
2021年12月15日

事業者名 都道府県 市区町村

株式会社アートピア 北海道 札幌市
株式会社Ｒ＆Ｓ 北海道 札幌市
株式会社ａｒｕｃａｍｏ 北海道 札幌市
株式会社宇治園 北海道 札幌市
株式会社角長長田紙店 北海道 札幌市
嬉楽株式会社 北海道 札幌市
合同会社ＫＯＲＵＴＥ 北海道 札幌市
株式会社ＪＰＳＳ 北海道 札幌市
新栄クリエイト株式会社 北海道 札幌市
ＴｈｒｅｅＢａｃｋ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ株式会社 北海道 札幌市
株式会社ＺＥＲＯ 北海道 札幌市
株式会社天驕 北海道 札幌市
株式会社ナインワークス 北海道 札幌市
株式会社Ｎｉｓｅｋｏ　Ｐｒｏｊｅｃｔｓ 北海道 札幌市
ＰＣＨ合同会社 北海道 札幌市
株式会社ファクター・ナインサービス 北海道 札幌市
風土ワーク株式会社 北海道 札幌市
株式会社フォアヴェルツ 北海道 札幌市
株式会社Ｂｒｉｇｈｔ 北海道 札幌市
株式会社ミルキーウェイ 北海道 札幌市
有限会社理容シキシマ 北海道 札幌市
株式会社アジェンダ 北海道 札幌市
株式会社小田ビル 北海道 札幌市
株式会社建創社 北海道 札幌市
株式会社小池保険事務所 北海道 札幌市
有限会社札幌食品サービス 北海道 札幌市
株式会社ＴＰ東京 北海道 札幌市
株式会社難波薬局 北海道 札幌市
株式会社Ｓ＆ＦＵＲＵＴＡ 北海道 札幌市
機械開発北旺株式会社 北海道 札幌市
株式会社北日本自動車共販 北海道 札幌市
株式会社ケー・エフ・シーマスディック 北海道 札幌市
寿機械株式会社 北海道 札幌市
日綱道路整備株式会社 北海道 札幌市
ヒカリセブン合同会社 北海道 札幌市
学校法人ふしこ学園 北海道 札幌市
株式会社ユキタ 北海道 札幌市
株式会社アールズ 北海道 札幌市
株式会社オリオン電工 北海道 札幌市
神龍有限会社 北海道 札幌市
株式会社ＳＰＡＣＥプラン 北海道 札幌市
株式会社大仁サービス 北海道 札幌市
株式会社雄志総業 北海道 札幌市
竹内建設株式会社 北海道 札幌市
合同会社ゆめの城 北海道 札幌市
株式会社エスコ 北海道 札幌市
株式会社木浪鉄筋工業 北海道 札幌市
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株式会社小林創業 北海道 札幌市
株式会社佐野重機 北海道 札幌市
北興化工機株式会社 北海道 札幌市
株式会社レクモ 北海道 札幌市
道央ファーム有限会社 北海道 札幌市
北海道フード株式会社 北海道 札幌市
株式会社リイチ 北海道 札幌市
株式会社カネス杉澤事業所 北海道 函館市
株式会社かわしろ建築設計事務所 北海道 函館市
株式会社ジェイエイ・エネルギー販売 北海道 函館市
有限会社新谷商会 北海道 函館市
有限会社函館エクステリア企画 北海道 函館市
株式会社誉食品 北海道 函館市
株式会社リード不動産 北海道 函館市
株式会社おたる政寿司 北海道 小樽市
第一ゴム株式会社 北海道 小樽市
医療法人社団徳友会 北海道 小樽市
有限会社丸藤水産 北海道 小樽市
有限会社神田青果 北海道 旭川市
株式会社ジュエルランド 北海道 旭川市
株式会社創樹 北海道 旭川市
有限会社近文石材工業 北海道 旭川市
北興工業株式会社 北海道 室蘭市
アイエヌエス・アンド・カンパニー株式会社 北海道 釧路市
株式会社エゾ・プランニング 北海道 釧路市
株式会社伊豆倉組 北海道 帯広市
株式会社伊善建設 北海道 帯広市
株式会社ＳＴＹＬＥ 北海道 帯広市
有限会社前田英一商店 北海道 帯広市
及川産業株式会社 北海道 岩見沢市
相互開発株式会社 北海道 岩見沢市
有限会社山内ボデー 北海道 岩見沢市
株式会社シニアリスペクト 北海道 美唄市
医療法人社団中央歯科医院 北海道 江別市
住まいの戸田株式会社 北海道 千歳市
株式会社マルケン寿ハウス 北海道 千歳市
株式会社奥山工業所 北海道 砂川市
株式会社北谷組 北海道 砂川市
コスモ測量設計株式会社 北海道 深川市
株式会社スパル建設 北海道 恵庭市
日重建設株式会社 北海道 恵庭市
ファーマーズファクトリー株式会社 北海道 恵庭市
有限会社今藤自動車整備工場 北海道 伊達市
学校法人青木学園 北海道 石狩市
株式会社成田 北海道 石狩市
三協機械建設株式会社 北海道 松前町
株式会社大森組 北海道 木古内町
株式会社昇栄興業 北海道 七飯町
江口工業株式会社 北海道 厚沢部町
株式会社スガワラ 北海道 黒松内町
有限会社斎藤塗装 北海道 倶知安町
和田建設工業株式会社 北海道 余市町
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株式会社及川土木設計 北海道 東神楽町
株式会社ジェーエーえんゆう 北海道 遠軽町
株式会社河西組 北海道 大空町
小坂建設株式会社 北海道 豊浦町
北辰公業株式会社 北海道 厚真町
株式会社スガワラ産業 北海道 日高町
株式会社小林組 北海道 平取町
株式会社出口組 北海道 新ひだか町
ＳＡＫＵＲＡＩ株式会社 北海道 音更町
株式会社ティー・ワイ 北海道 更別村
大開技術コンサルタント株式会社 北海道 幕別町
株式会社イチマル 北海道 釧路町
株式会社山口工務店 北海道 鶴居村
児玉 雅也 北海道
根本 良太 北海道
平野 里美 北海道
深瀬 益一 北海道
山本 孝行 北海道
株式会社翁屋 青森県 青森市
株式会社ドボックス 青森県 青森市
株式会社西田組 青森県 青森市
有限会社マルカワ渋川せんべい 青森県 青森市
株式会社石郷岡 青森県 弘前市
株式会社ダイワ石材 青森県 弘前市
株式会社なごみの里 青森県 弘前市
有限会社シャロン甘洋堂 青森県 黒石市
株式会社鶴谷建設 青森県 五所川原市
株式会社カネマ成田商店 青森県 板柳町
株式会社斉藤工機 青森県 野辺地町
有限会社小原工務店 青森県 七戸町
越田 悦子 青森県
横山 航平 青森県
株式会社坂本屋 岩手県 盛岡市
株式会社武田菱設計 岩手県 盛岡市
株式会社ファーストエステート 岩手県 盛岡市
株式会社菊地建設 岩手県 宮古市
有限会社アールアンドデー不動産 岩手県 花巻市
株式会社菊池工業 岩手県 花巻市
有限会社東和観光タクシー 岩手県 花巻市
花住ホーム株式会社 岩手県 花巻市
株式会社文化タクシー 岩手県 花巻市
株式会社リコーオートサービス 岩手県 北上市
株式会社鈴陶 岩手県 遠野市
青柳建設株式会社 岩手県 一関市
有限会社コアリング 岩手県 一関市
有限会社大丸モータース 岩手県 一関市
株式会社青紀土木 岩手県 釜石市
株式会社遠忠 岩手県 八幡平市
株式会社創楽家 岩手県 奥州市
有限会社栃木組 岩手県 軽米町
小野寺 雄治 岩手県
有限会社アイリュウ住宅 宮城県 仙台市
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株式会社アンディヴィデュエル 宮城県 仙台市
有限会社倉内会計事務所 宮城県 仙台市
株式会社建財社 宮城県 仙台市
株式会社リスペクト 宮城県 仙台市
長谷川建設株式会社 宮城県 仙台市
株式会社丸鹿 宮城県 仙台市
妙法産業株式会社 宮城県 仙台市
株式会社アズワークス 宮城県 仙台市
株式会社瑞穂 宮城県 仙台市
株式会社太長会 宮城県 仙台市
株式会社トラストホーム 宮城県 仙台市
株式会社山電 宮城県 仙台市
株式会社阿部土建 宮城県 石巻市
社会福祉法人石巻祥心会 宮城県 石巻市
久我建設株式会社 宮城県 石巻市
株式会社サカモト 宮城県 石巻市
末永海産株式会社 宮城県 石巻市
医療法人社団千裕会 宮城県 石巻市
有限会社たかぎ 宮城県 石巻市
有限会社まるえ遠藤水産 宮城県 石巻市
海王産業有限会社 宮城県 気仙沼市
株式会社ＴＯＹＯＴＯＭＩ 宮城県 名取市
医療法人社団幸和会 宮城県 多賀城市
有限会社ファースト自動車 宮城県 多賀城市
株式会社岩沼精工 宮城県 岩沼市
ジャパンカーレスキュー株式会社 宮城県 大崎市
株式会社タカカツ建材 宮城県 大崎市
株式会社髙勝の家 宮城県 大崎市
伊藤建設工業株式会社 宮城県 柴田町
医療法人光希会 宮城県 柴田町
株式会社新浜石材 宮城県 山元町
大場 美穂 宮城県
小野 元靖 宮城県
平塚 喜一 宮城県
有限会社藤工 秋田県 秋田市
成田建設株式会社 秋田県 能代市
有限会社たかえん 秋田県 横手市
株式会社辰巳ホーム 秋田県 横手市
有限会社ふく屋 秋田県 横手市
株式会社ＨＯＫＵＴＯ 秋田県 横手市
株式会社稲庭うどん小川 秋田県 湯沢市
株式会社田村組 秋田県 湯沢市
ウッズラボ株式会社 秋田県 大仙市
株式会社フォーベル 秋田県 大仙市
有限会社横堀自動車 秋田県 大仙市
有限会社サンワホーム 秋田県 北秋田市
株式会社ＹＭＫ 秋田県 にかほ市
建築工房ＯＲＫＳ株式会社 山形県 山形市
株式会社千代田商亊 山形県 山形市
東栄コンクリート工業株式会社 山形県 山形市
有限会社能登屋 山形県 山形市
株式会社ナウエル 山形県 米沢市
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株式会社花角味噌醸造 山形県 米沢市
Ｓｐｉｂｅｒ株式会社 山形県 鶴岡市
高橋建築株式会社 山形県 酒田市
有輝電気有限会社 山形県 酒田市
株式会社葉山館 山形県 上山市
三和油脂株式会社 山形県 天童市
神町電子株式会社 山形県 東根市
株式会社丸友製材 山形県 西川町
林建設株式会社 山形県 大江町
株式会社最上振興 山形県 最上町
株式会社金子建設 山形県 高畠町
有限会社ナカヤマ製作所 山形県 白鷹町
株式会社ホリエ 山形県 飯豊町
山川 富雄 山形県
トーニチ株式会社 福島県 福島市
株式会社北斗 福島県 福島市
株式会社スリートラスト工務店 福島県 会津若松市
株式会社東北ライン 福島県 会津若松市
本田屋本店有限会社 福島県 会津若松市
学校法人若松幼稚園 福島県 会津若松市
有限会社ワシオ商会 福島県 会津若松市
株式会社金森自動車整備工場 福島県 郡山市
株式会社清水屋 福島県 郡山市
株式会社ＳＥＮＹＯ 福島県 郡山市
株式会社つばさ 福島県 郡山市
ベストファーム土地家屋調査士法人 福島県 郡山市
磯邉工業株式会社 福島県 いわき市
株式会社エフシーズ 福島県 いわき市
ＫＭＴ株式会社 福島県 いわき市
株式会社大智工業 福島県 いわき市
株式会社タローファーム 福島県 いわき市
東北シャインズ株式会社 福島県 いわき市
中野自動車工業株式会社 福島県 いわき市
ライフデザイン株式会社 福島県 いわき市
社会福祉法人楽寿会 福島県 いわき市
株式会社旭建設 福島県 白河市
株式会社三輪工業 福島県 白河市
株式会社ゼファー 福島県 須賀川市
喜多方交通株式会社 福島県 喜多方市
株式会社ガスケットテック 福島県 二本松市
株式会社野地組 福島県 二本松市
桜田工業株式会社 福島県 田村市
庄司建設工業株式会社 福島県 南相馬市
建築工房あかま株式会社 福島県 伊達市
有限会社朝倉自動車整備工場 福島県 本宮市
有限会社佐藤土建 福島県 下郷町
有限会社河内屋商店 福島県 柳津町
有限会社北斗設計 福島県 会津美里町
有限会社矢吹タクシー 福島県 矢吹町
株式会社ユニゾン 福島県 矢吹町
有限会社角田自動車商会 福島県 石川町
浜通り交通株式会社 福島県 楢葉町
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横田 昌彦 福島県
有限会社オオバ 茨城県 水戸市
株式会社新日警管財 茨城県 水戸市
ドリームガーデン株式会社 茨城県 水戸市
椎名観光バス株式会社 茨城県 日立市
株式会社ジェイエスシィ 茨城県 日立市
スターエンジニアリング株式会社 茨城県 日立市
常陽通商株式会社 茨城県 土浦市
株式会社ニッチプランニング 茨城県 土浦市
株式会社ノグチ測量設計 茨城県 土浦市
株式会社ライズ 茨城県 土浦市
ＩＭＣ株式会社 茨城県 古河市
合資会社赤岩自動車整備工場 茨城県 古河市
有限会社鈴雅工業 茨城県 古河市
有限会社野澤鉄工 茨城県 古河市
有限会社ミヨシ製作所 茨城県 古河市
有限会社若山自動車 茨城県 石岡市
株式会社レイアブレイン 茨城県 結城市
株式会社伊勢喜屋不動産 茨城県 龍ケ崎市
株式会社竹屋陶板浴 茨城県 龍ケ崎市
ヒラデ・スタイル株式会社 茨城県 龍ケ崎市
株式会社ヒロヤ 茨城県 常総市
株式会社橘モータース 茨城県 常陸太田市
株式会社久工 茨城県 笠間市
株式会社ＹＨＫ 茨城県 取手市
株式会社ウエルシード 茨城県 つくば市
株式会社オーバルコンストラクション 茨城県 つくば市
株式会社ケイ・アイデザイン 茨城県 つくば市
株式会社幸和義肢研究所 茨城県 つくば市
株式会社小久保造園土木 茨城県 つくば市
医療法人社団秀一会 茨城県 つくば市
株式会社ｒｅｖｏｔ 茨城県 つくば市
エスティー・ラボ株式会社 茨城県 ひたちなか市
砂押工業株式会社 茨城県 ひたちなか市
株式会社小沼工務店 茨城県 鹿嶋市
株式会社Ｂｅハウス 茨城県 守谷市
株式会社髙野工務店 茨城県 那珂市
倉持建設工業株式会社 茨城県 坂東市
医療法人社団健美会 茨城県 坂東市
株式会社野口組 茨城県 坂東市
有限会社森川工務店 茨城県 稲敷市
石の北正株式会社 茨城県 桜川市
株式会社小森 茨城県 桜川市
仁平鋼業株式会社 茨城県 桜川市
医療法人隆仁会 茨城県 桜川市
有限会社スインクオート・タヌマ 茨城県 神栖市
株式会社マルヰ設備 茨城県 神栖市
株式会社高橋電機 茨城県 行方市
株式会社新堀建設 茨城県 鉾田市
株式会社斉藤商店 茨城県 つくばみらい市
株式会社植田建設工業 茨城県 小美玉市
株式会社Ｋ．Ｎ．Ｓ 茨城県 小美玉市
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飯田建築株式会社 茨城県 茨城町
有限会社東海組 茨城県 城里町
株式会社関口建設 茨城県 五霞町
遠田 眞 茨城県
川野 健 茨城県
軍司 昇 茨城県
宮内 良幸 茨城県
山本 剛義 茨城県
株式会社石井機械建設 栃木県 宇都宮市
医療法人社団美歯会 栃木県 宇都宮市
株式会社グリーンシステムコーポレーション 栃木県 宇都宮市
株式会社小西屋 栃木県 宇都宮市
有限会社小堀材木店 栃木県 宇都宮市
柴田建設株式会社 栃木県 宇都宮市
株式会社ティケイケイ 栃木県 宇都宮市
株式会社中川自動車 栃木県 宇都宮市
株式会社ナカヒロトレーディング 栃木県 宇都宮市
株式会社ハヤブサドットコム 栃木県 宇都宮市
社会福祉法人百寿会 栃木県 宇都宮市
福宮建設株式会社 栃木県 宇都宮市
三興工業株式会社 栃木県 足利市
株式会社スマイル環境計画 栃木県 足利市
株式会社マルイワ技建 栃木県 足利市
有限会社秋山測量設計 栃木県 栃木市
オオアク建装工業株式会社 栃木県 栃木市
株式会社岡建設 栃木県 栃木市
株式会社長村製作所 栃木県 栃木市
有限会社出井工務店 栃木県 佐野市
大島造園有限会社 栃木県 佐野市
株式会社戸室組 栃木県 佐野市
日総建株式会社 栃木県 佐野市
社会福祉法人ひまわり会 栃木県 佐野市
機械建設株式会社 栃木県 鹿沼市
株式会社鈴木工業 栃木県 鹿沼市
光工業株式会社 栃木県 日光市
株式会社東建 栃木県 小山市
株式会社薬進 栃木県 小山市
株式会社アクアドクター 栃木県 真岡市
有限会社瀬戸建設 栃木県 真岡市
株式会社アイ電子工業 栃木県 大田原市
谷地木材合資会社 栃木県 大田原市
株式会社小堀建設 栃木県 矢板市
金子木材有限会社 栃木県 那須塩原市
有限会社平成ハウジング 栃木県 那須塩原市
宮沢建設株式会社 栃木県 那須塩原市
栃木県漁業協同組合連合会 栃木県 下野市
社会福祉法人はくつる会 栃木県 下野市
株式会社東部興業 栃木県 上三川町
株式会社パインテック 栃木県 益子町
有限会社篠原造園土木 栃木県 壬生町
有限会社福田建設 栃木県 塩谷町
株式会社セレモニー宝典 栃木県 高根沢町
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有限会社大金造園 栃木県 那珂川町
小林 栄稔 栃木県
見山 義道 栃木県
株式会社阿久澤建設 群馬県 前橋市
株式会社イーファーマシー関東 群馬県 前橋市
株式会社イーファーマシー北日本 群馬県 前橋市
株式会社イーファーマシー東日本 群馬県 前橋市
株式会社ウエスト 群馬県 前橋市
株式会社さかた調剤 群馬県 前橋市
株式会社北斗建設 群馬県 前橋市
株式会社名正 群馬県 前橋市
株式会社Ｒ・Ｓエンジニアリング 群馬県 高崎市
有限会社大金寿司 群馬県 高崎市
株式会社オートメーションプランニング 群馬県 高崎市
国際警備株式会社 群馬県 高崎市
株式会社サンデリカ 群馬県 高崎市
有限会社篠崎商展 群馬県 高崎市
信永商事有限会社 群馬県 高崎市
株式会社精真社 群馬県 高崎市
中山電機株式会社 群馬県 高崎市
株式会社ビューティーセレッソ 群馬県 高崎市
株式会社未来Ｒ 群馬県 高崎市
株式会社吉井精工 群馬県 高崎市
株式会社和田石材 群馬県 高崎市
ｅＮ税理士法人 群馬県 桐生市
株式会社外山製作所 群馬県 桐生市
株式会社ホンダパルカワライ 群馬県 桐生市
株式会社グリーンランド 群馬県 伊勢崎市
有限会社渋沢技研 群馬県 伊勢崎市
株式会社ＳＥＩＧＡ 群馬県 伊勢崎市
株式会社ＢＩＯＳ 群馬県 伊勢崎市
株式会社美心 群馬県 伊勢崎市
株式会社ＦＩＲＳＴ　ＣＬＡＳＳ 群馬県 伊勢崎市
医療法人社団もりむら内科 群馬県 伊勢崎市
有限会社桑原製作所 群馬県 太田市
株式会社サーモテック 群馬県 太田市
三光商事株式会社 群馬県 太田市
蒼天創業株式会社 群馬県 太田市
株式会社テック・エイト 群馬県 太田市
株式会社ＬＯＯＷＰ 群馬県 太田市
有限会社須永自動車工業 群馬県 館林市
有限会社タナカ 群馬県 渋川市
株式会社フジ住建 群馬県 藤岡市
ポニー電機株式会社 群馬県 藤岡市
有限会社山田タイル工業 群馬県 安中市
株式会社 木島製作所 群馬県 みどり市
株式会社協和 群馬県 みどり市
有限会社萩原紙器 群馬県 榛東村
つばめ建材株式会社 群馬県 嬬恋村
株式会社群馬精密 群馬県 片品村
原澤林業株式会社 群馬県 川場村
株式会社カルム 群馬県 玉村町
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株式会社ブリスオーディオ 群馬県 玉村町
株式会社シー・エス・ケイ 群馬県 千代田町
有限会社田熊造園土木 群馬県 千代田町
株式会社クボタ興産 群馬県 大泉町
大澤 和行 群馬県
曽田 健介 群馬県
眞山 雄輔 群馬県
三田 瑞穂 群馬県
横山 芳正 群馬県
株式会社Ａ・Ｊ・コーポレーション 埼玉県 さいたま市
ＢＥＳＴ　ＳＥＡＳＯＮ　ＦＯＯＤ株式会社 埼玉県 さいたま市
株式会社アイ・ティー・シー 埼玉県 さいたま市
株式会社神田建築設計事務所 埼玉県 さいたま市
株式会社田口住生活設計室 埼玉県 さいたま市
株式会社チアーズ 埼玉県 さいたま市
株式会社リプロ 埼玉県 さいたま市
株式会社ＦＣＲ 埼玉県 さいたま市
医療法人大宮エヴァグリーンクリニック 埼玉県 さいたま市
株式会社サイキョウ・ファーマ 埼玉県 さいたま市
株式会社中村コミュニケーションズ 埼玉県 さいたま市
株式会社プライドコーポレーション 埼玉県 さいたま市
有限会社さいたま造園 埼玉県 さいたま市
ＳＭＯＯＳ株式会社 埼玉県 さいたま市
株式会社ＲＥＭＡＫＥ　ＳＴＵＤＩＯ 埼玉県 さいたま市
飛鳥工業株式会社 埼玉県 さいたま市
埼玉精機株式会社 埼玉県 さいたま市
有限会社ジーエム・ビルド 埼玉県 さいたま市
株式会社田端製作所 埼玉県 さいたま市
有限会社Ｈａｐｐｙ　Ｓｐｒｉｎｇ 埼玉県 さいたま市
株式会社東日本地所 埼玉県 さいたま市
豊工業株式会社 埼玉県 さいたま市
有限会社グリンマート羽野 埼玉県 さいたま市
株式会社コモテック 埼玉県 さいたま市
昭栄建設株式会社 埼玉県 さいたま市
株式会社ムサシ薬局 埼玉県 さいたま市
