＭＴＪ 東京都 江戸川区
株式会社シルク 東京都 江戸川区
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
東イン株式会社 東京都 江戸川区
東洋食品興業株式会社 東京都 江戸川区
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株式会社永田製作所 東京都 江戸川区
西建設株式会社 東京都 江戸川区
日新糧機工業株式会社 東京都 江戸川区
日本一舟健康管理株式会社 東京都 江戸川区
株式会社ビッグヒット 東京都 江戸川区
藤崎株式会社 東京都 江戸川区
ブルエコノミーエンジニアリング株式会社 東京都 江戸川区
株式会社リバティホーム 東京都 江戸川区
株式会社アイム 東京都 八王子市
株式会社荒井 東京都 八王子市
株式会社イ―アンドイ―カンパニ― 東京都 八王子市
有限会社岩下工務店 東京都 八王子市
株式会社インディペンデンス 東京都 八王子市
有限会社ウイズ 東京都 八王子市
有限会社ヴォヤージュ・ジャパン 東京都 八王子市
共栄ハウスサービス株式会社 東京都 八王子市
株式会社グルマン 東京都 八王子市
株式会社コンサルタント・カザ 東京都 八王子市
株式会社三幸社 東京都 八王子市
三昭建設株式会社 東京都 八王子市
株式会社蒼玄 東京都 八王子市
株式会社彫刻工房イマイ 東京都 八王子市
Ｔｒｅｅａｄ株式会社 東京都 八王子市
株式会社都市クリエイト 東京都 八王子市
有限会社中村屋木下商店 東京都 八王子市
有限会社バーゼル洋菓子店 東京都 八王子市
株式会社ハギサワ建工 東京都 八王子市
ＰＬＡＹＷＯＲＫＳ株式会社 東京都 八王子市
株式会社みやび 東京都 八王子市
みらいグローバル人材開発機構株式会社 東京都 八王子市
株式会社ヤマギシ 東京都 八王子市
株式会社楼蘭 東京都 八王子市
株式会社ワーキングスタイル 東京都 八王子市
株式会社アステバン 東京都 立川市
株式会社伊藤商店 東京都 立川市
株式会社鑑定ジャパン 東京都 立川市
株式会社カンテック 東京都 立川市
株式会社高木工務店 東京都 立川市
医療法人社団トモニアユム 東京都 立川市
株式会社ハウスノーヴァ 東京都 立川市
株式会社レボ 東京都 立川市
株式会社　栄伸建設 東京都 武蔵野市
株式会社ＨＡＨ 東京都 武蔵野市
株式会社ＧＯＴＯ 東京都 武蔵野市
株式会社ショーヨー 東京都 武蔵野市
株式会社ヨシノ 東京都 武蔵野市
株式会社ケーエーナチュラルフーズ 東京都 三鷹市
東栄新薬株式会社 東京都 三鷹市
有限会社アイケアーサービス青梅 東京都 青梅市
株式会社東山園 東京都 青梅市
株式会社エバシード 東京都 府中市
有限会社勝己興業 東京都 府中市
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株式会社クイック・ガーデニング 東京都 府中市
株式会社ゴウセイ 東京都 府中市
株式会社シーアンドピー 東京都 府中市
株式会社Ｓｔａｒｓ＆Ｓｔｒｉｐｅｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ 東京都 府中市
有限会社やまぶき建設 東京都 府中市
株式会社リフォームデザイン 東京都 府中市
ワイ・ティー・ティーインターナショナル株式会社 東京都 府中市
株式会社ＦＥＣ 東京都 昭島市
医療法人社団琇光会 東京都 昭島市
株式会社昭和インターナショナル 東京都 昭島市
有限会社井上硝子工事 東京都 調布市
株式会社ウラニワ 東京都 調布市
株式会社スルガ 東京都 調布市
有限会社調布自動車サービスセンター 東京都 調布市
株式会社調布銘木 東京都 調布市
東洋エステートサービス株式会社 東京都 調布市
内外サービス株式会社 東京都 調布市
株式会社南陽ハウジング 東京都 調布市
株式会社日本スペーシオ 東京都 調布市
株式会社ＢＣＧ　ＤＲＥＡＭ 東京都 調布市
株式会社Ｋｌａｒ 東京都 町田市
医療法人社団健誠会 東京都 町田市
医療法人社団康歯会 東京都 町田市
国光エクセル株式会社 東京都 町田市
ＺＥＡＬ不動産株式会社 東京都 町田市
株式会社鶴川自動車 東京都 町田市
株式会社テックスイージー 東京都 町田市
東神貿易株式会社 東京都 町田市
株式会社Ｖｉｓｉｏｎｅ 東京都 町田市
株式会社ファースト 東京都 町田市
株式会社ファースト工業 東京都 町田市
株式会社ＰＬＥＳＨ 東京都 町田市
株式会社メカニカル技研 東京都 町田市
医療法人社団山田歯科成瀬クリニック 東京都 町田市
株式会社ＣｌｏｖｅｒＨｏｍｅ 東京都 小平市
株式会社さくら住建 東京都 小平市
株式会社島崎製作所 東京都 小平市
豊国コンクリート工業株式会社 東京都 小平市
株式会社ライフケアサポート 東京都 小平市
有限会社一瀬カッティング興業 東京都 日野市
株式会社小室鉄建 東京都 日野市
株式会社ユーグラッド 東京都 日野市
有限会社ソーテック 東京都 東村山市
日本ユニバーサル電気株式会社 東京都 東村山市
株式会社M'SJ 東京都 国分寺市
株式会社ムサシホームズ 東京都 国分寺市
株式会社アールスタイル 東京都 国立市
株式会社ビーエヌジー 東京都 国立市
株式会社富士見石材 東京都 国立市
株式会社松場園 東京都 狛江市
有限会社真方自動車 東京都 東久留米市
株式会社ｔｒｉｐｌｅ－ｙ 東京都 武蔵村山市
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武蔵通商株式会社 東京都 武蔵村山市
株式会社ＣＯＣＯＦＵＬ 東京都 多摩市
株式会社成和 東京都 多摩市
株式会社ケアサービスひかり 東京都 羽村市
株式会社来住野工務店 東京都 あきる野市
有限会社小林建築 東京都 あきる野市
株式会社日本空間 東京都 あきる野市
有限会社ベルウッド 東京都 あきる野市
株式会社江原製作所 東京都 瑞穂町
有限会社小沢建材 東京都 日の出町
相生 雄二 東京都
青木 章太 東京都
秋吉 伸彦 東京都
浅井 誠 東京都
穴山 宏美 東京都
生駒 俊介 東京都
猪俣 謙次 東京都
今井 昭彦 東京都
岩間 稚子 東京都
岩元 洋一 東京都
梅田 宜承 東京都
王 昌飛 東京都
大石 哲司 東京都
大川 延也 東京都
大澤 調 東京都
奥脇 秀和 東京都
加藤 陽一郎 東京都
金子 哲 東京都
金子 隆二 東京都
菊地 晶 東京都
北澤 王司 東京都
木村 達也 東京都
口分田 明典 東京都
黒田 昌崇 東京都
後藤 義隆 東京都
小塙 祥基 東京都
佐伯 弥紘 東京都
佐藤 晶子 東京都
佐藤 章 東京都
佐藤 一樹 東京都
佐藤 貴映 東京都
篠原 憲太 東京都
島崎 一夫 東京都
島﨑 忠 東京都
末田 麻由美 東京都
菅 眞一 東京都
鈴木 達夫 東京都
大勝 孝洋 東京都
高橋 武裕 東京都
高松 伸博 東京都
多田 海人 東京都
田中 邦明 東京都
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田中 宏和 東京都
田中 禎彦 東京都
田村 好之 東京都
富田 大介 東京都
富田 秀昭 東京都
中嶋 智仁 東京都
野上 以織 東京都
野村 弘至 東京都
箱石 拡美 東京都
林 夏樹 東京都
玄 明姫 東京都
伏木 良雄 東京都
船木 勝介 東京都
本間 光仁 東京都
前田 千春 東京都
正木 佳 東京都
増田 和英 東京都
松井 茂樹 東京都
丸山 英樹 東京都
村瀬 慶次 東京都
村田 有哉 東京都
森田 修平 東京都
森田 純代 東京都
矢作 泰紹 東京都
山崎 武 東京都
山田 雄一 東京都
山根 茂雄 東京都
横田 裕弘 東京都
吉田 尚史 東京都
依田 俊雄 東京都
和泉 博 東京都
涌井 裕 東京都
株式会社アイダスト 神奈川県 横浜市
有限会社赤い靴 神奈川県 横浜市
株式会社ＡＫＡＬＡ 神奈川県 横浜市
アドヴァンスリアルコンサルト株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社安齋工務店 神奈川県 横浜市
安全モーター株式会社 神奈川県 横浜市
有限会社イーマックス 神奈川県 横浜市
株式会社イデアル 神奈川県 横浜市
インターハーベストジャパン株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社インタリオ社 神奈川県 横浜市
株式会社ＥＩＶＳ 神奈川県 横浜市
株式会社エールコーポレーション 神奈川県 横浜市
株式会社エコハウス 神奈川県 横浜市
株式会社ＭＭ７ 神奈川県 横浜市
株式会社オープラスソリューション 神奈川県 横浜市
株式会社カーサ総研 神奈川県 横浜市
医療法人かねむらクリニック 神奈川県 横浜市
株式会社鎌田 神奈川県 横浜市
株式会社カワグチ 神奈川県 横浜市
株式会社金原 神奈川県 横浜市
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株式会社グランド 神奈川県 横浜市
株式会社グランドオリエンタルみなとみらい 神奈川県 横浜市
クロスセンス株式会社 神奈川県 横浜市
京浜マイホームサービス株式会社 神奈川県 横浜市
医療法人社団恒久会江口歯科医院 神奈川県 横浜市
有限会社サイトウプリント 神奈川県 横浜市
さくらメディカル株式会社 神奈川県 横浜市
さくらメディカルケア株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社笹山植木 神奈川県 横浜市
株式会社サトウ自動車 神奈川県 横浜市
株式会社CTM 神奈川県 横浜市
ジャステック株式会社 神奈川県 横浜市
松栄電子工業株式会社 神奈川県 横浜市
伸光写眞サービス株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社新世 神奈川県 横浜市
シンワ株式会社 神奈川県 横浜市
有限会社スガエンタープライズ 神奈川県 横浜市
株式会社スマイル 神奈川県 横浜市
株式会社ゼンワ 神奈川県 横浜市
学校法人大空学園 神奈川県 横浜市
株式会社大智建設 神奈川県 横浜市
株式会社大仲商事 神奈川県 横浜市
株式会社ダイヤ緑地 神奈川県 横浜市
髙井産業株式会社 神奈川県 横浜市
医療法人社団龍ノ歯会 神奈川県 横浜市
株式会社ダナフォーム 神奈川県 横浜市
株式会社鶴見の飯田 神奈川県 横浜市
株式会社ティーバランス 神奈川県 横浜市
テクニカルホーム株式会社 神奈川県 横浜市
都市総合緑地株式会社 神奈川県 横浜市
丹羽窯業株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社沼田商事 神奈川県 横浜市
株式会社ＮＥＸＴ・Ｂｒｉｄｇｅ 神奈川県 横浜市
株式会社ＮＥＸＴ佑 神奈川県 横浜市
有限会社ネモ 神奈川県 横浜市
株式会社のぞみ建設 神奈川県 横浜市
医療法人社団白慈会 神奈川県 横浜市
株式会社花岡金属商会 神奈川県 横浜市
医療法人社団ピーエムエー 神奈川県 横浜市
有限会社光製作所 神奈川県 横浜市
医療法人社団美真会 神奈川県 横浜市
医療法人社団フェリーチェ 神奈川県 横浜市
有限会社深田工務店 神奈川県 横浜市
株式会社プラスエー 神奈川県 横浜市
一般社団法人保育室ウッズ 神奈川県 横浜市
株式会社ボーダレスデザイン 神奈川県 横浜市
株式会社ホームクリエイション 神奈川県 横浜市
医療法人社団マリア会 神奈川県 横浜市
ミネ工業株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社簑島建設 神奈川県 横浜市
株式会社ミハマ商会 神奈川県 横浜市
株式会社ミヤックス 神奈川県 横浜市
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株式会社ミユキ 神奈川県 横浜市
ミライプラス株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社メディプラス 神奈川県 横浜市
有限会社モリタ自動車工業 神奈川県 横浜市
株式会社Ｕ’ｅｙｅｓ　Ｄｅｓｉｇｎ 神奈川県 横浜市
税理士法人横浜総合事務所 神奈川県 横浜市
吉川海事興業株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社よつば 神奈川県 横浜市
株式会社四葉産業 神奈川県 横浜市
株式会社ＬＡｐｌｕｓｔ 神奈川県 横浜市
株式会社リカバリータイムズ 神奈川県 横浜市
株式会社リッチライフ 神奈川県 横浜市
株式会社リプロセル 神奈川県 横浜市
リョーコーホーム株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社Ｒｏ．ｔｏ．Ｓｕ 神奈川県 横浜市
有限会社ワイズオウル 神奈川県 横浜市
若杉建設有限会社 神奈川県 横浜市
株式会社ｏｎｅｓｔｅｐ 神奈川県 横浜市
アクト電子株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社永和 神奈川県 川崎市
株式会社ＡＴファーマシー 神奈川県 川崎市
株式会社オージャス 神奈川県 川崎市
株式会社小倉外構 神奈川県 川崎市
有限会社香芽建設 神奈川県 川崎市
株式会社シーアンコンサルティングアンドソリューション 神奈川県 川崎市
焼結合金加工株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社末次工務店 神奈川県 川崎市
株式会社青伸 神奈川県 川崎市
株式会社大貴水産 神奈川県 川崎市
橘商事株式会社 神奈川県 川崎市
医療法人デンタル・ワン 神奈川県 川崎市
東鹿園株式会社 神奈川県 川崎市
東洋クラフトマン工機株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社ＴＯＭＯＥ 神奈川県 川崎市
医療法人ＮａｔｕｒａｌＳｍｉｌｅ 神奈川県 川崎市
株式会社ハート＆ハンド 神奈川県 川崎市
福吉塗装株式会社 神奈川県 川崎市
不二プラント工業株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社ホリコー 神奈川県 川崎市
株式会社ｍｉｃｒｏ－ＡＭＳ 神奈川県 川崎市
有限会社丸善興業 神奈川県 川崎市
株式会社ミルトス 神奈川県 川崎市
明治堂株式会社 神奈川県 川崎市
有限会社山城システム 神奈川県 川崎市
理研アルマイト工業株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社レガロリアルティ 神奈川県 川崎市
株式会社渡久クリエイト 神奈川県 川崎市
梅澤木材株式会社 神奈川県 相模原市
鋭正国際コーディネート株式会社 神奈川県 相模原市
有限会社エスケージー 神奈川県 相模原市
サーティーフォー交通株式会社 神奈川県 相模原市
有限会社三恵建設 神奈川県 相模原市
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株式会社三興土地開発 神奈川県 相模原市
清水木材株式会社 神奈川県 相模原市
スマイルライフ株式会社 神奈川県 相模原市
株式会社相武建築 神奈川県 相模原市
株式会社大裕工務店 神奈川県 相模原市
有限会社大洋工務店 神奈川県 相模原市
株式会社鷹島鋳造所 神奈川県 相模原市
有限会社タナベロードサービス 神奈川県 相模原市
Ｄ．ホーム株式会社 神奈川県 相模原市
株式会社トレタテ 神奈川県 相模原市
有限会社西浦塗装工業所 神奈川県 相模原市
有限会社野沢正光建築工房 神奈川県 相模原市
株式会社古谷水道建設 神奈川県 相模原市
株式会社袰岩技建 神奈川県 相模原市
丸一商事株式会社 神奈川県 相模原市
有限会社米田建設 神奈川県 相模原市
株式会社内田総合 神奈川県 横須賀市
株式会社門倉商店 神奈川県 横須賀市
株式会社シックスティ 神奈川県 横須賀市
有限会社翔優 神奈川県 横須賀市
株式会社鈴栄工業 神奈川県 横須賀市
須藤設備工業株式会社 神奈川県 横須賀市
有限会社ヘアーデイズ 神奈川県 横須賀市
有限会社マエダ 神奈川県 横須賀市
有限会社マルオー 神奈川県 横須賀市
株式会社丸孝産業 神奈川県 横須賀市
株式会社緑産業 神奈川県 横須賀市
株式会社望月工業所 神奈川県 横須賀市
有限会社森建設 神奈川県 横須賀市
株式会社ヤマダアーキテクト 神奈川県 横須賀市
株式会社リビングカラーコーポレーション 神奈川県 横須賀市
株式会社エスワイケイ 神奈川県 平塚市
株式会社甲斐組 神奈川県 平塚市
株式会社クリーンサービス 神奈川県 平塚市
株式会社クローバーリビング 神奈川県 平塚市
株式会社ＣＡＶＥＲ 神奈川県 平塚市
有限会社サンクリーン 神奈川県 平塚市
株式会社スズキ紙工 神奈川県 平塚市
株式会社Ｔｃｒｏｓｓ 神奈川県 平塚市
有限会社双葉 神奈川県 平塚市
有限会社ミナト電気 神奈川県 平塚市
有限会社モアグリーン 神奈川県 平塚市
株式会社あおば 神奈川県 鎌倉市
株式会社アペックス 神奈川県 鎌倉市
有限会社コスモスインターナショナルスクール 神奈川県 鎌倉市
株式会社シンクパス 神奈川県 鎌倉市
山内建設株式会社 神奈川県 鎌倉市
Ｅ‐ＬＩＦＥ株式会社 神奈川県 藤沢市
医療法人社団井上歯科医院 神奈川県 藤沢市
有限会社ＮＤＳ 神奈川県 藤沢市
株式会社門倉組 神奈川県 藤沢市
株式会社言毅 神奈川県 藤沢市
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有限会社佐藤物産 神奈川県 藤沢市
株式会社新生住宅販売 神奈川県 藤沢市
株式会社トレッタキャッツ 神奈川県 藤沢市
有限会社とろわふれえる 神奈川県 藤沢市
有限会社湘技建 神奈川県 藤沢市
株式会社ホームエイド 神奈川県 藤沢市
株式会社水村工務店 神奈川県 藤沢市
医療法人めぐみの会 神奈川県 藤沢市
山大木材株式会社 神奈川県 藤沢市
山羽工業株式会社 神奈川県 藤沢市
株式会社ヤミーネイル 神奈川県 藤沢市
医療法人社団結の会 神奈川県 藤沢市
株式会社心和工務店 神奈川県 小田原市
株式会社ビーケン 神奈川県 小田原市
株式会社ほし薬局 神奈川県 小田原市
有限会社ムライダ電設 神奈川県 小田原市
株式会社アールアンドシー湘南 神奈川県 茅ヶ崎市
有限会社魚芳商店 神奈川県 茅ヶ崎市
株式会社ＥＳホーム 神奈川県 茅ヶ崎市
株式会社川延造園 神奈川県 茅ヶ崎市
株式会社ジャパンリノベート 神奈川県 茅ヶ崎市
医療法人社団伸詠会 神奈川県 茅ヶ崎市
梵天堂株式会社 神奈川県 茅ヶ崎市
有限会社道 神奈川県 茅ヶ崎市
株式会社ミツワライス 神奈川県 茅ヶ崎市
医療法人聖徳会 神奈川県 逗子市
有限会社宮下工務店 神奈川県 逗子市
菊地工業株式会社 神奈川県 秦野市
株式会社翔建 神奈川県 秦野市
有限会社ミツヨシ建設 神奈川県 秦野市
株式会社ミヤビ 神奈川県 秦野市
イセザン産業株式会社 神奈川県 厚木市
一蓮建設株式会社 神奈川県 厚木市
株式会社清川産業 神奈川県 厚木市
有限会社成光ホーム 神奈川県 厚木市
有限会社双栄建設 神奈川県 厚木市
株式会社フジノライン 神奈川県 厚木市
有限会社頼住建設 神奈川県 厚木市
株式会社コイグチ 神奈川県 大和市
株式会社ＪＡＳＴ．ＯＮ 神奈川県 大和市
株式会社虹 神奈川県 大和市
有限会社平島組 神奈川県 大和市
株式会社山源建設 神奈川県 大和市
株式会社和光不動産 神奈川県 大和市
株式会社イノベイションオブメディカルサービス 神奈川県 伊勢原市
東海教育産業株式会社 神奈川県 伊勢原市
有限会社ヒュウガ 神奈川県 伊勢原市
有限会社安田建設工業 神奈川県 伊勢原市
有限会社湘南工事 神奈川県 海老名市
ＲＦＣパートナーズ株式会社 神奈川県 座間市
有限会社牧山商事 神奈川県 座間市
あしがら環境保全株式会社 神奈川県 南足柄市
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有限会社伊藤工業 神奈川県 南足柄市
有限会社山崎組 神奈川県 南足柄市
株式会社鈴木技研 神奈川県 綾瀬市
株式会社鈴木土木 神奈川県 綾瀬市
有限会社長谷川加工所 神奈川県 綾瀬市
有限会社友琉館 神奈川県 葉山町
有限会社上総工業 神奈川県 寒川町
株式会社空創工房 神奈川県 大磯町
株式会社櫻木商店 神奈川県 箱根町
株式会社鈴木組 神奈川県 真鶴町
有限会社椿建設 神奈川県 湯河原町
学校法人大橋学園 神奈川県 愛川町
株式会社ヒロズ 神奈川県 愛川町
株式会社山善 神奈川県 清川村
青木 修一 神奈川県
秋山 怜史 神奈川県
秋山 輝信 神奈川県
安達 栄 神奈川県
荒井 友朗 神奈川県
井形 伸弘 神奈川県
伊藤 忠重 神奈川県
伊藤 智昭 神奈川県
伊藤 哲治 神奈川県
井上 勝 神奈川県
大友 眞 神奈川県
大貫 和志 神奈川県
加藤 将人 神奈川県
金子 彰宏 神奈川県
金子 智明 神奈川県
菊池 俊輝 神奈川県
串田 義男 神奈川県
栗山 千裕 神奈川県
好士﨑 かおり 神奈川県
河野 嘉久 神奈川県
小島 正裕 神奈川県
小林 啓 神奈川県
小林 篤 神奈川県
榊 邦弥 神奈川県
首藤 雅彦 神奈川県
菅原 洋一 神奈川県
高城 正勝 神奈川県
髙橋 浩幸 神奈川県
武田 直久 神奈川県
鳥羽山 剛 神奈川県
永尾 健一 神奈川県
中野 信博 神奈川県
西谷 祐二 神奈川県
野口 智之 神奈川県
野﨑 勝也 神奈川県
野間 章暢 神奈川県
原田 総一郎 神奈川県
本間 秋彦 神奈川県
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牧野 洋子 神奈川県
松本 潤 神奈川県
村松 利衣 神奈川県
森田 千里 神奈川県
葉 たつ子 神奈川県
横山 喜一 神奈川県
秋葉建設興業株式会社 新潟県 新潟市
株式会社アット・ホーム・スタイル 新潟県 新潟市
株式会社アルバ建設 新潟県 新潟市
株式会社飯野建設 新潟県 新潟市
株式会社イシカワ 新潟県 新潟市
株式会社ＥＮＣＯＵＮＴＥＲ 新潟県 新潟市
株式会社越後電設 新潟県 新潟市
株式会社笠井建設 新潟県 新潟市
株式会社ＫＡＮＡＩ 新潟県 新潟市
株式会社熊木建築事務所 新潟県 新潟市
株式会社小林印刷所 新潟県 新潟市
昆建設株式会社 新潟県 新潟市
株式会社西済組 新潟県 新潟市
有限会社サンエツ工業 新潟県 新潟市
株式会社新保組 新潟県 新潟市
株式会社関根組 新潟県 新潟市
株式会社善丸コーポレーション 新潟県 新潟市
株式会社大建建設 新潟県 新潟市
有限会社高喜工業 新潟県 新潟市
株式会社土田組 新潟県 新潟市
株式会社テックアサヒ 新潟県 新潟市
株式会社南場組 新潟県 新潟市
新潟メスキュード株式会社 新潟県 新潟市
株式会社庭山建築事務所 新潟県 新潟市
株式会社野本建設 新潟県 新潟市
株式会社日野屋玩具店 新潟県 新潟市
株式会社ヒューマンブレイン 新潟県 新潟市
有限会社フォルトーナ 新潟県 新潟市
豊和建設株式会社 新潟県 新潟市
株式会社ホクエー 新潟県 新潟市
株式会社本間釣具店 新潟県 新潟市
株式会社山川建築事務所 新潟県 新潟市
有限会社吉崎電気 新潟県 新潟市
株式会社ｌｅ　ｃｈｅｎｅ 新潟県 新潟市
渡辺建設株式会社 新潟県 新潟市
有限会社渡辺弘翠園 新潟県 新潟市
共榮建設株式会社 新潟県 長岡市
株式会社サカタ製作所 新潟県 長岡市
株式会社シナダ 新潟県 長岡市
ダイエープロビス株式会社 新潟県 長岡市
有限会社大恭建興 新潟県 長岡市
株式会社高田建築事務所 新潟県 長岡市
株式会社藤川建設 新潟県 長岡市
株式会社丸共 新潟県 長岡市
有限会社八木建設 新潟県 長岡市
株式会社ケンオウ 新潟県 三条市
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株式会社スタイルハウス 新潟県 三条市
有限会社石翠園 新潟県 三条市
第一コンピュータ印刷株式会社 新潟県 三条市
ホクリク総業株式会社 新潟県 三条市
プロスパー株式会社 新潟県 柏崎市
株式会社岩村組 新潟県 新発田市
新潟フォレストカントリー倶楽部株式会社 新潟県 新発田市
有限会社小木建設 新潟県 小千谷市
株式会社広川工務店 新潟県 小千谷市
株式会社山内組 新潟県 加茂市
株式会社石の夢工房丸屋 新潟県 十日町市
有限会社小山土木 新潟県 十日町市
株式会社昭和建設 新潟県 十日町市
株式会社動屋 新潟県 十日町市
有限会社二葉 新潟県 十日町市
有限会社板垣造園緑花 新潟県 見附市
有限会社アイメック 新潟県 村上市
株式会社板垣組 新潟県 村上市
株式会社新和開発 新潟県 村上市
有限会社津島建設 新潟県 村上市
二野建設株式会社 新潟県 村上市
株式会社氏田組 新潟県 燕市
株式会社エムテートリマツ 新潟県 燕市
斎藤工業株式会社 新潟県 燕市
有限会社中島組 新潟県 燕市
有限会社深沢建設工業 新潟県 燕市
株式会社プラックス 新潟県 燕市
株式会社本宏製作所 新潟県 燕市
株式会社丸山組 新潟県 燕市
株式会社栄進設備工業 新潟県 糸魚川市
創和ジャステック建設株式会社 新潟県 糸魚川市
株式会社平建設 新潟県 糸魚川市
有限会社加藤建設 新潟県 妙高市
有限会社吉原設備工業 新潟県 妙高市
有限会社山下組 新潟県 五泉市
株式会社青花園 新潟県 上越市
中田建設株式会社 新潟県 上越市
株式会社野口石材 新潟県 上越市
株式会社井上土木 新潟県 阿賀野市
株式会社坂詰組 新潟県 阿賀野市
有限会社錐建 新潟県 阿賀野市
株式会社帆苅組 新潟県 阿賀野市
佐渡ＰＲＯＪＥＣＴ株式会社 新潟県 佐渡市
株式会社廣瀬組 新潟県 佐渡市
松屋工務店株式会社 新潟県 佐渡市
吉井木材工業株式会社 新潟県 佐渡市
魚沼産業株式会社 新潟県 魚沼市
株式会社大塚土木 新潟県 魚沼市
株式会社桑原組 新潟県 魚沼市
有限会社吉田組 新潟県 魚沼市
株式会社サカイ 新潟県 南魚沼市
三共設備株式会社 新潟県 南魚沼市
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株式会社Ｓｍｉｌｅ　Ｐｅａｃｅ 新潟県 南魚沼市
有限会社樋口建設 新潟県 聖籠町
株式会社小林組 新潟県 弥彦村
株式会社渡辺土建 新潟県 弥彦村
森下企業株式会社 新潟県 湯沢町
株式会社湯沢グランドホテル 新潟県 湯沢町
株式会社高橋工務所 新潟県 津南町
齊藤 悟 新潟県
高橋 美由紀 新潟県
西潟 郁夫 新潟県
株式会社アイマック 富山県 富山市
エースヴィジョン株式会社 富山県 富山市
株式会社オレンジライン 富山県 富山市
株式会社梶谷工業所 富山県 富山市
五本建設株式会社 富山県 富山市
島田建設工業株式会社 富山県 富山市
長岡造園株式会社 富山県 富山市
株式会社中田工務店 富山県 富山市
丸栄運輸機工株式会社 富山県 富山市
株式会社ミカド電機 富山県 富山市
株式会社八春 富山県 富山市
株式会社ユニテ 富山県 富山市
株式会社ライズウィル 富山県 富山市
ワタヤ自動車株式会社 富山県 富山市
アルハイテック株式会社 富山県 高岡市
株式会社大越仏壇 富山県 高岡市
ケーズメタル株式会社 富山県 高岡市
株式会社谷口 富山県 高岡市
株式会社日東 富山県 高岡市
株式会社広上製作所 富山県 高岡市
株式会社北陸カワラ 富山県 高岡市
株式会社寿榮会 富山県 氷見市
株式会社ＴＯＣＯ 富山県 滑川市
東洋ゼンマイ株式会社 富山県 黒部市
富山県花卉球根農業協同組合 富山県 砺波市
北陸ハイウエイ建設株式会社 富山県 砺波市
ＫＯＫＩ株式会社 富山県 射水市
医療法人社団星陵会たちなみ歯科口腔外科クリニック 富山県 射水市
株式会社白岩 富山県 立山町
中山建設株式会社 富山県 入善町
川口 興司 富山県
澤崎 晴彦 富山県
清水 邦芳 富山県
津野 宏彰 富山県
水野 二郎 富山県
村本 寿明 富山県
山下 俊子 富山県
アサヒ株式会社 石川県 金沢市
アルスコンサルタンツ株式会社 石川県 金沢市
株式会社一藤 石川県 金沢市
井筒管材株式会社 石川県 金沢市
株式会社ＷＡＴＥＲＩＺＥ 石川県 金沢市
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株式会社兼六 石川県 金沢市
酒井工業株式会社 石川県 金沢市
株式会社サニープレイス 石川県 金沢市
株式会社七宝商事 石川県 金沢市
タマダ株式会社 石川県 金沢市
株式会社ティー・ファミリー 石川県 金沢市
東亜電機工業株式会社 石川県 金沢市
一般社団法人フトゥーロ北陸スポーツクラブ 石川県 金沢市
株式会社ベストアグリフーズ 石川県 金沢市
医療法人社団豊歯会 石川県 金沢市
有限会社松島自動車鈑金塗装 石川県 金沢市
ワーキングプロ株式会社 石川県 金沢市
一般社団法人七尾市医師会 石川県 七尾市
株式会社あかね 石川県 小松市
石川舗道株式会社 石川県 小松市
医療法人社団きた歯科医院 石川県 小松市
株式会社小松パブリックゴルフ 石川県 小松市
株式会社サンショ 石川県 小松市
株式会社白山エコ 石川県 小松市
株式会社ＭＡＴＳＵ　ＷＯＲＫＳ 石川県 小松市
医療法人悠真美 石川県 小松市
株式会社石の井筒屋 石川県 輪島市
株式会社大向カーオート 石川県 輪島市
株式会社工務紙井 石川県 輪島市
有限会社奥野モータース 石川県 加賀市
有限会社谷口物産 石川県 加賀市
株式会社プロフーズ 石川県 加賀市
株式会社山代印刷 石川県 加賀市
共和産業株式会社 石川県 白山市
西将工業株式会社 石川県 白山市
医療法人社団白山会 石川県 白山市
株式会社谷本工務店 石川県 能美市
株式会社ナナキ 石川県 能美市
株式会社栗山造園 石川県 野々市市
有限会社西尾商店 石川県 野々市市
医療法人社団真舘歯科医院 石川県 野々市市
有限会社宏和機械工業 石川県 川北町
中本建設株式会社 石川県 津幡町
株式会社長谷川建設 石川県 津幡町
株式会社平建工業 石川県 宝達志水町
小倉 悠治 石川県
川合 満 石川県
蔵 祐昭 石川県
佐々木 拓也 石川県
西山 貴洋 石川県
大和 幸一 石川県
ＡＯＩカーケア株式会社 福井県 福井市
株式会社アドヴァンスドリーム 福井県 福井市
株式会社内田材木店 福井県 福井市
合同会社ＮＧＳ 福井県 福井市
株式会社エムエーツール 福井県 福井市
株式会社建昇 福井県 福井市
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株式会社しばなか 福井県 福井市
合資会社高沢自動車製作所 福井県 福井市
ハヤシ建築事務所株式会社 福井県 福井市
有限会社ＰＩＮＯＣＣＨＩＯ 福井県 福井市
福井精米株式会社 福井県 福井市
まいほむ株式会社 福井県 福井市
有限会社嘉源 福井県 福井市
株式会社リビングスペース 福井県 福井市
株式会社ルシアル 福井県 福井市
株式会社エンジョブ 福井県 敦賀市
ケイ・プランニング株式会社 福井県 敦賀市
フジインターナショナル株式会社 福井県 敦賀市
株式会社ワコーサービス 福井県 敦賀市
株式会社お墓さんのかじそ 福井県 大野市