株式会社ウッディ大栄トーヨー住器 埼玉県 さいたま市
浦和レッドダイヤモンズ株式会社 埼玉県 さいたま市
株式会社酒井工機 埼玉県 さいたま市
合同会社ＺＩＧ－ＺＡＧ 埼玉県 さいたま市
株式会社ショウコウ 埼玉県 さいたま市
大和建設株式会社 埼玉県 さいたま市
株式会社栴檀 埼玉県 さいたま市
株式会社三春工務店 埼玉県 さいたま市
株式会社いとう電器 埼玉県 川越市
医療法人社団笠幡歯科医院 埼玉県 川越市
株式会社協同商事 埼玉県 川越市
株式会社ハシモト 埼玉県 川越市
株式会社ラクロ 埼玉県 川越市
有限会社コムネットサイタマ 埼玉県 熊谷市
株式会社アサイラム 埼玉県 川口市
株式会社アステリア 埼玉県 川口市
株式会社川口スプリング製作所 埼玉県 川口市
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金方堂印刷工業株式会社 埼玉県 川口市
合同会社合興 埼玉県 川口市
株式会社コバヤシ企画 埼玉県 川口市
株式会社ＺＩＫ 埼玉県 川口市
株式会社ＴＷＯ　ＰＥＡＣＥ 埼玉県 川口市
東旭国際健康医療株式会社 埼玉県 川口市
株式会社はとや 埼玉県 川口市
株式会社マル安 埼玉県 川口市
株式会社ムラカミ 埼玉県 川口市
医療法人社団ｌｅｏｆａｍｉｌｙ 埼玉県 川口市
株式会社アジルカンパニー 埼玉県 行田市
株式会社ウッディーコイケ 埼玉県 秩父市
株式会社インクルージョン 埼玉県 所沢市
株式会社コーラル 埼玉県 所沢市
株式会社所沢測量設計 埼玉県 所沢市
萬達実業株式会社 埼玉県 所沢市
有限会社真下自動車販売整備 埼玉県 加須市
横尾建設株式会社 埼玉県 本庄市
有限会社きしの 埼玉県 東松山市
株式会社元田石材 埼玉県 東松山市
有限会社エコライン 埼玉県 春日部市
住協建設株式会社 埼玉県 狭山市
大星電機株式会社 埼玉県 狭山市
株式会社ニシカワ印刷 埼玉県 狭山市
株式会社羽鳥製作所 埼玉県 羽生市
株式会社フラワーロジテム 埼玉県 鴻巣市
高福株式会社 埼玉県 深谷市
医療法人社団優慈会 埼玉県 深谷市
株式会社ＩＰＳ 埼玉県 上尾市
株式会社イシイ 埼玉県 上尾市
伊藤工業株式会社 埼玉県 上尾市
株式会社三進電気工事 埼玉県 上尾市
医療法人社団晴虹会 埼玉県 上尾市
有限会社テクノオートサービス 埼玉県 上尾市
株式会社丸武 埼玉県 上尾市
株式会社Ｓ・Ｋ・Ｔ 埼玉県 草加市
医療法人城東歯科 埼玉県 草加市
白山株式会社 埼玉県 草加市
株式会社トッカコーポレーション 埼玉県 草加市
ナガヤス工業株式会社 埼玉県 草加市
有限会社吉田 埼玉県 草加市
株式会社エミライズ不動産 埼玉県 越谷市
医療法人健身会 埼玉県 越谷市
合同会社心添 埼玉県 越谷市
株式会社セカンドキャリア 埼玉県 越谷市
医療法人道心会 埼玉県 越谷市
株式会社Ｌ・Ａ・Ｃ 埼玉県 戸田市
櫻井商事株式会社 埼玉県 戸田市
株式会社アイライフ 埼玉県 入間市
埼玉自動車株式会社 埼玉県 朝霞市
株式会社ライフプラス 埼玉県 朝霞市
加藤商事株式会社 埼玉県 和光市
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有限会社昭和自動車整備工場 埼玉県 新座市
日本伸管株式会社 埼玉県 新座市
株式会社谷地工務店 埼玉県 新座市
株式会社山波 埼玉県 桶川市
関東流通サービス株式会社 埼玉県 久喜市
社会福祉法人彩鷲会 埼玉県 久喜市
有限会社服部石材店 埼玉県 久喜市
有限会社本間加工所 埼玉県 久喜市
株式会社Ｖａｇｕｅ 埼玉県 北本市
株式会社今埜工業 埼玉県 北本市
有限会社室町モーターズ 埼玉県 北本市
有限会社大久保屋 埼玉県 八潮市
株式会社シン・インターナショナル 埼玉県 八潮市
株式会社田中屋畜産 埼玉県 八潮市
株式会社英工業 埼玉県 八潮市
ヤシオトーヨー住器株式会社 埼玉県 八潮市
株式会社住研コンサル 埼玉県 富士見市
ゼロホーム建設株式会社 埼玉県 富士見市
トラストーン株式会社 埼玉県 富士見市
有限会社日研工業 埼玉県 富士見市
有限会社篠田石材工業 埼玉県 三郷市
有限会社精光重機 埼玉県 三郷市
株式会社アーベルソフト 埼玉県 坂戸市
株式会社藤技匠 埼玉県 ふじみ野市
株式会社ジオマックス 埼玉県 三芳町
ミツワ電設有限会社 埼玉県 ときがわ町
有限会社駒井工務店 埼玉県 皆野町
有限会社宮原建設 埼玉県 小鹿野町
フジミ産業株式会社 埼玉県 美里町
株式会社アウトステージ１０８ 埼玉県 上里町
株式会社大橋 埼玉県 上里町
株式会社男衾自動車 埼玉県 寄居町
株式会社サンエイ 埼玉県 寄居町
関根建設株式会社 埼玉県 宮代町
赤羽 健夫 埼玉県
飯島 孝夫 埼玉県
来栖 繁次郎 埼玉県
小久保 有博 埼玉県
佐々木 たか子 埼玉県
佐藤 一雄 埼玉県
鈴木 和男 埼玉県
高屋敷 智 埼玉県
平岡 俊郎 埼玉県
栁生 義和 埼玉県
吉田 佳恵子 埼玉県
若林 克明 埼玉県
医療法人社団聖裕会 千葉県 千葉市
公益財団法人ちばのＷＡ地域づくり基金 千葉県 千葉市
株式会社トロピカルストリーム 千葉県 千葉市
株式会社Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ 千葉県 千葉市
株式会社リンクスタッフグループ 千葉県 千葉市
株式会社レプコ 千葉県 千葉市
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株式会社安田 千葉県 千葉市
株式会社センエー 千葉県 千葉市
有限会社福和解体 千葉県 千葉市
税理士法人藤野会計事務所 千葉県 千葉市
社会福祉法人南小中台福祉会 千葉県 千葉市
株式会社オーエックスエンジニアリング 千葉県 千葉市
セイスイ工業株式会社 千葉県 千葉市
早野商事株式会社 千葉県 千葉市
株式会社ＳｔｙｌｅＧａｒｄｅｎ 千葉県 千葉市
株式会社ステップワン介護サービス 千葉県 千葉市
株式会社ドットライン 千葉県 千葉市
有限会社ヤネヤ 千葉県 千葉市
株式会社高岡組 千葉県 銚子市
株式会社荒井水道工務店 千葉県 市川市
大川設備工業株式会社 千葉県 市川市
株式会社京葉ＶＩＰエンタープライズ 千葉県 市川市
医療法人社団誠健会 千葉県 市川市
有限会社トータルホームプランナー 千葉県 市川市
三東食品株式会社 千葉県 船橋市
株式会社Ｃ’ｓ 千葉県 船橋市
Ｇ．デザイン株式会社 千葉県 船橋市
株式会社スズケン 千葉県 船橋市
誠建クリエート株式会社 千葉県 船橋市
Ｓｅｖｅｎ　Ｃｏｎｔｉｎｅｎｔｓ株式会社 千葉県 船橋市
有限会社ディタ 千葉県 船橋市
中野工業建設株式会社 千葉県 船橋市
株式会社ネクスト 千葉県 船橋市
株式会社フタバ 千葉県 船橋市
医療法人社団メディシェア 千葉県 船橋市
千葉精工エンジニアリング株式会社 千葉県 館山市
ゆり庵株式会社 千葉県 館山市
株式会社木更津魚市場 千葉県 木更津市
株式会社ＶＳサービス 千葉県 木更津市
株式会社ペッパーズパントリー 千葉県 木更津市
松田機工株式会社 千葉県 木更津市
株式会社クレス不動産 千葉県 松戸市
小金タクシー有限会社 千葉県 松戸市
有限会社千代田家石材店 千葉県 松戸市
有限会社山田造園 千葉県 松戸市
株式会社野口興業 千葉県 野田市
株式会社松本自動車 千葉県 野田市
株式会社横川造園土木 千葉県 野田市
有限会社ビギン 千葉県 茂原市
株式会社紋七 千葉県 茂原市
株式会社サクラ建設工業 千葉県 成田市
有限会社ひかりびと 千葉県 成田市
株式会社佐倉レッカー 千葉県 佐倉市
有限会社トータル介護サービスアイ 千葉県 東金市
株式会社ヴェリック 千葉県 旭市
株式会社Ｓｉｌｋ　Ｒｏａｄ 千葉県 旭市
社会福祉法人青葉学園 千葉県 習志野市
株式会社エヌアール 千葉県 習志野市
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株式会社アルガルバイオ 千葉県 柏市
イーストグローハウジング株式会社 千葉県 柏市
有限会社エイト・テック 千葉県 柏市
株式会社グリーンホーム 千葉県 柏市
三建ホーム株式会社 千葉県 柏市
株式会社志践塾 千葉県 柏市
株式会社新上 千葉県 柏市
盛和株式会社 千葉県 柏市
武田産業株式会社 千葉県 柏市
ｐｉｎｅｓｔｏｎｅ株式会社 千葉県 柏市
株式会社ボンズビルダー 千葉県 柏市
株式会社万代 千葉県 柏市
吉田商事株式会社 千葉県 柏市
株式会社リード 千葉県 柏市
株式会社ｌｉｎｋ 千葉県 柏市
株式会社クラシノバ 千葉県 市原市
小湊鉄道株式会社 千葉県 市原市
株式会社相互 千葉県 市原市
株式会社Ｎｅｘｔ　Ｇｒｏｕｐ 千葉県 市原市
株式会社ハイウェイレスキュー加藤 千葉県 市原市
株式会社パスレル 千葉県 流山市
大和自動車株式会社 千葉県 八千代市
株式会社ランド・ゼロ 千葉県 八千代市
有限会社嶋津商店 千葉県 鴨川市
株式会社グッドネス 千葉県 鎌ケ谷市
タニイチ塗料株式会社 千葉県 君津市
日新通商株式会社 千葉県 四街道市
特定非営利活動法人障害児教育福祉資料センター 千葉県 袖ケ浦市
株式会社ハタヤ 千葉県 白井市
株式会社Ｒ’Ｓ 千葉県 富里市
北栄自動車販売株式会社 千葉県 富里市
有限会社毎日薬局 千葉県 匝瑳市
株式会社糸川製作所 千葉県 香取市
有限会社小野精型 千葉県 香取市
木内土木株式会社 千葉県 香取市
株式会社吉田設計 千葉県 いすみ市
医療法人社団千歯会 千葉県 大網白里市
株式会社千恵建総 千葉県 大網白里市
株式会社安藤建設 千葉県 多古町
伊藤 勝仁 千葉県
伊藤 圭亮 千葉県
大柴 良夫 千葉県
小沢 桃子 千葉県
金子 大輔 千葉県
菊池 克真 千葉県
小池 清文 千葉県
小林 広樹 千葉県
坂口 豊 千葉県
都丸 誠 千葉県
濱田 宏志 千葉県
平山 千里 千葉県
横尾 泰彦 千葉県
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横田 国広 千葉県
アエラホーム株式会社 東京都 千代田区
税理士法人葵会計 東京都 千代田区
株式会社アプローズ 東京都 千代田区
株式会社家守り 東京都 千代田区
運東昇株式会社 東京都 千代田区
株式会社HR　CAREER 東京都 千代田区
Ｈ　ＶＩＥＷ株式会社 東京都 千代田区
株式会社エコールインターナショナル 東京都 千代田区
エムアイトレーディング株式会社 東京都 千代田区
オイシーズ株式会社 東京都 千代田区
凱運株式会社 東京都 千代田区
海力株式会社 東京都 千代田区
株式会社ＣＯＬＯＲＳ 東京都 千代田区
有限会社ギャラリー川松 東京都 千代田区
きりしまフラワー株式会社 東京都 千代田区
金門株式会社 東京都 千代田区
株式会社ＫＫＤＡＹ　ＪＡＰＡＮ 東京都 千代田区
山水株式会社 東京都 千代田区
株式会社ＣＮＪ 東京都 千代田区
株式会社ＧＷＣ 東京都 千代田区
株式会社ジャパン・エンジニアリング・サービス 東京都 千代田区
株式会社Japan Asset Management 東京都 千代田区
シンフロンテラ株式会社 東京都 千代田区
株式会社スカイウー・ジャパン 東京都 千代田区
株式会社Ｓｐｌｉｎｋ 東京都 千代田区
株式会社スリーエーネットワーク 東京都 千代田区
成和株式会社 東京都 千代田区
株式会社ＳｏＬａｂｏ 東京都 千代田区
株式会社タックスドクター 東京都 千代田区
医療法人社団知慎会 東京都 千代田区
ディ・エグゼクティブ・センター・ジャパン株式会社 東京都 千代田区
株式会社データミックス 東京都 千代田区
一般財団法人東京消防協会 東京都 千代田区
株式会社東居商事 東京都 千代田区
株式会社ととっぷ 東京都 千代田区
株式会社日本メディテック 東京都 千代田区
株式会社パイロットン 東京都 千代田区
株式会社バカン 東京都 千代田区
株式会社ＢＳＳ 東京都 千代田区
株式会社Ｐｌａｎｅｔ 東京都 千代田区
株式会社ランドマーク 東京都 千代田区
株式会社ＲＣＧ 東京都 中央区
アジアクリエーション協同組合 東京都 中央区
アスパイアパートナーズ株式会社 東京都 中央区
株式会社井本運動具店 東京都 中央区
株式会社ＡＢＣ　ＪＡＰＡＮ 東京都 中央区
合同会社ｍｎｍ 東京都 中央区
株式会社ＬＰ．ＰＲＯ　ＬＡＢＯ 東京都 中央区
株式会社オフィスケーワイケー 東京都 中央区
株式会社花生堂 東京都 中央区
株式会社カラダカンパニー 東京都 中央区
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Ｇｉｆｔ　Ｙｏｕｒ　Ｌｉｆｅ株式会社 東京都 中央区
株式会社京ばしとり安 東京都 中央区
株式会社クラスアクト 東京都 中央区
株式会社グランドデザイン 東京都 中央区
クリエイティブクリーン株式会社 東京都 中央区
医療法人社団クレティール 東京都 中央区
ＣＲＥＢＩＱ　ＪＡＰＡＮ株式会社 東京都 中央区
グローバル・ファシリティーズ株式会社 東京都 中央区
株式会社グローブプロパティ 東京都 中央区
コアファイズ株式会社 東京都 中央区
コースタルウェイブ株式会社 東京都 中央区
ゴッパ合同会社 東京都 中央区
コンセプトアイズ株式会社 東京都 中央区
株式会社白橋 東京都 中央区
シルバー鋼機株式会社 東京都 中央区
株式会社スクエア企画 東京都 中央区
有限会社スタンパ 東京都 中央区
株式会社千疋屋総本店 東京都 中央区
株式会社たつ吉 東京都 中央区
ＴＳＪ株式会社 東京都 中央区
株式会社デジサイン 東京都 中央区
株式会社ＴＯＥＺ 東京都 中央区
統一超商東京マーケティング株式会社 東京都 中央区
株式会社トップショット 東京都 中央区
有限会社南雲屋 東京都 中央区
株式会社ナピル 東京都 中央区
成田ホテルマネジメント合同会社 東京都 中央区
日本中央開発株式会社 東京都 中央区
有限会社人形町志乃多寿司 東京都 中央区
株式会社ネットエンジニアリングサービス 東京都 中央区
株式会社ハイベック 東京都 中央区
株式会社花岡海苔店 東京都 中央区
株式会社風土木 東京都 中央区
株式会社丸上 東京都 中央区
株式会社ユエンタジャパン 東京都 中央区
リンレイテープ株式会社 東京都 中央区
ＯｎｅＴｅａｍ株式会社 東京都 中央区
アイ・ケー・ジー株式会社 東京都 港区
株式会社愛企画 東京都 港区
株式会社Ｉ－Ｈｏｕｓｅ 東京都 港区
株式会社アイラボ 東京都 港区
あいわ税理士法人 東京都 港区
アナザースカイ・レジデンス株式会社 東京都 港区
有限会社石橋ミート 東京都 港区
株式会社Ｉｎｆｉｎｉｔｅ　Ｐｏｉｎｔｓ 東京都 港区
エアボーンシステムス株式会社 東京都 港区
税理士法人ＡＫＪパートナーズ 東京都 港区
ＥＸｅｓｔ株式会社 東京都 港区
株式会社エストジャパン 東京都 港区
株式会社ＥＳＳＥＮＣＥ 東京都 港区
ＮＨＧ株式会社 東京都 港区
株式会社オアシスティーラウンジ 東京都 港区
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株式会社オアシスライフスタイルグループ 東京都 港区
ＯＬＴＡ株式会社 東京都 港区
株式会社グラムスリー 東京都 港区
株式会社コイル 東京都 港区
株式会社ザート商会 東京都 港区
株式会社ｓｉｚｅｂｏｏｋ 東京都 港区
株式会社ＪＨＡＴ 東京都 港区
株式会社シェイピングルーム 東京都 港区
株式会社ジャパン国試合格 東京都 港区
医療法人社団ｓｙｕｓｕｉｋａｉ 東京都 港区
株式会社白浜誠建築設計事務所 東京都 港区
株式会社シルキースタイル 東京都 港区
シンメトリーレボリューション合同会社 東京都 港区
株式会社スイッチメディア 東京都 港区
株式会社７Ａカンパニー 東京都 港区
株式会社セレナイト 東京都 港区
株式会社大介 東京都 港区
株式会社太郎 東京都 港区
株式会社Ｄ．Ｉ．Ｊ 東京都 港区
東京商事株式会社 東京都 港区
ナヴァン株式会社 東京都 港区
Ｎａｙｕｔａ株式会社 東京都 港区
学校法人原学園 東京都 港区
弁護士法人はるかぜ総合法律事務所 東京都 港区
株式会社バレエライフデザイン 東京都 港区
株式会社ビードゥー 東京都 港区
株式会社ファインドワン 東京都 港区
株式会社フィックス．ジャパン 東京都 港区
株式会社フェイスフル 東京都 港区
プラザホームズ株式会社 東京都 港区
株式会社ＦＲＥＥ　ＢＲＡＩＮ 東京都 港区
医療法人社団麻心会 東京都 港区
株式会社リテイラーズ・スフィア 東京都 港区
株式会社レガートシップ 東京都 港区
株式会社アミューズエージェンシー 東京都 新宿区
アレイ自習室合同会社 東京都 新宿区
株式会社Ｅ－ＭＡＴＥ 東京都 新宿区
株式会社ＷｏｌｆＧｒｏｕｐ 東京都 新宿区
株式会社ＮＪ＆ＥＳ　Ｃｏｍｐａｎｙ 東京都 新宿区
株式会社オーセンインターナショナル 東京都 新宿区
カーズ株式会社 東京都 新宿区
株式会社楽院出版 東京都 新宿区
グッドモーゲージ株式会社 東京都 新宿区
ＧＵジャパン株式会社 東京都 新宿区
ジェット・テクノロジーズ株式会社 東京都 新宿区
全国共同出版株式会社 東京都 新宿区
株式会社ソーサー 東京都 新宿区
株式会社大龍 東京都 新宿区
学校法人高山学園 東京都 新宿区
株式会社築地永井商店 東京都 新宿区
株式会社つくば商事 東京都 新宿区
ＤＸコーポレーション株式会社 東京都 新宿区
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株式会社天翔 東京都 新宿区
株式会社トリッジ 東京都 新宿区
株式会社ＮＩＮＥ 東京都 新宿区
株式会社西源 東京都 新宿区
日中ツアー株式会社 東京都 新宿区
ＮＥＷ　ＶＩＥＷ株式会社 東京都 新宿区
株式会社Ｆｕｅｒｔｏｓ 東京都 新宿区
株式会社フュージョン 東京都 新宿区
株式会社ブリッジワールドコンサルティング 東京都 新宿区
株式会社ベストワンドットコム 東京都 新宿区
株式会社ヘッドウォータース 東京都 新宿区
株式会社ヘリテージ 東京都 新宿区
一般社団法人繭の糸保育チーム 東京都 新宿区
株式会社武蔵野 東京都 新宿区
株式会社薬物安全性試験センター 東京都 新宿区
医療法人社団ゆめらいふ 東京都 新宿区
合同会社Ｌｉｂｒｅ　Ｌｉｂｒａ 東京都 新宿区
株式会社リロードエッジ 東京都 新宿区
株式会社レヴェラ 東京都 新宿区
株式会社レプリネット・カンボジア 東京都 新宿区
あしかメディ工業株式会社 東京都 文京区
株式会社ＡＳＷ 東京都 文京区
株式会社ザクロス 東京都 文京区
泉工医科工業株式会社 東京都 文京区
辻村人財コンサル株式会社 東京都 文京区
株式会社パーサヴィアランステック 東京都 文京区
株式会社文化通信社 東京都 文京区
有限会社美能矢工務店 東京都 文京区
合同会社Ｒａｄｉｎｅｅｒ 東京都 文京区
株式会社暁 東京都 台東区
株式会社石塚左玄医食研究所 東京都 台東区
一新株式会社 東京都 台東区
株式会社インターナショナル・コミュニケーションズ・インターフェース東京都 台東区
ウコウコヤオ株式会社 東京都 台東区
株式会社おいしい御進物逸品会 東京都 台東区
株式会社オルヌマン 東京都 台東区
三東食品株式会社 東京都 台東区
株式会社ＪＬＡプラス 東京都 台東区
一般社団法人人民日報海外網日本新聞ネット留学生支援会 東京都 台東区
株式会社誠心 東京都 台東区
ソルー株式会社 東京都 台東区
トータルビジネス株式会社 東京都 台東区
ナガワ薬品株式会社 東京都 台東区
一般社団法人日本グリーフ専門士協会 東京都 台東区
株式会社早川澄商事 東京都 台東区
有限会社ひばり堂ラーク電器 東京都 台東区
平和株式会社 東京都 台東区
株式会社都商会 東京都 台東区
株式会社ヤマト 東京都 台東区
ユニファースト株式会社 東京都 台東区
領航国際株式会社 東京都 台東区
レンケンジャパン株式会社 東京都 台東区
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ローヤル株式会社 東京都 台東区
株式会社１Ｌｉｎｅ 東京都 台東区
株式会社ＳＱＥＥＰ 東京都 墨田区
株式会社ｎｉｃｅ　ｂｒａｖｏ　ｄｅｓｉｇｎ 東京都 墨田区
有限会社なのはな福祉サービス 東京都 墨田区
株式会社ホスピタル・クリーン・サポート 東京都 墨田区
ＹＳＡ　Ｊａｐａｎ株式会社 東京都 墨田区
有限会社越一 東京都 江東区
小高莫大小工業株式会社 東京都 江東区
有限会社コバヤシ厨房 東京都 江東区
株式会社サピエント 東京都 江東区
サンウエストホーム株式会社 東京都 江東区
三栄管財株式会社 東京都 江東区
三宝ゴム工業株式会社 東京都 江東区
株式会社大仲 東京都 江東区
株式会社高英 東京都 江東区
合同会社辰巳エネット 東京都 江東区
株式会社寺子屋そろばん 東京都 江東区
株式会社東京ＰＭ不動産 東京都 江東区
株式会社日本ＦＥＥＬＩＮＧ 東京都 江東区
株式会社Ｎｅｗ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ 東京都 江東区
株式会社ファースト・メイト 東京都 江東区
株式会社ホクエイ 東京都 江東区
ＯｎｅＳｔｅｐテクノロジー株式会社 東京都 江東区
雨宮産業株式会社 東京都 品川区
株式会社アンビション 東京都 品川区
イズミ食品ホールディングス株式会社 東京都 品川区
英和コンサルティング株式会社 東京都 品川区
税理士法人川原経営 東京都 品川区
株式会社ＧＲＯＯＶＥ 東京都 品川区
株式会社サーティス 東京都 品川区
株式会社Ｓｅｖｅｎ８ 東京都 品川区
東勝合同会社 東京都 品川区
有限会社東京ロケット商会 東京都 品川区
はじめの管理株式会社 東京都 品川区
株式会社秀 東京都 品川区
博宇国際商事合同会社 東京都 品川区
００１ｔａｂｌｅ株式会社 東京都 品川区
有限会社しんあいケアセンター 東京都 目黒区
日本昇降機メンテナンス株式会社 東京都 目黒区
株式会社プリンシプル 東京都 目黒区
株式会社ヘルシアス 東京都 目黒区
株式会社ワーズウィズ 東京都 目黒区
Ｉ－ＯＴＡ合同会社 東京都 大田区
ＡａａＣＳ合同会社 東京都 大田区
株式会社ｉｎｉｔｉｕｍ 東京都 大田区
株式会社エイト 東京都 大田区
キョウエン株式会社 東京都 大田区
株式会社サンケンシステム 東京都 大田区
株式会社三信精機 東京都 大田区
サンフラワー株式会社 東京都 大田区
株式会社サンライズ 東京都 大田区
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医療法人社団創新会 東京都 大田区
大新金型工業株式会社 東京都 大田区
株式会社童具館 東京都 大田区
株式会社原海苔店 東京都 大田区
有限会社ヒカリボデーワークスヒラカワ 東京都 大田区
宝佳株式会社 東京都 大田区
丸隆工業株式会社 東京都 大田区
ライフアシスト株式会社 東京都 大田区
ライフスタイル研究所合同会社 東京都 大田区
株式会社コーテッツ 東京都 世田谷区
有限会社三枝工業所 東京都 世田谷区
株式会社ザ・スポーツコネクション 東京都 世田谷区
株式会社純風 東京都 世田谷区
株式会社ＳＴＲＩＮＧＳ 東京都 世田谷区
医療法人社団爽樹会 東京都 世田谷区
株式会社ダブルボックス 東京都 世田谷区
東亜トレーディング株式会社 東京都 世田谷区
株式会社トムス 東京都 世田谷区
株式会社フイツツア 東京都 世田谷区
株式会社ブライトン 東京都 世田谷区
株式会社プライムコーポレーション 東京都 世田谷区
株式会社ブロックス 東京都 世田谷区
三宿基地株式会社 東京都 世田谷区
有限会社リービルフーズ 東京都 世田谷区
有限会社レインボープロダクツ 東京都 世田谷区
有限会社レインボーワークス 東京都 世田谷区
ロケットミュージック株式会社 東京都 世田谷区
株式会社アイ・エー・シー 東京都 渋谷区
AXELL株式会社 東京都 渋谷区
株式会社ＡＳＫ　ＬＡＢＯ 東京都 渋谷区
税理士法人英匠 東京都 渋谷区
株式会社エフエーワークショップ 東京都 渋谷区
株式会社ＬＴＣパートナーズ 東京都 渋谷区
株式会社オークコーポレーション 東京都 渋谷区
おかかえ運転手株式会社 東京都 渋谷区
株式会社オゾンコミュニティ 東京都 渋谷区
株式会社キイヤ 東京都 渋谷区
株式会社ＫＩＺＮＡ 東京都 渋谷区
きのこ株式会社 東京都 渋谷区
グラード株式会社 東京都 渋谷区
株式会社ＣｌｏｕｄＮｉｎｅ 東京都 渋谷区
株式会社ケアリンク 東京都 渋谷区
株式会社サジェストコミュニティ 東京都 渋谷区
株式会社サットナーム 東京都 渋谷区
株式会社シーエフインターナショナル 東京都 渋谷区
株式会社ジクマネ 東京都 渋谷区
株式会社ステージプランナー 東京都 渋谷区
株式会社スリーエスリンク 東京都 渋谷区
株式会社チョコレイト 東京都 渋谷区
株式会社ＴＡカンパニー 東京都 渋谷区
公益財団法人日本バレーボール協会 東京都 渋谷区
株式会社ＮＯＲＡ 東京都 渋谷区
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有限会社ハイブリッジ・インターナショナル 東京都 渋谷区
ビーサバイ株式会社 東京都 渋谷区
株式会社ＢＩＧ　ＢＩＲＤ 東京都 渋谷区
株式会社ビューティゲート 東京都 渋谷区
株式会社ピンクボム 東京都 渋谷区
株式会社ファイヤーワークス 東京都 渋谷区
医療法人社団福栄会 東京都 渋谷区
株式会社ブッシュクロフィード 東京都 渋谷区
株式会社プレイト 東京都 渋谷区
株式会社プレステージプランニング 東京都 渋谷区
株式会社ポルト 東京都 渋谷区
株式会社マグナ 東京都 渋谷区
株式会社ラピッドテレコム 東京都 渋谷区
株式会社ＬＥＡＮ　ＢＯＤＹ 東京都 渋谷区
株式会社リユニオン 東京都 渋谷区
株式会社レボーン 東京都 渋谷区
株式会社ワイエムファッション研究所 東京都 渋谷区
株式会社ＲＥＱＤ 東京都 中野区
株式会社スバルグラフィック 東京都 中野区
株式会社ヤスカワ 東京都 中野区
株式会社Ｒｈｙｔｈｍ　Ｐｌａｃｅ 東京都 中野区
アテール株式会社 東京都 杉並区
株式会社エイワ建設 東京都 杉並区
株式会社Ｅｍｂｏｄｙ　Ｉｍａｇｅ 東京都 杉並区
医療法人社団三友会 東京都 杉並区
株式会社ジェイアンドエム 東京都 杉並区
株式会社ジョイ・エンタテインメント 東京都 杉並区
株式会社ムサシノキカイ 東京都 杉並区
株式会社アクシスジャパン 東京都 豊島区
有限会社アップライズ 東京都 豊島区
有限会社あもん 東京都 豊島区
伊勢建設株式会社 東京都 豊島区
株式会社一級建築士事務所アトリエマナ 東京都 豊島区
株式会社エルロンプランニング 東京都 豊島区
大迪商事合同会社 東京都 豊島区
合同会社オールラウンド 東京都 豊島区
香川産業株式会社 東京都 豊島区
ＱＦＰ合同会社 東京都 豊島区
株式会社クリティカルブレイン 東京都 豊島区
恒信コーポレーション株式会社 東京都 豊島区
サファリア株式会社 東京都 豊島区
株式会社ＳＴＡＲＴ 東京都 豊島区
翼商事株式会社 東京都 豊島区
株式会社テトラ 東京都 豊島区
東都観光企業株式会社 東京都 豊島区
トヨマ株式会社 東京都 豊島区
日本システム企画株式会社 東京都 豊島区
株式会社フックアップ 東京都 豊島区
マラシル株式会社 東京都 豊島区
医療法人社団明慶会 東京都 豊島区
イーシンソフト株式会社 東京都 北区
佐藤電機株式会社 東京都 北区
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ジャパン・プラス株式会社 東京都 北区
合同会社隋コーポレーション 東京都 北区
双翼株式会社 東京都 北区
竹原株式会社 東京都 北区
東京化成工業株式会社 東京都 北区
株式会社虹工房 東京都 北区
株式会社ミヤコ消毒 東京都 北区
株式会社市川米穀 東京都 荒川区
株式会社Ｈ＆Ｍ 東京都 荒川区
株式会社エル・アップ 東京都 荒川区
興和電気工事株式会社 東京都 荒川区
株式会社サンウエイ 東京都 荒川区
株式会社サンライズ 東京都 荒川区
有限会社中央バフ製作所 東京都 荒川区
翼工業株式会社 東京都 荒川区
富源株式会社 東京都 荒川区
レンタルＥＣ株式会社 東京都 荒川区
板橋社会保険労務士法人 東京都 板橋区
慧源株式会社 東京都 板橋区
有限会社久慈興業 東京都 板橋区
株式会社ケアビィ 東京都 板橋区
鴻昇国際株式会社 東京都 板橋区
国分プレス工業株式会社 東京都 板橋区
株式会社フューチャーコミュニケーションズ 東京都 板橋区
株式会社ベスト・ケアー 東京都 板橋区
株式会社升吉 東京都 板橋区
有限会社峰岸内装 東京都 板橋区
株式会社ムーヴ 東京都 板橋区
株式会社アファナ 東京都 練馬区
株式会社エレベータシステムズ 東京都 練馬区
株式会社Ｋ．ＣＥＮＴＵＲＹ 東京都 練馬区
株式会社コルノマカロニー 東京都 練馬区
三静電気工事株式会社 東京都 練馬区
三雄工業株式会社 東京都 練馬区
株式会社ジャスト 東京都 練馬区
株式会社はしゅう 東京都 練馬区
林精鋼株式会社 東京都 練馬区
株式会社メリーポピンズ 東京都 練馬区
株式会社アイダ 東京都 足立区
東葬儀株式会社 東京都 足立区
足立オート整備株式会社 東京都 足立区
株式会社アルファビズ 東京都 足立区
医療法人社団一亮会 東京都 足立区
株式会社栄達 東京都 足立区
Ｓ＆Ｃパートナーズ合同会社 東京都 足立区
株式会社ＭＧＭ 東京都 足立区
株式会社岡本工務店 東京都 足立区
株式会社鎌田自動車工業 東京都 足立区
ＤＯＯＲ　ＮＡＩＬ株式会社 東京都 足立区
日進電器株式会社 東京都 足立区
ＮｏＣｏｄｅ　Ｊａｐａｎ株式会社 東京都 足立区
株式会社光 東京都 足立区
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株式会社フィールドフォース 東京都 足立区
株式会社ユニテイ 東京都 足立区
有限会社梅津不動産 東京都 葛飾区
有限会社オカダイゴム 東京都 葛飾区
株式会社オリタニ 東京都 葛飾区
株式会社協栄製作所 東京都 葛飾区
株式会社セントインターナショナル 東京都 葛飾区
株式会社田原製作所 東京都 葛飾区
プロショップアルファ株式会社 東京都 葛飾区
株式会社ゆうゆう 東京都 葛飾区
株式会社アクシス 東京都 江戸川区
ＩＮＮ’Ｘ株式会社 東京都 江戸川区
株式会社エコラインシステム 東京都 江戸川区
Ｅｎ株式会社 東京都 江戸川区
株式会社Ａｌｌ　ｆｏｒ　ｙｏｕ 東京都 江戸川区
栄自動車株式会社 東京都 江戸川区
株式会社セイワ 東京都 江戸川区
株式会社マルエイ商事 東京都 江戸川区
株式会社リダクションテクノ 東京都 江戸川区
株式会社Ａｐｐｒｅｃｉａｔｅ 東京都 八王子市
窪添土地家屋調査士法人 東京都 八王子市
株式会社ジュン企画 東京都 八王子市
株式会社ナカツー 東京都 八王子市
株式会社南信精機製作所 東京都 八王子市
株式会社ハウジングサポーター 東京都 八王子市
橋本商事株式会社 東京都 八王子市
株式会社聖製作所 東京都 八王子市
株式会社メルヘン 東京都 八王子市
有限会社吉田建材 東京都 八王子市
株式会社サンケイシャーロック 東京都 立川市
株式会社ジェイフーズ 東京都 立川市
株式会社ハタラク 東京都 立川市
株式会社益子不動産 東京都 立川市
株式会社かえるハウス 東京都 武蔵野市
株式会社グッディーホーム 東京都 武蔵野市
株式会社コジマ笑店 東京都 武蔵野市
有限会社近藤製作所 東京都 武蔵野市
東京住宅サービス株式会社 東京都 武蔵野市
株式会社ＲＨＹ 東京都 三鷹市
株式会社アドリープ 東京都 三鷹市
ｅ．Ｓｐｉｒａｌ株式会社 東京都 三鷹市
株式会社ハウジング・エス 東京都 三鷹市
株式会社ボーダーライン 東京都 青梅市
株式会社Ｂａｃｃｈｕｓ 東京都 府中市
株式会社永真エンジニアリング 東京都 調布市
株式会社真光書店 東京都 調布市
株式会社ワークシステムサービス 東京都 調布市
株式会社Ｍ’ｓ　ｐｌａｎｎｉｎｇ 東京都 町田市
株式会社エル・シー・エー 東京都 町田市
ＯＺ’ｓ株式会社 東京都 町田市
株式会社キープ・ウィルダイニング 東京都 町田市
株式会社クラシス 東京都 町田市
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医療法人社団真清の会 東京都 町田市
ヒッコリー株式会社 東京都 町田市
株式会社フューチャーメソッド 東京都 町田市
特定非営利活動法人パーソナルケアサービス小金井かいわい 東京都 小金井市
株式会社藤友コーポレーション 東京都 小平市
眞生工業株式会社 東京都 日野市
株式会社Ｎｏｒｔｈ　Ｖｉｌｌａｇｅ 東京都 日野市
株式会社久米川紙業 東京都 東村山市
株式会社光陽ハウジング 東京都 東村山市
株式会社猿屋一家 東京都 国分寺市
森水木株式会社 東京都 国分寺市
社会福祉法人国立市社会福祉協議会 東京都 国立市
株式会社大多摩ハム小林商会 東京都 福生市
株式会社ニシカワ 東京都 東大和市
ふ田株式会社 東京都 清瀬市
株式会社ホームケアセンターイワサキ 東京都 清瀬市
有限会社アンリミット・ジャパン 東京都 多摩市
医療法人社団慈育会 東京都 多摩市
ソフィア有限会社 東京都 多摩市
株式会社デザイン・ウェーブ 東京都 多摩市
ホームテック株式会社 東京都 多摩市
株式会社秋川緑化 東京都 あきる野市
株式会社ＦＡＩＴＨＦＵＬ 東京都 あきる野市
三和建装株式会社 東京都 西東京市
株式会社スズキアリーナ瑞穂 東京都 瑞穂町
有限会社山本製作所 東京都 瑞穂町
社会福祉法人芳洋会 東京都 日の出町
東京マウンテン株式会社 東京都 檜原村
株式会社桧原きのこセンター 東京都 檜原村
株式会社ＡＣＲＯＳＳ 東京都 八丈町
朝倉 洋 東京都
東崎 進 東京都
池畑 守 東京都
石川 基 東京都
伊藤 忠生 東京都
井上 和雄 東京都
井上 良成 東京都
岩崎 龍 東京都
梅澤 宏亘 東京都
榎本 武士 東京都
大田 貢 東京都
大沼 卓也 東京都
唐澤 夏紀 東京都
川崎 智泰 東京都
木山 拓郎 東京都
久保田 高永 東京都
小林 功 東京都
今田 光世 東京都
近藤 美穂 東京都
坂根 隆文 東京都
﨑山 圭太 東京都
佐藤 寛治 東京都
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島﨑 明 東京都
島村 哲朗 東京都
染谷 益男 東京都
武澤 俊介 東京都
田中 耕誠 東京都
塚越 伸一 東京都
中井 啓之 東京都
中倉 ミナ子 東京都
長戸 努 東京都
長森 信行 東京都
楡井 和之 東京都
沼澤 広人 東京都
野口 昇範 東京都
藤田 幸司 東京都
藤村 茂 東京都
ポーター ベンジャミン 東京都
堀江 孝彰 東京都
松木 銘 東京都
宮坂 芳木 東京都
宮下 一樹 東京都
柚木 徹 東京都
若槻 祐介 東京都
若林 千智 東京都
若宮 俊樹 東京都
脇島 隆常 東京都
株式会社順真 神奈川県 横浜市
ハーモニーファーマシー株式会社 神奈川県 横浜市
有限会社ＢＰＩ 神奈川県 横浜市
株式会社福島住宅 神奈川県 横浜市
万通国際株式会社 神奈川県 横浜市
安武測量設計株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社ＭＦインターナショナル 神奈川県 横浜市
さくらＧＳ株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社三栄社 神奈川県 横浜市
ハウスランド株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社ブロードライト 神奈川県 横浜市
株式会社タスク 神奈川県 横浜市
株式会社ＮｏｕＲｉＳＨ 神奈川県 横浜市
横浜不動産情報株式会社 神奈川県 横浜市
有限会社横浜マネジメントサービス 神奈川県 横浜市
有限会社ロードワークス 神奈川県 横浜市
株式会社ウェルメディック・ジャパン 神奈川県 横浜市
株式会社ＦＡＪ 神奈川県 横浜市
株式会社共栄社 神奈川県 横浜市
株式会社グリーンインコーポレーテッド 神奈川県 横浜市
サイバーネット株式会社 神奈川県 横浜市
医療法人社団スマイルコネクト 神奈川県 横浜市
合同会社たかざと．ｃｏｍ 神奈川県 横浜市
柏志源株式会社 神奈川県 横浜市
公益財団法人横浜企業経営支援財団 神奈川県 横浜市
株式会社ＬＦＣ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ 神奈川県 横浜市
株式会社ケイ・ワイ 神奈川県 横浜市
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株式会社司工事 神奈川県 横浜市
ＳＩＬＶＥＲ　ＣＨＯＲＤ株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社桧山 神奈川県 横浜市
有限会社平川興業 神奈川県 横浜市
マイホワイト合同会社 神奈川県 横浜市
医療法人社団青木こどもクリニック 神奈川県 横浜市
三恵印刷興業株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社ザ・カスタム 神奈川県 横浜市
信維通信日本株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社ストーリー 神奈川県 横浜市
株式会社トッケン 神奈川県 横浜市
株式会社ホーゲン薬局 神奈川県 横浜市
株式会社ヨコハマ地所 神奈川県 横浜市
有限会社秋元石材店 神奈川県 横浜市
株式会社ココハナ 神奈川県 横浜市
株式会社長野工務店 神奈川県 横浜市
医療法人社団オレンジグループ 神奈川県 横浜市
近代ホーム株式会社 神奈川県 横浜市
有限会社弘建工業 神奈川県 横浜市
セフテイー電気用品株式会社 神奈川県 横浜市
有限会社フロムワン 神奈川県 横浜市
株式会社アイルビルド 神奈川県 横浜市
内田設計企画株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社神戸機械工業 神奈川県 横浜市
株式会社協進 神奈川県 横浜市
合同会社ＴＫＣ 神奈川県 横浜市
株式会社下重塗装店 神奈川県 横浜市
株式会社カスタムメディカル研究所 神奈川県 横浜市
株式会社テンメディカル 神奈川県 横浜市
株式会社高溝 神奈川県 横浜市
株式会社ゼンワ 神奈川県 横浜市
パーツクリエーター株式会社 神奈川県 横浜市
医療法人社団陽太会 神奈川県 横浜市
株式会社夢工房 神奈川県 横浜市
小田土木株式会社 神奈川県 川崎市
さくらＴＬＳ株式会社 神奈川県 川崎市
有限会社サンエイ 神奈川県 川崎市
城南産業株式会社 神奈川県 川崎市
神明電機株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社室星 神奈川県 川崎市
株式会社ＩＫホーム 神奈川県 川崎市
株式会社ＫＵＮＩ建築工房 神奈川県 川崎市
有限会社小室商店 神奈川県 川崎市
株式会社佐々木工務店 神奈川県 川崎市
有限会社清水工務店 神奈川県 川崎市
株式会社IEST 神奈川県 川崎市
株式会社エストラスト 神奈川県 川崎市
株式会社エヌ・プランニング 神奈川県 川崎市
株式会社光洲産業 神奈川県 川崎市
株式会社ＮＥＮＧＯ 神奈川県 川崎市
有限会社五十畑製作所 神奈川県 川崎市
株式会社ズール 神奈川県 川崎市
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有限会社ブロードウェイ・ライン・カンパニー 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
有限会社秀林 神奈川県 川崎市
株式会社西久 神奈川県 川崎市
中新産業株式会社 神奈川県 川崎市
株式会社リンデン 神奈川県 川崎市
有限会社小山設備 神奈川県 相模原市
株式会社サーティーフォー 神奈川県 相模原市
有限会社新建エクスプランニング 神奈川県 相模原市