株式会社滝本ホンダ 福井県 勝山市
株式会社ｃａｓａ 福井県 鯖江市
有限会社桑原産業 福井県 鯖江市
竹内産業有限会社 福井県 鯖江市
コスメヴェル株式会社 福井県 あわら市
福井県観光開発株式会社 福井県 あわら市
株式会社アルネット企画 福井県 越前市
株式会社ｅ－Ｓｔｙｌｅ 福井県 越前市
株式会社オーナメントエイ 福井県 越前市
医療法人社団泉樹会 福井県 越前市
ダイコー建装株式会社 福井県 越前市
株式会社タナベ住建 福井県 越前市
有限会社谷口鉄工所 福井県 越前市
株式会社ＭＯＫ 福井県 越前市
株式会社くるまの店なかまさ 福井県 坂井市
有限会社高島土建 福井県 坂井市
株式会社坪田自工 福井県 坂井市
福井パッケージ株式会社 福井県 坂井市
太田木材株式会社 福井県 永平寺町
株式会社こんどう 福井県 おおい町
株式会社井ノ口電気 福井県 若狭町
糸生 繁樹 福井県
岸本 武男 福井県
清水口 司 福井県
飛坂 太 福井県
西川 晃治 福井県
西田 貴哉 福井県
比島 正康 福井県
堀江 正洋 福井県
社会福祉法人甲府市社会福祉協議会 山梨県 甲府市
宏和建設株式会社 山梨県 甲府市
株式会社ジーエムコーポレーション 山梨県 甲府市
株式会社ＺＥＲＯ 山梨県 甲府市
東横商事株式会社 山梨県 甲府市
株式会社七保 山梨県 甲府市
株式会社Ｂ．Ｌ．Ｓ． 山梨県 甲府市
株式会社望月組土木 山梨県 甲府市
株式会社山梨クリーンサービス 山梨県 甲府市
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ワカバ株式会社 山梨県 甲府市
株式会社エコテクノロジーズ 山梨県 富士吉田市
株式会社城山建設 山梨県 富士吉田市
有限会社高部設計 山梨県 富士吉田市
株式会社滝口建築 山梨県 富士吉田市
株式会社西山組 山梨県 富士吉田市
株式会社横倉材木店 山梨県 富士吉田市
小林建設株式会社 山梨県 南アルプス市
株式会社小林設備工業 山梨県 南アルプス市
新津建設株式会社 山梨県 南アルプス市
有限会社丸利森本建設 山梨県 南アルプス市
株式会社里吉工業所 山梨県 北杜市
有限会社須田産業 山梨県 北杜市
株式会社巧光建設 山梨県 北杜市
山梨銘醸株式会社 山梨県 北杜市
浅川木材株式会社 山梨県 甲斐市
株式会社スマイルコーポレーション 山梨県 甲斐市
株式会社富創 山梨県 甲斐市
双葉商事株式会社 山梨県 笛吹市
友愛工業株式会社 山梨県 笛吹市
株式会社田村組 山梨県 上野原市
株式会社土屋製作所 山梨県 上野原市
塩山車検センター協同組合 山梨県 甲州市
有限会社笠井建設 山梨県 中央市
ＢＥ・ナショナル株式会社 山梨県 中央市
双葉繊維株式会社 山梨県 中央市
砂田建設工業株式会社 山梨県 市川三郷町
株式会社二孝 山梨県 市川三郷町
依田建設株式会社 山梨県 市川三郷町
株式会社佐野組 山梨県 南部町
神田建設株式会社 山梨県 富士川町
いろは建設株式会社 山梨県 忍野村
忍開発興業株式会社 山梨県 忍野村
後藤 富夫 山梨県
小林 嘉仁 山梨県
小松 豊 山梨県
鈴木 敦士 山梨県
株式会社一藤建設 長野県 長野市
株式会社井上産業 長野県 長野市
株式会社サンエイテツク 長野県 長野市
株式会社信越フリーザー 長野県 長野市
社会福祉法人芹田福祉サービス 長野県 長野市
セリタホームズ株式会社 長野県 長野市
株式会社大松建設 長野県 長野市
株式会社ＨＡＲＡＮＯ 長野県 長野市
株式会社プライトーム 長野県 長野市
松澤印刷株式会社 長野県 長野市
株式会社ミールケア 長野県 長野市
株式会社深山商会 長野県 長野市
株式会社宮本設備 長野県 長野市
株式会社ライフケア 長野県 長野市
株式会社楽東苑 長野県 長野市
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株式会社エアフォルク 長野県 松本市
株式会社エムエーシー 長野県 松本市
株式会社きづなや 長野県 松本市
株式会社空間設計ｓｏｂｏ 長野県 松本市
株式会社小松組 長野県 松本市
株式会社住まい工房 長野県 松本市
ナイスモバイル株式会社 長野県 松本市
株式会社ＶＣ 長野県 松本市
平成電設株式会社 長野県 松本市
松本電気工業株式会社 長野県 松本市
株式会社まんてん 長野県 松本市
医療法人小田中歯科医院 長野県 上田市
有限会社小林三郎製作所 長野県 上田市
春原建設株式会社 長野県 上田市
株式会社創恒 長野県 上田市
有限会社イチコー 長野県 岡谷市
株式会社岡谷組 長野県 岡谷市
株式会社岡谷市民新聞社 長野県 岡谷市
有限会社進栄化学塗装 長野県 岡谷市
信越ハーネス株式会社 長野県 岡谷市
株式会社ＴＴＰコンサルティング 長野県 岡谷市
合資会社山万加島屋商店 長野県 岡谷市
株式会社アド機械設計 長野県 飯田市
株式会社飯田ハマネツ 長野県 飯田市
有限会社櫻井自動車工場 長野県 飯田市
有限会社代田工業 長野県 飯田市
有限会社畑中工務所 長野県 飯田市
プロスク株式会社 長野県 飯田市
丸昌稲垣株式会社 長野県 飯田市
株式会社Ｕ建築 長野県 飯田市
株式会社ヨシカズ 長野県 飯田市
株式会社ＩＣＳ 長野県 諏訪市
社会福祉法人聖母の会 長野県 諏訪市
株式会社中部測地研究所 長野県 諏訪市
丸二アドバンス株式会社 長野県 諏訪市
株式会社小川オート販売商会 長野県 須坂市
須高建設株式会社 長野県 須坂市
一般社団法人長野県農村工業研究所 長野県 須坂市
株式会社山二 長野県 須坂市
イケダ電子工業有限会社 長野県 小諸市
山屋物産株式会社 長野県 小諸市
アメックスホーム伊那有限会社 長野県 伊那市
有限会社いずみ 長野県 伊那市
株式会社大島グリーン開発 長野県 伊那市
赤穂建設株式会社 長野県 駒ヶ根市
株式会社織井不動産 長野県 駒ヶ根市
株式会社ハヤシ薬局 長野県 駒ヶ根市
福美建設株式会社 長野県 駒ヶ根市
有限会社えにし 長野県 中野市
株式会社塩川組 長野県 中野市
有限会社美登里開発 長野県 中野市
やまたけ電業株式会社 長野県 中野市
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株式会社大八木建設 長野県 大町市
有限会社松澤建築 長野県 大町市
株式会社ＧａｌａｘｙＣｒｅａｔｉｖｅ 長野県 茅野市
宮坂ゴム株式会社 長野県 茅野市
有限会社アイ土木 長野県 塩尻市
有限会社アルファイン 長野県 塩尻市
株式会社パワーネット・フィールド 長野県 塩尻市
株式会社エクシエ 長野県 佐久市
有限会社アズミ造園 長野県 安曇野市
有限会社新谷建設 長野県 安曇野市
社会福祉法人誠心福祉協会 長野県 安曇野市
株式会社光オート 長野県 安曇野市
株式会社ホタカ壁材 長野県 安曇野市
株式会社北原組 長野県 小海町
笹沢建設株式会社 長野県 軽井沢町
株式会社村瀬組 長野県 軽井沢町
山口工業株式会社 長野県 御代田町
共立継器株式会社 長野県 下諏訪町
庫昌土建株式会社 長野県 下諏訪町
株式会社丸建 長野県 原村
株式会社小野酒造店 長野県 辰野町
有限会社井口モータース 長野県 箕輪町
株式会社ハヤシテクノ 長野県 箕輪町
有限会社ミノルモーターサービス 長野県 箕輪町
スノーリンク株式会社 長野県 南箕輪村
株式会社大林建材 長野県 中川村
飯田精密株式会社 長野県 高森町
有限会社安田商会 長野県 高森町
株式会社大葉 長野県 阿智村
株式会社吉野組 長野県 大鹿村
三岳自動車商事株式会社 長野県 木曽町
遠藤建設株式会社 長野県 池田町
小谷建設株式会社 長野県 小谷村
株式会社菱田工務店 長野県 坂城町
平穏土建株式会社 長野県 山ノ内町
トレスホームズ株式会社 長野県 信濃町
株式会社宏大 長野県 小川村
村松建設株式会社 長野県 飯綱町
臼井 哲也 長野県
太田 喜久 長野県
齊藤 好雄 長野県
清水 麗嘉 長野県
筒井 正彦 長野県
中山 賢嗣 長野県
野沢 高志 長野県
羽場 純也 長野県
藤﨑 昇 長野県
松野 武雄 長野県
三浦 光司 長野県
宮澤 香 長野県
医療法人社団一陽会 岐阜県 岐阜市
カツヤプロジェクト株式会社 岐阜県 岐阜市
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有限会社神谷石材 岐阜県 岐阜市
北島水産株式会社 岐阜県 岐阜市
岐阜電気工事株式会社 岐阜県 岐阜市
有限会社三光社 岐阜県 岐阜市
株式会社Ｊトラフィック 岐阜県 岐阜市
株式会社篠田製作所 岐阜県 岐阜市
株式会社石樹 岐阜県 岐阜市
田代工業株式会社 岐阜県 岐阜市
株式会社ＴＡＴＳＵＭＩ 岐阜県 岐阜市
株式会社チューブ製作所 岐阜県 岐阜市
株式会社ティーエム 岐阜県 岐阜市
永井建設株式会社 岐阜県 岐阜市
株式会社　野々村美容商事 岐阜県 岐阜市
有限会社ビーエスサカイ 岐阜県 岐阜市
株式会社ベイシックサンミッシェルトキワ 岐阜県 岐阜市
ホワイトジョーラ株式会社 岐阜県 岐阜市
株式会社ＭＯＲＩ　ＨＤ 岐阜県 岐阜市
矢島建設興業株式会社 岐阜県 岐阜市
有限会社Ｙｕ電工 岐阜県 岐阜市
加納水道設備株式会社 岐阜県 大垣市
有限会社セイコーファルマ 岐阜県 大垣市
西濃機工株式会社 岐阜県 大垣市
中部カラー工業株式会社 岐阜県 大垣市
株式会社野田クレーン 岐阜県 大垣市
株式会社ＢＡＣＫ‐ＵＰ 岐阜県 大垣市
株式会社リリフル 岐阜県 大垣市
株式会社石原建材 岐阜県 高山市
井戸工業株式会社 岐阜県 高山市
有限会社稲子土建 岐阜県 高山市
株式会社エプラスフーズ 岐阜県 高山市
有限会社大下設備工業 岐阜県 高山市
有限会社オートボディーツタ 岐阜県 高山市
株式会社蜘手製材所 岐阜県 高山市
株式会社サクラ建設 岐阜県 高山市
株式会社塩屋建設工業 岐阜県 高山市
株式会社高田サンキュー薬局 岐阜県 高山市
株式会社田川組 岐阜県 高山市
株式会社田中工務店 岐阜県 高山市
有限会社タニモト 岐阜県 高山市
有限会社西分土建 岐阜県 高山市
株式会社日枝建設 岐阜県 高山市
株式会社平田酒造場 岐阜県 高山市
株式会社堀川組 岐阜県 高山市
株式会社鉞組 岐阜県 高山市
有限会社丸勇建設 岐阜県 高山市
株式会社ＭＡＮＰＯＷ　ＦＯＯＤＳ　ＳＥＲＶＩＣＥ 岐阜県 高山市
森建設株式会社 岐阜県 高山市
株式会社セラミック藍 岐阜県 多治見市
株式会社匠建ワークス 岐阜県 関市
シンワ菱油株式会社 岐阜県 関市
株式会社スタイズ 岐阜県 関市
株式会社ウエハラ 岐阜県 中津川市
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乙姫建設株式会社 岐阜県 中津川市
有限会社片田組 岐阜県 中津川市
医療法人Ｓｈｉｉｓｅｎ 岐阜県 中津川市
有限会社トーカイファーマシーズ 岐阜県 中津川市
有限会社中倉製材所 岐阜県 中津川市
株式会社ひかりや 岐阜県 中津川市
株式会社広田舗道 岐阜県 美濃市
株式会社大英 岐阜県 瑞浪市
株式会社石原金型製作所 岐阜県 羽島市
株式会社ＡＪＮ設計 岐阜県 羽島市
岐阜工務店株式会社 岐阜県 羽島市
有限会社小池木材 岐阜県 恵那市
有限会社東濃コスギ住建 岐阜県 恵那市
株式会社マルト建設 岐阜県 恵那市
有限会社共栄住建 岐阜県 美濃加茂市
桜井食品株式会社 岐阜県 美濃加茂市
三和木材株式会社 岐阜県 美濃加茂市
有限会社林土木 岐阜県 土岐市
株式会社エヌ・ディ・シー 岐阜県 各務原市
有限会社風企画 岐阜県 各務原市
後藤工事株式会社 岐阜県 各務原市
株式会社小麦家 岐阜県 各務原市
株式会社五月商店 岐阜県 各務原市
鈴木設備株式会社 岐阜県 各務原市
株式会社ＴＨＲＥＥ 岐阜県 各務原市
株式会社東海パウデックス 岐阜県 各務原市
株式会社山本薬品 岐阜県 各務原市
株式会社エムテック 岐阜県 可児市
株式会社新興設備 岐阜県 可児市
ミヅホ工業株式会社 岐阜県 可児市
株式会社ユーアイズ 岐阜県 可児市
株式会社サンテリア 岐阜県 瑞穂市
株式会社タマゴグミ 岐阜県 瑞穂市
株式会社日本住環境研究所 岐阜県 飛騨市
有限会社瀬川園 岐阜県 本巣市
田中建設工業株式会社 岐阜県 本巣市
郡上鋪道株式会社 岐阜県 郡上市
株式会社高橋建設 岐阜県 郡上市
西脇建設株式会社 岐阜県 郡上市
奥飛騨酒造株式会社 岐阜県 下呂市
翔建設合同会社 岐阜県 下呂市
有限会社村上設備 岐阜県 下呂市
社会福祉法人誠心愛育会 岐阜県 海津市
株式会社渡辺組 岐阜県 海津市
アクアポリス株式会社 岐阜県 岐南町
医療法人かがやき 岐阜県 岐南町
ジブンハウスマテリアル株式会社 岐阜県 岐南町
有限会社サポート 岐阜県 笠松町
堀建設工業株式会社 岐阜県 養老町
株式会社やま 岐阜県 関ケ原町
有限会社西濃自動車工業 岐阜県 揖斐川町
株式会社東洋スタビ 岐阜県 大野町
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株式会社和工 岐阜県 大野町
株式会社キィポーション 岐阜県 池田町
株式会社アースリー不動産 岐阜県 富加町
福地建設有限会社 岐阜県 八百津町
小坂建設株式会社 岐阜県 白川村
株式会社田口建設 岐阜県 白川村
浅野 貴之 岐阜県
安藤 肇 岐阜県
宇野 吉朗 岐阜県
大塚 一輝 岐阜県
岡 賢次 岐阜県
可児 国大 岐阜県
川合 勝年 岐阜県
河尻 知己 岐阜県
鈴木 啓介 岐阜県
田中 直樹 岐阜県
土井 泰明 岐阜県
西部 健太 岐阜県
西村 春樹 岐阜県
日比野 二二子 岐阜県
古川 幹人 岐阜県
松山 孝司 岐阜県
山内 克亮 岐阜県
山田 淳詞 岐阜県
山本 宇津美 岐阜県
伊藤食品株式会社 静岡県 静岡市
株式会社エイ・コーポレーション 静岡県 静岡市
株式会社エイデン 静岡県 静岡市
株式会社小鹿建設 静岡県 静岡市
株式会社オリエンタルフーズ 静岡県 静岡市
加藤建設株式会社 静岡県 静岡市
株式会社カネジュウ橋本土建 静岡県 静岡市
株式会社コーヨー化成 静岡県 静岡市
有限会社静岡自動機製作所 静岡県 静岡市
株式会社静岡西部建設 静岡県 静岡市
シビルクリエイト株式会社 静岡県 静岡市
株式会社創源社 静岡県 静岡市
倉和建設株式会社 静岡県 静岡市
太陽建設株式会社 静岡県 静岡市
知見工業株式会社 静岡県 静岡市
株式会社土緑会 静岡県 静岡市
株式会社ナカノ 静岡県 静岡市
株式会社ニュートラル 静岡県 静岡市
有限会社ノムラ緑化 静岡県 静岡市
株式会社平岡商店 静岡県 静岡市
株式会社マエザワ 静岡県 静岡市
村田ボーリング技研株式会社 静岡県 静岡市
有限会社望和建工 静岡県 静岡市
株式会社渡辺モータース商会 静岡県 静岡市
株式会社アート不動産 静岡県 浜松市
株式会社旭ビジョン 静岡県 浜松市
株式会社伊勢屋 静岡県 浜松市
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有限会社市川建設 静岡県 浜松市
有限会社コトブキ自動車 静岡県 浜松市
合同会社咲夢来 静岡県 浜松市
株式会社すずしょう 静岡県 浜松市
鈴屋塗料株式会社 静岡県 浜松市
株式会社田中建設 静岡県 浜松市
株式会社Ｗ・Ｃ・Ｓ 静岡県 浜松市
天竜プレカット事業協同組合 静岡県 浜松市
株式会社プライムワールドシステム 静岡県 浜松市
株式会社フルーツワールド 静岡県 浜松市
株式会社芳和建設工業 静岡県 浜松市
松野建材株式会社 静岡県 浜松市
丸井建設株式会社 静岡県 浜松市
株式会社丸柴建設 静岡県 浜松市
ヤマキチ建設有限会社 静岡県 浜松市
有限会社米山建設 静岡県 浜松市
有限会社ワンズホーム 静岡県 浜松市
株式会社後藤工務店 静岡県 沼津市
有限会社鈴秀建設 静岡県 沼津市
株式会社はやま 静岡県 沼津市
株式会社藤田建設 静岡県 沼津市
株式会社正喜建設 静岡県 沼津市
有限会社令和建設 静岡県 沼津市
ＨＢＲ合同会社 静岡県 熱海市
株式会社Ａ・Ｑ・Ｍ．Ｃｏｍｐａｎｙ 静岡県 三島市
小野建設株式会社 静岡県 三島市
有限会社塩坂組 静岡県 三島市
有限会社ショーワテクノ 静岡県 三島市
鶴よし建設株式会社 静岡県 三島市
株式会社トロンコーニ 静岡県 三島市
有限会社櫂工務店 静岡県 富士宮市
株式会社加瀬澤組 静岡県 富士宮市
株式会社佐野緑化 静岡県 富士宮市
株式会社ＳＯＵＭ 静岡県 富士宮市
株式会社光建設 静岡県 富士宮市
株式会社藁科組 静岡県 富士宮市
株式会社アクシス 静岡県 伊東市
株式会社山茶花 静岡県 伊東市
有限会社菅原金物店 静岡県 伊東市
株式会社堀口組 静岡県 伊東市
株式会社暁電工 静岡県 島田市
有限会社石上砂利 静岡県 島田市
株式会社寿園 静岡県 島田市
株式会社百合草建設 静岡県 島田市
特定非営利活動法人ららの家 静岡県 島田市
株式会社一輝 静岡県 富士市
エコフィールド株式会社 静岡県 富士市
笠井組株式会社 静岡県 富士市
有限会社熊王産業 静岡県 富士市
合資会社近藤薬局 静岡県 富士市
株式会社三誠 静岡県 富士市
有限会社政也建設 静岡県 富士市
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株式会社高田企画 静岡県 富士市
東光運輸株式会社 静岡県 富士市
株式会社富士山ドリームビレッジ 静岡県 富士市
株式会社藤島組 静岡県 富士市
株式会社Brains 静岡県 富士市
株式会社渡辺組 静岡県 富士市
株式会社渡邉興業ＷＡＴＡＫＯ 静岡県 富士市
有限会社共伸電気工業所 静岡県 磐田市
有限会社第一建設 静岡県 磐田市
株式会社ＴＯＳＭＯ 静岡県 磐田市
乗松建設株式会社 静岡県 磐田市
株式会社権兵衛 静岡県 焼津市
株式会社ストーク 静岡県 焼津市
株式会社橋本組 静岡県 焼津市
株式会社青木興業 静岡県 掛川市
有限会社ｅはうす 静岡県 掛川市
株式会社川北電気 静岡県 掛川市
株式会社中遠電気 静岡県 掛川市
中山建設株式会社 静岡県 掛川市
株式会社味楽 静岡県 掛川市
株式会社カネタ八木商店 静岡県 藤枝市
社会保険労務士法人さかもと事務所 静岡県 藤枝市
有限会社丸善木村建設 静岡県 藤枝市
株式会社明光産業 静岡県 藤枝市
有限会社山﨑建設 静岡県 藤枝市
株式会社大岩 静岡県 御殿場市
三晃建設株式会社 静岡県 御殿場市
有限会社横川進学会 静岡県 御殿場市
株式会社渡辺工事部 静岡県 御殿場市
株式会社ナカヤ 静岡県 袋井市
株式会社和田工務店 静岡県 袋井市
株式会社土屋電気商会 静岡県 下田市
有限会社創エネの松下 静岡県 湖西市
羽立化工株式会社 静岡県 湖西市
羽立工業株式会社 静岡県 湖西市
有限会社伴富建材 静岡県 湖西市
株式会社ヤマショウ 静岡県 湖西市
有限会社山竹種苗園 静岡県 伊豆市
株式会社ユキトシ 静岡県 御前崎市
共栄製茶農業協同組合 静岡県 菊川市
株式会社イズ工務店 静岡県 伊豆の国市
光誠工業株式会社 静岡県 牧之原市
さくら建設株式会社 静岡県 河津町
株式会社玉組 静岡県 松崎町
有限会社光岡電機工業 静岡県 松崎町
ＣＯＣＯ建設株式会社 静岡県 函南町
株式会社鳶寺﨑組 静岡県 清水町
医療法人社団翼会 静岡県 長泉町
丸勇建設株式会社 静岡県 長泉町
株式会社フィットコーポレーション 静岡県 小山町
有限会社太田茶店 静岡県 森町
株式会社おさだ製茶 静岡県 森町
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有限会社松月園 静岡県 森町
上野 正夫 静岡県
梅ケ枝 裕子 静岡県
大塩 優子 静岡県
佐々木 修宏 静岡県
鈴木 歩美 静岡県
高塚 千里 静岡県
野末 健 静岡県
廣瀬 武 静岡県
水野 貴嗣 静岡県
渡邊 英幸 静岡県
株式会社アールアンドエイ・インターナショナルナゴヤ 愛知県 名古屋市
株式会社Ｒ．Ｄ．Ｃ． 愛知県 名古屋市
税理士法人アイオン 愛知県 名古屋市
愛岐電設株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社アイキューラボ 愛知県 名古屋市
有限会社アイズ 愛知県 名古屋市
株式会社アイチ金属 愛知県 名古屋市
株式会社Ｉ．Ｂ　Ｈａｉｒ 愛知県 名古屋市
株式会社アオイグラビア 愛知県 名古屋市
株式会社浅井工務店 愛知県 名古屋市
ＡＺＡＰＡエンジニアリング株式会社 愛知県 名古屋市
アジア総合開発事業協同組合 愛知県 名古屋市
株式会社Ａｚ 愛知県 名古屋市
株式会社ＡＳＮＯＶＡ 愛知県 名古屋市
アセアン協同組合 愛知県 名古屋市
株式会社アド・ライブ 愛知県 名古屋市
アルファ住宅販売名古屋株式会社 愛知県 名古屋市
有限会社アンドー工業 愛知県 名古屋市
株式会社イークリエイト 愛知県 名古屋市
株式会社イーヤス 愛知県 名古屋市
株式会社イクタ 愛知県 名古屋市
有限会社伊勢屋 愛知県 名古屋市
株式会社磯村製作所 愛知県 名古屋市
株式会社市基 愛知県 名古屋市
株式会社一希 愛知県 名古屋市
イマヰゴム株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ＡＤＸ 愛知県 名古屋市
株式会社ＡＳＫ 愛知県 名古屋市
有限会社エーユーデザイン 愛知県 名古屋市
株式会社ＥＸＳＩＡ 愛知県 名古屋市
エグセファーム株式会社 愛知県 名古屋市
ＳＧ株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社エスター 愛知県 名古屋市
株式会社Ｓ．Ｔコーポレーション 愛知県 名古屋市
株式会社エナジィー 愛知県 名古屋市
株式会社エナジーセラピージャパン 愛知県 名古屋市
株式会社　NC CRAFT 愛知県 名古屋市
株式会社Ｍ・Ｔコンサルティング 愛知県 名古屋市
株式会社エレックイザキ 愛知県 名古屋市
株式会社ＥＮＧＩＮ 愛知県 名古屋市
株式会社ＯＤＳ 愛知県 名古屋市
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大友産業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社オーパス 愛知県 名古屋市
大森木材株式会社 愛知県 名古屋市
医療法人岡本歯科医院 愛知県 名古屋市
有限会社尾崎工務店 愛知県 名古屋市
株式会社オジェッティ 愛知県 名古屋市
株式会社オフィスワーク 愛知県 名古屋市
株式会社ｏｎｌｙ　ｍｅｅｔ’ｓ 愛知県 名古屋市
加賀産業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社桔梗 愛知県 名古屋市
株式会社キキョウファーマシー 愛知県 名古屋市
株式会社吉祥総合調査 愛知県 名古屋市
株式会社協伸精機 愛知県 名古屋市
株式会社ｋｕｊｉｎ 愛知県 名古屋市
株式会社ＧＲＥＥＮ舎 愛知県 名古屋市
株式会社クルー 愛知県 名古屋市
株式会社桑山 愛知県 名古屋市
有限会社Ｋ・Ｔ・Ｐ 愛知県 名古屋市
株式会社Ｋフードファクトリー 愛知県 名古屋市
株式会社心々 愛知県 名古屋市
株式会社小島組 愛知県 名古屋市
株式会社近藤被服 愛知県 名古屋市
株式会社斉藤モータース 愛知県 名古屋市
株式会社ＴＨＥ　ＯＲＤＥＲ 愛知県 名古屋市
サクセスファクター株式会社 愛知県 名古屋市
三祐株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社シーズン 愛知県 名古屋市
株式会社ＣＨＥＲＩＭ 愛知県 名古屋市
株式会社ｃｉｅｌ 愛知県 名古屋市
株式会社ジオメトリック 愛知県 名古屋市
株式会社ジック 愛知県 名古屋市
株式会社島元商会 愛知県 名古屋市
税理士法人ＳＨＵＥＩ 愛知県 名古屋市
株式会社城野 愛知県 名古屋市
医療法人神野会 愛知県 名古屋市
医療法人杉乃子会 愛知県 名古屋市
ゼロコンサル株式会社 愛知県 名古屋市
ゼロテレコム株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社センス 愛知県 名古屋市
大昭工業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社タケウチ 愛知県 名古屋市
株式会社タニケン 愛知県 名古屋市
中外電材株式会社 愛知県 名古屋市
繋デザインテクノ株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社劔経営コンサルティング 愛知県 名古屋市
株式会社ＴＪ　Ｓｙｓ－Ｔｅｃ 愛知県 名古屋市
株式会社ディーライフ 愛知県 名古屋市
株式会社ディールデザイン 愛知県 名古屋市
株式会社デピクション－ワン 愛知県 名古屋市
東海整熱工業株式会社 愛知県 名古屋市
東海時計商事株式会社 愛知県 名古屋市
常葉の杜株式会社 愛知県 名古屋市
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株式会社俊建 愛知県 名古屋市
株式会社鶏工房 愛知県 名古屋市
株式会社ＴＲＩＮＩＴＹ　ＰＡＲＴＮＥＲＳ 愛知県 名古屋市
株式会社N.E 愛知県 名古屋市
株式会社永冨 愛知県 名古屋市
株式会社Ｎｏ．９ 愛知県 名古屋市
株式会社Ｎｕｍｂｅｒ５ 愛知県 名古屋市
日邦機工株式会社 愛知県 名古屋市
一般社団法人日本清掃収納協会 愛知県 名古屋市
株式会社Ｎｅｘｔ　Ｆｏｏｄｓ 愛知県 名古屋市
株式会社ノダキ 愛知県 名古屋市
株式会社Ｐａｒｋ　Ｉｎｎ 愛知県 名古屋市
パールプラス岐阜株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ＰＡＱＬＡ 愛知県 名古屋市
株式会社八朗 愛知県 名古屋市
医療法人ハピネス 愛知県 名古屋市
浜田工機株式会社 愛知県 名古屋市
有限会社ハヤシ工業 愛知県 名古屋市
税理士法人ハヤックス 愛知県 名古屋市
株式会社ハンズコーポレーション 愛知県 名古屋市
有限会社彦中産業 愛知県 名古屋市
ＢＩＧＢＡＮＧフードサービス株式会社 愛知県 名古屋市
ヒノキブン株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ファータ 愛知県 名古屋市
有限会社フィレンツエ 愛知県 名古屋市
福井商事株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ブラーバ 愛知県 名古屋市
株式会社プライムダイレクト 愛知県 名古屋市
株式会社プラスナイン 愛知県 名古屋市
有限会社プレイジ 愛知県 名古屋市
ＨＯＭＭＡＸ　ＬＥＡＳＩＮＧ株式会社 愛知県 名古屋市
マイアンジェリーク株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社丸絲 愛知県 名古屋市
株式会社丸越 愛知県 名古屋市
株式会社丸小本店 愛知県 名古屋市
丸中株式会社 愛知県 名古屋市
マルハチ建装株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社水谷外構 愛知県 名古屋市
水野建設株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社都あられ田口本舗 愛知県 名古屋市
宮地楽器株式会社 愛知県 名古屋市
医療法人名栄会 愛知県 名古屋市
株式会社名東モータース 愛知県 名古屋市
名和建装株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ｍｅｔｅｃｏ 愛知県 名古屋市
株式会社メドイット 愛知県 名古屋市
株式会社モーセ 愛知県 名古屋市
矢野建設株式会社 愛知県 名古屋市
医療法人佑健会 愛知県 名古屋市
株式会社ユタカ自動車販売 愛知県 名古屋市
株式会社ＬＥＡＦ 愛知県 名古屋市
株式会社リデア 愛知県 名古屋市
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有限会社リハウジング名古屋 愛知県 名古屋市
株式会社レック 愛知県 名古屋市
ロングウッドスポーツ株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ワークナビ 愛知県 名古屋市
株式会社わかばコスモ 愛知県 名古屋市
有限会社愛豊リース 愛知県 豊橋市
有限会社協和衛生社 愛知県 豊橋市
株式会社菅沼設計 愛知県 豊橋市
有限会社スパイラル 愛知県 豊橋市
タカスエ工業株式会社 愛知県 豊橋市
株式会社データブレーン 愛知県 豊橋市
株式会社東海コンサルタンツ 愛知県 豊橋市
豊橋ボデー株式会社 愛知県 豊橋市
永井海苔株式会社 愛知県 豊橋市
株式会社夏目デザイン 愛知県 豊橋市
株式会社ＨＡＭＡＲＴ　Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ 愛知県 豊橋市
有限会社ファーストホーム豊橋 愛知県 豊橋市
福井ファイバーテック株式会社 愛知県 豊橋市
一般社団法人ほっぷ 愛知県 豊橋市
株式会社ライフ建設 愛知県 豊橋市
株式会社アートデザイン建築設計 愛知県 岡崎市
株式会社アイセイ電設 愛知県 岡崎市
学校法人青山学園 愛知県 岡崎市
コーシン自動車有限会社 愛知県 岡崎市
株式会社ＳＡＩＺ 愛知県 岡崎市
有限会社清水モータース 愛知県 岡崎市
株式会社杉浦建築事務所 愛知県 岡崎市
株式会社中央建物管理サービス 愛知県 岡崎市
株式会社ＴＥＮＰＯＵＰ 愛知県 岡崎市
ときわ食品株式会社 愛知県 岡崎市
株式会社庭善造園 愛知県 岡崎市
株式会社ハウスプランニング 愛知県 岡崎市
株式会社ミヤセ自動車 愛知県 岡崎市
Ａ－ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ株式会社 愛知県 一宮市
岡村自動車株式会社 愛知県 一宮市
株式会社片桐塗料店 愛知県 一宮市
株式会社こぶつ屋 愛知県 一宮市
株式会社コヤス工業所 愛知県 一宮市
セントロ・ククルカン株式会社 愛知県 一宮市
株式会社Ｔ－ｓｔｙｌｅ 愛知県 一宮市
株式会社豊田商会 愛知県 一宮市
中村木材株式会社 愛知県 一宮市
富士コーポ株式会社 愛知県 一宮市
プリントス株式会社 愛知県 一宮市
株式会社ベクタープライム 愛知県 一宮市
有限会社吉川自動車 愛知県 一宮市
リーグ馬場株式会社 愛知県 一宮市
有限会社サンライズミュウジック 愛知県 瀬戸市
杉山重工株式会社 愛知県 瀬戸市
テック株式会社 愛知県 瀬戸市
長谷川電器株式会社 愛知県 瀬戸市
株式会社アスリートトラフィック 愛知県 半田市
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株式会社タツノ開発 愛知県 半田市
株式会社中央建設 愛知県 半田市
株式会社ディーシップ 愛知県 半田市
株式会社アスタークラフト 愛知県 春日井市
株式会社Ａｒｒｏｗｓ東海 愛知県 春日井市
株式会社イー・スマイル 愛知県 春日井市
イー・プライス株式会社 愛知県 春日井市
株式会社猪野組 愛知県 春日井市
株式会社タートル 愛知県 春日井市
株式会社デルマー 愛知県 春日井市
テンナイン株式会社 愛知県 春日井市
有限会社藤栄建設 愛知県 春日井市
日本メドック株式会社 愛知県 春日井市
ニワ株式会社 愛知県 春日井市
株式会社パナショップ 愛知県 春日井市
株式会社ＢｒａｉｎＦｏｒｅｓｔ 愛知県 春日井市
名阪急配株式会社 愛知県 春日井市
株式会社メンテナンス 愛知県 春日井市
株式会社やくだちや 愛知県 春日井市
株式会社ユナイト 愛知県 春日井市
大木産業株式会社 愛知県 豊川市
株式会社小松屋 愛知県 豊川市
株式会社太飛 愛知県 豊川市
有限会社寺部組 愛知県 豊川市
株式会社千代田不動産 愛知県 津島市
なも介護サポート有限会社 愛知県 津島市
有限会社プランニング・クリキ 愛知県 津島市
株式会社マウンテック 愛知県 津島市
和田与燃料株式会社 愛知県 津島市
株式会社ＡＬＷＡＹＳ 愛知県 碧南市
岡本軽金属工業株式会社 愛知県 碧南市
スギウラモータース有限会社 愛知県 碧南市
株式会社杉浦林産 愛知県 碧南市
株式会社岡本印刷 愛知県 刈谷市
医療法人刈谷駅ミナミデンタルクリニック 愛知県 刈谷市
株式会社清水ｙｏｕ建築設計 愛知県 刈谷市
株式会社Ｔａｂｌｅ２ 愛知県 刈谷市
株式会社ヒロテックエンジニアリング 愛知県 刈谷市
株式会社豊衛生舎 愛知県 刈谷市
株式会社白石造園土木 愛知県 豊田市
新明工業株式会社 愛知県 豊田市
株式会社誠心建設 愛知県 豊田市
松山建設工業株式会社 愛知県 豊田市
有限会社ｒｅＭｉｘ 愛知県 豊田市
アサノ薬品株式会社 愛知県 安城市
安城建築株式会社 愛知県 安城市
有限会社栄和建設 愛知県 安城市
株式会社大瀬建築 愛知県 安城市
三栄ポリウレタン株式会社 愛知県 安城市
株式会社サンワ金型 愛知県 安城市
株式会社ジェイ・エンジニアリング 愛知県 安城市
有限会社ミノモ計販 愛知県 安城市
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株式会社ジーテー貿易 愛知県 西尾市
タロー海運株式会社 愛知県 西尾市
株式会社マエショウ 愛知県 西尾市
株式会社マルサダ 愛知県 西尾市
有限会社蒲鉄工業 愛知県 蒲郡市
有限会社小林住建 愛知県 蒲郡市
有限会社ビソー環境 愛知県 蒲郡市
有限会社丸義ＰＬＡＳＴＥＲＥＲ 愛知県 蒲郡市
株式会社城東製作所 愛知県 犬山市
株式会社はぐろ薬局 愛知県 犬山市
株式会社アイチケン 愛知県 江南市
株式会社Ｍ　ＰＲＯＯＦ 愛知県 小牧市
有限会社サクセス 愛知県 小牧市
株式会社サンズワークス 愛知県 小牧市
株式会社Ｄクリエイツ 愛知県 小牧市
株式会社東海鋼業 愛知県 小牧市
北斗中央税理士法人 愛知県 小牧市
株式会社堀央創建 愛知県 小牧市
株式会社和愛グループ 愛知県 小牧市
株式会社和田建設 愛知県 小牧市
愛幸建設株式会社 愛知県 稲沢市
有限会社遠山建材 愛知県 稲沢市
原田クリーニング有限会社 愛知県 稲沢市
株式会社エヌケーサービス 愛知県 東海市
株式会社大煌 愛知県 東海市
チタジュウ建材株式会社 愛知県 東海市
ナカミライズホールディングス株式会社 愛知県 東海市
株式会社平松建工 愛知県 東海市
株式会社八島建設 愛知県 東海市
株式会社大和電化工業所 愛知県 大府市
株式会社オールドワークス・フロンティア 愛知県 知多市
医療法人新舞子歯科 愛知県 知多市
株式会社創写舘 愛知県 知多市
株式会社谷新聞店 愛知県 知多市
中央防災株式会社 愛知県 知多市
トーツーフィールドエンジニアリング株式会社 愛知県 知立市
株式会社藤田屋 愛知県 知立市
株式会社フジ総建 愛知県 尾張旭市
株式会社Ａ．モンライン 愛知県 高浜市
有限会社森磯 愛知県 岩倉市
株式会社名豊 愛知県 日進市
庭山造園土木株式会社 愛知県 田原市
株式会社ウィングフード 愛知県 清須市
株式会社冨士パーライト 愛知県 清須市
Ａｒｔ　Ｒｅｆｏｒｍ株式会社 愛知県 北名古屋市
株式会社さくら電子 愛知県 北名古屋市
株式会社名北 愛知県 北名古屋市
海南土建株式会社 愛知県 弥富市
株式会社三恵 愛知県 弥富市
株式会社星野産商 愛知県 弥富市
加藤鉄工株式会社 愛知県 みよし市
株式会社伊藤組 愛知県 あま市
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株式会社スパシーバ 愛知県 あま市
ＭＵＴＥ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ株式会社 愛知県 あま市
有限会社Ｎｅｗｓ　Ａｇｅｎｔ　Ｈｏｓｏｋａｗａ 愛知県 長久手市
フォーム断熱株式会社 愛知県 長久手市
株式会社天池設計 愛知県 東郷町
株式会社いなば自動車 愛知県 東郷町
ＢＲＩＣＫ　ＹＡＲＤ株式会社 愛知県 東郷町
株式会社マルホウ 愛知県 東郷町
有限会社桑山商店 愛知県 豊山町
有限会社松本商会 愛知県 豊山町
有限会社ヤマヤ青果 愛知県 豊山町
株式会社ライフプラザ東海 愛知県 豊山町
株式会社ケー・エイチ・ケー 愛知県 大口町
株式会社阿部自動車 愛知県 扶桑町
永光建設株式会社 愛知県 扶桑町
近藤建設株式会社 愛知県 扶桑町
ティーエヌエス株式会社 愛知県 蟹江町
株式会社加藤連合建設 愛知県 阿久比町
日道工業株式会社 愛知県 阿久比町
有限会社まると水産 愛知県 南知多町
有限会社旭洋 愛知県 美浜町
有限会社ゴトウ自動車 愛知県 武豊町
株式会社ジーアイコミュニケーションズ 愛知県 幸田町
相羽 雅夫 愛知県
有竹 一樹 愛知県
伊澤 彰郎 愛知県
石川 忠史 愛知県
井田 和彦 愛知県
大川 昌代 愛知県
岡田 由美 愛知県
奥 新吾 愛知県
柏谷 建 愛知県
桂山 龍彦 愛知県
神谷 和孝 愛知県
鴨川 健太郎 愛知県
小沼 孝人 愛知県
晒名 保司 愛知県
澤田 枝里 愛知県
杉浦 今日子 愛知県
鈴木 輝彦 愛知県
高木 義和 愛知県
辻 耕作 愛知県
寺本 政治 愛知県
長坂 潔道 愛知県
長嵜 ヴァージニア 愛知県
中山 知典 愛知県
野口 貴弘 愛知県
牧野 誠 愛知県
水野 友也 愛知県
光本 悠 愛知県
李 末竜 愛知県
渡部 將太 愛知県
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有限会社乙部陶器店 三重県 津市
北嶋建設株式会社 三重県 津市
社会福祉法人高田福祉事業協会 三重県 津市
株式会社タヤマ 三重県 津市
中勢製氷冷蔵株式会社 三重県 津市
株式会社プロジェクト品川 三重県 津市
株式会社マツオカ 三重県 津市
石川酒造株式会社 三重県 四日市市
株式会社伊藤製作所 三重県 四日市市
株式会社オリオン 三重県 四日市市
株式会社クリエイト寿づか 三重県 四日市市
株式会社小塚商事 三重県 四日市市
株式会社三友自動車 三重県 四日市市
株式会社　ｓｈａｎｔｉ 三重県 四日市市
株式会社棲栖舎桂 三重県 四日市市
武田技研株式会社 三重県 四日市市
有限会社タンブラン 三重県 四日市市
株式会社東邦設計 三重県 四日市市
株式会社リョーケン 三重県 四日市市
株式会社ＯＮＥ　ｐｌｕｓ 三重県 四日市市
三洋自動車株式会社 三重県 伊勢市
株式会社原田組 三重県 伊勢市
株式会社富士建設 三重県 伊勢市
有限会社エムブレイン 三重県 松阪市
有限会社近藤建築工業 三重県 桑名市
冨松工業株式会社 三重県 桑名市
有限会社ＨＩＲＡＮＯ　ＭＥＴＡＬ　ＷＯＲＫＳ 三重県 桑名市
株式会社若松社寺 三重県 桑名市
株式会社ＭＯメディカル 三重県 鈴鹿市
株式会社共新製作所 三重県 鈴鹿市
株式会社ｔｈｅ．Ｌｅａｆ 三重県 鈴鹿市
山央工業株式会社 三重県 鈴鹿市
株式会社ｓｍｉｌｅ　ｓｐａｃｅ　ｐｌａｎｎｉｎｇ 三重県 鈴鹿市
三重工熱株式会社 三重県 鈴鹿市
ミエ設備工業株式会社 三重県 鈴鹿市
株式会社テラカド 三重県 名張市
株式会社プラステリア 三重県 名張市
特定非営利活動法人あいあい 三重県 尾鷲市
有限会社浜口組 三重県 尾鷲市
株式会社平屋くん 三重県 亀山市
有限会社藤島組 三重県 亀山市
生喜モータ有限会社 三重県 鳥羽市
一般財団法人熊野市ふるさと振興公社 三重県 熊野市
有限会社ユタカ電気工事 三重県 志摩市
合同会社ルミネクス伊勢志摩 三重県 志摩市
小岳建設株式会社 三重県 伊賀市
株式会社クラフトワーク 三重県 伊賀市
トーエーテクノ株式会社 三重県 伊賀市
株式会社ナイセイ建設 三重県 伊賀市
あづまフーズ株式会社 三重県 菰野町
株式会社池田舗道 三重県 菰野町
株式会社院南組 三重県 菰野町
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養三興業株式会社 三重県 川越町
株式会社紀州土木 三重県 御浜町
市川 貴也 三重県
岩城 和治 三重県
金治 あつ子 三重県
川浪 康彦 三重県
倉谷 久雄 三重県
下野 剛寛 三重県
永田 卓也 三重県
中西 康之 三重県
中山 幸夫 三重県
平田 貴士 三重県
深見 和子 三重県
前田 彩 三重県
松本 忠明 三重県
森田 芳典 三重県
有限会社石山建材店 滋賀県 大津市
株式会社エムコン 滋賀県 大津市
大津マルヰ株式会社 滋賀県 大津市
株式会社関西ライン 滋賀県 大津市
株式会社日下部製作所 滋賀県 大津市
医療法人湖青会 滋賀県 大津市
有限会社澤甚穀粉店 滋賀県 大津市
有限会社サンシャイン住設社 滋賀県 大津市
株式会社白崎工務店 滋賀県 大津市
原田実業株式会社 滋賀県 大津市
有限会社豆藤 滋賀県 大津市
医療法人八木歯科 滋賀県 大津市
リアン株式会社 滋賀県 大津市
株式会社アシタカ 滋賀県 彦根市
オランジュ合同会社 滋賀県 彦根市
木村水産株式会社 滋賀県 彦根市
株式会社プロクルー 滋賀県 長浜市
マツイ機器工業株式会社 滋賀県 長浜市
横尾工業株式会社 滋賀県 長浜市
近江ユニキャリア販売株式会社 滋賀県 近江八幡市
グラッソ株式会社 滋賀県 近江八幡市
東洋ヘッジ株式会社 滋賀県 草津市
有限会社ラ・リヴィエール 滋賀県 草津市
株式会社湖清工業 滋賀県 守山市
医療法人金亀会 滋賀県 守山市
株式会社ＡＬＴＳ　ＤＥＳＩＧＮ　ＯＦＦＩＣＥ 滋賀県 栗東市
西和不動産株式会社 滋賀県 栗東市
ベストハウスネクスト株式会社 滋賀県 栗東市
株式会社金田工業 滋賀県 甲賀市
サーガ株式会社 滋賀県 甲賀市
上西産業株式会社 滋賀県 甲賀市
株式会社富啓 滋賀県 甲賀市
株式会社近江美研 滋賀県 野洲市
ア・ア・ンコーポレーション株式会社 滋賀県 湖南市
株式会社湖南化成 滋賀県 湖南市
株式会社小西自動車 滋賀県 湖南市
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株式会社ＢＥＬＩＥＦ 滋賀県 高島市
医療法人前川歯科医院 滋賀県 高島市
有限会社トラスト・ロード 滋賀県 東近江市
株式会社長岡建設 滋賀県 東近江市
株式会社前田谿澗堂 滋賀県 東近江市
株式会社桃栗柿屋 滋賀県 東近江市
有限会社村川工務店 滋賀県 愛荘町
青山 孝司 滋賀県
上杉 勇二 滋賀県
岡田 ひとみ 滋賀県
小川 秀将 滋賀県
木下 貴博 滋賀県
栗田 和幸 滋賀県
丹治 一明 滋賀県
寺村 俊 滋賀県
内藤 隆夫 滋賀県
中川 巧 滋賀県
彦根 敦 滋賀県
本城 善男 滋賀県
森井 一誠 滋賀県
保井 順喜 滋賀県
山下 昇吾 滋賀県
有限会社あんじ 京都府 京都市
株式会社ＩＷＡＫＩＳＴＹＬＥ 京都府 京都市
有限会社ウェブトレジャー 京都府 京都市
株式会社ＷｏｏｄＨｏｍｅ 京都府 京都市
株式会社ＡＢＣ 京都府 京都市
株式会社ＡＢＣ　ＮＥＸＵＳ 京都府 京都市
株式会社エピクエスト 京都府 京都市
エムケイ企画工業株式会社 京都府 京都市
株式会社大木工務店 京都府 京都市
株式会社太田工業 京都府 京都市
株式会社大前石材店 京都府 京都市
株式会社大宮製作所 京都府 京都市
大森建設有限会社 京都府 京都市
岡株式会社 京都府 京都市
株式会社オカムラ産業 京都府 京都市
株式会社奥田商店 京都府 京都市
株式会社ＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ 京都府 京都市
株式会社ＫＡＳＨＩＲＯ 京都府 京都市
勝山土木株式会社 京都府 京都市
カネヨシ商事株式会社 京都府 京都市
有限会社起福 京都府 京都市
株式会社京都空間研究所 京都府 京都市
京西陣菓匠宗禅有限会社 京都府 京都市
株式会社清瀬産業 京都府 京都市
税理士法人久保田会計事務所 京都府 京都市
株式会社クリエイティブカンパニー 京都府 京都市
医療法人社団恵寿会 京都府 京都市
株式会社Ｋ’ｓホーム 京都府 京都市
株式会社サクシード 京都府 京都市
合同会社ＳＡＣＲＵＭ 京都府 京都市
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株式会社ジェイ・イ・テー 京都府 京都市
株式会社順正 京都府 京都市
株式会社城産組 京都府 京都市
株式会社スプニウム 京都府 京都市
合同会社スレッドルーツ 京都府 京都市
株式会社セキグチ・インダストリ 京都府 京都市
株式会社装和 京都府 京都市
株式会社ＳＯＲＡ 京都府 京都市
泰幸建設株式会社 京都府 京都市
株式会社大福工務店 京都府 京都市
株式会社ダイムワカイ 京都府 京都市
株式会社髙岡 京都府 京都市
株式会社タカノ 京都府 京都市
有限会社タフィ 京都府 京都市
株式会社チドリグラフ 京都府 京都市
株式会社ティアレス 京都府 京都市
株式会社Ｔ・Ｓコーポレーション 京都府 京都市
株式会社ディオーネ 京都府 京都市
デザイン・アート株式会社 京都府 京都市
株式会社照水 京都府 京都市
株式会社トラヤ制服店 京都府 京都市
株式会社なかむら 京都府 京都市
西善商事株式会社 京都府 京都市
有限会社ニシダや 京都府 京都市
日華商事株式会社 京都府 京都市
日本管工業株式会社 京都府 京都市
税理士法人林事務所 京都府 京都市
株式会社ｈａｒｕ 京都府 京都市
株式会社ＢＰ京都 京都府 京都市
合同会社人見工務店 京都府 京都市
株式会社広瀬製作所 京都府 京都市
株式会社ふくなかまジャパン 京都府 京都市
有限会社富士環境 京都府 京都市
弁護士法人伏見総合法律事務所 京都府 京都市
株式会社フジムラ 京都府 京都市
株式会社ブリッジ不動産販売 京都府 京都市
株式会社プレゼント 京都府 京都市
有限会社フロイデ 京都府 京都市
平安建設工業株式会社 京都府 京都市
株式会社円居 京都府 京都市
丸五木材有限会社 京都府 京都市
株式会社溝口設備工業 京都府 京都市
株式会社三田久 京都府 京都市
宮本電気工事株式会社 京都府 京都市
株式会社三輪タイヤ 京都府 京都市
株式会社ＭＥＮＲＯＫＵ 京都府 京都市
株式会社森野義 京都府 京都市
有限会社モンシャン 京都府 京都市
有限会社安倉ピクチャー・ガラス加工所 京都府 京都市
株式会社柳原鉄工所 京都府 京都市
株式会社やまとカーボン社 京都府 京都市
株式会社山本源 京都府 京都市
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有限会社山本工業 京都府 京都市
有限会社雄飛建設 京都府 京都市
ユニヴァースタイル株式会社 京都府 京都市
株式会社ユニス 京都府 京都市
株式会社吉岡甚商店 京都府 京都市
ヨネ株式会社 京都府 京都市
株式会社ライトニング 京都府 京都市
株式会社洛東相互建設 京都府 京都市
洛南電気工業株式会社 京都府 京都市
株式会社らしさ 京都府 京都市
合同会社アクティブ 京都府 福知山市
株式会社芦田鉦太郎商店 京都府 福知山市
株式会社中島本店 京都府 福知山市
株式会社冨士興業 京都府 福知山市
アイシンクス不動産有限会社 京都府 舞鶴市
櫻井工業株式会社 京都府 舞鶴市
有限会社志摩不動産 京都府 舞鶴市
株式会社大誉 京都府 舞鶴市
田中産業株式会社 京都府 舞鶴市
株式会社ウエハラ 京都府 綾部市
株式会社ダイシン 京都府 綾部市
アテック京都株式会社 京都府 宇治市
有限会社エム・プラン 京都府 宇治市
株式会社オプティマイズ・エージェント 京都府 宇治市
有限会社タクト 京都府 宇治市
株式会社Ｔ・ステージ 京都府 宇治市
株式会社丸久小山園 京都府 宇治市
株式会社ヤマミチ 京都府 宇治市
有限会社吉德建設 京都府 宇治市
株式会社桂工作所 京都府 亀岡市
株式会社ＫＹＯＺＵＫＥ 京都府 亀岡市
株式会社匠建 京都府 亀岡市
合同会社東白 京都府 亀岡市
株式会社ｈｏｐｅ 京都府 亀岡市
城南綜建株式会社 京都府 城陽市
有限会社谷村自動車工業 京都府 城陽市
辻井木材センター株式会社 京都府 向日市
株式会社ネットクルー 京都府 向日市
学校法人真善美三一学園 京都府 向日市
日本アート印刷株式会社 京都府 長岡京市
有限会社野村工務店 京都府 長岡京市
株式会社ＳＨＩＮＫＩＰＡＩＮＴ 京都府 八幡市
株式会社ＨｅａＮｅｃｔ 京都府 八幡市
京都よりそいＦＰ株式会社 京都府 京田辺市
有限会社新光技建 京都府 京田辺市
株式会社田辺ガス 京都府 京田辺市
株式会社プロテクト 京都府 京田辺市
都造園土木株式会社 京都府 京田辺市
浅井プラパーツ株式会社 京都府 京丹後市
株式会社一谷住宅 京都府 南丹市
株式会社タカハシ 京都府 南丹市
株式会社中丹建設 京都府 南丹市
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株式会社ながつかアームズ 京都府 南丹市
株式会社野中建工 京都府 南丹市
有限会社都商事 京都府 南丹市
株式会社アセット・ユーズ 京都府 木津川市
日皆田建設株式会社 京都府 木津川市
有限会社藤山工業 京都府 木津川市
Ｇｏｏｄｙ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ合同会社 京都府 大山崎町
株式会社サウス 京都府 久御山町
社会福祉法人八康会 京都府 久御山町
株式会社アイワ 京都府 井手町
株式会社協栄製茶 京都府 宇治田原町
株式会社森本組 京都府 笠置町
イワキ建設株式会社 京都府 京丹波町
株式会社溝口建設 京都府 京丹波町
おのえ株式会社 京都府 与謝野町
有限会社小山住建 京都府 与謝野町
株式会社シオノ鋳工 京都府 与謝野町
橋立観光株式会社 京都府 与謝野町
岩瀬 百代 京都府
植田 順 京都府
臼井 久夫 京都府
大槻 幸浩 京都府
加藤 高広 京都府
栗田 和則 京都府
櫻井 広顕 京都府
神農 慶造 京都府
髙山 恵一郎 京都府
谷 輝実 京都府
中居 伸行 京都府
中井 良一 京都府
中川 佳苗 京都府
濱頭 良輔 京都府
前田 吉未 京都府
森川 烈 京都府
安井 賢二 京都府
矢野 時治 京都府
山本 賢彦 京都府
ＡｒｃｈｉＴｅｋ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社アーキノルド 大阪府 大阪市
株式会社アーバン 大阪府 大阪市
アール梱包商事株式会社 大阪府 大阪市
アイニチ株式会社 大阪府 大阪市
有限会社青木工務店 大阪府 大阪市
アキツ工業株式会社 大阪府 大阪市
アクシス株式会社 大阪府 大阪市
株式会社アクロスコーポレーション 大阪府 大阪市
株式会社朝日堂 大阪府 大阪市
株式会社アステム 大阪府 大阪市
アスピレーション株式会社 大阪府 大阪市
株式会社アティックス建築事務所 大阪府 大阪市
株式会社アドヴァンシング 大阪府 大阪市
株式会社アドライン 大阪府 大阪市
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株式会社アトラス 大阪府 大阪市
有限会社アベノファーマシー 大阪府 大阪市
株式会社荒嘉 大阪府 大阪市
株式会社アルフレンテ 大阪府 大阪市
安泰ニット株式会社 大阪府 大阪市
株式会社アンドエスエイチ 大阪府 大阪市
株式会社Ｅ＆Ｆ 大阪府 大阪市
株式会社飯田製作所 大阪府 大阪市
株式会社イーティング・マエカワ 大阪府 大阪市
株式会社ＥＡＴＴＯＷＮ 大阪府 大阪市
株式会社イーナ 大阪府 大阪市
税理士法人池上会計 大阪府 大阪市
株式会社イケモト 大阪府 大阪市
株式会社イシダ印刷 大阪府 大阪市
一宇工業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社イディアム 大阪府 大阪市
株式会社井上工作所 大阪府 大阪市
株式会社医療情報システム 大阪府 大阪市
株式会社ウーキー 大阪府 大阪市
浦谷商事株式会社 大阪府 大阪市
有限会社エイアイオマネジメント 大阪府 大阪市
株式会社エイシンインターナシヨナル 大阪府 大阪市
株式会社エイムキュア 大阪府 大阪市
株式会社ＡＥＳ 大阪府 大阪市
株式会社Ｅｄｅｌｓｔｅｉｎ 大阪府 大阪市
株式会社ＥＸＣＥＥＤ 大阪府 大阪市
株式会社エス・ケイエンジニアリング 大阪府 大阪市
株式会社ＳＦＦ 大阪府 大阪市
株式会社ＳＦＯ 大阪府 大阪市
ＳＣ－ＪＡＰＡＮ株式会社 大阪府 大阪市
エステートアドバンス株式会社 大阪府 大阪市
株式会社エニシ 大阪府 大阪市
株式会社ＥＮＥＣＯ　ＪＡＰＡＮ 大阪府 大阪市
ＭＩＢソリューションズ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社Ｍ．Ｙ．Ｙ 大阪府 大阪市
株式会社エルワールド 大阪府 大阪市
株式会社エレファント・ドリーム 大阪府 大阪市
株式会社ＯＩＣＹ 大阪府 大阪市
株式会社王宮 大阪府 大阪市
大阪染織機械株式会社 大阪府 大阪市
大阪ネクタイ製販株式会社 大阪府 大阪市
大阪府理容生活衛生同業組合 大阪府 大阪市
株式会社Ｏｓａｋａ　Ｒｉｖｅｒｓｉｄｅ　Ｒｅｓｏｒｔ 大阪府 大阪市
奥田製薬株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ｏｆｆｉｃｅ　ＤＥＶＥ 大阪府 大阪市
オンリーワンラグジュアリー株式会社 大阪府 大阪市
株式会社快適空間 大阪府 大阪市
ＫＡＧＥＹＡＭＡ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ　ＧＲＯＵＰ株式会社 大阪府 大阪市
片山自動車工業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ＣＡＲＰＥ　ＤＩＥＭ 大阪府 大阪市
株式会社関西企画 大阪府 大阪市
有限会社木川コーポレーション 大阪府 大阪市
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有限会社岸本自工 大阪府 大阪市
木戸紙業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社キヌガワ 大阪府 大阪市
株式会社キャットアイ 大阪府 大阪市
株式会社ＣＡＮフードサービス 大阪府 大阪市
共栄国際株式会社 大阪府 大阪市
共栄プラスチツク株式会社 大阪府 大阪市
紀洋木材株式会社 大阪府 大阪市
株式会社桐製作所 大阪府 大阪市
税理士法人銀河 大阪府 大阪市
株式会社クランホーム 大阪府 大阪市
株式会社グリーンフィールド 大阪府 大阪市
株式会社クリエイション 大阪府 大阪市
株式会社クリエイト 大阪府 大阪市
栗本建設工業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社クレイスインターナショナル 大阪府 大阪市
株式会社グレートステイ 大阪府 大阪市
株式会社ＣＬＥＤＲＡＮ 大阪府 大阪市
株式会社グロスタ 大阪府 大阪市
ケアーズ・サポート株式会社 大阪府 大阪市
ＫＳグループホールディングス株式会社 大阪府 大阪市
有限会社ケイフーズ 大阪府 大阪市
株式会社ＫＥＮＳ 大阪府 大阪市
医療法人康仁会吉永歯科クリニック 大阪府 大阪市
広陽自動車工業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ゴダイ 大阪府 大阪市
コンドーエフアルピー工業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社サカタ 大阪府 大阪市
株式会社サガヤマ 大阪府 大阪市
株式会社幸コーポレーション 大阪府 大阪市
株式会社ザ・リアルマッコイズ・インターナショナル 大阪府 大阪市
有限会社サンケンエンジニヤリング 大阪府 大阪市
３’ｓ株式会社 大阪府 大阪市
三和ペイント株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ＪＳＣ 大阪府 大阪市
株式会社Ｊ－ＳＰＯＲＴＳ 大阪府 大阪市
株式会社Ｊ・ドリーム 大阪府 大阪市
ＪＹメッセージ株式会社 大阪府 大阪市
医療法人紫鳳会 大阪府 大阪市
株式会社ＪＵＳＴＦＯＲＹＯＵ 大阪府 大阪市
女子建築設計株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ジョブセット 大阪府 大阪市
ジロン自動車株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ＪＩＮ 大阪府 大阪市
有限会社伸グループ 大阪府 大阪市
医療法人信宏会 大阪府 大阪市
有限会社新城ホールディングス 大阪府 大阪市
株式会社シンビシン 大阪府 大阪市
有限会社末吉製作所 大阪府 大阪市
株式会社スターマーク 大阪府 大阪市
株式会社ステージビートル 大阪府 大阪市
株式会社ストライド 大阪府 大阪市
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Ｓｕｐｒｉｅｖｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社スペース１０１建築事務所 大阪府 大阪市
株式会社すまいる管理 大阪府 大阪市
株式会社スリーエム 大阪府 大阪市
株式会社スリーナイス 大阪府 大阪市
株式会社セイコー 大阪府 大阪市
セキセイ株式会社 大阪府 大阪市
大伸ダイス工業株式会社 大阪府 大阪市
ダイハツ西部販売株式会社 大阪府 大阪市
株式会社大洋工芸 大阪府 大阪市
太陽サーブ株式会社 大阪府 大阪市
泰和国際株式会社 大阪府 大阪市
株式会社寶工務店 大阪府 大阪市
株式会社匠 大阪府 大阪市
株式会社タツミヤインターナショナル 大阪府 大阪市
株式会社タニガワ印刷 大阪府 大阪市
有限会社ちとせ 大阪府 大阪市
チャイナエアーカーゴ株式会社 大阪府 大阪市
税理士法人つばさ合同事務所 大阪府 大阪市
株式会社Ｔ－ａｒｔ 大阪府 大阪市
ＴＨ会計株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ＴＷレストランツ 大阪府 大阪市
株式会社ディーバ 大阪府 大阪市
株式会社Ｄ．Ｊ．Ｓ 大阪府 大阪市
株式会社ｄｉｇｉ　ｐｌｕｓ 大阪府 大阪市
株式会社てりとりー 大阪府 大阪市
株式会社todo 大阪府 大阪市
東洋計器株式会社 大阪府 大阪市
東洋工業株式会社 大阪府 大阪市
東洋電材株式会社 大阪府 大阪市
常盤興産株式会社 大阪府 大阪市
ドッグイヤー株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ドットコムホールディングス 大阪府 大阪市
株式会社とみづや 大阪府 大阪市
株式会社ドラセナ 大阪府 大阪市
株式会社ナールクリエイト 大阪府 大阪市
株式会社Ｎｉｎｅ 大阪府 大阪市
特定非営利活動法人Ｎｉｎｅ 大阪府 大阪市
有限会社ナオ・フーズ 大阪府 大阪市
中嶋産業株式会社 大阪府 大阪市
中林建設株式会社 大阪府 大阪市
株式会社中村商事 大阪府 大阪市
株式会社ナカヤオートプラザ 大阪府 大阪市
中山化成株式会社 大阪府 大阪市
ナカヤマ精密株式会社 大阪府 大阪市
株式会社　ナクロ 大阪府 大阪市
有限会社灘浜フードサービス 大阪府 大阪市
浪速鍛工株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ナノゾーンコートサービス 大阪府 大阪市
株式会社ニシミネメディカルサービス 大阪府 大阪市
有限会社ニシムラ 大阪府 大阪市
日本音響株式会社 大阪府 大阪市
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日本精機株式会社 大阪府 大阪市
日本マート株式会社 大阪府 大阪市
ネッツホームサービス株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ハーテック 大阪府 大阪市
株式会社ハート・クリップ 大阪府 大阪市
株式会社ＨＩＶＥ 大阪府 大阪市
ハウジングネットワークサービス株式会社 大阪府 大阪市
株式会社箱谷事務所 大阪府 大阪市
服部産業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社濵村電設 大阪府 大阪市
株式会社Ｂａｙａｎ 大阪府 大阪市
有限会社バルフィット 大阪府 大阪市
株式会社汎設計 大阪府 大阪市
株式会社ビーイージー 大阪府 大阪市
株式会社ヒカリスポーツ 大阪府 大阪市
株式会社美健サポート 大阪府 大阪市
株式会社ピスタコーポレーション 大阪府 大阪市
株式会社美想空間 大阪府 大阪市
Ｈｉｔ　Ｒｏｌｅ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ビューティフルライフ・ナビ 大阪府 大阪市
平岡商事株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ビリーヴ 大阪府 大阪市
株式会社ファイブ・ルーツ 大阪府 大阪市
福島エステート株式会社 大阪府 大阪市
株式会社福純 大阪府 大阪市
株式会社富士創 大阪府 大阪市
株式会社Ｆｕｔａｂａ 大阪府 大阪市
株式会社プラザオーサカ 大阪府 大阪市
合同会社プラムファクトリー 大阪府 大阪市
株式会社ブルーストーク 大阪府 大阪市
Ｆｕｌｆｉｌｌ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ＦＬＡＶＡ 大阪府 大阪市
有限会社フレックス 大阪府 大阪市
株式会社プロット 大阪府 大阪市
株式会社ＶＥＱＴＡ 大阪府 大阪市
ベストサービス株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ＢＥＬＬＡ 大阪府 大阪市
弁天堂株式会社 大阪府 大阪市
社会福祉法人邦寿会 大阪府 大阪市
社会福祉法人穂波福祉会 大阪府 大阪市
株式会社マインズワークス 大阪府 大阪市
有限会社マサル紙工所 大阪府 大阪市
株式会社マツシタ 大阪府 大阪市
株式会社的場製作所 大阪府 大阪市
株式会社丸二製作所 大阪府 大阪市
株式会社三日月 大阪府 大阪市
水谷ペイント株式会社 大阪府 大阪市
株式会社みやした 大阪府 大阪市
株式会社宮本生花 大阪府 大阪市
株式会社６２ 大阪府 大阪市
ムツミ金属工業株式会社 大阪府 大阪市
明和機工株式会社 大阪府 大阪市