株式会社ティーフォーエル 神奈川県 相模原市
有限会社上溝石材 神奈川県 相模原市
有限会社松井庭園 神奈川県 相模原市
株式会社クレワホームズ 神奈川県 相模原市
有限会社大相エムエイティ 神奈川県 相模原市
株式会社ＮＥＷ　ＦＩＥＬＤ 神奈川県 相模原市
株式会社　葵 神奈川県 横須賀市
アポロプレシジョン株式会社 神奈川県 横須賀市
株式会社エム・エム 神奈川県 横須賀市
学校法人鴨居学園 神奈川県 横須賀市
株式会社明伸電設 神奈川県 横須賀市
小林運輸株式会社 神奈川県 平塚市
有限会社三洋管材 神奈川県 平塚市
石原工務店株式会社 神奈川県 鎌倉市
大倉設備工業株式会社 神奈川県 鎌倉市
鎌倉ビール醸造株式会社 神奈川県 鎌倉市
株式会社ヘミングアーツ 神奈川県 鎌倉市
有限会社米澤工務店 神奈川県 鎌倉市
ＮＳ技建株式会社 神奈川県 藤沢市
株式会社紺野企業 神奈川県 藤沢市
湘南リフォーム株式会社 神奈川県 藤沢市
株式会社杉藤 神奈川県 藤沢市
株式会社登志ま園 神奈川県 藤沢市
有限会社リプロ 神奈川県 藤沢市
株式会社Ｋ・エクステリア 神奈川県 小田原市
有限会社サポートライフ西湘 神奈川県 小田原市
住まいる株式会社 神奈川県 小田原市
有限会社牧野工務店 神奈川県 小田原市
有限会社勝己建設 神奈川県 逗子市
田ノ上商事株式会社 神奈川県 三浦市
株式会社Ｓｔａｒｔ 神奈川県 秦野市
多田プレス工業株式会社 神奈川県 秦野市
有限会社和田技研 神奈川県 秦野市
株式会社弘陽電設 神奈川県 厚木市
株式会社斉藤衣裳店 神奈川県 厚木市
株式会社花上工務店 神奈川県 厚木市
株式会社かもめ薬局 神奈川県 大和市
株式会社ジェムス 神奈川県 大和市
株式会社成和 神奈川県 大和市
株式会社フリーダム 神奈川県 大和市
Ｌｕｘｕｒｙ　Ｄｅｓｉｇｎ’９８株式会社 神奈川県 大和市
株式会社田中建設 神奈川県 伊勢原市
有限会社渡辺自動車 神奈川県 伊勢原市
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有限会社深沢製作所 神奈川県 海老名市
草光建設株式会社 神奈川県 座間市
有限会社まるは中村組 神奈川県 南足柄市
茅ケ崎工業株式会社 神奈川県 綾瀬市
株式会社葉山ガーデン 神奈川県 葉山町
株式会社スペースクリエーター 神奈川県 大磯町
株式会社トータルライフサービス 神奈川県 大磯町
株式会社大村建材 神奈川県 開成町
安藤 優 神奈川県
一之瀬 達也 神奈川県
岩嵜 宏成 神奈川県
岩澤 勝彦 神奈川県
卯城 恒生 神奈川県
宇野 雅仁 神奈川県
大久保 辰雄 神奈川県
大森 澄枝 神奈川県
小又 学 神奈川県
鎌田 英行 神奈川県
木下 みよん 神奈川県
栗原 嗣 神奈川県
小城 哲治 神奈川県
佐々木 順次朗 神奈川県
鈴木 丈 神奈川県
砂田 章 神奈川県
宅井 龍文 神奈川県
田村 みはる 神奈川県
丹 茂孝 神奈川県
中島 敏行 神奈川県
中西 義則 神奈川県
橋本 和 神奈川県
樋口 洋 神奈川県
有限会社田中工業 新潟県 新潟市
株式会社統和工業 新潟県 新潟市
松浜自動車株式会社 新潟県 新潟市
有限会社クリーンニイガタ 新潟県 新潟市
新創株式会社 新潟県 新潟市
株式会社新日ハウジング 新潟県 新潟市
株式会社大栄建設 新潟県 新潟市
株式会社キタカタ 新潟県 新潟市
株式会社ＴＥＤ　ＨＯＭＥＳ 新潟県 新潟市
有限会社中山自動車商会 新潟県 新潟市
新潟プレハブ工業株式会社 新潟県 新潟市
日生ホールディングス株式会社 新潟県 新潟市
株式会社FIGHT 新潟県 新潟市
株式会社フロンティア 新潟県 新潟市
株式会社ミスターパイプレンチ 新潟県 新潟市
株式会社阿部組 新潟県 新潟市
株式会社嘉瀬小林組 新潟県 新潟市
株式会社新発田屋 新潟県 新潟市
ブライト株式会社 新潟県 新潟市
株式会社本間建設工業 新潟県 新潟市
ｅ．ｍ．ｊ．ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ株式会社 新潟県 新潟市
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有限会社黒埼施設管理サービス 新潟県 新潟市
有限会社みずき野建設 新潟県 新潟市
有限会社富山建業 新潟県 新潟市
明和工業株式会社 新潟県 新潟市
有限会社和光 新潟県 新潟市
株式会社阿部建設 新潟県 長岡市
有限会社大渕商事 新潟県 長岡市
共同土木株式会社 新潟県 長岡市
ツチダ塗装株式会社 新潟県 長岡市
有限会社ナガミ工業 新潟県 長岡市
株式会社南陽精工 新潟県 長岡市
吉茂造園株式会社 新潟県 長岡市
鈴喜建設株式会社 新潟県 三条市
ニイガタ製販株式会社 新潟県 三条市
有限会社樋口工作所 新潟県 三条市
有限会社テプラス野沢 新潟県 小千谷市
山﨑醸造株式会社 新潟県 小千谷市
株式会社アース・クリエイト 新潟県 十日町市
株式会社木村組 新潟県 村上市
北斗測量調査株式会社 新潟県 村上市
株式会社青芳 新潟県 燕市
下村企販株式会社 新潟県 燕市
株式会社高村工務所 新潟県 糸魚川市
家’Ｓハセガワ株式会社 新潟県 妙高市
株式会社石曽根工務店 新潟県 妙高市
有限会社三根山商会 新潟県 五泉市
株式会社クレセント新潟 新潟県 上越市
サクラ印刷株式会社 新潟県 上越市
有限会社東頸設備 新潟県 上越市
株式会社フジ工業 新潟県 上越市
株式会社小島組 新潟県 阿賀野市
株式会社ハナザワ 新潟県 阿賀野市
以成自動車販売株式会社 新潟県 佐渡市
株式会社タイラ 新潟県 佐渡市
有限会社魚沼総業 新潟県 南魚沼市
桑原建設株式会社 新潟県 南魚沼市
田部鉄工エンジニアリング株式会社 新潟県 阿賀町
上村 義家 新潟県
川見 生司 新潟県
齋藤 和徳 新潟県
谷川 智 新潟県
大澤工業株式会社 富山県 富山市
大沢野工業有限会社 富山県 富山市
有限会社金岡造園 富山県 富山市
有限会社キタノ住建 富山県 富山市
有限会社古志建設運輸 富山県 富山市
有限会社三協土木 富山県 富山市
杉政貿易株式会社 富山県 富山市
辻建設株式会社 富山県 富山市
株式会社ＴＭＳ 富山県 富山市
株式会社仁平 富山県 富山市
株式会社ＮＯＯＮＥ 富山県 富山市
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ハヤシ工業株式会社 富山県 富山市
株式会社Ｖｉｓｉｏｎ 富山県 富山市
株式会社町設計 富山県 富山市
株式会社インサイト 富山県 高岡市
株式会社ココロ 富山県 高岡市
株式会社サン美術工芸 富山県 高岡市
大成ハウジング加越株式会社 富山県 高岡市
株式会社長谷川自動車 富山県 高岡市
株式会社宮下組 富山県 高岡市
有限会社西森組 富山県 砺波市
多田自動車工業株式会社 富山県 小矢部市
株式会社吉田組 富山県 小矢部市
ＫＯＫＩ株式会社 富山県 射水市
庄川沿岸漁業協同組合連合会 富山県 射水市
株式会社松田自動車 富山県 射水市
有限会社マルイケエルカンパニー 富山県 射水市
鹿熊工業株式会社 富山県 朝日町
金盛 文孝 富山県
鄭 金春 富山県
本永 武志 富山県
石川近鉄タクシー株式会社 石川県 金沢市
株式会社ＦＫｔ．Ｌａｂ 石川県 金沢市
株式会社大地電業所 石川県 金沢市
株式会社共同設計 石川県 金沢市
窪建設株式会社 石川県 金沢市
黒崎産業株式会社 石川県 金沢市
株式会社駒津組 石川県 金沢市
辰巳建設株式会社 石川県 金沢市
西川輸送株式会社 石川県 金沢市
株式会社日本パーツセンター 石川県 金沢市
株式会社ホクチン 石川県 金沢市
株式会社マツバラ 石川県 金沢市
株式会社未来創造 石川県 金沢市
特定非営利活動法人みんなの力駅西 石川県 金沢市
株式会社ＲＡＩＤＥＮＴＳ　ＪＡＰＡＮ 石川県 金沢市
太陽警備保障株式会社 石川県 七尾市
有限会社木下石材 石川県 小松市
新栄金属株式会社 石川県 小松市
有限会社治下組 石川県 加賀市
株式会社マルヰ 石川県 加賀市
有限会社村中自動車 石川県 加賀市
よろづや観光株式会社 石川県 加賀市
株式会社翔志 石川県 白山市
株式会社西工建 石川県 白山市
株式会社水上商会 石川県 白山市
株式会社ライデンペール 石川県 白山市
有限会社石原建設工業 石川県 野々市市
株式会社ケーフーズ 石川県 野々市市
株式会社オキシー 石川県 内灘町
有限会社ＳＩＣ 石川県 穴水町
大村 有人 石川県
株式会社ＵＮＦＯＬＤ 福井県 福井市
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株式会社宇野 福井県 福井市
株式会社川上測量コンサルタント 福井県 福井市
株式会社カワグチ 福井県 福井市
株式会社クリエーション 福井県 福井市
株式会社シンタニコンストラクト 福井県 福井市
社会福祉法人清泉会 福井県 福井市
医療法人千寿会 福井県 福井市
株式会社ビリオンフーズハヤシ 福井県 福井市
学校法人福井加茂学園 福井県 福井市
水間石材工業株式会社 福井県 福井市
村上大理石株式会社 福井県 福井市
株式会社ヤマゴ 福井県 福井市
湯川社会保険労務士法人 福井県 福井市
有限会社ツルガ部品 福井県 敦賀市
株式会社日章土地 福井県 敦賀市
株式会社Ｎｅｘｓｔ 福井県 敦賀市
有限会社高鳥紙業 福井県 小浜市
株式会社伍代工務店 福井県 鯖江市
サンエー光学株式会社 福井県 鯖江市
株式会社リム精工 福井県 鯖江市
カワイ株式会社 福井県 越前市
山田土木株式会社 福井県 越前市
株式会社長田工業所 福井県 坂井市
カワイローラ株式会社 福井県 永平寺町
株式会社ＫｉＫｉ 福井県 越前町
若狭電設有限会社 福井県 高浜町
今川 康弘 福井県
姜 慶南 福井県
中上 久範 福井県
松井 秀樹 福井県
株式会社インテリアワコー 山梨県 甲府市
有限会社エクステリア中川 山梨県 甲府市
株式会社オズ・プリンティング 山梨県 甲府市
株式会社けやき総合管理 山梨県 甲府市
大栄土木建設株式会社 山梨県 甲府市
株式会社大甲工業 山梨県 甲府市
有限会社古屋商店 山梨県 甲府市
坂本建設株式会社 山梨県 山梨市
株式会社竹田精機製作所 山梨県 大月市
峡北工業株式会社 山梨県 韮崎市
株式会社山立建設工業 山梨県 韮崎市
有限会社グローイング 山梨県 南アルプス市
株式会社三空ナチュラルライフ 山梨県 南アルプス市
ジット株式会社 山梨県 南アルプス市
長谷川醸造株式会社 山梨県 南アルプス市
株式会社輪田道路 山梨県 南アルプス市
株式会社サンホーム 山梨県 甲斐市
株式会社創建舎 山梨県 笛吹市
株式会社ブレーンズ 山梨県 笛吹市
有限会社小林石材店 山梨県 市川三郷町
有限会社馬場工務所 山梨県 南部町
大竹 潤 山梨県
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渡邊 晃基 山梨県
税理士法人青葉会計 長野県 長野市
株式会社岩倉商事長野 長野県 長野市
有限会社風間車輌販売 長野県 長野市
株式会社キッツワーク 長野県 長野市
栗林建設有限会社 長野県 長野市
有限会社コモリ 長野県 長野市
有限会社八光食品工業 長野県 長野市
株式会社和田組 長野県 長野市
株式会社和田興業 長野県 長野市
特許業務法人 綿貫国際特許・商標事務所 長野県 長野市
株式会社ｗｉｌｌＢ 長野県 松本市
大澤塗装工業株式会社 長野県 松本市
株式会社グランドスポーツ・ジャパン 長野県 松本市
SUNRISE株式会社 長野県 松本市
株式会社信州グリーン 長野県 松本市
株式会社テオリアランバーテック 長野県 松本市
社会福祉法人てまり 長野県 松本市
医療法人飛翔会 長野県 松本市
合同会社フォーシーズン 長野県 松本市
株式会社降籏物産 長野県 松本市
株式会社らぼ 長野県 松本市
有限会社小林自動車 長野県 上田市
有限会社ボディークリニックタグチ 長野県 上田市
株式会社ヤナギダ 長野県 上田市
有限会社玉木商店 長野県 岡谷市
株式会社本多建設 長野県 岡谷市
有限会社丸中濱モータース 長野県 岡谷市
株式会社いとう 長野県 飯田市
株式会社近藤工務店 長野県 飯田市
有限会社森脇精機 長野県 飯田市
株式会社カイテック 長野県 諏訪市
株式会社こうしん 長野県 諏訪市
市川建設株式会社 長野県 須坂市
有限会社オールサポート 長野県 小諸市
株式会社極昇 長野県 小諸市
株式会社浅麓開発 長野県 小諸市
有限会社竹之内建設 長野県 小諸市
株式会社唐木屋石材工芸 長野県 伊那市
株式会社伊勢喜 長野県 駒ヶ根市
株式会社ＳＯＵＬ 長野県 大町市
株式会社田澤工務店 長野県 飯山市
北村機電株式会社 長野県 茅野市
株式会社ちの自動車センター 長野県 茅野市
株式会社ツカモト 長野県 茅野市
有限会社森川デンキ 長野県 塩尻市
株式会社ライオンハーツデコレート 長野県 塩尻市
株式会社シナノ 長野県 佐久市
有限会社フジヨシエステート 長野県 佐久市
株式会社丸山工務店 長野県 佐久市
株式会社リューケンハイム 長野県 佐久市
株式会社旭水工 長野県 千曲市
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株式会社コウシン 長野県 千曲市
株式会社グラフィックツール 長野県 東御市
株式会社オーヤマ精工 長野県 安曇野市
有限会社川口モータース工場 長野県 安曇野市
富士開発株式会社 長野県 安曇野市
有限会社明北電気工業 長野県 安曇野市
株式会社黒澤組 長野県 小海町
株式会社シティープラン 長野県 軽井沢町
株式会社山常 長野県 長和町
有限会社山本管工事 長野県 富士見町
信用建設株式会社 長野県 辰野町
ビーウィッシュ有限会社 長野県 辰野町
有限会社下平石材店 長野県 飯島町
南部建設有限会社 長野県 泰阜村
生坂竹内工務店有限会社 長野県 生坂村
桐原 満 長野県
株式会社安全 岐阜県 岐阜市
株式会社エルエックス 岐阜県 岐阜市
医療法人回生会 岐阜県 岐阜市
岐阜アイベス株式会社 岐阜県 岐阜市
三興精機株式会社 岐阜県 岐阜市
株式会社Ｊ－ＰＬＡＮＥＴ 岐阜県 岐阜市
株式会社トリム 岐阜県 岐阜市
ドルフィン株式会社 岐阜県 岐阜市
日本水機工株式会社 岐阜県 岐阜市
株式会社ネクスト名和 岐阜県 岐阜市
八森計画合同会社 岐阜県 岐阜市
株式会社春近製作所 岐阜県 岐阜市
有限会社ピア 岐阜県 岐阜市
医療法人Ｐｅａｃｅ　ｈｅａｒｔ 岐阜県 岐阜市
株式会社ひょうたん姉妹 岐阜県 岐阜市
株式会社藤本重兵衛商店 岐阜県 岐阜市
株式会社村木モータース 岐阜県 岐阜市
山口鋼業株式会社 岐阜県 岐阜市
株式会社大垣インター自動車 岐阜県 大垣市
太陽研磨材株式会社 岐阜県 大垣市
株式会社中央土地建物 岐阜県 大垣市
株式会社堤工業所 岐阜県 大垣市
東海福祉株式会社 岐阜県 大垣市
有限会社パティスリー・ヌーヴ 岐阜県 大垣市
朝日エンジニアリング有限会社 岐阜県 高山市
株式会社岩佐鐵工所 岐阜県 高山市
株式会社蜘手電気 岐阜県 高山市
株式会社杉建 岐阜県 高山市
有限会社中家組 岐阜県 高山市
有限会社中山造園 岐阜県 高山市
美笠建設株式会社 岐阜県 高山市
株式会社オオノ工業 岐阜県 関市
株式会社こうえき社 岐阜県 関市
株式会社長沼水道工業所 岐阜県 関市
株式会社藤建 岐阜県 関市
株式会社山中工務店 岐阜県 関市
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株式会社ヤマムラ 岐阜県 関市
大山土木有限会社 岐阜県 中津川市
田口土木株式会社 岐阜県 中津川市
株式会社ｂｏｄａｉｊｙｕ 岐阜県 羽島市
株式会社タスキグリーンワークス 岐阜県 恵那市
タンドール製菓株式会社 岐阜県 美濃加茂市
株式会社ハイロード 岐阜県 美濃加茂市
株式会社丸和建設 岐阜県 美濃加茂市
アキセントラルサービス株式会社 岐阜県 各務原市
株式会社ＳＴＮ 岐阜県 各務原市
医療法人社団久遠会 岐阜県 各務原市
株式会社坂井石材 岐阜県 各務原市
株式会社ファミリー 岐阜県 可児市
株式会社三建エンジニアリング 岐阜県 山県市
モリタ株式会社 岐阜県 山県市
株式会社蓑島ロジスティックス 岐阜県 瑞穂市
郡上漁業協同組合 岐阜県 郡上市
株式会社高垣組 岐阜県 郡上市
株式会社エム・エムテクニカル産業 岐阜県 海津市
株式会社アセンテジャパン 岐阜県 岐南町
株式会社サンリース 岐阜県 岐南町
シーシーエス株式会社 岐阜県 岐南町
大丸開発株式会社 岐阜県 岐南町
東海ライニング工業株式会社 岐阜県 安八町
株式会社田中屋ＦＯＯＤ　ＳＥＲＶＩＣＥ 岐阜県 大野町
株式会社上野カーズ 岐阜県 池田町
有限会社竹中 岐阜県 池田町
株式会社ワタナベ 岐阜県 池田町
有限会社フランボワーズ 岐阜県 北方町
伊藤建設株式会社 岐阜県 坂祝町
幸陽印刷有限会社 岐阜県 川辺町
株式会社日の丸製菓 岐阜県 八百津町
株式会社東濃開発 岐阜県 御嵩町
飯田 祥多 岐阜県
小川 進太郎 岐阜県
奥 真美賀 岐阜県
梶川 潔 岐阜県
北倉 拓也 岐阜県
酒井 礼子 岐阜県
西尾 綱記 岐阜県
野崎 清美 岐阜県
原田 盛將 岐阜県
古里 圭史 岐阜県
三浦 藤雄 岐阜県
石福建設株式会社 静岡県 静岡市
株式会社トキノスタンス 静岡県 静岡市
平井工業株式会社 静岡県 静岡市
有限会社前田重工業 静岡県 静岡市
株式会社マサモリ 静岡県 静岡市
株式会社ヤマウグリーン 静岡県 静岡市
インザライフ株式会社 静岡県 静岡市
昭和ハウジング株式会社 静岡県 静岡市
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株式会社駿河交通 静岡県 静岡市
株式会社東和 静岡県 静岡市
合同会社ハイペリオン 静岡県 静岡市
株式会社福泉 静岡県 静岡市
株式会社菱栄 静岡県 静岡市
合同アスファルト株式会社 静岡県 静岡市
株式会社二輪舎 静岡県 静岡市
株式会社むらさき 静岡県 静岡市
有限会社アリエダ産業 静岡県 浜松市
有限会社大沼工業 静岡県 浜松市
株式会社ｈｉｒｏ　ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ 静岡県 浜松市
ユービーサポート株式会社 静岡県 浜松市
株式会社みちいろ 静岡県 浜松市
株式会社インテック 静岡県 浜松市
株式会社電器堂 静岡県 浜松市
株式会社ムラックス 静岡県 浜松市
株式会社オーテック 静岡県 浜松市
株式会社孔明建設 静岡県 浜松市
株式会社加賀美製作 静岡県 浜松市
株式会社熊切製茶 静岡県 浜松市
株式会社ツカサ 静岡県 沼津市
株式会社藤幸建設 静岡県 沼津市
日本ガス興業株式会社 静岡県 沼津市
有限会社望月工業所 静岡県 沼津市
社会福祉法人炉暖会 静岡県 沼津市
株式会社Ｒ＆Ｒ 静岡県 熱海市
株式会社植野建築設計事務所 静岡県 三島市
株式会社小河屋商事 静岡県 三島市
大場建設株式会社 静岡県 三島市
株式会社朝日鉄建 静岡県 富士宮市
エヌエスワン株式会社 静岡県 富士宮市
株式会社鈴木組 静岡県 富士宮市
有限会社なの花 静岡県 富士宮市
株式会社坐漁莊 静岡県 伊東市
株式会社新光重機土木 静岡県 伊東市
有限会社杉進建設 静岡県 伊東市
株式会社島田鋼板 静岡県 島田市
藤栄建設株式会社 静岡県 島田市
株式会社イーシーセンター 静岡県 富士市
有限会社岩間自動車 静岡県 富士市
株式会社エフエイ・トムス 静岡県 富士市
大石工建株式会社 静岡県 富士市
株式会社伍十鉄工所 静岡県 富士市
有限会社サトル精工 静岡県 富士市
株式会社鈴木モータース 静岡県 富士市
株式会社ハウシード 静岡県 富士市
富士電設株式会社 静岡県 富士市
株式会社Ｂｅｌｆｉｏｒｅ 静岡県 富士市
有限会社宮本設備 静岡県 富士市
ケアル株式会社 静岡県 磐田市
有限会社西田組 静岡県 磐田市
株式会社プラスアート 静岡県 磐田市
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Ｌｏｃｏｎｅｃｔ株式会社 静岡県 磐田市