72 / 113 ページ



2021年8月31日

事業者名 都道府県 市区町村

株式会社モーリシヨツプ 大阪府 大阪市
株式会社モルビド 大阪府 大阪市
ヤサカ商事株式会社 大阪府 大阪市
ヤスダアーツ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ヤマモト 大阪府 大阪市
ユーアイ工業株式会社 大阪府 大阪市
有限会社山添 大阪府 大阪市
株式会社結城工務店 大阪府 大阪市
医療法人悠志会 大阪府 大阪市
社会福祉法人ユタカ福祉会 大阪府 大阪市
ユニオン建材工業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ヨコハチ 大阪府 大阪市
株式会社吉岡鉄工所 大阪府 大阪市
株式会社四柳 大阪府 大阪市
株式会社淀商 大阪府 大阪市
株式会社ライフサイクル 大阪府 大阪市
株式会社ライフ不動産販売 大阪府 大阪市
株式会社リアグル 大阪府 大阪市
株式会社ＲｅＡｓｓｅｍｂｌｅ 大阪府 大阪市
Ｒｅａｃｈ　Ｗｉｌｌ魔法瓶株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ＲＥＴＯＷＮ都市開発 大阪府 大阪市
株式会社リバーシップ 大阪府 大阪市
株式会社リビジョン 大阪府 大阪市
合同会社ＲｅａＤｙ 大阪府 大阪市
ワールド株式会社 大阪府 大阪市
株式会社Ｙ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 大阪府 大阪市
ワイコム株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ワイツー住建 大阪府 大阪市
株式会社アールイー 大阪府 堺市
Ｉ－ｒｏｏｔｓ株式会社 大阪府 堺市
有限会社青山造園土木 大阪府 堺市
有限会社有田工業 大阪府 堺市
株式会社ＥＰＧ 大阪府 堺市
株式会社泉谷 大阪府 堺市
株式会社浦田造園 大阪府 堺市
大田貨物運送株式会社 大阪府 堺市
大塚金属株式会社 大阪府 堺市
社会福祉法人風の馬 大阪府 堺市
株式会社加藤鉄工 大阪府 堺市
株式会社技建 大阪府 堺市
有限会社ケア・フル和 大阪府 堺市
医療法人ＫＤＣ 大阪府 堺市
宏聞建設工業株式会社 大阪府 堺市
株式会社小富士山建設 大阪府 堺市
堺相互タクシー株式会社 大阪府 堺市
株式会社サンサン不動産 大阪府 堺市
常陽建設株式会社 大阪府 堺市
株式会社杉本建装工業 大阪府 堺市
有限会社大泉研磨所 大阪府 堺市
株式会社ダイフク 大阪府 堺市
税理士法人ＴＡＸサポート 大阪府 堺市
株式会社Ｔｓｕｊｉ 大阪府 堺市
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株式会社テクノタイヨー 大阪府 堺市
株式会社ナカニ 大阪府 堺市
株式会社中野商事 大阪府 堺市
株式会社西川技建 大阪府 堺市
医療法人西川歯科 大阪府 堺市
日本ロイヤル株式会社 大阪府 堺市
株式会社浜田組 大阪府 堺市
ファインフーズ株式会社 大阪府 堺市
ブレイズ有限会社 大阪府 堺市
有限会社ぶんぶんオート 大阪府 堺市
株式会社ホーム・アート 大阪府 堺市
株式会社南自動車 大阪府 堺市
医療法人佑絢会 大阪府 堺市
株式会社ルッツ 大阪府 堺市
株式会社イカリフーズ 大阪府 岸和田市
有限会社池田ガス 大阪府 岸和田市
有限会社木岡建材店 大阪府 岸和田市
株式会社友仁工業 大阪府 岸和田市
奈良設備工業株式会社 大阪府 岸和田市
株式会社南菱自動車 大阪府 岸和田市
山路ライン有限会社 大阪府 岸和田市
株式会社エーピー 大阪府 豊中市
大阪電熱工業株式会社 大阪府 豊中市
株式会社オフィステーマパーク 大阪府 豊中市
株式会社サカキメディカルデザイン 大阪府 豊中市
株式会社セイワ技研 大阪府 豊中市
株式会社セルリンクス 大阪府 豊中市
株式会社樽井造園 大阪府 豊中市
橋本建設株式会社 大阪府 豊中市
有限会社八鹿商会 大阪府 豊中市
有限会社ロッソアンドカンパニー 大阪府 豊中市
Ｏｎｅ　Ｌｉｇｈｔ株式会社 大阪府 豊中市
株式会社関東園 大阪府 池田市
ユタカ交通株式会社 大阪府 池田市
株式会社ＲＩＳＥ 大阪府 池田市
株式会社　ＩＮＮＥＲ　ＶＩＳＩＯＮＳ 大阪府 吹田市
有限会社Ｍ－ｓｔｙｌｅ 大阪府 吹田市
株式会社柏屋 大阪府 吹田市
関西化工株式会社 大阪府 吹田市
医療法人Ｋデンタルクリニック 大阪府 吹田市
株式会社コスメニック 大阪府 吹田市
株式会社コスメニックジャパンコミュニティ 大阪府 吹田市
栄電気株式会社 大阪府 吹田市
株式会社シンコー 大阪府 吹田市
有限会社須磨伊兵衛商店 大阪府 吹田市
ＨＡホールディングス株式会社 大阪府 泉大津市
株式会社ＫＯＣ 大阪府 泉大津市
株式会社島田繁商店 大阪府 泉大津市
税理士法人中央会計 大阪府 泉大津市
日生建設株式会社 大阪府 泉大津市
河村商事株式会社 大阪府 高槻市
医療法人真由会 大阪府 高槻市

74 / 113 ページ



2021年8月31日

事業者名 都道府県 市区町村

有限会社セーヌ・ドゥ・ビィ 大阪府 高槻市
中園建設有限会社 大阪府 高槻市
社会福祉法人花の会 大阪府 高槻市
合同会社ＲＡＳＡ　ＭＵＳＩＣ 大阪府 高槻市
ミナミ設備株式会社 大阪府 貝塚市
医療法人雄理会 大阪府 貝塚市
株式会社ガナップ 大阪府 守口市
合同会社キルト 大阪府 守口市
医療法人社団伸友会 大阪府 守口市
有限会社創建設計 大阪府 守口市
東栄工業株式会社 大阪府 守口市
株式会社ニコニコサポート 大阪府 守口市
株式会社河内金属製作所 大阪府 枚方市
幸福米穀株式会社 大阪府 枚方市
株式会社Ｇｅｎｔｉｌ 大阪府 枚方市
株式会社ＳＯＬＩＤ 大阪府 枚方市
谷澤重機株式会社 大阪府 枚方市
東亜高級継手バルブ製造株式会社 大阪府 枚方市
株式会社ファイブスタープラス 大阪府 枚方市
穴織カーボン株式会社 大阪府 茨木市
株式会社永光 大阪府 茨木市
栄和パイル株式会社 大阪府 茨木市
株式会社ＮＲＤ 大阪府 茨木市
カタヤマハウジング株式会社 大阪府 茨木市
医療法人孝優会 大阪府 茨木市
株式会社シカゴピザ 大阪府 茨木市
株式会社ＬｉｆｅＡＣＴ 大阪府 茨木市
アクリル運動部株式会社 大阪府 八尾市
株式会社コンフォート 大阪府 八尾市
騰宏商事株式会社 大阪府 八尾市
有限会社山野初製缶所 大阪府 八尾市
有限会社泉屋建設 大阪府 泉佐野市
医療法人中山医院 大阪府 泉佐野市
株式会社ＵＦＣプロダクツ 大阪府 泉佐野市
株式会社アカシア緑化 大阪府 富田林市
株式会社田中組 大阪府 富田林市
株式会社南口組 大阪府 富田林市
株式会社岩川工務店 大阪府 寝屋川市
株式会社気楽人 大阪府 寝屋川市
友栄自動車株式会社 大阪府 寝屋川市
株式会社濵田設計測量事務所 大阪府 寝屋川市
株式会社匠英庭苑 大阪府 河内長野市
宏瀬産業株式会社 大阪府 河内長野市
株式会社光聖 大阪府 松原市
株式会社ナカハラサトシ 大阪府 松原市
特定非営利活動法人ライフサポート大阪 大阪府 松原市
アサヒプラスチックス株式会社 大阪府 大東市
小金屋食品株式会社 大阪府 大東市
株式会社Ｓｐｏｒｄ　ｋｉｙｏｉ 大阪府 大東市
摂津倉庫株式会社 大阪府 大東市
合同会社地域活動支援センターきずな 大阪府 大東市
株式会社ホットライフ 大阪府 大東市
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植林建設株式会社 大阪府 和泉市
株式会社こうのとり 大阪府 和泉市
株式会社たけなわ 大阪府 和泉市
株式会社プラネット 大阪府 和泉市
株式会社ＭＡＨＡＥ 大阪府 和泉市
株式会社ユーシン 大阪府 和泉市
医療法人裕凛会 大阪府 和泉市
上田良建設株式会社 大阪府 箕面市
有限会社五塔 大阪府 箕面市
株式会社さつまホーム 大阪府 箕面市
株式会社ジョイマ・イー 大阪府 箕面市
株式会社ティ・エム・シィ 大阪府 箕面市
株式会社ハズカンパニー 大阪府 箕面市
合同会社花雪 大阪府 箕面市
三崎商事株式会社 大阪府 箕面市
株式会社ＵＮＩＴＥＤ　Ｊ’ｓ 大阪府 箕面市
共栄精工株式会社 大阪府 柏原市
株式会社タカハシ工芸 大阪府 柏原市
有限会社友央 大阪府 柏原市
株式会社永田製作所 大阪府 柏原市
株式会社門真キャップシール 大阪府 門真市
カドマディーゼル株式会社 大阪府 門真市
医療法人靖正会 大阪府 門真市
株式会社松下縫工所 大阪府 門真市
株式会社ヤマトウ 大阪府 門真市
株式会社柏木産業 大阪府 摂津市
株式会社樺山工務店 大阪府 摂津市
社会福祉法人気づき福祉会 大阪府 摂津市
株式会社ジョイフロー 大阪府 摂津市
株式会社ホクセイ製作所 大阪府 摂津市
有限会社ホクセツオート 大阪府 摂津市
有限会社アプリ 大阪府 高石市
カナディアンホームプラス株式会社 大阪府 藤井寺市
株式会社スカイ・リクエスト 大阪府 藤井寺市
株式会社ＤＥＮＳＨＩＮ 大阪府 藤井寺市
イーエルジー株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社一誠通商 大阪府 東大阪市
井藤漢方製薬株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社内野宮電設 大阪府 東大阪市
株式会社ＯＳＧ 大阪府 東大阪市
大吉プラスチック工業株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社くれはプランニング 大阪府 東大阪市
株式会社サンキョー 大阪府 東大阪市
株式会社勝和 大阪府 東大阪市
シンワパックス株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社星光医療器製作所 大阪府 東大阪市
株式会社セルマテック 大阪府 東大阪市
株式会社掃除郎 大阪府 東大阪市
株式会社ＳＯＮＩＣ 大阪府 東大阪市
株式会社ダイワエンジニアリング 大阪府 東大阪市
タンドラム株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社林福蔵商店 大阪府 東大阪市
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株式会社Ｂ－Ｑｕｅｓｔ 大阪府 東大阪市
モールドファクトリー株式会社 大阪府 東大阪市
森田金属株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社ロワール 大阪府 東大阪市
医療法人うおずみ歯科診療所 大阪府 泉南市
医療法人功徳会泉南 大阪府 泉南市
東阪エンジニアリング株式会社 大阪府 泉南市
有限会社誠光電設工業 大阪府 四條畷市
株式会社高本コーポレーション 大阪府 四條畷市
株式会社家永技建 大阪府 交野市
一般社団法人交野市医師会 大阪府 交野市
共栄金型株式会社 大阪府 交野市
合同会社藏尾ポーク本舗 大阪府 交野市
株式会社さくら 大阪府 交野市
株式会社日本シーマート 大阪府 交野市
プラスワン合同会社 大阪府 交野市
株式会社三国工務店一級建築士事務所 大阪府 交野市
株式会社泉ヶ丘設備 大阪府 大阪狭山市
株式会社匠英鉄工 大阪府 大阪狭山市
有限会社パセラー 大阪府 大阪狭山市
株式会社辻工作所 大阪府 阪南市
株式会社エムケイワン 大阪府 島本町
学校法人山崎学園 大阪府 島本町
株式会社福徳自動車工業 大阪府 能勢町
和泉石油株式会社 大阪府 忠岡町
道明化研株式会社 大阪府 熊取町
株式会社松建興業 大阪府 岬町
安達 裕樹 大阪府
飯田 光太郎 大阪府
飯沼 義輝 大阪府
今村 雅人 大阪府
植田 晃司 大阪府
内田 徳宏 大阪府
内海 真木男 大阪府
江口 貴子 大阪府
大宅 康史 大阪府
大山 貴志 大阪府
岡本 良三 大阪府
小川 隆史 大阪府
奥野 敬一 大阪府
門川 美幸 大阪府
河端 良一 大阪府
川村 洋平 大阪府
岸中 慎治 大阪府
北田 誠 大阪府
木之元 友美 大阪府
小池 俊之 大阪府
小西 伸幸 大阪府
小林 謙一 大阪府
小林 太一 大阪府
小山 慎介 大阪府
澤 基一 大阪府
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篠原 真理 大阪府
島田 卓也 大阪府
下河内 邦彦 大阪府
須方 菜津美 大阪府
髙嵜 大介 大阪府
高島 彰秀 大阪府
高畑 聖 大阪府
田所 美希 大阪府
谷 和彦 大阪府
茶木 佳那子 大阪府
辻 直哉 大阪府
辻 義信 大阪府
津田 和仁 大阪府
友竹 敏幸 大阪府
仲野 邦彦 大阪府
長濱 大地 大阪府
南保 英史 大阪府
東口 和広 大阪府
福岡 拓郎 大阪府
藤本 直史 大阪府
堀口 浩 大阪府
前田 孝一郎 大阪府
牧 康晴 大阪府
増田 和博 大阪府
松本 拓久 大阪府
三宅 浩一 大阪府
村上 元泰 大阪府
村島 弘将 大阪府
森口 貴之 大阪府
山本 秀明 大阪府
余頃 新吾 大阪府
吉門 良祐 大阪府
吉田 貴寛 大阪府
米満 信昌 大阪府
株式会社アールアイズ 兵庫県 神戸市
株式会社あすか園芸舎 兵庫県 神戸市
医療法人社団あらた歯科クリニック 兵庫県 神戸市
株式会社あんじゅホーム 兵庫県 神戸市
株式会社ＵＮＢＩＲＴＨＤＡＹ 兵庫県 神戸市
いのうえ株式会社 兵庫県 神戸市
Ｈ・Ｒ・Ｐ久島塗装株式会社 兵庫県 神戸市
エイチ・ワイ・ホスピタリティ・エンタープライズ株式会社 兵庫県 神戸市
エー・エス・トランスポート有限会社 兵庫県 神戸市
株式会社エスビートレード 兵庫県 神戸市
エデュテ株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社欽山 兵庫県 神戸市
株式会社グッドプランニング 兵庫県 神戸市
株式会社クローバー 兵庫県 神戸市
株式会社ＫＴＭ 兵庫県 神戸市
株式会社神戸インテリアセンター 兵庫県 神戸市
株式会社神戸珈琲 兵庫県 神戸市
社会福祉法人神戸中央福祉会 兵庫県 神戸市
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医療法人社団さくら会 兵庫県 神戸市
株式会社サンレジデンシャル 兵庫県 神戸市
医療法人社団Ｃ＆Ｐ西すずらん台歯科クリニック 兵庫県 神戸市
株式会社ＣＢＳエステート 兵庫県 神戸市
株式会社新保哲也アトリエ 兵庫県 神戸市
医療法人社団しんわ会 兵庫県 神戸市
株式会社スタンレーインターナショナル 兵庫県 神戸市
誠和クリエイト株式会社 兵庫県 神戸市
セーバー技研株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社大匠プラス 兵庫県 神戸市
谷川大洋堂薬品合資会社 兵庫県 神戸市
株式会社Ｃｈａｔ　Ｐａｙ 兵庫県 神戸市
兆峰国際株式会社 兵庫県 神戸市
医療法人社団富塚歯科医院 兵庫県 神戸市
株式会社中島造園 兵庫県 神戸市
株式会社ナデックス 兵庫県 神戸市
日精テクノロジー株式会社 兵庫県 神戸市
日本海工株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社ハーブラボラトリー 兵庫県 神戸市
有限会社ハタヤ 兵庫県 神戸市
有限会社ファンベック 兵庫県 神戸市
株式会社フーリエ 兵庫県 神戸市
株式会社ふぇにっくす 兵庫県 神戸市
葺合電化株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社富士ホームサービス 兵庫県 神戸市
株式会社プラン・ドゥ・シー 兵庫県 神戸市
ＰＯＲＴ　ＳＴＹＬＥ株式会社 兵庫県 神戸市
松正水産株式会社 兵庫県 神戸市
有限会社三木屋建築金物 兵庫県 神戸市
光田水産株式会社 兵庫県 神戸市
みなと神戸税理士法人 兵庫県 神戸市
株式会社山上 兵庫県 神戸市
株式会社ライダーズクロス 兵庫県 神戸市
合同会社ＲＡＩＴＯ 兵庫県 神戸市
株式会社リーフィックス 兵庫県 神戸市
株式会社レガロクルー 兵庫県 神戸市
株式会社ローウェルジャパン 兵庫県 神戸市
株式会社アクセスライン 兵庫県 姫路市
飛鳥土地株式会社 兵庫県 姫路市
株式会社井上建築 兵庫県 姫路市
有限会社Ｗａｔｅｒｓ　Ｉｎｃ． 兵庫県 姫路市
株式会社小林写真館 兵庫県 姫路市
株式会社コンドウ住建 兵庫県 姫路市
白鷺測量設計株式会社 兵庫県 姫路市
杉本建設株式会社 兵庫県 姫路市
有限会社田中自動車 兵庫県 姫路市
有限会社はっくるベリー 兵庫県 姫路市
姫路木管工業株式会社 兵庫県 姫路市
医療法人碧和会 兵庫県 姫路市
柳川鉱泉株式会社 兵庫県 姫路市
菱南電装株式会社 兵庫県 姫路市
有限会社アオイ 兵庫県 尼崎市
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社会福祉法人あゆみ福祉会 兵庫県 尼崎市
有限会社オーガニック 兵庫県 尼崎市
医療法人社団オオマチ歯科クリニック 兵庫県 尼崎市
株式会社カルナシア 兵庫県 尼崎市
株式会社サンユウ 兵庫県 尼崎市
株式会社住香 兵庫県 尼崎市
株式会社パークス 兵庫県 尼崎市
阪神ロックサービス株式会社 兵庫県 尼崎市
兵庫県葬祭事業協同組合連合会 兵庫県 尼崎市
株式会社見市質舗 兵庫県 尼崎市
有限会社美貴工業 兵庫県 尼崎市
株式会社アバンサール 兵庫県 明石市
株式会社鍵庄 兵庫県 明石市
株式会社キャッスルホテル 兵庫県 明石市
久商株式会社 兵庫県 明石市
医療法人社団ＫＵＤ 兵庫県 明石市
株式会社ＯＫライフサービス 兵庫県 西宮市
株式会社ＯＧＢ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 兵庫県 西宮市
三協通商有限会社 兵庫県 西宮市
セリュックス・ロジ株式会社 兵庫県 西宮市
株式会社ｎａｎａｉｒｏ 兵庫県 西宮市
フィールドフルーツ株式会社 兵庫県 西宮市
株式会社モレス 兵庫県 西宮市
医療法人社団吉田歯科医院 兵庫県 西宮市
チェリー自動車株式会社 兵庫県 伊丹市
テックシステム株式会社 兵庫県 伊丹市
株式会社橋本工務店 兵庫県 伊丹市
株式会社ＬＵＡＲＣＨ 兵庫県 伊丹市
有限会社西澤組 兵庫県 相生市
イープランニングなかでん株式会社 兵庫県 豊岡市
田﨑住建株式会社 兵庫県 豊岡市
株式会社博電工 兵庫県 豊岡市
株式会社マルナカ 兵庫県 豊岡市
有限会社上田モータース 兵庫県 加古川市
株式会社志方ミートセンター 兵庫県 加古川市
株式会社田代工務店 兵庫県 加古川市
有限会社長谷川自動車 兵庫県 加古川市
株式会社二川工業製作所 兵庫県 加古川市
株式会社ＹＡＮＥＳＥＫＯ 兵庫県 加古川市
株式会社岩崎組 兵庫県 赤穂市
株式会社カゲヤマ 兵庫県 西脇市
貴宏建設株式会社 兵庫県 西脇市
有限会社トキワ建設 兵庫県 西脇市
株式会社藤田幸三商店 兵庫県 西脇市
株式会社保険の夢工房 兵庫県 西脇市
有限会社樹住設 兵庫県 宝塚市
株式会社植伸建設 兵庫県 宝塚市
株式会社工藤建築環境設計室 兵庫県 宝塚市
駒商株式会社 兵庫県 宝塚市
有限会社トゥルナソル 兵庫県 宝塚市
株式会社ハウスプラン匠 兵庫県 宝塚市
武庫川金属工業株式会社 兵庫県 宝塚市
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株式会社若水 兵庫県 宝塚市
株式会社ＭＴＲ 兵庫県 三木市
株式会社大林設備工業 兵庫県 三木市
グリーン関西株式会社 兵庫県 三木市
コンチネント株式会社 兵庫県 三木市
株式会社サンクメタル 兵庫県 三木市
株式会社スナガワ 兵庫県 高砂市
株式会社東洋総合建設 兵庫県 高砂市
株式会社萬山土建工業所 兵庫県 高砂市
株式会社Ｂｏｏｔｈ 兵庫県 川西市
有限会社ヤノラジオ 兵庫県 川西市
岡崎建設株式会社 兵庫県 三田市
株式会社摂津工業 兵庫県 三田市
イイダセツビ株式会社 兵庫県 加西市
是常精工株式会社 兵庫県 加西市
株式会社ニール建築工房 兵庫県 加西市
アワケンコンサルタント株式会社 兵庫県 丹波篠山市
有限会社岡田工務店 兵庫県 丹波篠山市
株式会社コーキ 兵庫県 丹波篠山市
株式会社テクマ 兵庫県 丹波篠山市
特定非営利活動法人にしきシャクナゲ 兵庫県 丹波篠山市
カタシマ株式会社 兵庫県 養父市
有限会社倉本測量 兵庫県 丹波市
株式会社ディス 兵庫県 丹波市
株式会社やながわ 兵庫県 丹波市
株式会社上田自動車 兵庫県 南あわじ市
登鉄工株式会社 兵庫県 南あわじ市
有限会社安達ミシン電器 兵庫県 朝来市
医療法人社団Ｏｒａｓｅｅｄ 兵庫県 朝来市
株式会社ニシオ 兵庫県 朝来市
株式会社ニック 兵庫県 朝来市
有限会社和田金物店 兵庫県 朝来市
株式会社佐藤建設 兵庫県 淡路市
有限会社水口商店 兵庫県 淡路市
株式会社キタコウ 兵庫県 宍粟市
株式会社塚元材木店 兵庫県 宍粟市
山崎建材運輸株式会社 兵庫県 宍粟市
井口建設株式会社 兵庫県 たつの市
車工房株式会社 兵庫県 たつの市
脇村自動車株式会社 兵庫県 たつの市
株式会社帝相運輸 兵庫県 多可町
株式会社コーポレーションナガヤマ 兵庫県 稲美町
出口設備有限会社 兵庫県 稲美町
有限会社菅原工業 兵庫県 太子町
近畿農産資材株式会社 兵庫県 佐用町
秋本 文雄 兵庫県
有井 貫氏 兵庫県
安藤 剛 兵庫県
五十嵐 真司 兵庫県
池田 正則 兵庫県
石本 成史 兵庫県
入江 木美恵 兵庫県
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上垣 河大 兵庫県
鵜飼 誠 兵庫県
浦島 一博 兵庫県
蔭地 昭二 兵庫県
大谷 博文 兵庫県
岡本 貞子 兵庫県
岡本 繁己 兵庫県
北野 多美雄 兵庫県
河本 康伸 兵庫県
竹田 正樹 兵庫県
田中 秀和 兵庫県
椿野 直彦 兵庫県
萩原 奈生 兵庫県
濱川 翔 兵庫県
東島 歩 兵庫県
福永 全伸 兵庫県
福野 弘佳 兵庫県
藤岡 優紀 兵庫県
藤田 温人 兵庫県
藤本 良樹 兵庫県
政廣 一 兵庫県
森田 嘉郎 兵庫県
森永 恵介 兵庫県
吉田 豊道 兵庫県
米澤 大地 兵庫県
株式会社アグレワン 奈良県 奈良市
株式会社いろは工務店 奈良県 奈良市
カネマルホーム株式会社 奈良県 奈良市
株式会社　新高和 奈良県 奈良市
日本振興促進合同会社 奈良県 奈良市
日本パートナーズ株式会社 奈良県 奈良市
株式会社バルジ・オカダ 奈良県 奈良市
有限会社ＶＳＣＡＰＥ 奈良県 奈良市
株式会社福井商会 奈良県 奈良市
医療法人よつば会 奈良県 奈良市
株式会社Ｒｅｍｉｘ　Ｄｅｓｉｇｎ 奈良県 奈良市
株式会社医療情報研究所 奈良県 大和高田市
医療法人賢藍会 奈良県 大和高田市
株式会社トーホー自動車 奈良県 大和高田市
ｍＩＴＡＫＡ金属工業株式会社 奈良県 大和郡山市
安道管工株式会社 奈良県 天理市
寿工芸株式会社 奈良県 天理市
三恵株式会社 奈良県 橿原市
株式会社ジェイポート 奈良県 橿原市
医療法人修仁会 奈良県 橿原市
伸光工業株式会社 奈良県 橿原市
株式会社創造工舎 奈良県 橿原市
株式会社竹屋 奈良県 橿原市
株式会社ディア・サポート 奈良県 橿原市
有限会社ニチケン 奈良県 橿原市
有限会社ハート・クリップ 奈良県 橿原市
特定非営利活動法人おひさまひろば 奈良県 桜井市
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株式会社平和技建 奈良県 五條市
養田造園土木株式会社 奈良県 五條市
株式会社ゴセケン 奈良県 御所市
有限会社アラキ鉄工 奈良県 生駒市
医療法人河南会 奈良県 生駒市
三和金属株式会社 奈良県 生駒市
井村輸送株式会社 奈良県 香芝市
株式会社昭栄製作所 奈良県 香芝市
株式会社料理かしば 奈良県 香芝市
ＡＺフードサービス有限会社 奈良県 葛城市
株式会社隼都 奈良県 宇陀市
株式会社デュオ 奈良県 平群町
株式会社日電鉄工所 奈良県 安堵町
株式会社ＺＥＮＨＯＭＥ 奈良県 川西町
株式会社タツミ 奈良県 田原本町
ラック産業株式会社 奈良県 田原本町
社会福祉法人在友会 奈良県 上牧町
有限会社シラキ設備 奈良県 広陵町
株式会社瀬川食品 奈良県 広陵町
美吉野醸造株式会社 奈良県 吉野町
株式会社吉田屋 奈良県 下市町
大西 克則 奈良県
北野 宏 奈良県
清 次郎 奈良県
下地 常揮 奈良県
治田 正海 奈良県
福塚 勉 奈良県
前田 保男 奈良県
水本 全彦 奈良県
山口 恵三 奈良県
吉田 好美 奈良県
吉田 雄亮 奈良県
株式会社蔭山組 和歌山県 和歌山市
株式会社川端組 和歌山県 和歌山市
有限会社貴志 和歌山県 和歌山市
紀の国住宅株式会社 和歌山県 和歌山市
株式会社嶋和洋傘店 和歌山県 和歌山市
有限会社清水歯車工作所 和歌山県 和歌山市
株式会社ジャック 和歌山県 和歌山市
関口温水機株式会社 和歌山県 和歌山市
竹内電設株式会社 和歌山県 和歌山市
有限会社谷本商店 和歌山県 和歌山市
株式会社土井電設工業 和歌山県 和歌山市
株式会社花のとみや 和歌山県 和歌山市
有限会社ピー・オー・テック 和歌山県 和歌山市
有限会社前畑建材店 和歌山県 和歌山市
株式会社松尾 和歌山県 和歌山市
オカジ紙業株式会社 和歌山県 海南市
泰豊化成産業株式会社 和歌山県 海南市
有限会社中谷商店 和歌山県 海南市
寺本パイル織物株式会社 和歌山県 橋本市
有限会社石垣組 和歌山県 有田市
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木下建設株式会社 和歌山県 有田市
株式会社一伸 和歌山県 御坊市
株式会社オリロク 和歌山県 御坊市
有限会社ヒカリ住建 和歌山県 田辺市
株式会社山長商店 和歌山県 田辺市
株式会社山本建設 和歌山県 田辺市
田村産業株式会社 和歌山県 紀の川市
有限会社土井 和歌山県 紀の川市
有限会社農協自動車 和歌山県 紀の川市
株式会社Ｈｉｌｌａｎｄ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ 和歌山県 紀の川市
西建工業株式会社 和歌山県 岩出市
品川水道工業株式会社 和歌山県 紀美野町
株式会社中谷組 和歌山県 紀美野町
株式会社紀州コーポレーション 和歌山県 有田川町
株式会社木戸組 和歌山県 有田川町
スマイルカラー株式会社 和歌山県 有田川町
和光産業株式会社 和歌山県 有田川町
株式会社丸紀 和歌山県 美浜町
株式会社木下モータース 和歌山県 みなべ町
渡口農園株式会社 和歌山県 みなべ町
有限会社廣畑塗装 和歌山県 白浜町
有限会社オートハゼノキ 和歌山県 すさみ町
荊木 善弘 和歌山県
入江 繁 和歌山県
柏木 喜代美 和歌山県
桑原 多鶴子 和歌山県
小林 右昌 和歌山県
阪本 勉 和歌山県
谷本 知優 和歌山県
中岡 保臣 和歌山県
中澤 勇人 和歌山県
仲山 幸雄 和歌山県
林 卓司 和歌山県
本野 久 和歌山県
守道 友香 和歌山県
山本 一博 和歌山県
株式会社モア・コンフォート 鳥取県 鳥取市
株式会社池内 鳥取県 鳥取市
株式会社光商会 鳥取県 鳥取市
株式会社松田管理 鳥取県 米子市
株式会社スマートホーム 鳥取県 倉吉市
株式会社フリースタイル 鳥取県 境港市
株式会社田中組 鳥取県 岩美町
有限会社赤碕建設 鳥取県 琴浦町
有限会社大工屋 鳥取県 大山町
松浦 真一 鳥取県
株式会社オレンジロード 島根県 松江市
宍道湖建設株式会社 島根県 松江市
有限会社平万商店 島根県 松江市
株式会社ビルドアップ山陰 島根県 松江市
有限会社福司堂 島根県 松江市
株式会社藤原鐵工所 島根県 松江市
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マツチカ株式会社 島根県 松江市
有限会社ろんぢん 島根県 松江市
有限会社アイディーワーク 島根県 出雲市
株式会社河村食材 島根県 出雲市
有限会社神門組 島根県 出雲市
株式会社ソーシャルプランニングネットワーク 島根県 出雲市
株式会社日建テック工業 島根県 出雲市
松井株式会社 島根県 出雲市
有限会社マルニシ物産 島根県 出雲市
有限会社横田工業 島根県 出雲市
有限会社円企画 島根県 益田市
株式会社大田粘土企業 島根県 大田市
株式会社ひろせプロダクト 島根県 安来市
丸永建設株式会社 島根県 安来市
有限会社荒木資材運輸 島根県 奥出雲町
有限会社槙原商事 島根県 飯南町
株式会社吉崎工務店 島根県 隠岐の島町
佐藤 大樹 島根県
千原 修 島根県
長棟 隆志 島根県
山見 考司 島根県
株式会社アート和健 岡山県 岡山市
株式会社アクティズム 岡山県 岡山市
有限会社ｅ－テクノ 岡山県 岡山市
株式会社いにしえの才 岡山県 岡山市
株式会社栄光創建 岡山県 岡山市
有限会社太田工務店 岡山県 岡山市
株式会社岡田植物園 岡山県 岡山市
有限会社岡山ツーバイ工業 岡山県 岡山市
株式会社開誠建設 岡山県 岡山市
株式会社貝原鉄工建設 岡山県 岡山市
株式会社グランド 岡山県 岡山市
株式会社ケイ・エス測量設計 岡山県 岡山市
建設資材企業組合 岡山県 岡山市
小橋工業株式会社 岡山県 岡山市
株式会社ＳＡＮＫＯ 岡山県 岡山市
さんもく工業株式会社 岡山県 岡山市
株式会社成和建設 岡山県 岡山市
株式会社綜合設計 岡山県 岡山市
有限会社大栄自動車 岡山県 岡山市
大久弁当株式会社 岡山県 岡山市
ダイシン電機株式会社 岡山県 岡山市
株式会社タイト 岡山県 岡山市
株式会社ティアラ 岡山県 岡山市
株式会社Ｄａｙｓ　Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ 岡山県 岡山市
株式会社デジブリ 岡山県 岡山市
中村建設株式会社 岡山県 岡山市
社会福祉法人のぞみ会 岡山県 岡山市
東岡山高周波工業株式会社 岡山県 岡山市
有限会社福森内装 岡山県 岡山市
株式会社別枝大輔建築研究所 岡山県 岡山市
ヘンミ建物株式会社 岡山県 岡山市
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逸見緑地株式会社 岡山県 岡山市
株式会社Ｍａｒｃｈ 岡山県 岡山市
有限会社雅枠 岡山県 岡山市
株式会社宮武組 岡山県 岡山市
株式会社ヨシダ 岡山県 岡山市
株式会社アーネスト 岡山県 倉敷市
株式会社アキオカ 岡山県 倉敷市
有限会社浅原自動車 岡山県 倉敷市
有限会社大島土木 岡山県 倉敷市
株式会社大島屋 岡山県 倉敷市
株式会社カスケホーム 岡山県 倉敷市
有限会社カツトナンバ 岡山県 倉敷市
株式会社倉敷組 岡山県 倉敷市
有限会社三勝工業所 岡山県 倉敷市
有限会社　正藍屋 岡山県 倉敷市
株式会社千田建設 岡山県 倉敷市
株式会社総美 岡山県 倉敷市
株式会社タグチ 岡山県 倉敷市
タツミ住宅株式会社 岡山県 倉敷市
東南建設株式会社 岡山県 倉敷市
富士技研株式会社 岡山県 倉敷市
株式会社藤原組 岡山県 倉敷市
有限会社ホールズ 岡山県 倉敷市
有限会社マツオモータース 岡山県 倉敷市
株式会社よつば工務店 岡山県 倉敷市
株式会社石隆石材本店 岡山県 津山市
建築工房カナヤ株式会社 岡山県 津山市
工房冨岳株式会社 岡山県 津山市
有限会社中尾建設 岡山県 津山市
株式会社尾関工務店 岡山県 玉野市
有限会社梶原工務店 岡山県 玉野市
有限会社近藤鉄工所 岡山県 玉野市
社会福祉法人常山福祉会 岡山県 玉野市
株式会社Ｗｅｅｄ 岡山県 笠岡市
ミキ装工合同会社 岡山県 笠岡市
有限会社溝田設備 岡山県 笠岡市
社会福祉法人みたけ会 岡山県 笠岡市
キプロ株式会社 岡山県 井原市
株式会社辺本 岡山県 井原市
株式会社さのオートセンター 岡山県 総社市
総社花萬株式会社 岡山県 総社市
株式会社大伸建設工業 岡山県 総社市
有限会社上田建築工房 岡山県 新見市
白川土木株式会社 岡山県 新見市
丸山建設株式会社 岡山県 新見市
二幸建設株式会社 岡山県 備前市
モリマシナリー株式会社 岡山県 赤磐市
オーティス株式会社 岡山県 真庭市
株式会社キノイエ 岡山県 真庭市
岡山手延素麺株式会社 岡山県 浅口市
株式会社フクヤ 岡山県 浅口市
有限会社ブロス 岡山県 浅口市
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有限会社有吉建材店 岡山県 和気町
株式会社遠藤運輸 岡山県 和気町
有限会社山内組 岡山県 和気町
有限会社國田建材 岡山県 里庄町
有限会社小田スズキ土屋商会 岡山県 矢掛町
有限会社山渋木材 岡山県 久米南町
吉備高原リゾート株式会社 岡山県 吉備中央町
株式会社清本組 岡山県 吉備中央町
有宗 裕二 岡山県
岡城 英樹 岡山県
川上 龍太郎 岡山県
久志 賢太郎 岡山県
杉原 治 岡山県
野﨑 洋介 岡山県
平山 尚之 岡山県
藤本 静雄 岡山県
堀 康宣 岡山県
南 哲之介 岡山県
株式会社ＩＴＡＣＳ 広島県 広島市
アクト中食株式会社 広島県 広島市
アサノ・トムラＰＣ工事株式会社 広島県 広島市
株式会社アジアパートナーズ 広島県 広島市
株式会社うすい中華 広島県 広島市
株式会社Ｅｓｔｌｅａｒｎ 広島県 広島市
株式会社エヌ・エフサービス 広島県 広島市
株式会社エビス販売 広島県 広島市
株式会社エビスワーク 広島県 広島市
株式会社エンドレス 広島県 広島市
株式会社オフィシャル 広島県 広島市
合同会社Ｏｆｆｉｃｅ鶴岡 広島県 広島市
株式会社京橋コーポレーション 広島県 広島市
協和物産株式会社 広島県 広島市
（株）クルマックス 広島県 広島市
合同会社黒ひげジャパン 広島県 広島市
有限会社ケー・サヴール 広島県 広島市
有限会社建匠テック 広島県 広島市
株式会社建優 広島県 広島市
株式会社広成開発 広島県 広島市
税理士法人児玉会計 広島県 広島市
株式会社児玉会計 広島県 広島市
ＳａｉＲｙｕ株式会社 広島県 広島市
有限会社酒井計算センター 広島県 広島市
株式会社佐藤型鋼製作所 広島県 広島市
株式会社シェルパ 広島県 広島市
株式会社シャウム 広島県 広島市
医療法人青心会 広島県 広島市
相互個人タクシー協同組合 広島県 広島市
株式会社体育社 広島県 広島市
株式会社タカトープリントメディア 広島県 広島市
株式会社中央ファーマシー 広島県 広島市
データシステムソリューション株式会社 広島県 広島市
社会福祉法人天友会 広島県 広島市
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株式会社ナイガイＨＤ 広島県 広島市
株式会社ニッタマテリアル 広島県 広島市
株式会社ニッテツ 広島県 広島市
二村自動車株式会社 広島県 広島市
花いち有限会社 広島県 広島市
株式会社ＨＡＲＡ建築工房 広島県 広島市
株式会社ビーテック 広島県 広島市
株式会社ヒカリ・クリーン 広島県 広島市
広島駅弁当株式会社 広島県 広島市
広島クライスラー株式会社 広島県 広島市
広島西部水産株式会社 広島県 広島市
広島総合税理士法人 広島県 広島市
有限会社広島東報工事 広島県 広島市
扶桑電気工業株式会社 広島県 広島市
株式会社マエダハウジング 広島県 広島市
誠電気設備工事株式会社 広島県 広島市
株式会社真末鉄工所 広島県 広島市
ミツヤ工業株式会社 広島県 広島市
有限会社みらい経営マネージメント 広島県 広島市
山口産業株式会社 広島県 広島市
株式会社ユー・サポート 広島県 広島市
ユウベル株式会社 広島県 広島市
有限会社吉島自動車工業所 広島県 広島市
株式会社リザベーションシステム 広島県 広島市
株式会社リュウケン 広島県 広島市
株式会社愛和 広島県 呉市
株式会社岩本商店 広島県 呉市
有限会社カネイシ自動車 広島県 呉市
株式会社亀本管工事 広島県 呉市
木原産業株式会社 広島県 呉市
共栄土木有限会社 広島県 呉市
株式会社くれ海陸 広島県 呉市
株式会社呉匠 広島県 呉市
株式会社呉山城屋 広島県 呉市
菅波物産株式会社 広島県 呉市
株式会社スタジオアイ 広島県 呉市
株式会社Ｔ－Ｌｉｎｋタイヤサービス 広島県 呉市
株式会社中元本店 広島県 呉市
株式会社元電総 広島県 呉市
ハマダベンディングサービス株式会社 広島県 呉市
株式会社芳信建設 広島県 呉市
医療法人社団和恒会 広島県 呉市
日産興業株式会社 広島県 三原市
有限会社セカンドグリッド 広島県 尾道市
株式会社大晃産業 広島県 尾道市
株式会社アート・マーク 広島県 福山市
株式会社石本会計 広島県 福山市
大内商事株式会社 広島県 福山市
有限会社コアハウス 広島県 福山市
社会福祉法人宏喜会 広島県 福山市
株式会社コダマコーポレーション 広島県 福山市
児玉水道有限会社 広島県 福山市