株式会社柳屋本店 静岡県 焼津市
佐々木製茶株式会社 静岡県 掛川市
トモエ工芸株式会社 静岡県 掛川市
中根製茶株式会社 静岡県 掛川市
株式会社カルタス本郷 静岡県 藤枝市
さくら設備工業有限会社 静岡県 藤枝市
株式会社下田電化設備工業 静岡県 下田市
株式会社資産対策研究所 静岡県 裾野市
株式会社中川商店 静岡県 裾野市
南部電設株式会社 静岡県 湖西市
梅原土建工業株式会社 静岡県 伊豆市
むつわ建設株式会社 静岡県 伊豆市
有限会社東愛 静岡県 御前崎市
株式会社オーザ 静岡県 菊川市
株式会社静岡ツーリスト 静岡県 菊川市
株式会社高村設備 静岡県 東伊豆町
有限会社宇田建設 静岡県 南伊豆町
栄久工業株式会社 静岡県 長泉町
有限会社正翠園 静岡県 長泉町
株式会社吉田製作所 静岡県 小山町
株式会社システム・トゥエンティーワン 静岡県 吉田町
合志 大輔 静岡県
柴田 和己 静岡県
高橋 基 静岡県
俵 晃子 静岡県
前田 拓志 静岡県
吉川 元仁 静岡県
米山 直也 静岡県
ＫＡＳＵＧＡＩ株式会社 愛知県 名古屋市
有限会社建築計画工房 愛知県 名古屋市
株式会社ソニックビジョン 愛知県 名古屋市
チャプターツー株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社八朗 愛知県 名古屋市
株式会社ミライベクトル 愛知県 名古屋市
名三工業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社もうり調剤 愛知県 名古屋市
株式会社桶庄 愛知県 名古屋市
キョーワライブケア株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ＦＬＡＧＳコンサルティング 愛知県 名古屋市
株式会社プランドゥ 愛知県 名古屋市
株式会社マナイキラボ 愛知県 名古屋市
株式会社ＭＩＲＡＩ　ＨＯＭＥ 愛知県 名古屋市
朝日金属株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ＡＸ 愛知県 名古屋市
木下精密工業株式会社 愛知県 名古屋市
京浜化成株式会社 愛知県 名古屋市
旭産業有限会社 愛知県 名古屋市
株式会社イーデザイン 愛知県 名古屋市
株式会社Ｇａｒｄｅｎ 愛知県 名古屋市
医療法人光煌会 愛知県 名古屋市
株式会社サントーワ 愛知県 名古屋市
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株式会社トラベルコンシェルジュ 愛知県 名古屋市
富士工業計器株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社港屋 愛知県 名古屋市
株式会社吉田エス・ケイ・テイ 愛知県 名古屋市
株式会社スタッフエージェント 愛知県 名古屋市
株式会社マリモ 愛知県 名古屋市
伊勢久株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ＡＪドリームクリエイト 愛知県 名古屋市
株式会社エスニック 愛知県 名古屋市
エム・アイ化粧品株式会社 愛知県 名古屋市
大矢伝動精機株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社かん・ぜおん 愛知県 名古屋市
株式会社ジャパンモーゲージパートナーズ 愛知県 名古屋市
株式会社スマイル不動産 愛知県 名古屋市
太平産業株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社武 愛知県 名古屋市
中京ハウジング株式会社 愛知県 名古屋市
有限会社マーム 愛知県 名古屋市
医療法人緑葉会 愛知県 名古屋市
エイトデザイン株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社フォレスト 愛知県 名古屋市
株式会社柘植製作所 愛知県 名古屋市
株式会社アイティーサポート 愛知県 名古屋市
楠精工株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ミドリ商会 愛知県 名古屋市
株式会社ｉｆサポート 愛知県 名古屋市
有限会社恒心 愛知県 名古屋市
株式会社サンコー 愛知県 名古屋市
医療法人想生会 愛知県 名古屋市
株式会社大福 愛知県 名古屋市
日幸商事株式会社 愛知県 名古屋市
ハヤマ運輸株式会社 愛知県 名古屋市
百年住宅中部株式会社 愛知県 名古屋市
エンパイアホールディングス株式会社 愛知県 名古屋市
トクデンコスモ株式会社 愛知県 名古屋市
有限会社名古屋教育文化センター 愛知県 名古屋市
株式会社アリナプラント 愛知県 名古屋市
株式会社三機工業所 愛知県 名古屋市
有限会社島田金型製作所 愛知県 名古屋市
株式会社丸政 愛知県 名古屋市
株式会社アクアテック 愛知県 名古屋市
株式会社シコー 愛知県 名古屋市
ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ　ＦＬＯＷ株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ハピカム 愛知県 名古屋市
ピースマイル株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ボディワークサービス 愛知県 名古屋市
株式会社ＬＩＮＯＶＡＴＨ 愛知県 名古屋市
株式会社旭工務店 愛知県 名古屋市
株式会社イワノ 愛知県 名古屋市
株式会社極東精機 愛知県 名古屋市
クラシスホーム株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社三洋製作所 愛知県 名古屋市
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合同会社タカプランニング 愛知県 名古屋市
株式会社テクノ鈴秀 愛知県 名古屋市
特定非営利活動法人うめの森ヴァルドルフ子ども園 愛知県 名古屋市
医療法人信義会 愛知県 名古屋市
Ｌｅａｓｉｎｇ　ｐｌａｎｎｅｒ株式会社 愛知県 名古屋市
有限会社イナバカンパニー 愛知県 名古屋市
株式会社エヌジェイジー 愛知県 名古屋市
有限会社ナガヤ 愛知県 名古屋市
マルホ産業株式会社 愛知県 名古屋市
有限会社水善 愛知県 名古屋市
株式会社ロイヤルポルテ 愛知県 名古屋市
株式会社エーエスワークス 愛知県 豊橋市
株式会社エクアプラン 愛知県 豊橋市
株式会社晃 愛知県 豊橋市
株式会社酒井製作所 愛知県 豊橋市
社会福祉法人松竹会 愛知県 豊橋市
東部モーター株式会社 愛知県 豊橋市
山本瓦工業株式会社 愛知県 豊橋市
浅井土木建設株式会社 愛知県 岡崎市
株式会社糸崎工務店 愛知県 岡崎市
株式会社オチアイネクサス 愛知県 岡崎市
サンダイ産業株式会社 愛知県 岡崎市
有限会社杉本石材店 愛知県 岡崎市
ファーストライン株式会社 愛知県 岡崎市
一宮電話興業株式会社 愛知県 一宮市
株式会社梶浦設計事務所 愛知県 一宮市
株式会社カナックス 愛知県 一宮市
合同会社大和セラミック 愛知県 一宮市
株式会社トライアンファント 愛知県 一宮市
株式会社八丁商会 愛知県 一宮市
株式会社ファッションラボコバヤシ 愛知県 一宮市
有限会社サンエス 愛知県 瀬戸市
株式会社アクシス 愛知県 半田市
医療法人歯科ハミール 愛知県 半田市
医療法人恵洲会 愛知県 春日井市
医療法人社団交和会 愛知県 春日井市
有限会社沢来 愛知県 春日井市
株式会社長縄工務店 愛知県 春日井市
株式会社成瀬自動車 愛知県 春日井市
宇都宮工業株式会社 愛知県 豊川市
有限会社ナガサカ自動車 愛知県 豊川市
株式会社関徳 愛知県 津島市
株式会社井戸森工事 愛知県 碧南市
株式会社アパートセンターオカモト 愛知県 刈谷市
有限会社安全自動車 愛知県 刈谷市
株式会社ＦＤ 愛知県 刈谷市
有限会社平山鉄工所 愛知県 刈谷市
株式会社ＡＴＳ 愛知県 豊田市
株式会社丸見矢 愛知県 豊田市
Ｌｉｖ　Ｌｉｆｅ．Ｋｕｒｏｙａｎａｇｉ株式会社 愛知県 豊田市
医療法人Ｓ＆Ｃオリーブ歯科 愛知県 安城市
エポックス株式会社 愛知県 安城市
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医療法人坂口歯科医院 愛知県 安城市
株式会社杉浦機械 愛知県 安城市
ファインマシーンカタオカ株式会社 愛知県 安城市
株式会社ぼてこアンドぼてじゅう 愛知県 安城市
有限会社オインク 愛知県 西尾市
株式会社兼子設備 愛知県 西尾市
株式会社吉良商店 愛知県 西尾市
株式会社SUZUKI HEALTH PLANNING 愛知県 西尾市
ＷＸ株式会社 愛知県 西尾市
中部金型工業株式会社 愛知県 西尾市
東海空圧機器株式会社 愛知県 西尾市
サンローズ株式会社 愛知県 蒲郡市
医療法人進英会 愛知県 蒲郡市
有限会社櫻井製作所 愛知県 常滑市
有限会社森政 愛知県 常滑市
有限会社藤井紙器工業所 愛知県 江南市
有限会社落合建材店 愛知県 小牧市
有限会社小牧造園 愛知県 小牧市
有限会社サンコーモールド 愛知県 小牧市
東洋食品株式会社 愛知県 小牧市
有限会社トーケン 愛知県 小牧市
フォーチュン株式会社 愛知県 小牧市
名備運輸株式会社 愛知県 小牧市
社会福祉法人愛知泉福祉会 愛知県 稲沢市
愛知農園植木苗木株式会社 愛知県 稲沢市
株式会社ごんだ 愛知県 新城市
有限会社杉江造園 愛知県 東海市
有限会社インシュランストーカイ 愛知県 大府市
株式会社オニックス・コンドー 愛知県 大府市
有限会社矢田化学工業 愛知県 大府市
株式会社大洋商会 愛知県 知多市
有限会社花村新聞店 愛知県 尾張旭市
有限会社坂新聞店 愛知県 尾張旭市
合同会社不二企画 愛知県 尾張旭市
株式会社武山精密 愛知県 高浜市
株式会社東豊商会 愛知県 高浜市
株式会社アイホク 愛知県 岩倉市
有限会社尾州工業 愛知県 岩倉市
有限会社野田設備 愛知県 豊明市
有限会社中央テック 愛知県 日進市
株式会社テラモト 愛知県 日進市
株式会社ｋｅｊ 愛知県 田原市
有限会社大時建築 愛知県 愛西市
株式会社プロスパージャパン 愛知県 愛西市
有限会社はやかわ 愛知県 清須市
株式会社オデック 愛知県 北名古屋市
牧昇土地株式会社 愛知県 北名古屋市
ＭＩＹＡＭＩ株式会社 愛知県 北名古屋市
大田建設株式会社 愛知県 弥富市
スギショーテック株式会社 愛知県 弥富市
ＤＪＥＤ　ＳＴＹＬＥ株式会社 愛知県 あま市
株式会社萩健巧 愛知県 長久手市
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株式会社アクタス 愛知県 大口町
株式会社サカイ 愛知県 大口町
有限会社城陽自動車 愛知県 扶桑町
大恵建築株式会社 愛知県 扶桑町
有限会社インテリア服部 愛知県 蟹江町
株式会社戸谷組 愛知県 蟹江町
株式会社ガーデン知多 愛知県 阿久比町
社会福祉法人南部保育園 愛知県 阿久比町
大成工機株式会社 愛知県 東浦町
有限会社船戸工務店 愛知県 武豊町
相宮 秀俊 愛知県
飯田 芳郎 愛知県
池田 恭平 愛知県
市川 正幸 愛知県
市野 佑馬 愛知県
伊藤 良介 愛知県
江原 祥太 愛知県
大崎 明重 愛知県
尾﨑 司 愛知県
小山 歩 愛知県
兼氏 英次 愛知県
小松 竜士 愛知県
櫻井 通 愛知県
佐藤 雄三 愛知県
杉本 茂則 愛知県
杉本 昌也 愛知県
寺澤 克佳 愛知県
戸田 整二 愛知県
長瀬 暁 愛知県
中根 利文 愛知県
広瀬 伊久雄 愛知県
保坂 憲彦 愛知県
堀尾 紀彰 愛知県
本多 佳雅 愛知県
松本 義太郎 愛知県
水口 凌 愛知県
水野 慶子 愛知県
光田 正人 愛知県
皆川 容輝 愛知県
株式会社いつもの 三重県 津市
有限会社オズ 三重県 津市
有限会社尾鈴組 三重県 津市
光進興業有限会社 三重県 津市
佐藤ライト工業株式会社 三重県 津市
有限会社大幸 三重県 津市
有限会社竹田商店 三重県 津市
有限会社百姓庵みこと 三重県 津市
株式会社ヒラマツ 三重県 津市
株式会社松本薬品 三重県 津市
有限会社アイケン 三重県 四日市市
株式会社大津屋 三重県 四日市市
株式会社Ｋ’ｓ　ＨＯＭＥ 三重県 四日市市
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株式会社新航社 三重県 四日市市
社会福祉法人清和会 三重県 四日市市
東洋工業株式会社 三重県 四日市市
医療法人ＮＯ・ＺＡ・ＫＩ 三重県 四日市市
株式会社浜田モータース 三重県 四日市市
前岨不動産株式会社 三重県 四日市市
医療法人隆志会 三重県 四日市市
医療法人ＹＤＣ 三重県 伊勢市
カイセイ建設株式会社 三重県 松阪市
株式会社得楽商店 三重県 松阪市
株式会社西川建設 三重県 松阪市
株式会社フェイスジャパン 三重県 松阪市
有限会社三重パイピング工業 三重県 松阪市
株式会社レアルジャパン 三重県 松阪市
株式会社アンドリュクス 三重県 桑名市
株式会社小杉食品 三重県 桑名市
合同会社ジパング舎 三重県 桑名市
天元工業株式会社 三重県 桑名市
株式会社ＭＬＡＢ 三重県 鈴鹿市
有限会社川端工業 三重県 鈴鹿市
有限会社箱文自動車商會 三重県 鈴鹿市
特定非営利活動法人赤目四十八滝渓谷保勝会 三重県 名張市
株式会社サンシホームサービス 三重県 名張市
有限会社なかむら 三重県 名張市
有限会社タムロデンキ 三重県 尾鷲市
株式会社北伊勢自動車 三重県 いなべ市
有限会社阿山自動車工業 三重県 伊賀市
ＭＫエンジニアリング株式会社 三重県 木曽岬町
株式会社高橋工務店 三重県 東員町
株式会社真光組 三重県 菰野町
神都工業株式会社 三重県 多気町
有限会社中川組 三重県 明和町
伊勢観光開発株式会社 三重県 玉城町
井垣 明 三重県
大渡 誠一 三重県
菊池 和江 三重県
永井 一誠 三重県
中西 圭嗣 三重県
中森 正憲 三重県
西川 忠郎 三重県
横田 永志 三重県
株式会社アリスエージェンシー 滋賀県 大津市
有限会社エンドユーザー 滋賀県 大津市
有限会社大沢設備工業所 滋賀県 大津市
株式会社Ｔｈｉｒｄコープス 滋賀県 大津市
株式会社新羅 滋賀県 大津市
株式会社トレゾアプラスカンパニー 滋賀県 大津市
株式会社コテラ 滋賀県 彦根市
株式会社ライフエステート 滋賀県 彦根市
株式会社ウェルビー滋賀 滋賀県 長浜市
有限会社カーショップジャパン 滋賀県 長浜市
株式会社北村自動車 滋賀県 長浜市
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社会福祉法人芳醇会 滋賀県 長浜市
医療法人ＣＬＯＵＤ 滋賀県 近江八幡市
株式会社八興 滋賀県 近江八幡市
株式会社ＰＬＵＳ　Ｌｅ 滋賀県 草津市
株式会社アットカーズ 滋賀県 守山市
医療法人金沢整形外科クリニック 滋賀県 栗東市
株式会社福山 滋賀県 甲賀市
株式会社アオイ 滋賀県 湖南市
有限会社竜王建設 滋賀県 湖南市
伊丹製薬株式会社 滋賀県 高島市
株式会社Ｍコーポレーション 滋賀県 東近江市
ナエムラ株式会社 滋賀県 東近江市
村防工業株式会社 滋賀県 東近江市
株式会社ラインズテック 滋賀県 東近江市
有限会社国城商店 滋賀県 米原市
株式会社ｆ－プランニング 滋賀県 愛荘町
池田 学 滋賀県
高畑 康弘 滋賀県
立岡 万利夫 滋賀県
辻 康弘 滋賀県
中野 公 滋賀県
平井 厚 滋賀県
有限会社衣笠牧場 京都府 京都市
有限会社喜らく 京都府 京都市
株式会社ケイ・ワタベ 京都府 京都市
株式会社シークリエーション 京都府 京都市
株式会社紫野和久傳 京都府 京都市
株式会社タビノネ 京都府 京都市
株式会社長谷川工務店 京都府 京都市
株式会社アーキエムズ 京都府 京都市
合同会社Ｒ指定 京都府 京都市
ウィズ・アイティ・ジャパン株式会社 京都府 京都市
ｆｐ　ｄｅｓｉｇｎ株式会社 京都府 京都市
株式会社関西フクシツーリスト 京都府 京都市
株式会社モノコト 京都府 京都市
ユアサ化成株式会社 京都府 京都市
株式会社いづみ屋 京都府 京都市
株式会社パルスタジオ 京都府 京都市
株式会社伊賀彌商店 京都府 京都市
株式会社京家食品 京都府 京都市
株式会社パワーシフト 京都府 京都市
ＥＭＰＯＷＥＲＭＥＮＴ株式会社 京都府 京都市
カツラ電工株式会社 京都府 京都市
株式会社キトダ工務 京都府 京都市
有限会社ＫＹＯＴＯＳＴ染色 京都府 京都市
京都鰹節株式会社 京都府 京都市
土山印刷株式会社 京都府 京都市
浜口紙工株式会社 京都府 京都市
株式会社丸エス捻子製作所 京都府 京都市
株式会社カランド 京都府 京都市
株式会社京都吉兆 京都府 京都市
グローイング株式会社 京都府 京都市
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有限会社フラワーハウスおむろ 京都府 京都市
有明産業株式会社 京都府 京都市
生田産機工業株式会社 京都府 京都市
上原硝子株式会社 京都府 京都市
株式会社ウェルビー京都 京都府 京都市
株式会社大野産業 京都府 京都市
京都三協サッシ株式会社 京都府 京都市
有限会社山栄フーズ 京都府 京都市
有限会社清園 京都府 京都市
洛陽工業株式会社 京都府 京都市
ラセンス株式会社 京都府 京都市
株式会社はやし 京都府 京都市
フジコーポレーション株式会社 京都府 京都市
株式会社ＥＣＯＬＵＳ 京都府 京都市
清原建設株式会社 京都府 京都市
株式会社桂花園 京都府 京都市
株式会社吹上技研コンサルタント 京都府 京都市
株式会社リバースリー 京都府 京都市
荒川商事株式会社 京都府 福知山市
株式会社オートセレクション福知山 京都府 福知山市
鶴栄リゾート株式会社 京都府 舞鶴市
有限会社住幸工務店 京都府 舞鶴市
株式会社滝口工務店 京都府 舞鶴市
株式会社時井工業 京都府 舞鶴市
株式会社イーケー京都 京都府 宇治市
株式会社エンストル 京都府 宇治市
株式会社オータ製作所 京都府 宇治市
株式会社ケアマイスター 京都府 宇治市
医療法人聖医会 京都府 宇治市
誠宏自動車株式会社 京都府 宇治市
株式会社ＳＥＩＷＡ　ＣＯＮＮＥＣＴ 京都府 宇治市
ＨＩＬＬＴＯＰ株式会社 京都府 宇治市
有限会社ベストパートナー京都 京都府 宇治市
三鷹精工株式会社 京都府 宇治市
株式会社稔工務店 京都府 宇治市
株式会社吉岡商会 京都府 宇治市
有限会社桑原鉄工所 京都府 亀岡市
有限会社マツヤマ 京都府 亀岡市
株式会社山一建業 京都府 亀岡市
株式会社ヤマグチ鉄建 京都府 亀岡市
株式会社ＳＥＩＨＯ 京都府 城陽市
株式会社竹下自動車販売 京都府 城陽市
株式会社武テック 京都府 城陽市
株式会社　Ｔｈｒｅｅ　Ｎ 京都府 長岡京市
有限会社メサベルテ 京都府 長岡京市
ＧＲＡＮ　ＨＩＮＯＫＩ株式会社 京都府 八幡市
株式会社アクセルオン 京都府 京田辺市
ＤＫＫ合同会社 京都府 京田辺市
株式会社藤山工務店 京都府 京丹後市
松本燃料株式会社 京都府 京丹後市
株式会社ガレージ大西 京都府 木津川市
木村土木建築株式会社 京都府 木津川市
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株式会社藤本商店 京都府 木津川市
株式会社ゆずりは工務店 京都府 木津川市
株式会社本田建設 京都府 宇治田原町
堀健株式会社 京都府 和束町
株式会社矢野自工 京都府 与謝野町
綾野 吉高 京都府
大藪 健司 京都府
川端 元順 京都府
国本 涼平 京都府
齋藤 隆夫 京都府
嶋田 秀也 京都府
永松 輝 京都府
西川 寛信 京都府
西村 保範 京都府
新田 陽平 京都府
野田 良男 京都府
花岡 宏樹 京都府
藤林 豊 京都府
三浦 宣之 京都府
医療法人医益会 大阪府 大阪市
株式会社インテリア・シオイリ 大阪府 大阪市
合同会社ＬＹＦ 大阪府 大阪市
ＮＰＯ法人真成会 大阪府 大阪市
株式会社ディーワン 大阪府 大阪市
株式会社ＰＲＯＤＵＣＴ１５８ 大阪府 大阪市
株式会社　ヤシロ 大阪府 大阪市
株式会社あんしん生活 大阪府 大阪市
株式会社オーゼットカンパニー 大阪府 大阪市
サンレイ空調株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ジョイフル 大阪府 大阪市
合同会社陽だまり 大阪府 大阪市
株式会社カワデン 大阪府 大阪市
株式会社ＩＮＳ 大阪府 大阪市
有限会社朝日エステートリサーチ 大阪府 大阪市
株式会社あちゃちゅむ 大阪府 大阪市
株式会社クーパックス 大阪府 大阪市
株式会社クリエイターズバンク 大阪府 大阪市
株式会社ＪＡＭ　ＴＲＡＤＩＮＧ 大阪府 大阪市
株式会社システムスタッフ 大阪府 大阪市
株式会社システムブレーン 大阪府 大阪市
株式会社ジャストリンク 大阪府 大阪市
株式会社ＳＥＶＥＮ　ＴＷＯ　ＧＯＬＤ 大阪府 大阪市
双輪自動車株式会社 大阪府 大阪市
株式会社Ｗ＆Ｂ 大阪府 大阪市
Ｄ’ｚ　Ｌｉｆｅ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社東和ステージ 大阪府 大阪市
株式会社ドレンネジ 大阪府 大阪市
西大阪スペース株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ネクサスジャパン 大阪府 大阪市
株式会社パレスエンタープライズ 大阪府 大阪市
株式会社山城物産 大阪府 大阪市
株式会社ライジングアーキテクト 大阪府 大阪市
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株式会社ＬＩＦＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ 大阪府 大阪市
株式会社ＲＩＶＥＲＯ 大阪府 大阪市
株式会社リボディ 大阪府 大阪市
株式会社新歌舞伎座 大阪府 大阪市
大東工機株式会社 大阪府 大阪市
桃陽電線株式会社 大阪府 大阪市
村上商事株式会社 大阪府 大阪市
有限会社紀洋商会 大阪府 大阪市
ネクストドア株式会社 大阪府 大阪市
ビーイングエンタープライズ有限会社 大阪府 大阪市
株式会社三治商会 大阪府 大阪市
医療法人全人会 大阪府 大阪市
株式会社肉のみなと 大阪府 大阪市
株式会社富士溶工 大阪府 大阪市
株式会社オルテック 大阪府 大阪市
株式会社甲斐冷機 大阪府 大阪市
有限会社三愛 大阪府 大阪市
株式会社水幸 大阪府 大阪市
株式会社Ｓｎａｉｌ　ｔｒａｃｋ 大阪府 大阪市
株式会社わーくとっぷ 大阪府 大阪市
株式会社井田商店 大阪府 大阪市
株式会社ロハスケア 大阪府 大阪市
株式会社大阪クリップ 大阪府 大阪市
社会福祉法人基弘会 大阪府 大阪市
株式会社島谷工務店 大阪府 大阪市
株式会社ニュートレード社 大阪府 大阪市
林金属工業株式会社 大阪府 大阪市
大東化成工業株式会社 大阪府 大阪市
青山印刷紙工株式会社 大阪府 大阪市
株式会社カラーズケア 大阪府 大阪市
株式会社ツープラ 大阪府 大阪市
株式会社ニューレックス 大阪府 大阪市
株式会社早川鉄工所 大阪府 大阪市
宮本合金株式会社 大阪府 大阪市
山田辰株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ＬＡＵＧＨ　ＪＯＹ 大阪府 大阪市
株式会社レアディード 大阪府 大阪市
株式会社大阪オリコミ 大阪府 大阪市
株式会社フード物語 大阪府 大阪市
株式会社Ｂｌｕｅ　Ｔｒｅｅ 大阪府 大阪市
株式会社安原工務店 大阪府 大阪市
株式会社ライジングブレーン 大阪府 大阪市
株式会社ロイヤルプロパティ 大阪府 大阪市
株式会社ロカシュー 大阪府 大阪市
西日本環境株式会社 大阪府 大阪市
株式会社松本空間工房 大阪府 大阪市
医療法人医神会 大阪府 大阪市
株式会社市川工務店 大阪府 大阪市
株式会社ＷｉｎＬｏｏｐ 大阪府 大阪市
エヌティー株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ＴＮＢ 大阪府 大阪市
有限会社中尾電設 大阪府 大阪市
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株式会社綺羅 大阪府 大阪市
株式会社シーサー 大阪府 大阪市
株式会社匠 大阪府 大阪市
株式会社ＷＷ 大阪府 大阪市
パルコンサービス株式会社 大阪府 大阪市
株式会社いづみ薬局 大阪府 大阪市
ＩＭＰＬＥＸ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社近江屋 大阪府 大阪市
株式会社グランドライフ 大阪府 大阪市
シービ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社スモールアイランド 大阪府 大阪市
株式会社タメゴエンジニアリング 大阪府 大阪市
株式会社にし家 大阪府 大阪市
株式会社石吉タイヤ 大阪府 大阪市
合同会社縁家 大阪府 大阪市
医療法人英皐会 大阪府 大阪市
株式会社エムパルズ不動産管理 大阪府 大阪市
木津運送株式会社 大阪府 大阪市
太洋機工株式会社 大阪府 大阪市
株式会社フジムラ 大阪府 大阪市
社会福祉法人大阪婦人ホーム 大阪府 大阪市
三裕電気株式会社 大阪府 大阪市
株式会社デンタルタイコニウム 大阪府 大阪市
株式会社Ａｍｂｅｒ 大阪府 大阪市
有限会社Ａ　ｓｔｙｌｅ 大阪府 大阪市
株式会社ＳＴＬＭ 大阪府 大阪市
株式会社エスプレッセ 大阪府 大阪市
株式会社ｅｎ建物管理 大阪府 大阪市
株式会社関住 大阪府 大阪市
螢光産業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社Ｃｉｒｃｌｏｓｓ 大阪府 大阪市
株式会社サクラブルーコーポレーション 大阪府 大阪市
株式会社佐々木商店 大阪府 大阪市
有限会社ジーアールシー 大阪府 大阪市
株式会社創賢商事 大阪府 大阪市
株式会社タカダホールディングス 大阪府 大阪市
株式会社長生き本舗 大阪府 大阪市
株式会社ハニー・ビー 大阪府 大阪市
株式会社ファイブダイニング 大阪府 大阪市
株式会社ＰＨＹＳＩＥＸ 大阪府 大阪市
株式会社ＦＯＲＣＥ 大阪府 大阪市
株式会社ボトルオフ 大阪府 大阪市
株式会社ｍｏｏｂｌｅ 大阪府 大阪市
株式会社弥生石油店 大阪府 大阪市
ラフィール株式会社 大阪府 大阪市
株式会社Ｌｉｂｒｅｔｉｇ 大阪府 大阪市
株式会社アイエイケー 大阪府 大阪市
株式会社Ａｉｓｏｌｉ 大阪府 大阪市
株式会社アズ 大阪府 大阪市
株式会社ＡＰＲＡＩＺＡＲ 大阪府 大阪市
一田興業株式会社 大阪府 大阪市
株式会社オレコン 大阪府 大阪市
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株式会社菊田商会 大阪府 大阪市
株式会社木村創建 大阪府 大阪市
クルーズカンパニー株式会社 大阪府 大阪市
株式会社堺筋幸作 大阪府 大阪市
株式会社ササガワ 大阪府 大阪市
有限会社ジェイ・ウェルネス 大阪府 大阪市
汐見建物管理株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ダイセイビルド 大阪府 大阪市
株式会社ディープインパクト 大阪府 大阪市
株式会社Ｄｅｃｌｉｃ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 大阪府 大阪市
ＴＥ　ｔｏ　ＴＥ株式会社 大阪府 大阪市
七式株式会社 大阪府 大阪市
株式会社日創 大阪府 大阪市
有限会社ネプチューン 大阪府 大阪市
株式会社ＢＡＮＫ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 大阪府 大阪市
ＢＧＭ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ファースト 大阪府 大阪市
株式会社フォーディ 大阪府 大阪市
株式会社ベイシス 大阪府 大阪市
株式会社マーベル 大阪府 大阪市
合同会社水原コンサルティング 大阪府 大阪市
株式会社リヴァイト 大阪府 大阪市
向陽エンジニアリング株式会社 大阪府 堺市
有限会社ファミリー 大阪府 堺市
株式会社ファロス 大阪府 堺市
ＵＳホーム株式会社 大阪府 堺市
イロタス株式会社 大阪府 堺市
株式会社岩本組土木 大阪府 堺市
ＣＫＣｏｍｐａｎｙ有限会社 大阪府 堺市
株式会社ＳＮＩＰＥＲ　Ｘ０３５ 大阪府 堺市
株式会社長輝ＬＩＴＥＴＥＣ 大阪府 堺市
福井自動車株式会社 大阪府 堺市
有限会社ホンダ陶芸 大阪府 堺市
株式会社モリシタ 大阪府 堺市
株式会社吉村一建設 大阪府 堺市
株式会社ケーティージー 大阪府 堺市
株式会社今重興産 大阪府 堺市
花谷電気株式会社 大阪府 堺市
西宮株式会社 大阪府 堺市
井上軸受工業株式会社 大阪府 堺市
株式会社関西建設 大阪府 堺市
株式会社藤浪 大阪府 岸和田市
株式会社ワンズマテリアル 大阪府 岸和田市
株式会社いろは 大阪府 豊中市
株式会社ＥＶＥＲ　ＢＬＵＥ 大阪府 豊中市
株式会社スワンユニオン 大阪府 豊中市
平田パッキン工業株式会社 大阪府 豊中市
株式会社森本工務店 大阪府 豊中市
株式会社ワールドフーズ 大阪府 豊中市
株式会社アンドイット 大阪府 池田市
特定非営利活動法人エコロジーネットワーク 大阪府 池田市
株式会社アヴェニール 大阪府 吹田市
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イデアル創研株式会社 大阪府 吹田市
岩本工業株式会社 大阪府 吹田市
株式会社ｇｐｓ 大阪府 吹田市
星光メンテナンス株式会社 大阪府 吹田市
有限会社ソニック 大阪府 吹田市
ＳＯＬＴＩＬＯ株式会社 大阪府 吹田市
日本純良薬品株式会社 大阪府 吹田市
株式会社ファンリノベ 大阪府 吹田市
株式会社リフォームヨシカワ 大阪府 吹田市
株式会社石の蔵 大阪府 高槻市
株式会社イレブンスポーツプランニング 大阪府 高槻市
株式会社エフ・ケイ 大阪府 高槻市
株式会社ひなた石材 大阪府 高槻市
株式会社ファンスパイア 大阪府 高槻市
三雅産業株式会社 大阪府 高槻市
有限会社東産業 大阪府 貝塚市
久保川土木興業株式会社 大阪府 貝塚市
溝端化学株式会社 大阪府 貝塚市
キクマ住宅産業株式会社 大阪府 守口市
株式会社協和商事 大阪府 守口市
互光電機鉄工株式会社 大阪府 守口市
株式会社リサージュ 大阪府 守口市
あっとホーム株式会社 大阪府 枚方市
株式会社ウィズ・ケアサポート 大阪府 枚方市
有限会社カイト設計事務所 大阪府 枚方市
株式会社ｇｒｅｅｎ建築工房 大阪府 枚方市
有限会社コーヨー・テック 大阪府 枚方市
株式会社ユートホールディングス 大阪府 枚方市
株式会社ライツェントベアー 大阪府 枚方市
有限会社魚善 大阪府 茨木市
医療法人知慈会 大阪府 茨木市
株式会社Ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｓｔｒｅｅｔ 大阪府 茨木市
有限会社長友電業社 大阪府 茨木市
株式会社みなと 大阪府 茨木市
社会福祉法人愛光会 大阪府 八尾市
株式会社コーリツ 大阪府 八尾市
株式会社ＳＵＧＡＲ 大阪府 八尾市
株式会社スズキ外環 大阪府 八尾市
医療法人善心会 大阪府 八尾市
株式会社泰邦 大阪府 八尾市
有限会社出水金属 大阪府 八尾市
株式会社トクピ製作所 大阪府 八尾市
株式会社ビクトリー 大阪府 八尾市
株式会社米菓桃乃屋 大阪府 八尾市
関西ホーム株式会社 大阪府 泉佐野市
株式会社匠工務店 大阪府 泉佐野市
ＴＣＳ合同会社 大阪府 泉佐野市
株式会社由松総本店 大阪府 泉佐野市
株式会社誠宏 大阪府 富田林市
株式会社ニュートリノ 大阪府 富田林市
株式会社エスエルホーム 大阪府 寝屋川市
有限会社エル・エス 大阪府 寝屋川市
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合同会社ＫＭＰ 大阪府 寝屋川市
株式会社シュプリームカーズ 大阪府 寝屋川市
株式会社タスシステム 大阪府 寝屋川市
株式会社フジタ 大阪府 寝屋川市
有限会社丸高工業 大阪府 寝屋川市
日高アクリル工芸株式会社 大阪府 河内長野市
株式会社ＹＯＵ＆ＫＯＵ 大阪府 河内長野市
有限会社ＳＣＣ大阪 大阪府 松原市
社会医療法人阪南医療福祉センター 大阪府 松原市
株式会社ＩｘＺＯＱ 大阪府 大東市
株式会社生駒 大阪府 大東市
株式会社関西工具製作所 大阪府 大東市
株式会社なごみ 大阪府 大東市
株式会社ワダツミ 大阪府 大東市
株式会社小林新建 大阪府 和泉市
有限会社北勝 大阪府 和泉市
株式会社山口木材住宅 大阪府 和泉市
株式会社山商 大阪府 和泉市
株式会社Ｅｌｅｖｅｎ　Ｊａｐａｎ 大阪府 箕面市
株式会社オーパス 大阪府 箕面市
株式会社カーショップ茨木 大阪府 箕面市
有限会社クレアヴィレ 大阪府 箕面市
合同会社Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ 大阪府 箕面市
豊工業株式会社 大阪府 柏原市
一般社団法人いきいきステーション 大阪府 羽曳野市
株式会社ＨＧＣ 大阪府 羽曳野市
株式会社はくぶん 大阪府 門真市
株式会社丸栄自動車 大阪府 門真市
医療法人 凌和会 大阪府 門真市
株式会社旭贈答 大阪府 摂津市
株式会社ＧＲＯ 大阪府 摂津市
株式会社ミヤタキ 大阪府 摂津市
株式会社クリーンケア 大阪府 藤井寺市
医療法人謙星会 大阪府 藤井寺市
医療法人清水眼科 大阪府 藤井寺市
株式会社Ｄ‐Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎｓ 大阪府 藤井寺市
株式会社ＩＴＣ 大阪府 東大阪市
アイファクトリー株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社あかし酒販 大阪府 東大阪市
株式会社ＡＱＵＡ　ＴｉＯ２ 大阪府 東大阪市
株式会社Ｆ．クリエイト 大阪府 東大阪市
株式会社オージーケーカブト 大阪府 東大阪市
株式会社北新地サンド 大阪府 東大阪市
栗山縫製株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社シオタニ 大阪府 東大阪市
有限会社津島 大阪府 東大阪市
株式会社ＦＡＣＴＡＳ 大阪府 東大阪市
マツダ設備工業株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社マルショーコーポレーション 大阪府 東大阪市
ユタニ工業株式会社 大阪府 東大阪市
ラブパラオ株式会社 大阪府 東大阪市
合同会社りんぐ 大阪府 東大阪市
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株式会社ダイシン・リホーム 大阪府 泉南市
有限会社なかたに建窓 大阪府 泉南市
株式会社山本建設 大阪府 泉南市
株式会社ｃａｎｔｅｒａ 大阪府 四條畷市
株式会社グッドテック 大阪府 交野市
株式会社日伸建設 大阪府 交野市
株式会社ボディショップタカノ 大阪府 交野市
株式会社一竜電業社 大阪府 大阪狭山市
株式会社エイチエーコネクト 大阪府 大阪狭山市
有限会社エメランド 大阪府 大阪狭山市
株式会社カーフィックス 大阪府 大阪狭山市
株式会社フードクリエイト 大阪府 大阪狭山市
井上陸送株式会社 大阪府 阪南市
有限会社大儀建設 大阪府 阪南市
株式会社辻本工務店 大阪府 島本町
株式会社マートキムラ 大阪府 島本町
エースシステムソリューション株式会社 大阪府 熊取町
浅見 佳弘 大阪府
井口 篤正 大阪府
大貫 宗克 大阪府
大野 裕康 大阪府
小崎 博資 大阪府
勝部 伸 大阪府
金谷 好次 大阪府
澁谷 公平 大阪府
島谷 賢一 大阪府
銭谷 隆文 大阪府
染川 憲司 大阪府
高木 竜平 大阪府
高畠 信一 大阪府
竹内 一浩 大阪府
武智 政幸 大阪府
田中 佑季 大阪府
都築 正史 大阪府
中野 剛志 大阪府
錦戸 慎司 大阪府
西本 周平 大阪府
福家 晃 大阪府
藤本 芳樹 大阪府
堀貫 忠 大阪府
前 浩明 大阪府
増岡 克文 大阪府
三上 欽司 大阪府
宮崎 章 大阪府
三好 充哉 大阪府
守田 拓生 大阪府
森山 知是 大阪府
安本 達也 大阪府
山本 一博 大阪府
吉田 千鶴子 大阪府
和田 弘美 大阪府
株式会社シリウス 兵庫県 神戸市
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株式会社山野工務店 兵庫県 神戸市
株式会社河野鉄工所 兵庫県 神戸市
ＣＲＯＷＮＳＴＡＲ株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社光電気工業 兵庫県 神戸市
川崎青果株式会社 兵庫県 神戸市
合同会社ＤＥＣ 兵庫県 神戸市
株式会社藤栄 兵庫県 神戸市
株式会社ハット・トリック 兵庫県 神戸市
岸野木材合資会社 兵庫県 神戸市
株式会社Ｃｏｒｎｅｒ　ｂｉｚ 兵庫県 神戸市
株式会社秋江設備工業 兵庫県 神戸市
合同会社クラウドナイン 兵庫県 神戸市
株式会社ジャパン・ユニバース 兵庫県 神戸市
株式会社須磨北造園土木 兵庫県 神戸市
医療法人社団ＶＡＮ　Ｂｒａｎｃｈ　ＫＯＢＥ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｃｌｉｎｉｃ 兵庫県 神戸市
株式会社角の坊旅館 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
株式会社シンテック 兵庫県 神戸市
株式会社アットスマイル 兵庫県 神戸市
アルヴォス・シュミッチェ・シャック株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社ＭＳＴ 兵庫県 神戸市
株式会社ｃｌａｐ 兵庫県 神戸市
サンシンホールディングス株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社Ｓｉｂａ　Ｓｅｒｖｉｃｅ 兵庫県 神戸市
新亞総合株式会社 兵庫県 神戸市
タン・コンサルティング株式会社 兵庫県 神戸市
富永貿易株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社ＦｉｔＦｕｌ　Ｒ 兵庫県 神戸市
株式会社プラスホーム 兵庫県 神戸市
株式会社プルメリア 兵庫県 神戸市
山田酒類販売株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社リテックス 兵庫県 神戸市
株式会社ＲＯＭＡＮ　ＣＲＥＡＴＥ 兵庫県 神戸市
株式会社明石ホンダモータース 兵庫県 神戸市
株式会社ＳＥＰ神戸 兵庫県 神戸市
岡野建設工業株式会社 兵庫県 神戸市
株式会社久保鉄工所 兵庫県 神戸市
株式会社三協パーツ商会 兵庫県 神戸市
日本ジッコウ株式会社 兵庫県 神戸市
ヤマヒ株式会社 兵庫県 神戸市
エヌリンクス株式会社 兵庫県 姫路市
有限会社角栄建設 兵庫県 姫路市
神鷹工藝株式会社 兵庫県 姫路市
大広整備株式会社 兵庫県 姫路市
有限会社竹村工務店 兵庫県 姫路市
株式会社ＤＤＫ 兵庫県 姫路市
株式会社モクハウス 兵庫県 姫路市
株式会社リンク 兵庫県 姫路市
有限会社アクセスコーポレーション 兵庫県 尼崎市
内海電機株式会社 兵庫県 尼崎市
株式会社エコストライ 兵庫県 尼崎市
有限会社空 兵庫県 尼崎市
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株式会社鳥井 兵庫県 尼崎市
有限会社ハウスコーポレーション 兵庫県 尼崎市
有限会社森脇紙器工業所 兵庫県 尼崎市
有限会社リュミエールドメルヴェイユ 兵庫県 尼崎市
明石酒類醸造株式会社 兵庫県 明石市
有限会社魚利商店 兵庫県 明石市