88 / 113 ページ



2021年8月31日

事業者名 都道府県 市区町村

株式会社鈴鹿建設 広島県 福山市
株式会社ＳＴＹＬＥ 広島県 福山市
社会福祉法人創樹会 広島県 福山市
株式会社大昌ネーム 広島県 福山市
大和建設株式会社 広島県 福山市
竹野木材株式会社 広島県 福山市
株式会社田和コーポレーション 広島県 福山市
株式会社Ｔ・Ｍ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 広島県 福山市
日本デリバリーサービス株式会社 広島県 福山市
早川木材株式会社 広島県 福山市
学校法人福山医療学園 広島県 福山市
福山ドリーム運輸株式会社 広島県 福山市
株式会社フューレック 広島県 福山市
有限会社峯松会計 広島県 福山市
メタルスター株式会社 広島県 福山市
山一金属有限会社 広島県 福山市
株式会社ルック 広島県 福山市
合同会社ブルーウェイジャパン 広島県 府中市
有限会社土屋建材店 広島県 三次市
株式会社プランニングケイ 広島県 庄原市
株式会社タケスポ 広島県 大竹市
有限会社平成電業 広島県 大竹市
株式会社オクマサ商事 広島県 東広島市
有限会社牛進工業 広島県 東広島市
有限会社ケイテック 広島県 東広島市
有限会社東広島住宅建材 広島県 東広島市
広島大学消費生活協同組合 広島県 東広島市
有限会社英伸建設 広島県 廿日市市
有限会社白井会計事務所 広島県 廿日市市
藤和産業株式会社 広島県 廿日市市
有限会社博多商店 広島県 廿日市市
株式会社ベストカーヤマナカ 広島県 廿日市市
ゲイビ車輌株式会社 広島県 安芸高田市
有限会社山根製材所 広島県 安芸高田市
有限会社松原石材店 広島県 江田島市
昭和金属工業株式会社 広島県 海田町
社会福祉法人あゆみ会 広島県 熊野町
有限会社三田造園 広島県 北広島町
株式会社みちづれ 広島県 北広島町
東 資能 広島県
上田 裕次 広島県
菊池 孝太郎 広島県
清友 貢 広島県
桒原 一通 広島県
佐土井 良和 広島県
峠本 正喜 広島県
高橋 和司 広島県
武安 紘二 広島県
田盛 英雄 広島県
鶴岡 敦 広島県
藤原 幸壯 広島県
三上 義雄 広島県
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水町 亘 広島県
三原 一規 広島県
宮地 文夫 広島県
渡邊 峰朗 広島県
株式会社上原不動産 山口県 下関市
海清水産株式会社 山口県 下関市
株式会社コムズコーポレーション 山口県 下関市
株式会社定慧 山口県 下関市
西部工輸株式会社 山口県 下関市
株式会社ダイフク 山口県 下関市
株式会社天龍 山口県 下関市
有限会社浜田造園 山口県 下関市
株式会社彦島造園 山口県 下関市
医療法人山崎歯科クリニック 山口県 下関市
株式会社レジデンス 山口県 下関市
有限会社アサヒ商会 山口県 宇部市
三共興産株式会社 山口県 宇部市
株式会社翔建 山口県 宇部市
有限会社新栄商事 山口県 宇部市
株式会社セーフティリード 山口県 宇部市
セトハラ株式会社 山口県 宇部市
大丸商事有限会社 山口県 宇部市
株式会社ベストワーク 山口県 宇部市
株式会社松本電気商会 山口県 宇部市
株式会社ミツワ 山口県 宇部市
株式会社リカースペース太陽 山口県 宇部市
株式会社池田建設 山口県 山口市
Ｈ＆Ｔコンサルティング・ノア株式会社 山口県 山口市
株式会社ガーデンプロ 山口県 山口市
協和機工株式会社 山口県 山口市
ＪＩＤＡＩＯコンサルティング株式会社 山口県 山口市
株式会社シホーク 山口県 山口市
株式会社スタジオセンス 山口県 山口市
つちや産業株式会社 山口県 山口市
株式会社豆子郎 山口県 山口市
松村電工株式会社 山口県 山口市
株式会社山口建設コンサルタント 山口県 山口市
株式会社ＹＭ－Ｃｒｅａｔｅ 山口県 山口市
萩ロイヤルインテリジェントホテル株式会社 山口県 萩市
株式会社加藤工務店 山口県 防府市
株式会社キヤツスル 山口県 防府市
株式会社防通タクティクス 山口県 防府市
株式会社よしとみあつし 山口県 防府市
株式会社リノア 山口県 防府市
クルージングオート株式会社 山口県 下松市
周南造園株式会社 山口県 下松市
有限会社ハシモト 山口県 下松市
株式会社イワナミ 山口県 岩国市
株式会社錦樹園 山口県 岩国市
東光電設株式会社 山口県 岩国市
株式会社リエール 山口県 岩国市
社会福祉法人立正たちばな会 山口県 岩国市
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税理士法人岡村事務所 山口県 長門市
株式会社帝国石材 山口県 長門市
株式会社マキノグリーン 山口県 柳井市
有限会社　日新食品 山口県 美祢市
株式会社ユウエイ 山口県 美祢市
株式会社司地所 山口県 周南市
西岡建設株式会社 山口県 周南市
医療法人仁徳会 山口県 周南市
株式会社防長工務 山口県 周南市
毎日興業株式会社 山口県 周南市
株式会社サン工業 山口県 山陽小野田市
有限会社大徳建設 山口県 山陽小野田市
兼本建設株式会社 山口県 田布施町
有限会社ナカハラ 山口県 田布施町
レザンジュ有限会社 山口県 田布施町
荒木 厚博 山口県
岩本 英世 山口県
大谷 浩二 山口県
篠塚 由衣 山口県
篠原 英次 山口県
住江 忠彦 山口県
中原 道善 山口県
西山 文敏 山口県
古里 正晴 山口県
古松 勝彦 山口県
正木 弘行 山口県
松永 順子 山口県
有限会社アートセレクション 徳島県 徳島市
株式会社いさわ 徳島県 徳島市
株式会社川内開発 徳島県 徳島市
株式会社クラフト 徳島県 徳島市
株式会社ダイリＦＰＣ 徳島県 徳島市
株式会社Ｔｏｋｙｏ　Ｓｏｌｏ 徳島県 徳島市
有限会社なんとう 徳島県 徳島市
合同会社Ｆａｎｃｙ 徳島県 徳島市
株式会社ミント 徳島県 徳島市
Ｙｏｕ　Ｃｏｌｏｒ株式会社 徳島県 徳島市
八千代工業有限会社 徳島県 阿南市
株式会社阿北自動車教習所 徳島県 阿波市
有限会社河村総合建築 徳島県 勝浦町
有限会社小川組 徳島県 石井町
医療法人悠穣会 徳島県 松茂町
八田 隆志 徳島県
株式会社アクセプト 香川県 高松市
株式会社朝日 香川県 高松市
株式会社い一と・いん 香川県 高松市
有限会社井口自動車 香川県 高松市
有限会社いろはサービス 香川県 高松市
株式会社Ｆ＆Ｂ 香川県 高松市
サンエー設計株式会社 香川県 高松市
株式会社サンキ 香川県 高松市
有限会社讃和 香川県 高松市
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四国繊維販売株式会社 香川県 高松市
株式会社総合開発 香川県 高松市
高松パレス株式会社 香川県 高松市
有限会社デンタルハウスエアスター 香川県 高松市
東讃建設株式会社 香川県 高松市
有限会社ＴＲＩＰＬＥ 香川県 高松市
西日本ロード施設株式会社 香川県 高松市
ハピネスシェフ株式会社 香川県 高松市
株式会社 フォワイエ 香川県 高松市
株式会社松田組 香川県 高松市
株式会社森西工業 香川県 高松市
有限会社ユービル企画 香川県 高松市
レイグランド株式会社 香川県 高松市
高木組株式会社 香川県 丸亀市
株式会社ライフ・インシュアランス・コンシェルジュ 香川県 丸亀市
株式会社坂出スチール工業 香川県 坂出市
瀬戸大橋総合開発株式会社 香川県 坂出市
株式会社山斗 香川県 坂出市
株式会社観音寺ボデー工作所 香川県 観音寺市
株式会社三興組 香川県 観音寺市
有限会社アサヒ印刷所 香川県 さぬき市
大川建設株式会社 香川県 さぬき市
有限会社大井設備工業 香川県 三豊市
株式会社金丸工務店 香川県 三豊市
株式会社朋 香川県 三豊市
株式会社ミトヨフーズ 香川県 三豊市
小豆島貨物運輸株式会社 香川県 小豆島町
株式会社フィルドストン 香川県 三木町
いい部屋ショップネットワーク株式会社 香川県 宇多津町
有限会社ヘビーワン 香川県 綾川町
丸住設備工業株式会社 香川県 多度津町
有限会社わっしょいフードサービス 香川県 多度津町
辻村電業株式会社 香川県 まんのう町
有限会社野崎保温 香川県 まんのう町
岡田 稔 香川県
久保 洋亮 香川県
黒木 恵輔 香川県
島田 裕明 香川県
有限会社アクティブホーム 愛媛県 松山市
株式会社アットハウジング 愛媛県 松山市
医療法人伊藤歯科医院 愛媛県 松山市
株式会社愛媛リハビリ 愛媛県 松山市
カーネリアン株式会社 愛媛県 松山市
株式会社上浮穴産業 愛媛県 松山市
有限会社熊野組 愛媛県 松山市
株式会社クリエイティブインシュアランスコーポレーション 愛媛県 松山市
株式会社Ｃｉｒｃｌｅ　Ｌｉｎｅ 愛媛県 松山市
株式会社軸と品格 愛媛県 松山市
株式会社ジョージ 愛媛県 松山市
株式会社シンデン 愛媛県 松山市
株式会社杉野工務店 愛媛県 松山市
有限会社センター薬局 愛媛県 松山市
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タクボ電気工事株式会社 愛媛県 松山市
株式会社ＮＡＫＡＧＡＭＩ 愛媛県 松山市
株式会社南光建設 愛媛県 松山市
株式会社ネクセル 愛媛県 松山市
株式会社ハウスマル 愛媛県 松山市
株式会社富士造型 愛媛県 松山市
株式会社二神組 愛媛県 松山市
株式会社ｍａｎｔｅｎ 愛媛県 松山市
ミセスホーム株式会社 愛媛県 松山市
有限会社明興 愛媛県 松山市
株式会社セトデン 愛媛県 今治市
藤原建設株式会社 愛媛県 今治市
水機建設株式会社 愛媛県 今治市
株式会社山臣越智商店 愛媛県 今治市
株式会社シンツ 愛媛県 宇和島市
株式会社菅工務店 愛媛県 新居浜市
株式会社棚野電工 愛媛県 新居浜市
東亜産業株式会社 愛媛県 新居浜市
株式会社新居浜自動車教習所 愛媛県 新居浜市
有限会社マーベラス不動産 愛媛県 新居浜市
株式会社アイゼン 愛媛県 西条市
株式会社ウィンウィンホーム 愛媛県 西条市
エース住宅株式会社 愛媛県 西条市
芸予産業株式会社 愛媛県 西条市
株式会社大喜工務店 愛媛県 西条市
フジエネルギー有限会社 愛媛県 西条市
ＬＡＢ　ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社 愛媛県 伊予市
有限会社石川工作所 愛媛県 四国中央市
株式会社サクラ・シノコウ 愛媛県 四国中央市
有限会社清水防災 愛媛県 四国中央市
株式会社車検サービスセンター 愛媛県 四国中央市
有限会社尾藤工務店 愛媛県 四国中央市
株式会社廣島屋 愛媛県 四国中央市
有限会社佐賀鉄工 愛媛県 松前町
有限会社ダン・カンパニー 愛媛県 松前町
松山興産株式会社 愛媛県 松前町
株式会社山鐵 愛媛県 松前町
有限会社岡田建材 愛媛県 愛南町
川﨑 和馬 愛媛県
菅野 愛奈 愛媛県
久保 謙治 愛媛県
佐伯 一則 愛媛県
佐賀 功造 愛媛県
田中 学 愛媛県
筒井 友佳 愛媛県
中川 勝徳 愛媛県
古川 紘平 愛媛県
三並 沙織 愛媛県
宮内 崇 愛媛県
渡邊 徹 愛媛県
株式会社ｅステップ 高知県 高知市
有限会社岡田建設 高知県 高知市
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尾崎建設株式会社 高知県 高知市
Κｍワークス株式会社 高知県 高知市
高知トヨペツト株式会社 高知県 高知市
有限会社高知ビルハウス 高知県 高知市
社会福祉法人こうち福祉会 高知県 高知市
株式会社四国調剤 高知県 高知市
株式会社タカビシ食品 高知県 高知市
有限会社ナカイテレビ 高知県 高知市
有限会社長﨑電機 高知県 高知市
株式会社響建設 高知県 高知市
株式会社山田屋 高知県 南国市
高瀬工務店株式会社 高知県 宿毛市
株式会社楓商店 高知県 四万十市
株式会社濱田水道工務店 高知県 香南市
有限会社青木左官工業 高知県 香美市
株式会社山下組 高知県 東洋町
有限会社トータルエクステリアいしまる 高知県 いの町
株式会社日化住宅機器 高知県 四万十町
沖本 翔 高知県
萩野 順也 高知県
平井 教幸 高知県
松本 州司 高知県
吉川 博仁 高知県
米田 和典 高知県
アース建設株式会社 福岡県 北九州市
株式会社アール工務店 福岡県 北九州市
医療法人愛明会 福岡県 北九州市
有限会社アイユーホーム 福岡県 北九州市
株式会社アダチスポーツ 福岡県 北九州市
株式会社ARIGATO 福岡県 北九州市
株式会社アルカナデザイン 福岡県 北九州市
有限会社池田石材 福岡県 北九州市
株式会社ウインズビル 福岡県 北九州市
有限会社ウィンディ 福岡県 北九州市
株式会社エルアンドエフ 福岡県 北九州市
株式会社エルザ 福岡県 北九州市
有限会社大塚工務店 福岡県 北九州市
株式会社尾上設計コンサルタント 福岡県 北九州市
株式会社小野サイディング 福岡県 北九州市
株式会社加賀 福岡県 北九州市
株式会社神崎工務店 福岡県 北九州市
株式会社九州メディカル 福岡県 北九州市
株式会社クール 福岡県 北九州市
株式会社クリエイト開発 福岡県 北九州市
株式会社淀工業 福岡県 北九州市
株式会社是永商会 福岡県 北九州市
株式会社彩創建築設計 福岡県 北九州市
株式会社さつま屋産業 福岡県 北九州市
株式会社三宮造園土木 福岡県 北九州市
株式会社椎野建材店 福岡県 北九州市
シスメット株式会社 福岡県 北九州市
株式会社秀建工業 福岡県 北九州市
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有限会社住販 福岡県 北九州市
株式会社ジョイフルマネージメント 福岡県 北九州市
白江産業株式会社 福岡県 北九州市
株式会社白海 福岡県 北九州市
株式会社しろみず 福岡県 北九州市
有限会社シロヤ 福岡県 北九州市
株式会社セイコー電子 福岡県 北九州市
西部産業株式会社 福岡県 北九州市
有限会社誠和 福岡県 北九州市
有限会社セラモテックシステム 福岡県 北九州市
総合洗管株式会社 福岡県 北九州市
株式会社ソルト 福岡県 北九州市
有限会社高須商事 福岡県 北九州市
株式会社千鳥 福岡県 北九州市
賃貸プロデュース株式会社 福岡県 北九州市
株式会社トータルプロデュース 福岡県 北九州市
トモシゲビルサービス株式会社 福岡県 北九州市
有限会社中尾総業 福岡県 北九州市
株式会社ハウス倶楽部 福岡県 北九州市
株式会社美山森 福岡県 北九州市
医療法人翡翠会 福岡県 北九州市
株式会社ビックス 福岡県 北九州市
有限会社平井商会 福岡県 北九州市
株式会社福山 福岡県 北九州市
埠頭環境建設有限会社 福岡県 北九州市
不動産ステーション株式会社 福岡県 北九州市
株式会社プロデュース 福岡県 北九州市
ペースメーカーゆがわ有限会社 福岡県 北九州市
株式会社ほくと住宅 福岡県 北九州市
株式会社堀建ホーム 福岡県 北九州市
マーク建設株式会社 福岡県 北九州市
ミクニ建設株式会社 福岡県 北九州市
株式会社悠翔 福岡県 北九州市
リフォーム北九株式会社 福岡県 北九州市
アーバングリーン沙羅有限会社 福岡県 福岡市
株式会社ｒ 福岡県 福岡市
I-Light株式会社 福岡県 福岡市
ＩＲＩＥ合同会社 福岡県 福岡市
株式会社秋吉不動産 福岡県 福岡市
株式会社アディザイン 福岡県 福岡市
合同会社アバカスクラブ 福岡県 福岡市
株式会社アルシスホーム 福岡県 福岡市
有限会社アレスコーポレーション 福岡県 福岡市
株式会社アンビグラム 福岡県 福岡市
飯尾建設株式会社 福岡県 福岡市
株式会社イイト 福岡県 福岡市
株式会社イチダイ 福岡県 福岡市
有限会社伊東工業 福岡県 福岡市
有限会社伊都エステート 福岡県 福岡市
株式会社いのうえ 福岡県 福岡市
株式会社インテリアコンドウ 福岡県 福岡市
インフラスト株式会社 福岡県 福岡市
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株式会社ＷＥＳＴＦＩＥＬＤ 福岡県 福岡市
医療法人英友会 福岡県 福岡市
エー・エイチ・シー株式会社 福岡県 福岡市
エース株式会社 福岡県 福岡市
有限会社えくぼ水産 福岡県 福岡市
エコワークス株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ＳＤＧ 福岡県 福岡市
エステートホームズ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社エタップ 福岡県 福岡市
株式会社ＦＳＩ 福岡県 福岡市
株式会社Ｍ＆Ｓアライアンス 福岡県 福岡市
株式会社ＭＣ 福岡県 福岡市
株式会社エルコムジャパン 福岡県 福岡市
ｅｎｋｕｒｕ株式会社 福岡県 福岡市
エンジョイント税理士法人 福岡県 福岡市
株式会社えん賃貸管理 福岡県 福岡市
大神建設株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ｃａｓａａｇｅ 福岡県 福岡市
株式会社カネミツ産業 福岡県 福岡市
キークレア税理士法人 福岡県 福岡市
九州スタッフ株式会社 福岡県 福岡市
九州ゼット株式会社 福岡県 福岡市
九州ビルメンテナンス株式会社 福岡県 福岡市
共立地所株式会社 福岡県 福岡市
株式会社協和通商 福岡県 福岡市
株式会社クリーンケア 福岡県 福岡市
株式会社グリーンケア 福岡県 福岡市
株式会社グリンピース 福岡県 福岡市
クローバーハウス株式会社 福岡県 福岡市
Ｃｒｏｓｓｒｏａｄ・Ｈｏｍｅｔｏｗｎ・Ｓｐｏｒｔｓ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ケイズプロジェクト 福岡県 福岡市
ケイティ株式会社 福岡県 福岡市
医療法人啓林堂クリニック 福岡県 福岡市
株式会社元フードシステム 福岡県 福岡市
株式会社ｃａｕｄｅｘ 福岡県 福岡市
有限会社ゴトウグリーン 福岡県 福岡市
有限会社相良建設工業 福岡県 福岡市
株式会社サザンクロス 福岡県 福岡市
株式会社さなる九州 福岡県 福岡市
株式会社ＴＨＥ　ＢＡＳＥ　Ｑ 福岡県 福岡市
医療法人さわさき眼科 福岡県 福岡市
株式会社さわやか建設 福岡県 福岡市
株式会社三愛建設工業 福岡県 福岡市
株式会社三栄電工 福岡県 福岡市
株式会社３９ダイニング 福岡県 福岡市
株式会社三和アドバンス 福岡県 福岡市
株式会社三和興業 福岡県 福岡市
ＣＭＣ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ＣＢＩＨ 福岡県 福岡市
株式会社シェイクハンズ 福岡県 福岡市
シェイプ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社　品川工業 福岡県 福岡市
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有限会社ジャパンフレッシュ・九州システム 福岡県 福岡市
株式会社如水庵 福岡県 福岡市
株式会社スピン 福岡県 福岡市
株式会社誠和興産 福岡県 福岡市
有限会社セイワ測量設計 福岡県 福岡市
Ｚ－ＴＡＫＥ株式会社 福岡県 福岡市
合同会社Ｓｏｌ　Ｖｉｄａ 福岡県 福岡市
株式会社大真産業 福岡県 福岡市
株式会社ダイスプロジェクト 福岡県 福岡市
株式会社ダイスライン 福岡県 福岡市
株式会社太陽クリーンセンター 福岡県 福岡市
大陽製粉株式会社 福岡県 福岡市
株式会社瀧屋 福岡県 福岡市
株式会社匠建築研究所 福岡県 福岡市
立花商事有限会社 福岡県 福岡市
株式会社立部総合リアルエステートサービス 福岡県 福岡市
株式会社龍廣 福岡県 福岡市
有限会社立野企画 福岡県 福岡市
株式会社ダリアート 福岡県 福岡市
チル・ジャパン株式会社 福岡県 福岡市
株式会社Ｔ・アイ薬局 福岡県 福岡市
株式会社ＴＭＲ 福岡県 福岡市
株式会社ディーエムエー 福岡県 福岡市
株式会社ティースタイル 福岡県 福岡市
株式会社ティーダ 福岡県 福岡市
東電株式会社 福岡県 福岡市
土地家屋調査士法人いろは 福岡県 福岡市
株式会社特建 福岡県 福岡市
株式会社中嶋硝子 福岡県 福岡市
株式会社ナガノ 福岡県 福岡市
ナツアキ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社西興 福岡県 福岡市
株式会社西中洲樋口建設 福岡県 福岡市
有限会社ニッコー・ネット 福岡県 福岡市
日本システムスタデイ株式会社 福岡県 福岡市
日本テクノ技建株式会社 福岡県 福岡市
ネクスウェイブ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ノーメイク 福岡県 福岡市
有限会社ハウジング大手門 福岡県 福岡市
株式会社博多印刷 福岡県 福岡市
株式会社原口園 福岡県 福岡市
株式会社バリュープロダクト 福岡県 福岡市
株式会社樋口金十郎商店 福岡県 福岡市
Ｈｉｔｏｔｅｃｈ株式会社 福岡県 福岡市
医療法人日の出会 福岡県 福岡市
株式会社平尾運送 福岡県 福岡市
株式会社ファースト 福岡県 福岡市
有限会社フィンテック 福岡県 福岡市
株式会社フォー・Ｒａｍｅ 福岡県 福岡市
社会福祉法人福岡ひかり福祉会 福岡県 福岡市
福岡丸本株式会社 福岡県 福岡市
株式会社福実 福岡県 福岡市
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株式会社フルハウス 福岡県 福岡市
株式会社ｐｌａｙ　ｃｏｏｌ 福岡県 福岡市
有限会社文花 福岡県 福岡市
有限会社平寛堂 福岡県 福岡市
株式会社ベック 福岡県 福岡市
株式会社宝縁 福岡県 福岡市
邦華ＩＮＴ’Ｌ　ＴＲＡＤＩＮＧ株式会社 福岡県 福岡市
有限会社ボーン 福岡県 福岡市
株式会社ボディボックス 福岡県 福岡市
ポラリス合同会社 福岡県 福岡市
株式会社マーキュリー 福岡県 福岡市
株式会社ＭＹ　ＷＡＹ　ＳＭＡＲＴ 福岡県 福岡市
医療法人将彰会 福岡県 福岡市
有限会社マックエバン 福岡県 福岡市
ＭＡＸＴＲＩＰ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ＭＡＤＯ 福岡県 福岡市
マリンハイドロテック株式会社 福岡県 福岡市
株式会社マルヨシ 福岡県 福岡市
ミヤキ産業株式会社 福岡県 福岡市
株式会社メディア・ボックス 福岡県 福岡市
メディカルケア合同会社 福岡県 福岡市
有限会社山口燃料 福岡県 福岡市
医療法人友愛会 福岡県 福岡市
医療法人雄大会 福岡県 福岡市
株式会社ＹＯＧＡ　ＢＲＥＥＺＥ 福岡県 福岡市
株式会社よつばファーマシー 福岡県 福岡市
株式会社ライズ 福岡県 福岡市
株式会社ＬＡＮＤＩＣホールディングス 福岡県 福岡市
株式会社リアリティ 福岡県 福岡市
株式会社リアルコネクト 福岡県 福岡市
株式会社リアン 福岡県 福岡市
有限会社リード 福岡県 福岡市
有限会社ルクラティブカンパニー 福岡県 福岡市
令和産業株式会社 福岡県 福岡市
株式会社レジアスコーポレーション 福岡県 福岡市
ワインエヴァンジェリストワークス株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ワン 福岡県 福岡市
大牟田運送株式会社 福岡県 大牟田市
株式会社三照 福岡県 大牟田市
株式会社平尾自動車商会 福岡県 大牟田市
株式会社リード 福岡県 大牟田市
株式会社アッセン 福岡県 久留米市
有限会社荒巻商店 福岡県 久留米市
株式会社アンネ松本 福岡県 久留米市
株式会社　イーアンドイーホテル 福岡県 久留米市
医療法人いたの会 福岡県 久留米市
有限会社オレンジビーチ 福岡県 久留米市
医療法人かぶとやま会 福岡県 久留米市
株式会社貴重企画 福岡県 久留米市
株式会社クリアコーポレーション 福岡県 久留米市
株式会社ケイマックス 福岡県 久留米市
株式会社ケンコントロールズ 福岡県 久留米市
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サクラみそ食品株式会社 福岡県 久留米市