エバーハウジング株式会社 兵庫県 明石市
株式会社オートテクノス 兵庫県 明石市
株式会社西播建設工業 兵庫県 明石市
中部管業株式会社 兵庫県 明石市
株式会社あらたか 兵庫県 西宮市
ＡＲＡＴＡＫＡ　ＳＴＡＲ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式会社 兵庫県 西宮市
株式会社伊太屋 兵庫県 西宮市
有限会社井上クリーニング 兵庫県 西宮市
株式会社エムズコーポレーション 兵庫県 西宮市
株式会社甲斐精密 兵庫県 西宮市
株式会社キルシュベルク 兵庫県 西宮市
社会保険労務士法人　溝口社会保険労務士事務所 兵庫県 西宮市
株式会社山澤工房 兵庫県 西宮市
有限会社ヨコシン 兵庫県 西宮市
和幸グリーン株式会社 兵庫県 西宮市
有限会社アウテリアガーデン 兵庫県 洲本市
医療法人社団Ｍ＆Ｓ歯科クリニック 兵庫県 芦屋市
株式会社ｎｏｍａｎｅ 兵庫県 芦屋市
有限会社リーズカンパニー 兵庫県 芦屋市
株式会社リベルタ 兵庫県 芦屋市
社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団 兵庫県 伊丹市
株式会社林建設 兵庫県 伊丹市
株式会社フクユ 兵庫県 伊丹市
株式会社川嶋建設 兵庫県 豊岡市
神鍋石材株式会社 兵庫県 豊岡市
日交車輛整備有限会社 兵庫県 豊岡市
日高ハウジング株式会社 兵庫県 豊岡市
株式会社村上建設 兵庫県 豊岡市
株式会社クラフトデンタル 兵庫県 加古川市
医療法人社団やすひろ歯科クリニック 兵庫県 加古川市
有限会社井上鉄工所 兵庫県 西脇市
伊丹電材株式会社 兵庫県 宝塚市
Ａｉｌｅｓ株式会社 兵庫県 宝塚市
近畿防蝕株式会社 兵庫県 三木市
株式会社高階 兵庫県 三木市
株式会社松本建設鋼業 兵庫県 三木市
株式会社山本創建 兵庫県 三木市
株式会社アールジェイビー 兵庫県 高砂市
有限会社鎌田商店 兵庫県 高砂市
シャープナリカワ株式会社 兵庫県 高砂市
有限会社シンセイ建設 兵庫県 高砂市
株式会社大一電化サービス 兵庫県 川西市
株式会社山西工務店 兵庫県 川西市
株式会社キシマ 兵庫県 三田市
株式会社メルクス 兵庫県 三田市
八鹿アルミ株式会社 兵庫県 養父市
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株式会社グリーンライフコーポレーション 兵庫県 丹波市
有限会社フルモト商会 兵庫県 丹波市
社会福祉法人淡鳳会 兵庫県 淡路市
出水自動車株式会社 兵庫県 加東市
株式会社加東測量 兵庫県 加東市
島田建設株式会社 兵庫県 加東市
株式会社竹村製作所 兵庫県 加東市
有限会社ツノダ工業 兵庫県 たつの市
株式会社寺井工務店 兵庫県 たつの市
有限会社まるさん自動車 兵庫県 たつの市
株式会社林本興業 兵庫県 多可町
医療法人社団辰巳歯科医院 兵庫県 稲美町
有限会社玉川木型 兵庫県 稲美町
株式会社アルフィット 兵庫県 播磨町
有限会社上月電設 兵庫県 福崎町
有限会社寺尾モータース 兵庫県 上郡町
株式会社澄風荘 兵庫県 新温泉町
株式会社松元商店 兵庫県 新温泉町
井上 景子 兵庫県
小川 芳孝 兵庫県
柏木 大 兵庫県
加藤 賢之 兵庫県
金本 弘司 兵庫県
神吉 良明 兵庫県
神原 佑介 兵庫県
象橋 邦夫 兵庫県
衣笠 浩之 兵庫県
草彅 勉 兵庫県
倉 雅史 兵庫県
坂井 朝二 兵庫県
坂田 廣武 兵庫県
坂根 良介 兵庫県
白石 文子 兵庫県
杉本 佳隆 兵庫県
徳岡 孝啓 兵庫県
友松 悦子 兵庫県
中島 正吾 兵庫県
任 順興 兵庫県
原田 哩希 兵庫県
久本 恵二 兵庫県
眞弓 史 兵庫県
山口 豊弘 兵庫県
山本 京士 兵庫県
湯川 誠 兵庫県
有限会社恩田産業 奈良県 奈良市
有限会社カーステーションタニ 奈良県 奈良市
株式会社春日ホテル 奈良県 奈良市
株式会社ＣＲＥＡＲＴＨ 奈良県 奈良市
株式会社ＣＲＡＤＬＥ 奈良県 奈良市
医療法人相和会有山診療所 奈良県 奈良市
株式会社ハンナ 奈良県 奈良市
正木商亊株式会社 奈良県 奈良市

52 / 72 ページ



2021年12月15日

事業者名 都道府県 市区町村

株式会社横田福栄堂 奈良県 奈良市
有限会社筒井商工 奈良県 大和郡山市
株式会社大暖建設 奈良県 天理市
株式会社溜谷設計 奈良県 天理市
有限会社ヤマダ建設企画 奈良県 天理市
株式会社ルビー 奈良県 橿原市
名阪食品株式会社 奈良県 桜井市
イーグルクランプ株式会社 奈良県 生駒市
株式会社トーコー 奈良県 生駒市
株式会社ヤスイ薬局 奈良県 生駒市
株式会社わかば 奈良県 生駒市
株式会社　清光溶接 奈良県 香芝市
株式会社和宇 奈良県 香芝市
株式会社上田工業 奈良県 宇陀市
奈良ホープ自動車株式会社 奈良県 田原本町
橋本産機株式会社 奈良県 田原本町
株式会社西尾オートセンター 奈良県 高取町
株式会社伸和工作所 奈良県 王寺町
株式会社ＳＳＳ 奈良県 広陵町
株式会社大成ホームテック 奈良県 広陵町
伊熊 猛史 奈良県
池山 定幸 奈良県
植田 康弘 奈良県
喜田 芳弘 奈良県
笹岡 絵里 奈良県
西原 義成 奈良県
西本 重夫 奈良県
平越 義朗 奈良県
平下 竜也 奈良県
松村 泰徳 奈良県
山野 千惠 奈良県
脇坂 能弘 奈良県
株式会社アイ企画 和歌山県 和歌山市
有限会社アイニス 和歌山県 和歌山市
株式会社アウテリア六十谷 和歌山県 和歌山市
有限会社岩橋シートワーク 和歌山県 和歌山市
株式会社貴志安商店 和歌山県 和歌山市
株式会社協和開発 和歌山県 和歌山市
株式会社　シー・エス・マネジメント 和歌山県 和歌山市
有限会社ＪＵＹエンジニア 和歌山県 和歌山市
有限会社納庄鐵構 和歌山県 和歌山市
有限会社丸連青果 和歌山県 和歌山市
株式会社宮本商店 和歌山県 和歌山市
有限会社メニカ 和歌山県 和歌山市
有限会社和歌山オートグラス 和歌山県 和歌山市
重丸海運有限会社 和歌山県 海南市
株式会社成祐設備工業 和歌山県 海南市
タケヤテック株式会社 和歌山県 海南市
ヤマサキ成形株式会社 和歌山県 海南市
株式会社長田組 和歌山県 御坊市
有限会社建設タナカ 和歌山県 田辺市
貴志川漁業協同組合 和歌山県 紀美野町
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有限会社井関自動車 和歌山県 広川町
有限会社神谷事務所 和歌山県 有田川町
株式会社河田有紀地質 和歌山県 有田川町
株式会社木根電設 和歌山県 有田川町
株式会社梅樹園 和歌山県 みなべ町
株式会社岸商店 和歌山県 白浜町
植村 安延 和歌山県
口井 光 和歌山県
武川 誠 和歌山県
竹中 伸治 和歌山県
土井 朗司 和歌山県
西 好幸 和歌山県
馬所 宏彰 和歌山県
株式会社因幡組 鳥取県 鳥取市
有限会社コナン住建 鳥取県 鳥取市
鳥取県東部森林組合 鳥取県 鳥取市
ｂｕｉｌｄ　ｗｏｒｋｓ有限会社 鳥取県 鳥取市
株式会社リプラス 鳥取県 鳥取市
サンクリーン株式会社 鳥取県 米子市
有限会社酒井建設 鳥取県 倉吉市
加登脇建設株式会社 鳥取県 琴浦町
有限会社石丸産業自動車整備工場 鳥取県 北栄町
エムケイ開発株式会社 鳥取県 伯耆町
田村 篤志 鳥取県
中田 貴康 鳥取県
明石屋株式会社 島根県 松江市
圓工事有限会社 島根県 松江市
株式会社勝部石材店 島根県 松江市
山陰ケーブルビジョン株式会社 島根県 松江市
株式会社サンテクノス 島根県 松江市
株式会社Ｔ．Ｍ．Ｋ 島根県 松江市
株式会社まるなつ農場 島根県 松江市
有限会社ヤマサキ車両整備 島根県 松江市
株式会社石央 島根県 浜田市
社会福祉法人浜田福祉会 島根県 浜田市
ＬＣＣ株式会社 島根県 出雲市
株式会社Ｃａｒｅ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 島根県 出雲市
有限会社坂根屋 島根県 出雲市
日晃電設株式会社 島根県 出雲市
株式会社アドバンスネット成和 島根県 益田市
益田タクシー株式会社 島根県 益田市
株式会社和興 島根県 益田市
有限会社小川商店 島根県 大田市
株式会社きれんげ 島根県 大田市
今井産業株式会社 島根県 江津市
いわみ創工株式会社 島根県 江津市
株式会社カーライフサポート 島根県 江津市
有限会社ファッションクリエィティブアオキ 島根県 雲南市
青木 章 島根県
矢田 和良 島根県
株式会社ＳＥＣ 岡山県 岡山市
株式会社オオカハラ 岡山県 岡山市
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岡山県森林組合連合会 岡山県 岡山市
株式会社奥野組 岡山県 岡山市
心合同会社 岡山県 岡山市
有限会社近藤石油 岡山県 岡山市
医療法人社団さくらデンタルクリニック 岡山県 岡山市
株式会社真和塗装工業 岡山県 岡山市
株式会社ＤＲＥＡＭＩＸ 岡山県 岡山市
株式会社プレマージュ 岡山県 岡山市
操工業有限会社 岡山県 岡山市
株式会社石豊 岡山県 岡山市
有限会社太田食料品店 岡山県 岡山市
株式会社紡建築設計 岡山県 岡山市
合資会社福寿万記の里 岡山県 岡山市
石原産業有限会社 岡山県 岡山市
株式会社ＳＰＥＣＩＡＬＡＢＯ 岡山県 岡山市
株式会社貝原鉄工建設 岡山県 岡山市
株式会社スミダ 岡山県 岡山市
株式会社ハナダ 岡山県 岡山市
有限会社フーズプラス 岡山県 岡山市
株式会社浅原材木店 岡山県 倉敷市
株式会社エイ・クリエイション 岡山県 倉敷市
株式会社エージェックス 岡山県 倉敷市
有限会社梶運送 岡山県 倉敷市
株式会社Ｋ’ｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ 岡山県 倉敷市
コトウラ建工株式会社 岡山県 倉敷市
琴浦電気株式会社 岡山県 倉敷市
株式会社小山石材店 岡山県 倉敷市
三恭電設株式会社 岡山県 倉敷市
株式会社新栄工業 岡山県 倉敷市
洲脇産業株式会社 岡山県 倉敷市
大正林材株式会社 岡山県 倉敷市
大神丸石材有限会社 岡山県 倉敷市
三宅建設株式会社 岡山県 倉敷市
山田建設株式会社 岡山県 倉敷市
株式会社萬屋 岡山県 倉敷市
ワウハウス岡山株式会社 岡山県 倉敷市
医療法人オーラルビューティー＆ヘルスケア 岡山県 津山市
鶴山運送株式会社 岡山県 津山市
株式会社片岡電気工事 岡山県 津山市
有限会社北青果 岡山県 津山市
株式会社真栄住研 岡山県 津山市
春名産業株式会社 岡山県 津山市
株式会社ヒラタコーポレーション 岡山県 津山市
玉野食品販売株式会社 岡山県 玉野市
株式会社福森商会 岡山県 玉野市
坂川建設鉱業株式会社 岡山県 井原市
社会福祉法人セイビ福祉会 岡山県 井原市
タカヤ商事株式会社 岡山県 井原市
株式会社ＧＲＥＥＮ　ＢＡＳＩＣ 岡山県 総社市
株式会社日東社 岡山県 新見市
吉原建材有限会社 岡山県 新見市
有限会社中村モータース 岡山県 備前市
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Ｎｅｏスクリュー株式会社 岡山県 備前市
株式会社おくやま石材 岡山県 瀬戸内市
有限会社せざき工務店 岡山県 瀬戸内市
有限会社田中正製作所 岡山県 赤磐市
有限会社塚本石材 岡山県 赤磐市
作東土木運送株式会社 岡山県 美作市
遠藤建設株式会社 岡山県 和気町
有限会社長尾石材 岡山県 鏡野町
有限会社清水自動車整備 岡山県 久米南町
旭木材株式会社 岡山県 美咲町
株式会社桂 岡山県 吉備中央町
大江 丙午 岡山県
勢 昌 岡山県
有限会社池上経理事務センター 広島県 広島市
株式会社いちご不動産 広島県 広島市
小川精機株式会社 広島県 広島市
税理士法人オネスティー 広島県 広島市
有限会社オフィス仁村 広島県 広島市
サンクルー株式会社 広島県 広島市
株式会社棚田事務所 広島県 広島市
株式会社８２ 広島県 広島市
株式会社Ｆａｂｒｉｃ　Ａｒｔｓ 広島県 広島市
株式会社ホロン 広島県 広島市
ランドビル株式会社 広島県 広島市
協立建物管理株式会社 広島県 広島市
株式会社シェリカープ 広島県 広島市
株式会社ネオワークス 広島県 広島市
株式会社一光 広島県 広島市
株式会社エヌテック 広島県 広島市
株式会社ＫＡＩＳＥＩ 広島県 広島市
株式会社Ｓｏａｒ 広島県 広島市
明伸建設コンサルタント株式会社 広島県 広島市
株式会社ＹＯＵ－２ 広島県 広島市
アオイ化学工業株式会社 広島県 広島市
株式会社芸北造園土木 広島県 広島市
株式会社スーツネット 広島県 広島市
株式会社ルームプラス 広島県 広島市
アドヴァンス工業株式会社 広島県 広島市
株式会社佐々木塗装 広島県 広島市
株式会社タナカ住建 広島県 広島市
株式会社東方田製作所 広島県 広島市
株式会社トータルクリーニングイロヨシ 広島県 広島市
株式会社Ｈ＆Ｋ 広島県 広島市
株式会社プレイテック 広島県 広島市
株式会社清水土建工業 広島県 広島市
ツルキ有限会社 広島県 広島市
株式会社ネクサス 広島県 広島市
株式会社アース開発コンサルタント 広島県 呉市
有限会社石丸土木 広島県 呉市
株式会社川口自工 広島県 呉市
株式会社シンコウ 広島県 呉市
有限会社森川製針 広島県 呉市
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赤谷木材株式会社 広島県 三原市
三原京覧開発株式会社 広島県 三原市
有限会社村上鉄工所 広島県 三原市
株式会社グローバルイノベーション 広島県 尾道市
スズキ自販尾道新浜有限会社 広島県 尾道市
曙工芸株式会社 広島県 福山市
株式会社オキ 広島県 福山市
加茂水道有限会社 広島県 福山市
株式会社小山オフセット印刷所 広島県 福山市
医療法人慈生会 広島県 福山市
株式会社ニューハウス 広島県 福山市
株式会社日野設備 広島県 福山市
株式会社ひまわり 広島県 福山市
深江特殊鋼株式会社 広島県 福山市
有限会社モリタ 広島県 福山市
矢野運送株式会社 広島県 府中市
大津建設株式会社 広島県 三次市
有限会社石の三徳 広島県 東広島市
有限会社黒瀬拡商店 広島県 東広島市
医療法人Ｓｍｉｌｅ　Ｔｒｅｅ 広島県 東広島市
有限会社ハマダ電工 広島県 東広島市
株式会社Ｉ’ｓ　Ｂｒａｉｎ 広島県 廿日市市
株式会社ＷＯＯＤＰＲＯ 広島県 廿日市市
協和木材株式会社 広島県 廿日市市
株式会社サヤミット 広島県 廿日市市
有限会社矢賀谷農機商会 広島県 安芸高田市
株式会社ホテル清風館 広島県 大崎上島町
安齋 康司 広島県
岩﨑 清吉郎 広島県
江口 隆 広島県
澤邊 勲 広島県
安原 正治 広島県
山根 いづみ 広島県
吉村 匡史 広島県
脇田 裕一 広島県
株式会社アドバンスＤＣ 山口県 下関市
有限会社アミタ 山口県 下関市
有限会社池田青果 山口県 下関市
株式会社インマイライフ 山口県 下関市
株式会社コトウ 山口県 下関市
山王自動車株式会社 山口県 下関市
丸朝水産株式会社 山口県 下関市
株式会社やすもり 山口県 下関市
和田電機株式会社 山口県 下関市
株式会社大坪義肢製作所 山口県 宇部市
医療法人こぐし歯科 山口県 宇部市
株式会社翔屋 山口県 宇部市
中央交通株式会社 山口県 宇部市
有限会社南口商店 山口県 宇部市
株式会社アクティブ・オペレーションズ 山口県 山口市
有限会社山和製麺 山口県 山口市
税理士法人総合会計 山口県 山口市
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株式会社永見工務店 山口県 山口市
原田丸海産有限会社 山口県 山口市
株式会社三葉建設 山口県 山口市
株式会社山口ガス機器 山口県 山口市
縁建設有限会社 山口県 山口市
有限会社カーリフレッシュ萩 山口県 萩市
萩本陣株式会社 山口県 萩市
株式会社ＮＡＣ 山口県 防府市
株式会社きらら 山口県 防府市
株式会社セキワトランデック 山口県 防府市
有限会社高橋材木店 山口県 防府市
有限会社濱田商店 山口県 防府市
日立笠戸重工業協業組合 山口県 防府市
株式会社八百ふじ 山口県 防府市
株式会社岩井化成 山口県 岩国市
株式会社東洋地所 山口県 岩国市
二葉産業株式会社 山口県 岩国市
株式会社おおつか 山口県 光市
株式会社松本会計事務所 山口県 光市
有限会社長門プロパン 山口県 長門市
古谷建設株式会社 山口県 柳井市
有限会社オートラック 山口県 周南市
有限会社原屋建設 山口県 周南市
マーニ株式会社 山口県 周南市
株式会社三保設備 山口県 周南市
株式会社渡辺建設 山口県 周南市
金子 繁登 山口県
西本 直樹 山口県
松岡 宏昭 山口県
森次 清美 山口県
山本 和徳 山口県
吉岡 良三 山口県
株式会社Ｍ－ｃｏｎｎｅｃｔ 徳島県 徳島市
株式会社清建設緑地 徳島県 徳島市
剣通信工業株式会社 徳島県 徳島市
株式会社デミック四国 徳島県 徳島市
有限会社バーニーズハウジング 徳島県 徳島市
ベイ・サイド有限会社 徳島県 小松島市
医療法人山本歯科医院 徳島県 小松島市
長野建設株式会社 徳島県 阿南市
有限会社高鍋組 徳島県 吉野川市
イエグ株式会社 徳島県 阿波市
株式会社ＧＬＯＢＡＬ　ＵＮＩＯＮ 徳島県 阿波市
三縄建設株式会社 徳島県 三好市
株式会社新居屋 徳島県 東みよし町
加島 寛之 徳島県
山内 安浩 徳島県
有限会社エムシーアシスト 香川県 高松市
株式会社ＣＡＳＡ・ＣＡＳＡ 香川県 高松市
株式会社栗・家 香川県 高松市
城北建設株式会社 香川県 高松市
ハーモネート四国株式会社 香川県 高松市
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株式会社ヒューマンアイズ 香川県 高松市
宮武行政書士法人 香川県 高松市
株式会社パークメディコム 香川県 丸亀市
有限会社讃岐総合建設 香川県 坂出市
井上建設有限会社 香川県 善通寺市
有限会社藤井組 香川県 善通寺市
有限会社アムール 香川県 観音寺市
エクステリ屋桜株式会社 香川県 観音寺市
株式会社喜田建材 香川県 三豊市
有限会社炭山工務店 香川県 小豆島町
有限会社中尾工務店 香川県 綾川町
株式会社ｎｏｗ 香川県 まんのう町
多喜端 泰行 香川県
渡邉 俊輔 香川県
アイコー開発株式会社 愛媛県 松山市
株式会社いたや 愛媛県 松山市
有限会社井上経営 愛媛県 松山市
株式会社エムプラス建築工房 愛媛県 松山市
株式会社カタリナハウス 愛媛県 松山市
株式会社カライス 愛媛県 松山市
有限会社カワハラ 愛媛県 松山市
株式会社府利 愛媛県 松山市
株式会社Ｓｈｉｎｋｉアシスト 愛媛県 松山市
株式会社スイヨー松山 愛媛県 松山市
株式会社瀬戸内ブランディング 愛媛県 松山市
有限会社大黒自動車整備工場 愛媛県 松山市
株式会社パシオンハマダ 愛媛県 松山市
有限会社持田不動産 愛媛県 松山市
合名会社山澤商店 愛媛県 松山市
禄城工業株式会社 愛媛県 松山市
株式会社アクティブ愛媛総合センター 愛媛県 今治市
加藤建設株式会社 愛媛県 今治市
有限会社きむら自動車販売 愛媛県 今治市
株式会社白石製材所 愛媛県 今治市
大新繊維株式会社 愛媛県 今治市
常盤タクシー株式会社 愛媛県 今治市
有限会社鳥生工務店 愛媛県 今治市
有限会社吉平次夫製作所 愛媛県 今治市
奥電有限会社 愛媛県 八幡浜市
株式会社愛新 愛媛県 新居浜市
青野海運株式会社 愛媛県 新居浜市
有限会社岡田電機 愛媛県 新居浜市
株式会社河端組 愛媛県 新居浜市
株式会社ＫＥＩ建築 愛媛県 新居浜市
株式会社興新設計 愛媛県 新居浜市
三光機械工業株式会社 愛媛県 新居浜市
三和住宅株式会社 愛媛県 新居浜市
医療法人白愛会 愛媛県 新居浜市
有限会社三宅組 愛媛県 新居浜市
株式会社マルブン 愛媛県 西条市
仙味エキス株式会社 愛媛県 大洲市
株式会社公益社 愛媛県 伊予市
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エスエスオート株式会社 愛媛県 四国中央市