佐田産業株式会社 福岡県 久留米市
サンシフト株式会社 福岡県 久留米市
株式会社サンワドライ 福岡県 久留米市
株式会社ジャスティス 福岡県 久留米市
株式会社新和建設 福岡県 久留米市
医療法人すわの会山下脳神経外科医院 福岡県 久留米市
有限会社西武土木 福岡県 久留米市
有限会社大輝清掃社 福岡県 久留米市
鷹正宗株式会社 福岡県 久留米市
有限会社富松うなぎ屋 福岡県 久留米市
株式会社中園土木 福岡県 久留米市
西日本産業株式会社 福岡県 久留米市
株式会社ハートリフォーム 福岡県 久留米市
合同会社ハウスプラス 福岡県 久留米市
株式会社ピラミッド 福岡県 久留米市
有限会社フォレスト久留米 福岡県 久留米市
株式会社ベストフレッシュ 福岡県 久留米市
マルショウ株式会社 福岡県 久留米市
丸山管工事株式会社 福岡県 久留米市
有限会社やすらぎ 福岡県 久留米市
有限会社吉村防水工業 福岡県 久留米市
株式会社レオ 福岡県 久留米市
株式会社クリエイティブ 福岡県 直方市
興建測量設計株式会社 福岡県 直方市
株式会社ファーマゲート 福岡県 直方市
Ｒ・ｄｏｔ・Ｓ株式会社 福岡県 飯塚市
飯塚道路建設株式会社 福岡県 飯塚市
有限会社奥田建設 福岡県 飯塚市
株式会社伍栄建設 福岡県 飯塚市
有限会社ＮＩＫＯ，ＮＩＫＯ・フラワー・カンパニー 福岡県 飯塚市
株式会社東屋 福岡県 飯塚市
有限会社三角測量設計 福岡県 飯塚市
株式会社ＲＩＮＳＨＯ 福岡県 飯塚市
株式会社くすりのコーエイ 福岡県 田川市
株式会社小堤工務店 福岡県 田川市
有限会社田渕組 福岡県 田川市
株式会社トリマル工業 福岡県 田川市
株式会社椛島鍛圧 福岡県 柳川市
株式会社ケイティホーム 福岡県 柳川市
有限会社乗富材木店 福岡県 柳川市
祐倖建設株式会社 福岡県 柳川市
有限会社牛嶋住興 福岡県 八女市
有限会社江田建設 福岡県 八女市
株式会社ＫＯＧＡ建設 福岡県 八女市
有限会社シンエイ工業 福岡県 八女市
株式会社高橋商店 福岡県 八女市
福岡県茶商工業協同組合 福岡県 八女市
有限会社諸冨林産興業 福岡県 八女市
有限会社貞苅椅子製作所 福岡県 大川市
株式会社ひまわり 福岡県 大川市
すえまつ興産株式会社 福岡県 行橋市
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太陽交通株式会社 福岡県 行橋市
株式会社ＳＫコーポレーション 福岡県 豊前市
株式会社環境サポート 福岡県 小郡市
有限会社共栄資源管理センター小郡 福岡県 小郡市
アスキム株式会社 福岡県 筑紫野市
麻生補聴器ホールディングス株式会社 福岡県 筑紫野市
幸光技建株式会社 福岡県 筑紫野市
サニーガーデンプラン株式会社 福岡県 筑紫野市
株式会社サンフーズ 福岡県 筑紫野市
大和輸送機器株式会社 福岡県 筑紫野市
ＨＩＫＥＮ株式会社 福岡県 筑紫野市
株式会社ヒューマン 福岡県 筑紫野市
株式会社マホコンサルタント 福岡県 筑紫野市
株式会社ＰＨＤ 福岡県 春日市
株式会社九州綜合ユニフォーム 福岡県 大野城市
株式会社サンユース 福岡県 大野城市
社会福祉法人神生会 福岡県 大野城市
有限会社福創工業 福岡県 大野城市
株式会社アイワ不動産 福岡県 宗像市
医療法人あおやぎ耳鼻科医院 福岡県 宗像市
株式会社ジャイアン 福岡県 宗像市
株式会社日新建設 福岡県 宗像市
株式会社森の庵 福岡県 宗像市
大庭建設株式会社 福岡県 太宰府市
特定非営利活動法人劇団道化 福岡県 太宰府市
株式会社斉藤Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 福岡県 太宰府市
陶山オートサービス株式会社 福岡県 太宰府市
医療法人社団大岩外科医院 福岡県 古賀市
株式会社金子組 福岡県 古賀市
小寺油脂株式会社 福岡県 古賀市
ＳＥＡＷＡＲＤ株式会社 福岡県 古賀市
大日機工株式会社 福岡県 古賀市
株式会社フジコオ 福岡県 福津市
株式会社松本土木 福岡県 福津市
株式会社かぶとむしクラブ九州 福岡県 うきは市
有限会社清水興産 福岡県 うきは市
株式会社ＴＣＡＳＴ 福岡県 うきは市
タニミズ企画株式会社 福岡県 宮若市
有限会社おおくぼ 福岡県 嘉麻市
大里酒造株式会社 福岡県 嘉麻市
井上紙工印刷株式会社 福岡県 朝倉市
有限会社小川電機設備 福岡県 朝倉市
フーズアンドフーズ株式会社 福岡県 朝倉市
プレテック福岡株式会社 福岡県 朝倉市
学校法人六和会学園 福岡県 朝倉市
株式会社江の浦本舗 福岡県 みやま市
マルヱ醤油株式会社 福岡県 みやま市
五洋食品産業株式会社 福岡県 糸島市
株式会社ヒサダヤ 福岡県 糸島市
株式会社フロンティア・アドバンス 福岡県 糸島市
ペイントプランニング株式会社 福岡県 糸島市
株式会社ワースクリエイション 福岡県 糸島市
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株式会社ＳＡＫＵＲＡ 福岡県 那珂川市
株式会社大博 福岡県 宇美町
株式会社廣田建設 福岡県 篠栗町
福岡久保産業株式会社 福岡県 志免町
株式会社丸久 福岡県 志免町
株式会社祐建設工業 福岡県 志免町
株式会社山急 福岡県 須恵町
東洋ホイスト株式会社 福岡県 新宮町
九州レンタカー株式会社 福岡県 粕屋町
株式会社ハヤテアンド 福岡県 粕屋町
石塚住設ガス株式会社 福岡県 水巻町
有限会社山本工業 福岡県 水巻町
日進化学株式会社 福岡県 遠賀町
有限会社牧山組 福岡県 鞍手町
株式会社香翠園 福岡県 桂川町
株式会社鹿田産業 福岡県 広川町
株式会社たぶち 福岡県 香春町
株式会社裕建コーポレーション 福岡県 香春町
株式会社原企画 福岡県 糸田町
株式会社アスキー 福岡県 川崎町
有限会社九州設備工業 福岡県 川崎町
有限会社滝建設 福岡県 川崎町
株式会社ナカシマ水道 福岡県 川崎町
株式会社日向 福岡県 川崎町
医療法人ひまわり会 福岡県 川崎町
マルボシ酢株式会社 福岡県 川崎町
株式会社アグリメンテナンス 福岡県 福智町
有限会社栄和建設 福岡県 福智町
宝見物産株式会社 福岡県 福智町
有限会社山口組 福岡県 福智町
株式会社磯島 福岡県 苅田町
丸屋商事株式会社 福岡県 苅田町
株式会社心工業 福岡県 上毛町
有限会社セピアエンタープライズ 福岡県 上毛町
株式会社田中組 福岡県 上毛町
株式会社ミライズ 福岡県 築上町
赤坂 英行 福岡県
石川 曻二 福岡県
石松 宏隆 福岡県
大迫 仁志 福岡県
太田 信介 福岡県
大津 健 福岡県
大西 克貞 福岡県
大穂 耕平 福岡県
大渡 隆志 福岡県
鬼木 大 福岡県
小野田 真人 福岡県
尾畑 十善 福岡県
金木 勇 福岡県
河内 佑介 福岡県
河野 明行 福岡県
河原 茂 福岡県
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木下 陽央 福岡県
熊本 崇二 福岡県
栗秋 賢二 福岡県
古賀 隆雄 福岡県
澤山 士行 福岡県
塩田 俊彦 福岡県
茂山 幸裕 福岡県
嶋田 和重 福岡県
下村 純平 福岡県
戴 哲夫 福岡県
多田 尚人 福岡県
堤 なぎさ 福岡県
土田 俊策 福岡県
鳥越 浩一郎 福岡県
中島 丈統 福岡県
永瀬 康志郎 福岡県
永松 千枝 福岡県
夏山 聖龍 福岡県
成重 加代子 福岡県
錦戸 浩一 福岡県
萩尾 良文 福岡県
橋本 芳典 福岡県
馬場 舞 福岡県
濱﨑 海路 福岡県
平野 新一 福岡県
藤木 裕志 福岡県
眞子 和義 福岡県
松井 政信 福岡県
松股 幸太郎 福岡県
宮城 研 福岡県
牟田 千秋 福岡県
森本 玲 福岡県
山﨑 雄児 福岡県
山田 剛誓 福岡県
吉川 容 福岡県
龍 昭一郎 福岡県
株式会社エゾエプランニング 佐賀県 佐賀市
エナピース株式会社 佐賀県 佐賀市
株式会社エルブリッジ 佐賀県 佐賀市
合同会社えん 佐賀県 佐賀市
株式会社佐賀南高産業 佐賀県 佐賀市
株式会社匠和美建 佐賀県 佐賀市
竹下製菓株式会社 佐賀県 佐賀市
一般社団法人トータルビューティーサポート協会 佐賀県 佐賀市
株式会社原田設計 佐賀県 佐賀市
株式会社ビープラスト 佐賀県 佐賀市
株式会社光自動車 佐賀県 佐賀市
株式会社ビルメイツ 佐賀県 佐賀市
株式会社藤﨑建設 佐賀県 佐賀市
フジ道路有限会社 佐賀県 佐賀市
株式会社丸きんまんじゅう 佐賀県 佐賀市
学校法人祐正学園 佐賀県 佐賀市
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株式会社ヨシケン 佐賀県 佐賀市
有限会社吉田商店 佐賀県 佐賀市
株式会社若松商事 佐賀県 佐賀市
有限会社浦田勤石材 佐賀県 唐津市
株式会社太田工務店 佐賀県 唐津市
大西工業株式会社 佐賀県 唐津市
株式会社大延建設 佐賀県 唐津市
株式会社椿原造園 佐賀県 唐津市
松本建設株式会社 佐賀県 唐津市
株式会社大石膏盛堂 佐賀県 鳥栖市
株式会社Ｓｉｎｃｅｒｉｔｙ 佐賀県 鳥栖市
合同会社柴田総合マネジメント 佐賀県 多久市
株式会社エコライフ・ニブ 佐賀県 伊万里市
有限会社幸建サービス 佐賀県 伊万里市
株式会社勝栄機工 佐賀県 伊万里市
有限会社山内設備 佐賀県 武雄市
株式会社植松建設 佐賀県 鹿島市
福市建設株式会社 佐賀県 鹿島市
株式会社巌大建業 佐賀県 小城市
株式会社永電工 佐賀県 小城市
有限会社田中丸ガーデン 佐賀県 小城市
学校法人天山ルーテル学園 佐賀県 小城市
株式会社嬉野観光ホテル大正屋 佐賀県 嬉野市
株式会社松本組 佐賀県 神埼市
医療法人優照会 佐賀県 吉野ヶ里町
医療法人まえはらクリニック 佐賀県 基山町
学校法人明照学園 佐賀県 みやき町
有限会社創栄工業 佐賀県 玄海町
株式会社クリタ 佐賀県 有田町
株式会社丸田建築 佐賀県 白石町
新 努 佐賀県
石丸 広志 佐賀県
神近 誠 佐賀県
樋口 裕賢 佐賀県
三原 安行 佐賀県
株式会社石戸塗装 長崎県 長崎市
株式会社エム・ケイ 長崎県 長崎市
尾戸つばき株式会社 長崎県 長崎市
有限会社岸川製作所 長崎県 長崎市
景照園株式会社 長崎県 長崎市
株式会社西海興業 長崎県 長崎市
志保工業有限会社 長崎県 長崎市
株式会社柊総業 長崎県 長崎市
株式会社松若園 長崎県 長崎市
昭徳水産株式会社 長崎県 長崎市
株式会社シンエイ 長崎県 長崎市
有限会社新西通 長崎県 長崎市
医療法人菅原歯科医院 長崎県 長崎市
株式会社竹市建設 長崎県 長崎市
株式会社長正堂 長崎県 長崎市
富栄海運有限会社 長崎県 長崎市
一般社団法人長崎県物産振興協会 長崎県 長崎市
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株式会社博多工業 長崎県 長崎市
社会福祉法人白鳥蘆花の会 長崎県 長崎市
株式会社ＢＰ長崎 長崎県 長崎市
有限会社ヒラモトクリーニング 長崎県 長崎市
合同会社ＰＬＡＴ 長崎県 長崎市
有限会社フリーウェイ 長崎県 長崎市
有限会社牧山商会 長崎県 長崎市
株式会社松本美建 長崎県 長崎市
武藤建設株式会社 長崎県 長崎市
有限会社山田プロパン商会 長崎県 長崎市
株式会社一髙 長崎県 佐世保市
株式会社栄進 長崎県 佐世保市
協栄ガス株式会社 長崎県 佐世保市
共立商工株式会社 長崎県 佐世保市
クラモト合同会社 長崎県 佐世保市
株式会社サセボ環境開発 長崎県 佐世保市
有限会社シャローム佐世保 長崎県 佐世保市
医療法人俊歯会 長崎県 佐世保市
株式会社第百不動産 長崎県 佐世保市
株式会社東洋トラスト特機 長崎県 佐世保市
株式会社戸田総合保険事務所 長崎県 佐世保市
株式会社フレッシュ青果マルキチ 長崎県 佐世保市
株式会社プロスパー 長崎県 佐世保市
まとしま工業株式会社 長崎県 佐世保市
株式会社柳原建設 長崎県 佐世保市
株式会社山龍 長崎県 佐世保市
株式会社山本造園土木 長崎県 佐世保市
若狭建設株式会社 長崎県 佐世保市
株式会社荒木組 長崎県 諫早市
株式会社サン晃住環境システム 長崎県 諫早市
株式会社日野建設 長崎県 諫早市
株式会社ミヤコ 長崎県 諫早市
ミヤマディベロップメント株式会社 長崎県 諫早市
モリ設計株式会社 長崎県 諫早市
有限会社ヤマト 長崎県 諫早市
有限会社山根商会 長崎県 諫早市
社会福祉法人樹陽会 長崎県 大村市
髙瀬建設株式会社 長崎県 大村市
社会福祉法人とみのはら福祉会 長崎県 大村市
株式会社フラワーコーポレーション 長崎県 大村市
松田電気工事三株式会社 長崎県 大村市
株式会社永田管工設備 長崎県 平戸市
株式会社久田組 長崎県 平戸市
株式会社マルビ産業 長崎県 平戸市
株式会社正総建 長崎県 松浦市
有限会社田中組 長崎県 松浦市
丸進産業有限会社 長崎県 松浦市
株式会社緑花園 長崎県 松浦市
株式会社玄海モータース 長崎県 壱岐市
有限会社永富石油 長崎県 壱岐市
松尾電気工事株式会社 長崎県 壱岐市
出口興業株式会社 長崎県 五島市
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北島産業株式会社 長崎県 五島市
株式会社橋本組 長崎県 五島市
有限会社本間組 長崎県 五島市
有限会社高村管工 長崎県 西海市
有限会社馬場産業 長崎県 西海市
株式会社松村工業 長崎県 西海市
中島建設株式会社 長崎県 南島原市
社会福祉法人見岳福祉会 長崎県 南島原市
株式会社ＳＵＩＫＯ 長崎県 長与町
株式会社山口住建工業 長崎県 波佐見町
株式会社Ａｒｔｓ建築工房 長崎県 佐々町
株式会社新建築設計事務所 長崎県 佐々町
有限会社荒木電気商会 長崎県 新上五島町
宇野 泰彰 長崎県
小川 保 長崎県
亀田 良隆 長崎県
川久保 清 長崎県
佐藤 健一 長崎県
瀬口 賢人 長崎県
副島 真紀 長崎県
田中 輝良 長崎県
永野 勇治 長崎県
長谷川 英敏 長崎県
保利 貴勝 長崎県
松永 堅吾 長崎県
村 節雄 長崎県
山口 和歌子 長崎県
株式会社アイキャッチ 熊本県 熊本市
株式会社商人 熊本県 熊本市
旭測量設計株式会社 熊本県 熊本市
有限会社磯鷸之庄 熊本県 熊本市
株式会社岩永組 熊本県 熊本市
株式会社Ａ．Ｃ．Ｅ 熊本県 熊本市
エス・ユー・テクノス株式会社 熊本県 熊本市
株式会社凰建設 熊本県 熊本市
有限会社勝将建設 熊本県 熊本市
株式会社川口不動産 熊本県 熊本市
株式会社吉次園 熊本県 熊本市
清正製菓株式会社 熊本県 熊本市
医療法人熊本幸良会 熊本県 熊本市
熊本酸素株式会社 熊本県 熊本市
株式会社熊本冷機設備 熊本県 熊本市
株式会社Ｋ＆Ｋ 熊本県 熊本市
有限会社ケイズコンストラクション 熊本県 熊本市
輝真工業株式会社 熊本県 熊本市
株式会社産紘設計 熊本県 熊本市
蛇の目ブロック株式会社 熊本県 熊本市
新規建設株式会社 熊本県 熊本市
株式会社ｔｈｉｎｋ　ｕｓ 熊本県 熊本市
株式会社新星 熊本県 熊本市
株式会社新道組 熊本県 熊本市
有限会社親和商事 熊本県 熊本市
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有限会社杉野建設 熊本県 熊本市
税理士法人ストラテジー 熊本県 熊本市
株式会社ＳＰＩＮ 熊本県 熊本市
株式会社スペースエージェンシー 熊本県 熊本市
聖輝電設株式会社 熊本県 熊本市
合同会社匠鑑定事務所 熊本県 熊本市
株式会社竹山商事 熊本県 熊本市
有限会社角田農場 熊本県 熊本市
株式会社寺原自動車学校 熊本県 熊本市
東和測量設計株式会社 熊本県 熊本市
株式会社豊建 熊本県 熊本市
株式会社永野工業 熊本県 熊本市
株式会社永野商店 熊本県 熊本市
株式会社日栄 熊本県 熊本市
日栄平井株式会社 熊本県 熊本市
株式会社庭壱 熊本県 熊本市
株式会社ＮｅｘＳｔｅｐ 熊本県 熊本市
株式会社ＨＥＲＯ’Ｓ 熊本県 熊本市
福江鉄建有限会社 熊本県 熊本市
フジ化成株式会社 熊本県 熊本市
プライムシステム株式会社 熊本県 熊本市
株式会社文明建設 熊本県 熊本市
有限会社碧松園 熊本県 熊本市
有限会社芳栄 熊本県 熊本市
有限会社マリソンホーム 熊本県 熊本市
株式会社丸昭ハウジング 熊本県 熊本市
株式会社南建設 熊本県 熊本市
株式会社矢野工業 熊本県 熊本市
有限会社よしおか 熊本県 熊本市
ラック株式会社 熊本県 熊本市
株式会社リンキット 熊本県 熊本市
株式会社Ｌｉｎｋｓ 熊本県 熊本市
株式会社ロードサポート 熊本県 熊本市
五德創建株式会社 熊本県 八代市
株式会社島児屋 熊本県 八代市
有限会社進栄商事 熊本県 八代市
有限会社永村松花園 熊本県 八代市
医療法人博真会 熊本県 八代市
株式会社藤井包材 熊本県 八代市
医療法人社団平成会 熊本県 八代市
有限会社ソーゴーグラフィックス 熊本県 人吉市
株式会社クキタ 熊本県 水俣市
株式会社三宅組 熊本県 水俣市
有明造園土木株式会社 熊本県 玉名市
有限会社栄興建設 熊本県 玉名市
社会福祉法人光徳寺福祉会 熊本県 玉名市
税理士法人東パートナーズ 熊本県 玉名市
医療法人安田会 熊本県 玉名市
株式会社皆本建設 熊本県 山鹿市
有限会社城北自動車学校 熊本県 菊池市
株式会社安武建設工業 熊本県 菊池市
有限会社石田オートサービス 熊本県 宇土市
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カネリョウ海藻株式会社 熊本県 宇土市
株式会社川口登建設 熊本県 宇土市
有限会社熊本クリーンサービス 熊本県 宇土市
株式会社平田建設 熊本県 宇土市
株式会社渡邊建設 熊本県 宇土市
河田工業株式会社 熊本県 宇城市
株式会社永井運送 熊本県 宇城市
株式会社ナガイエキスプレス 熊本県 宇城市
株式会社三角建設 熊本県 宇城市
阿蘇ハイランド開発株式会社 熊本県 阿蘇市
株式会社エムズ 熊本県 天草市
共栄建設株式会社 熊本県 天草市
株式会社ＣＯＣＯ　ＤＥＳＩＧＮ 熊本県 天草市
株式会社ナカモト建工 熊本県 天草市
株式会社飛鳥総建 熊本県 合志市
株式会社櫟 熊本県 合志市
合同会社ステイゴールド 熊本県 合志市
丸正工業株式会社 熊本県 合志市
株式会社ニシスイ 熊本県 美里町
有限会社レグルス 熊本県 美里町
有限会社ヘイセイ 熊本県 大津町
有限会社松坂設備 熊本県 大津町
株式会社嶋田庭樹園 熊本県 菊陽町
株式会社フジチク 熊本県 菊陽町
有限会社時松産業 熊本県 小国町
有限会社田中建設 熊本県 産山村
ＪＵＮ救水サービス株式会社 熊本県 西原村
株式会社南阿蘇ケアサービス 熊本県 南阿蘇村
有限会社井本土木建設 熊本県 御船町
有限会社福本設備 熊本県 御船町
大光電業株式会社 熊本県 嘉島町
株式会社プレシード 熊本県 嘉島町
有限会社奥村組 熊本県 益城町
有限会社笠井設備 熊本県 益城町
有限会社大豊工業 熊本県 益城町
株式会社ひごいち 熊本県 益城町
有限会社安本重機工業 熊本県 益城町
有限会社米満産業 熊本県 益城町
株式会社清甲 熊本県 甲佐町
株式会社稲永工業 熊本県 山都町
大栄企業株式会社 熊本県 山都町
西田建設有限会社 熊本県 山都町
有限会社本田興業 熊本県 山都町
株式会社佐藤産業 熊本県 芦北町
株式会社松下組 熊本県 芦北町
南興建設株式会社 熊本県 津奈木町
プレテック熊本株式会社 熊本県 津奈木町
松下建設株式会社 熊本県 多良木町
株式会社ユネツト 熊本県 多良木町
医療法人木鶏会 熊本県 山江村
社会福祉法人山江村社会福祉協議会 熊本県 山江村
大秀建設株式会社 熊本県 あさぎり町
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池田 恒人 熊本県
内古閑 昌代 熊本県
木下 裕郎 熊本県
中山 達 熊本県
野田 誠一 熊本県
林田 和也 熊本県
藤井 紀子 熊本県
松村 篤史 熊本県
有限会社アイ・ファクトリー 大分県 大分市
株式会社朝来野工務店 大分県 大分市
医療法人あすか会 大分県 大分市
有限会社岩賢住宅 大分県 大分市
一般社団法人ウィル 大分県 大分市
大分クリーンマット株式会社 大分県 大分市
社会福祉法人大在福祉会 大分県 大分市
株式会社角山商店 大分県 大分市
株式会社桐テクニカルコンサルタント 大分県 大分市
株式会社熊野建設 大分県 大分市
株式会社コンクレタス 大分県 大分市
有限会社佐藤建築設計事務所 大分県 大分市
ジー・アール・シー株式会社 大分県 大分市
ＧＩＪ株式会社 大分県 大分市
医療法人秀和会 大分県 大分市
首藤土木有限会社 大分県 大分市
株式会社ＴＨＩＮＫ－ＤＯ．ＢＥ 大分県 大分市
大栄建設工業株式会社 大分県 大分市
有限会社大装木材商事 大分県 大分市
ダイソートレーディング株式会社 大分県 大分市
株式会社中條工業 大分県 大分市
株式会社Ｔｒｉｄｅｎｔｅ 大分県 大分市
株式会社日建コンサルタント 大分県 大分市
有限会社野津原タクシー 大分県 大分市
株式会社ハシモ住建 大分県 大分市
株式会社ハヤシグリーンテクノ 大分県 大分市
合同会社ひらく 大分県 大分市
株式会社Ｐｒｏｇｒｅｓｓ 大分県 大分市
株式会社豊後企画集団 大分県 大分市
社会福祉法人萌葱の郷 大分県 大分市
有限会社横山タイル工業 大分県 大分市
株式会社芦刈塗装 大分県 別府市
有限会社小野自動車工場 大分県 別府市
有限会社梶原松風園 大分県 別府市
株式会社サンヒーロー 大分県 別府市
髙石土木株式会社 大分県 別府市
（株）別府衛生公社 大分県 別府市
株式会社ホームプランニング大分 大分県 別府市
有限会社金丸商店 大分県 中津市
株式会社ＫＥＮＳＨＯグループ 大分県 中津市
伸和建設株式会社 大分県 中津市
高野建設株式会社 大分県 中津市
合資会社岩里薬局 大分県 日田市
株式会社トライ・ウッド 大分県 日田市
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前田興業株式会社 大分県 日田市
三隈工業株式会社 大分県 日田市
ニシジマ精機株式会社 大分県 佐伯市
株式会社丸和土木 大分県 佐伯市
有限会社福伸急送 大分県 臼杵市
株式会社むらおかファーム 大分県 臼杵市
リマテック九州株式会社 大分県 臼杵市
有限会社九州電気酸素商会 大分県 津久見市
株式会社鳥繁産業 大分県 津久見市
萱島酒類株式会社 大分県 竹田市
株式会社九建クラフト 大分県 竹田市
有限会社東建設 大分県 竹田市
有限会社古澤興業 大分県 竹田市
株式会社キョウワ 大分県 豊後高田市
株式会社ＧｒｅｅｎＬｉｆｅ 大分県 豊後高田市
中之島鉄工株式会社 大分県 豊後高田市
有限会社木村電建工業 大分県 宇佐市
ダイエーコンサルタント株式会社 大分県 宇佐市
株式会社共伸 大分県 豊後大野市
社会福祉法人愛の園福祉会 大分県 由布市
株式会社アイランドスケープ 大分県 由布市
樹ホテルズジャパン株式会社 大分県 由布市
有限会社櫻木建設 大分県 由布市
株式会社ジュエル 大分県 日出町
有限会社ヘルスランド小向 大分県 日出町
株式会社宝泉寺観光ホテル湯本屋 大分県 九重町
稲葉 朗 大分県
岩水 亨 大分県
鹿嶋 正博 大分県
具志 郁恵 大分県
髙木 昭信 大分県
髙橋 康秋 大分県
田中 千明 大分県
堤 智昭 大分県
平川 勉 大分県
堀 高志 大分県
松尾 拓也 大分県
アイワ工業株式会社 宮崎県 宮崎市
株式会社ＡＲＲＯＷＳ 宮崎県 宮崎市
株式会社岩永建設 宮崎県 宮崎市
ガーデンパラダイス株式会社 宮崎県 宮崎市
株式会社クボタ住宅 宮崎県 宮崎市
有限会社ケアサービス田之上 宮崎県 宮崎市
有限会社小園商会 宮崎県 宮崎市
株式会社コンフォートダイナー 宮崎県 宮崎市
株式会社創未家 宮崎県 宮崎市
Ｐｉｎｅ．工務店株式会社 宮崎県 宮崎市
株式会社ＰｉｎｅＨｏｍｅ一級建築士事務所 宮崎県 宮崎市
原田建設株式会社 宮崎県 宮崎市
有限会社百市建鉄工業 宮崎県 宮崎市
株式会社ＭＯＭＩＫＩ 宮崎県 宮崎市
山村工務店株式会社 宮崎県 宮崎市

109 / 113 ページ



2021年8月31日

事業者名 都道府県 市区町村

株式会社牛谷自動車 宮崎県 都城市
株式会社かかし亭 宮崎県 都城市
都城地区プレカット事業協同組合 宮崎県 都城市
宮崎マーク有限会社 宮崎県 都城市
株式会社有村鋼機商会 宮崎県 延岡市
株式会社成高開発 宮崎県 延岡市
株式会社中仙 宮崎県 延岡市
株式会社花菱塗装技研工業 宮崎県 延岡市
株式会社三須建設 宮崎県 延岡市
株式会社山崎産業 宮崎県 延岡市
Ｕ－ａｒｔ株式会社 宮崎県 延岡市
株式会社丸商建設 宮崎県 日南市
有限会社徳永測量 宮崎県 小林市
有限会社永﨑建設 宮崎県 小林市
株式会社ナカノ 宮崎県 小林市
株式会社与組 宮崎県 日向市
株式会社内山建設 宮崎県 日向市
有限会社大興不動産日向 宮崎県 日向市
有限会社藤本木材店 宮崎県 日向市
有限会社国分建設 宮崎県 三股町
株式会社なかいし 宮崎県 三股町
サンクールシステム株式会社 宮崎県 国富町
有限会社渡辺恭一商店電気部 宮崎県 国富町
ホームドクター株式会社 宮崎県 綾町
有限会社太陽芝 宮崎県 川南町
株式会社アブニール 宮崎県 門川町
株式会社松澤組 宮崎県 門川町
株式会社尾前建設 宮崎県 椎葉村
大山 辰広 宮崎県
河内 孝元 宮崎県
熊村 展幸 宮崎県
黒木 清 宮崎県
恒吉 秀造 宮崎県
永峰 健二 宮崎県
東原 建哉 宮崎県
山口 直人 宮崎県
吉原 直弥 宮崎県
有限会社アイケン設備設計 鹿児島県 鹿児島市
医療法人栄光会 鹿児島県 鹿児島市
株式会社Ｎ．３建設 鹿児島県 鹿児島市
医療法人鹿甲会 鹿児島県 鹿児島市
有限会社勝進工業 鹿児島県 鹿児島市
株式会社グッドホームかごしま 鹿児島県 鹿児島市
コスモコンサルタンツ株式会社 鹿児島県 鹿児島市
有限会社坂之上製茶 鹿児島県 鹿児島市
株式会社三和電業 鹿児島県 鹿児島市
株式会社西栄設備事務所 鹿児島県 鹿児島市
株式会社セグチ 鹿児島県 鹿児島市
株式会社武元順壱アトリエサンク 鹿児島県 鹿児島市
株式会社谷崎産業 鹿児島県 鹿児島市
有限会社遠矢精肉店 鹿児島県 鹿児島市
斜木建設株式会社 鹿児島県 鹿児島市
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株式会社南給 鹿児島県 鹿児島市
株式会社南光 鹿児島県 鹿児島市
株式会社ＮＥＯ 鹿児島県 鹿児島市
有限会社ノボリ建設 鹿児島県 鹿児島市
株式会社英 鹿児島県 鹿児島市
株式会社　比良自動車 鹿児島県 鹿児島市
株式会社フォレステック 鹿児島県 鹿児島市
株式会社ホテル吹上荘 鹿児島県 鹿児島市
医療法人まこと会 鹿児島県 鹿児島市
有限会社増田栄花園 鹿児島県 鹿児島市
丸久建設株式会社 鹿児島県 鹿児島市
山一ハウス有限会社 鹿児島県 鹿児島市
秋岡ハウジング有限会社 鹿児島県 鹿屋市
有限会社ａｃ 鹿児島県 鹿屋市
有限会社大建測量設計 鹿児島県 鹿屋市
有限会社福永ガス 鹿児島県 鹿屋市
有限会社ヤマケン 鹿児島県 鹿屋市
阿久根石油株式会社 鹿児島県 阿久根市
有限会社佐賀屋醸造店 鹿児島県 阿久根市
株式会社岩﨑電設 鹿児島県 出水市
有限会社川窪建設 鹿児島県 出水市
有限会社慶越組 鹿児島県 出水市
有限会社トライメック 鹿児島県 出水市
有限会社山門電気商会 鹿児島県 出水市
社会福祉法人心和会 鹿児島県 指宿市
医療法人世光会 鹿児島県 指宿市
有限会社野元鉄工建設 鹿児島県 指宿市
有限会社肥後プロパン商会 鹿児島県 指宿市
株式会社木場建設 鹿児島県 薩摩川内市
佐藤電機株式会社 鹿児島県 薩摩川内市
有限会社大啓建設 鹿児島県 薩摩川内市
株式会社田島組 鹿児島県 薩摩川内市
有限会社三生工務店 鹿児島県 薩摩川内市
有限会社池畑組 鹿児島県 日置市
鹿児島ケース株式会社 鹿児島県 日置市
株式会社西郷組 鹿児島県 日置市
株式会社重留建設 鹿児島県 日置市
原口酒造株式会社 鹿児島県 日置市
株式会社佛壇の古屋鋪 鹿児島県 日置市
大平建設株式会社 鹿児島県 曽於市
有限会社ヒロ調剤薬局 鹿児島県 曽於市
株式会社アパネットコム 鹿児島県 霧島市
有限会社グローバルフーズ 鹿児島県 霧島市
株式会社黒田工業 鹿児島県 霧島市
株式会社功・建 鹿児島県 霧島市
日伸建設株式会社 鹿児島県 霧島市
有限会社東井上建設 鹿児島県 霧島市
有限会社蛭川庭園土木 鹿児島県 霧島市
株式会社ヘルプ 鹿児島県 霧島市
有限会社古川建設 鹿児島県 いちき串木野市
有限会社本建設 鹿児島県 南さつま市
有限会社奄美食産加工 鹿児島県 奄美市
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竹山建設株式会社 鹿児島県 奄美市
株式会社大坪建設 鹿児島県 南九州市
株式会社倉村組 鹿児島県 南九州市
社会福祉法人藤蔭福祉会 鹿児島県 南九州市
有限会社若松緑化建設 鹿児島県 南九州市
株式会社林運輸 鹿児島県 伊佐市
有限会社めぐみ福祉会 鹿児島県 伊佐市
株式会社モリケン 鹿児島県 伊佐市
株式会社福永組 鹿児島県 姶良市
有限会社村田造園建設 鹿児島県 姶良市
南星電気水道有限会社 鹿児島県 さつま町
橋本自動車株式会社 鹿児島県 湧水町
株式会社有馬工務店 鹿児島県 大崎町
有限会社新越建設 鹿児島県 大崎町
山佐木材株式会社 鹿児島県 肝付町
南振建設株式会社 鹿児島県 屋久島町
公益財団法人屋久島環境文化財団 鹿児島県 屋久島町
有限会社徳之島測量設計 鹿児島県 徳之島町
水口 満 鹿児島県
株式会社沖栄建設 沖縄県 那覇市
株式会社オキナ開発 沖縄県 那覇市
金城電気工事株式会社 沖縄県 那覇市
株式会社ケア琉球 沖縄県 那覇市
株式会社考福 沖縄県 那覇市
有限会社大松産業 沖縄県 那覇市
株式会社玉新建設 沖縄県 那覇市
テンポイント株式会社 沖縄県 那覇市
株式会社ドリームプラン 沖縄県 那覇市
株式会社パーフェクトＭ 沖縄県 那覇市
ホテルリゾネックス名護株式会社 沖縄県 那覇市
有限会社牧野建設 沖縄県 那覇市
株式会社丸元建設 沖縄県 那覇市
株式会社山内工業 沖縄県 那覇市
有限会社料亭那覇 沖縄県 那覇市
株式会社レベルオキナワ 沖縄県 那覇市
株式会社ワイエムシィ 沖縄県 那覇市
株式会社海屋 沖縄県 宜野湾市
有限会社ケアステーションマナ 沖縄県 宜野湾市
株式会社武島屋 沖縄県 宜野湾市
株式会社富士建設 沖縄県 宜野湾市
有限会社孝之興業 沖縄県 石垣市
株式会社イチゴ 沖縄県 浦添市
有限会社エーツーサイン 沖縄県 浦添市
株式会社沖縄工設 沖縄県 浦添市
沖縄ビバレッジ株式会社 沖縄県 浦添市
合同会社ｏｒｉｇｉｎ 沖縄県 浦添市
株式会社くりま 沖縄県 浦添市
株式会社ディーアンド・ラボ 沖縄県 浦添市
原圧送株式会社 沖縄県 浦添市
Ｆｒｅｅ・Ｄ・Ａｉｒｓ株式会社 沖縄県 浦添市
株式会社丸忠 沖縄県 浦添市
沖縄ゴールデン開発株式会社 沖縄県 名護市
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有限会社ナザキ開発 沖縄県 名護市
有限会社結設計 沖縄県 名護市
医療法人陽和会 沖縄県 糸満市
有限会社ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＤＥＳＩＧＮ　ＴＡＵＲＵＳ 沖縄県 沖縄市
株式会社でいごホテル 沖縄県 沖縄市
株式会社トップライン 沖縄県 沖縄市
株式会社トラスティレンタカー沖縄 沖縄県 沖縄市
株式会社ｎｏｔｅ 沖縄県 沖縄市
株式会社フィーカ 沖縄県 沖縄市
株式会社松幸 沖縄県 沖縄市
有限会社明城建設 沖縄県 沖縄市
株式会社上原ミート 沖縄県 豊見城市
株式会社立神鐵工所 沖縄県 豊見城市
株式会社東洋ハウジング 沖縄県 豊見城市
株式会社パークホームズオキナワ 沖縄県 豊見城市
株式会社アコール 沖縄県 うるま市
株式会社伊波材木 沖縄県 うるま市
合同会社海市水産 沖縄県 うるま市
合同会社岳盛開発 沖縄県 うるま市
有限会社国吉組 沖縄県 うるま市
有限会社美和コーポレーション 沖縄県 うるま市
有限会社環境クリーン開発 沖縄県 宮古島市
株式会社大成建設コンサルタント 沖縄県 宮古島市
株式会社一興建 沖縄県 南城市
株式会社中古車．ｃｏｍ 沖縄県 南城市
株式会社又吉コーヒー園 沖縄県 東村
宜野座建設株式会社 沖縄県 宜野座村
仲程土建株式会社 沖縄県 宜野座村
有限会社仲間水道工事社 沖縄県 金武町
株式会社徳里産業 沖縄県 嘉手納町
株式会社アソシア 沖縄県 北谷町
有限会社當山設備興業 沖縄県 北谷町
合同会社令和ＩＣ 沖縄県 北谷町
株式会社響 沖縄県 中城村
合同会社琉 沖縄県 西原町
株式会社一匠 沖縄県 与那原町
ジェフ沖縄株式会社 沖縄県 与那原町
有限会社シーフレンド 沖縄県 渡嘉敷村
有限会社光伸 沖縄県 八重瀬町
合同会社ひかり産業 沖縄県 八重瀬町
新崎 託也 沖縄県
石川 直樹 沖縄県
太田 正人 沖縄県
下地 和成 沖縄県
園田 芽衣 沖縄県
渡久地 政美 沖縄県
宮城 孝之 沖縄県
宮里 宏和 沖縄県
宮平 孝也 沖縄県
山城 豊 沖縄県
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