有限会社土居清掃 愛媛県 四国中央市
有限会社星加建設 愛媛県 四国中央市
有限会社七星運輸 愛媛県 東温市
株式会社オートプロジェクト 愛媛県 松前町
兵頭電気株式会社 愛媛県 鬼北町
久保 謙治 愛媛県
株式会社インターナカツ 高知県 高知市
株式会社カートップ一柳 高知県 高知市
株式会社秀徳建設 高知県 高知市
株式会社伸成 高知県 高知市
株式会社高秀 高知県 高知市
有限会社南国ステンレス 高知県 高知市
有限会社秦ホーム 高知県 高知市
有限会社山武工務店 高知県 高知市
有限会社武市建設 高知県 四万十町
有限会社長嶋自動車商会 高知県 黒潮町
小松 悟 高知県
白木 賢二 高知県
平野 右二 高知県
株式会社アルソアエラン 福岡県 北九州市
株式会社川上興業 福岡県 北九州市
川口建設株式会社 福岡県 北九州市
株式会社池間組 福岡県 北九州市
株式会社岡田鋼材 福岡県 北九州市
株式会社戸高電気 福岡県 北九州市
株式会社エザキ 福岡県 北九州市
株式会社Ｇｏｏｄ　Ｌｉｆｅ　Ｊａｐａｎ 福岡県 北九州市
株式会社ザ・ライジングサン・ジャパン 福岡県 北九州市
株式会社髙橋環境建築設計 福岡県 北九州市
日本ライフサポート株式会社 福岡県 北九州市
株式会社ＮＥＸＴＲＡＹ 福岡県 北九州市
有限会社山室工匠 福岡県 北九州市
吉浦海運株式会社 福岡県 北九州市
有限会社ライフ・フーズ・タナカ 福岡県 北九州市
青葉緑地建設株式会社 福岡県 北九州市
有限会社桂口商店 福岡県 北九州市
株式会社ケントク 福岡県 北九州市
株式会社ＣＯＬＬＥＣＴ　ＪＡＰＡＮ 福岡県 北九州市
サンロード・スチール株式会社 福岡県 北九州市
株式会社ジオンウェルサービス 福岡県 北九州市
株式会社大成ウェルフェア 福岡県 北九州市
株式会社ミライラボ 福岡県 北九州市
株式会社ミラモ 福岡県 北九州市
株式会社東建設 福岡県 北九州市
株式会社アセット不動産 福岡県 北九州市
株式会社坂本商店 福岡県 北九州市
株式会社梅村組 福岡県 北九州市
株式会社海水化学研究所 福岡県 北九州市
計測検査株式会社 福岡県 北九州市
有限会社坂元自動車 福岡県 北九州市
有限会社西武自動車 福岡県 北九州市
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辰巳開発株式会社 福岡県 北九州市
東洋緑地株式会社 福岡県 北九州市
株式会社中尾工務店 福岡県 北九州市
株式会社七絆 福岡県 北九州市
株式会社飛田エンジニアリング 福岡県 北九州市
株式会社平川商会 福岡県 北九州市
株式会社ルゥート毬ン 福岡県 北九州市
株式会社オリエントスター 福岡県 福岡市
河合製氷冷蔵株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ＧｒａｓｓＰｌａｃｅ 福岡県 福岡市
株式会社小山千緑園 福岡県 福岡市
株式会社Ｊ＆Ｃプランニング 福岡県 福岡市
有限会社セゾン 福岡県 福岡市
株式会社センクワークス 福岡県 福岡市
大翔トランスポート株式会社 福岡県 福岡市
Ｔｉｅｓ建築工房株式会社 福岡県 福岡市
Ｔｉｅｓ　ｈｏｍｅ株式会社 福岡県 福岡市
有限会社ダブルエーピー 福岡県 福岡市
東建工株式会社 福岡県 福岡市
東信株式会社 福岡県 福岡市
株式会社９Ｒｅｖｏｌｖｅｒ 福岡県 福岡市
有限会社馬場薬局 福岡県 福岡市
株式会社東田中建設 福岡県 福岡市
株式会社ＦＬＹ観光 福岡県 福岡市
有限会社マルニシ 福岡県 福岡市
株式会社マルマサ興業 福岡県 福岡市
株式会社りあんず 福岡県 福岡市
株式会社ＷＯＲＬＤ　ＣＯＮＴＥＮＴＭＥＮＴ 福岡県 福岡市
一般社団法人福岡ウイニングスピリッツ 福岡県 福岡市
株式会社ウィンベル 福岡県 福岡市
株式会社エネリーフ 福岡県 福岡市
株式会社エリシオン 福岡県 福岡市
株式会社キッズサポート 福岡県 福岡市
合同会社ＫＥＭＵＲＩ 福岡県 福岡市
三栄ビルサービス株式会社 福岡県 福岡市
株式会社しくみデザイン 福岡県 福岡市
ジャパン福岡・ペプシコーラ販売株式会社 福岡県 福岡市
株式会社天領バス 福岡県 福岡市
トヨタエルアンドエフ福岡株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ニシイ 福岡県 福岡市
株式会社フクヒロ 福岡県 福岡市
株式会社ＦＲＥＥ 福岡県 福岡市
フルブルーム株式会社 福岡県 福岡市
株式会社マエスト 福岡県 福岡市
株式会社Ｍｉｄａｓ３５８ 福岡県 福岡市
合同会社ミライキャリア 福岡県 福岡市
株式会社ラシゴーニュ 福岡県 福岡市
株式会社Ｒｉｔｚ　Ｍａｒｋ 福岡県 福岡市
株式会社ワイズパートナー 福岡県 福岡市
株式会社Ｒ－ｉｓｍ　ＦＵＫＵＯＫＡ 福岡県 福岡市
株式会社アンテナ 福岡県 福岡市
株式会社エースフードサービス 福岡県 福岡市
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株式会社エスアンドシー 福岡県 福岡市
合同会社ＫＷ 福岡県 福岡市
株式会社康佳 福岡県 福岡市
有限会社さめじま精肉店 福岡県 福岡市
シティックスカード株式会社 福岡県 福岡市
株式会社セイワ地研 福岡県 福岡市
株式会社ツルハラ 福岡県 福岡市
Ｄ＆ＴＨＩＮＧ株式会社 福岡県 福岡市
Ｄ－ＮＥＸＴ株式会社 福岡県 福岡市
日本ビルマネジメント・レジデンシャルサポート合同会社 福岡県 福岡市
株式会社ファミリー 福岡県 福岡市
ｂｌｉｓｓ　ａｔ株式会社 福岡県 福岡市
有限会社プロッシモ 福岡県 福岡市
株式会社増山建設 福岡県 福岡市
株式会社メディアドゥ 福岡県 福岡市
株式会社もりしま 福岡県 福岡市
ｕｎｉｔｙ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社リプル 福岡県 福岡市
有限会社和コーポレーション 福岡県 福岡市
株式会社ＩＬＹ 福岡県 福岡市
株式会社アジア建設コンサルタント 福岡県 福岡市
株式会社アドバンス・Ｔ 福岡県 福岡市
医療法人ＡＳＷ 福岡県 福岡市
社会福祉法人恵松会 福岡県 福岡市
シンクステージ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社にっこりホーム 福岡県 福岡市
株式会社日昇道路 福岡県 福岡市
Ｂｅａｃｈ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ミネルバ 福岡県 福岡市
株式会社わじな 福岡県 福岡市
アヴニール・ライフ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社アンビシャス 福岡県 福岡市
田尻技建株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ＢＡＬＡＮＣＥ 福岡県 福岡市
株式会社フェリスメット 福岡県 福岡市
有限会社藤原設備工業 福岡県 福岡市
株式会社ヘンミ企画 福岡県 福岡市
株式会社ＯＺ工務店 福岡県 福岡市
株式会社スエナガ 福岡県 福岡市
ＮＯＲＥＮ合同会社 福岡県 福岡市
株式会社八ヒロ 福岡県 福岡市
株式会社宮元石油 福岡県 福岡市
株式会社海辺 福岡県 福岡市
ケイ・パッケージ株式会社 福岡県 福岡市
株式会社ＳＯＲＡ 福岡県 福岡市
株式会社Ｄ．Ｌ．Ｓ 福岡県 福岡市
株式会社わっはっは 福岡県 福岡市
有限会社丸善殖産 福岡県 大牟田市
株式会社ｏｒｇ 福岡県 久留米市
Ｃｒｙｐｔｏｍｅｒｉａ株式会社 福岡県 久留米市
株式会社コウレン 福岡県 久留米市
医療法人瑞光会 福岡県 久留米市
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株式会社大寿建設 福岡県 久留米市
株式会社ナカガワ 福岡県 久留米市
株式会社日展コーポレーション 福岡県 久留米市
合同会社バリュー 福岡県 久留米市
農事組合法人福栄組合 福岡県 久留米市
有限会社宮田電機製作所 福岡県 久留米市
株式会社メディココン 福岡県 久留米市
モデルクレジット株式会社 福岡県 久留米市
秋元液化ガス株式会社 福岡県 飯塚市
医療法人社団栄光会ハート歯科クリニックいまい 福岡県 飯塚市
有限会社熊谷電機 福岡県 飯塚市
株式会社ドーケン 福岡県 飯塚市
株式会社深田環境開発工業 福岡県 飯塚市
株式会社フジイ 福岡県 飯塚市
龍王ガス株式会社 福岡県 飯塚市
株式会社石橋組 福岡県 田川市
株式会社チェック 福岡県 田川市
水郷柳川観光株式会社 福岡県 柳川市
ＮＩＬＰＬＡＮ株式会社 福岡県 柳川市
株式会社バウビオジャパン 福岡県 柳川市
株式会社アグリス 福岡県 八女市
株式会社石﨑組 福岡県 八女市
有限会社井手プロパン商会 福岡県 八女市
有限会社井上組 福岡県 八女市
大住工業株式会社 福岡県 八女市
三洋道路株式会社 福岡県 八女市
株式会社吉泉園 福岡県 八女市
株式会社エムズカンパニー 福岡県 筑後市
株式会社ウエキ産業 福岡県 大川市
株式会社鶴商 福岡県 大川市
株式会社ステア 福岡県 豊前市
有限会社武蔵屋 福岡県 豊前市
株式会社井上工務店 福岡県 小郡市
株式会社小郡車輌 福岡県 小郡市
株式会社朝倉街道 福岡県 筑紫野市
大賀酒造株式会社 福岡県 筑紫野市
株式会社ｕｎｉｔｅ 福岡県 筑紫野市
合同会社Ｎａｃｏ　Ｓｔｙｌｅ 福岡県 春日市
株式会社ダイエーオート 福岡県 大野城市
株式会社ＴＥＡＭフェニックス 福岡県 大野城市
ニシモト食品株式会社 福岡県 大野城市
合同会社華の実 福岡県 大野城市
hideki感激株式会社 福岡県 大野城市
株式会社アーバン不動産 福岡県 宗像市
千登技建株式会社 福岡県 宗像市
瀧口観花苑株式会社 福岡県 宗像市
トワニコーポレーション株式会社 福岡県 宗像市
社会福祉法人一心会 福岡県 太宰府市
株式会社エヌ．エフ．テイ 福岡県 太宰府市
株式会社サンクス 福岡県 太宰府市
株式会社セイリュウ工業 福岡県 太宰府市
株式会社宮原福樹園 福岡県 太宰府市
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株式会社ナダヨシ 福岡県 古賀市
株式会社Ｙ・Ｃエクステリア 福岡県 古賀市
株式会社ビューティックスインターナショナル 福岡県 うきは市
株式会社クバパッケージ 福岡県 宮若市
有限会社安永工務店 福岡県 宮若市
アイ・エステック株式会社 福岡県 嘉麻市
株式会社セリア・ロイル 福岡県 朝倉市
株式会社ｔｔｔ 福岡県 糸島市
有限会社フジノ香花園 福岡県 那珂川市
有限会社大庭建設 福岡県 宇美町
合興商事株式会社 福岡県 宇美町
株式会社新生 福岡県 宇美町
有限会社アイアイささぐり 福岡県 篠栗町
Ｆｕｔｕｒｅ　Ｔｒｅｋ株式会社 福岡県 篠栗町
株式会社アステック 福岡県 志免町
星の砂浜合同会社 福岡県 志免町
有限会社井上青果 福岡県 須恵町
株式会社大奉金属 福岡県 須恵町
有限会社プロストーン 福岡県 須恵町
ジール株式会社 福岡県 粕屋町
社会福祉法人ふたば会 福岡県 大刀洗町
久留米印刷株式会社 福岡県 広川町
株式会社湊建設 福岡県 添田町
株式会社田川現図 福岡県 糸田町
株式会社明日産業 福岡県 大任町
有限会社安産業 福岡県 大任町
株式会社春本工業 福岡県 赤村
株式会社サポートナビゲーション 福岡県 福智町
株式会社ＫＥＮＳＨＩＮ 福岡県 苅田町
株式会社ダイケン 福岡県 苅田町
株式会社ことぶき 福岡県 吉富町
幸久建設株式会社 福岡県 築上町
天野 功 福岡県
有馬 浩平 福岡県
石田 直也 福岡県
石橋 慶祐 福岡県
岩井 貴暁 福岡県
太田 健一 福岡県
鬼木 誠 福岡県
風間 信一 福岡県
城戸 新哉 福岡県
楠 孝司 福岡県
甲能 大輔 福岡県
雑賀 伸一 福岡県
重村 義則 福岡県
嶋田 繁喜 福岡県
嶋田 裕樹 福岡県
高崎 好生 福岡県
田邉 恭兵 福岡県
津本 久美子 福岡県
鳥尾 和重 福岡県
西田 和彦 福岡県
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福田 佳津己 福岡県
藤原 浩 福岡県
本城 茂太 福岡県
本田 雄介 福岡県
牧 宏幸 福岡県
山口 和義 福岡県
渡邉 健 福岡県
株式会社うふふ 佐賀県 佐賀市
株式会社クレール 佐賀県 佐賀市
株式会社シーエス 佐賀県 佐賀市
ジャパン佐賀ペプシコーラ販売株式会社 佐賀県 佐賀市
株式会社西村土木建設 佐賀県 佐賀市
株式会社ＢＩＯＳ 佐賀県 佐賀市
株式会社フューチャー 佐賀県 佐賀市
丸章設備株式会社 佐賀県 佐賀市
株式会社ミズマチ 佐賀県 佐賀市
株式会社ユニコ 佐賀県 佐賀市
有限会社リーディング 佐賀県 佐賀市
株式会社アサノ・マシン・エース 佐賀県 唐津市
株式会社一番館 佐賀県 唐津市
株式会社エネオール 佐賀県 唐津市
株式会社ｓｅｒｅｎａ 佐賀県 唐津市
米村電設工事株式会社 佐賀県 唐津市
医療法人光寿權藤医院 佐賀県 鳥栖市
有限会社大栄電工 佐賀県 鳥栖市
株式会社トスプロ 佐賀県 鳥栖市
上原鉄工建設株式会社 佐賀県 伊万里市
株式会社津田化洗工業 佐賀県 伊万里市
株式会社ワイズプランＳＰ 佐賀県 伊万里市
有限会社寺戸薬局 佐賀県 武雄市
株式会社丸新 佐賀県 武雄市
株式会社メリーランド 佐賀県 武雄市
有限会社鹿島設備工業所 佐賀県 鹿島市
株式会社兼茂 佐賀県 鹿島市
宮﨑鉄工株式会社 佐賀県 鹿島市
盛永建設株式会社 佐賀県 鹿島市
株式会社吉武建設 佐賀県 鹿島市
株式会社豊城建設 佐賀県 小城市
山口建設株式会社 佐賀県 嬉野市
有限会社内川建設 佐賀県 神埼市
ＮＰＯ法人ソレイユ・ヴェルプレット 佐賀県 基山町
株式会社中村電工 佐賀県 みやき町
株式会社中山牧場 佐賀県 玄海町
株式会社門田電気 佐賀県 白石町
株式会社うらかわ 佐賀県 太良町
杉光 真澄 佐賀県
橋村 賢史郎 佐賀県
峰松 一男 佐賀県
株式会社アイエムサポート 長崎県 長崎市
株式会社石橋建設 長崎県 長崎市
株式会社ＫａｂｕＫ　Ｓｔｙｌｅ 長崎県 長崎市
株式会社修峯 長崎県 長崎市
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有限会社土肥会計 長崎県 長崎市
株式会社南松技建 長崎県 長崎市
野田工業株式会社 長崎県 長崎市
有限会社フッケン 長崎県 長崎市
株式会社丸野 長崎県 長崎市
株式会社ＭＯＲアーキテクツ 長崎県 長崎市
株式会社山口運輸 長崎県 長崎市
株式会社ａｓｋ 長崎県 佐世保市
株式会社あんしん住宅 長崎県 佐世保市
合同会社石橋工業 長崎県 佐世保市
株式会社枝吉組 長崎県 佐世保市
株式会社小田電機 長崎県 佐世保市
株式会社九産テクノ 長崎県 佐世保市
株式会社建協 長崎県 佐世保市
コンブリオ株式会社 長崎県 佐世保市
西海地研株式会社 長崎県 佐世保市
株式会社シビルテック 長崎県 佐世保市
有限会社しまばら 長崎県 佐世保市
ソーラーレボリューション株式会社 長崎県 佐世保市
有限会社立石電業 長崎県 佐世保市
株式会社輝工務店 長崎県 佐世保市
株式会社長崎地研 長崎県 佐世保市
医療法人長崎玲瓏会 長崎県 佐世保市
ニコット・サービス有限会社 長崎県 佐世保市
株式会社日新食品工業 長崎県 佐世保市
株式会社ハスポ 長崎県 佐世保市
有限会社日の出水産 長崎県 佐世保市
有限会社マックス建設 長崎県 佐世保市
株式会社溝上建設 長崎県 佐世保市
株式会社未来クリエーション 長崎県 佐世保市
株式会社Ｌｉｅｎ 長崎県 佐世保市
ルードヴィヒ株式会社 長崎県 佐世保市
株式会社玉乃舎 長崎県 島原市
エスフォーエイチ株式会社 長崎県 諫早市
株式会社Ｃ－ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 長崎県 諫早市
医療法人たなか歯科医院 長崎県 諫早市
株式会社中溝緑化建設 長崎県 諫早市
有限会社もりやま住宅 長崎県 諫早市
株式会社吉次工業 長崎県 諫早市
有限会社吉寿商店 長崎県 諫早市
岩吉産機工業株式会社 長崎県 大村市
株式会社エムケン 長崎県 大村市
株式会社まつや 長崎県 大村市
株式会社みどり住宅 長崎県 大村市
未来建設有限会社 長崎県 大村市
有限会社大和設備工業 長崎県 大村市
株式会社絆プレジャーグループ 長崎県 松浦市
有限会社長嶋建設 長崎県 壱岐市
五島石匠有川新石材有限会社 長崎県 五島市
株式会社ファースト 長崎県 五島市
有限会社山田組 長崎県 南島原市
株式会社岩崎食品 長崎県 長与町

66 / 72 ページ



2021年12月15日

事業者名 都道府県 市区町村

医療法人社団公孫樹 長崎県 時津町
長崎県北自動車整備協業組合 長崎県 佐々町
有限会社アスカ 長崎県 新上五島町
草野 哲二 長崎県
古賀 大裕 長崎県
酒井 貴大 長崎県
椎 孝史 長崎県
副島 隆太 長崎県
橋本 功一 長崎県
本山 正太郎 長崎県
吉永 満也 長崎県
分部 高 長崎県
株式会社熊本診療協力社 熊本県 熊本市
株式会社下川薬局 熊本県 熊本市
株式会社すまい工房 熊本県 熊本市
株式会社タイヘイ 熊本県 熊本市
株式会社ＨＡＣＣＹＯＵ 熊本県 熊本市
晃陽建設株式会社 熊本県 熊本市
株式会社ＪＵＮ企工 熊本県 熊本市
株式会社大豊産業 熊本県 熊本市
有限会社ふきの企興 熊本県 熊本市
株式会社レゴリスアーキテクト 熊本県 熊本市
有限会社村上建設 熊本県 熊本市
株式会社山本産業 熊本県 熊本市
株式会社リキオート 熊本県 熊本市
有限会社川尻実業 熊本県 熊本市
有限会社小林土木 熊本県 熊本市
株式会社住管理システム 熊本県 熊本市
株式会社南山建設 熊本県 熊本市
株式会社興徳企業 熊本県 熊本市
晋合同会社 熊本県 熊本市
株式会社総合内装業ＴＡＮＡＫＡ 熊本県 熊本市
橋本醤油株式会社 熊本県 熊本市
有限会社マルユー 熊本県 熊本市
株式会社ＩＳＫ 熊本県 八代市
有限会社村川建設 熊本県 八代市
八代青果食品株式会社 熊本県 八代市
有限会社緑進園 熊本県 八代市
社会福祉法人善隣福祉会 熊本県 人吉市
有限会社山川工業 熊本県 荒尾市
有限会社米倉段ボール 熊本県 荒尾市
興南電気株式会社 熊本県 水俣市
株式会社ベスト 熊本県 玉名市
社会福祉法人寿会 熊本県 山鹿市
世紀建設株式会社 熊本県 菊池市
有限会社護総合開発 熊本県 宇土市
株式会社吉田組 熊本県 宇土市
宇城舗装株式会社 熊本県 宇城市
医療法人社団徳治会 熊本県 宇城市
株式会社赤城商会 熊本県 天草市
医療法人社団康治会 熊本県 天草市
株式会社共同 熊本県 合志市
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田邉工業株式会社 熊本県 合志市
新成建設株式会社 熊本県 玉東町
信和建設株式会社 熊本県 長洲町
有限会社九州タナカ 熊本県 大津町
株式会社村田園 熊本県 大津町
有限会社ニシムラ 熊本県 御船町
有限会社畑田工業 熊本県 御船町
ニッポン工業株式会社 熊本県 益城町
株式会社松本建設 熊本県 山都町
有限会社有佐樹花園 熊本県 氷川町
株式会社山口建設 熊本県 氷川町
河内産業株式会社 熊本県 多良木町
有限会社尾方工務店 熊本県 相良村
有限会社ウエダ建設 熊本県 山江村
株式会社球磨設備 熊本県 あさぎり町
有限会社戸高商店 熊本県 あさぎり町
有限会社松栄建設 熊本県 苓北町
有限会社富岡建設 熊本県 苓北町
双川建設株式会社 熊本県 苓北町
株式会社レイジュウ 熊本県 苓北町
大山 裕史 熊本県
後藤 信孝 熊本県
富田 康之 熊本県
原田 晴治 熊本県
福田 爾愛 熊本県
松村 志磨子 熊本県
水野 恵里 熊本県
宮本 實 熊本県
柳原 健 熊本県
株式会社イトウ商店 大分県 大分市
株式会社ＥＶＯ 大分県 大分市
医療法人孝萌会 大分県 大分市
信栄工産有限会社 大分県 大分市
社会福祉法人清流共生会 大分県 大分市
株式会社ソメヤ 大分県 大分市
株式会社タカフジ 大分県 大分市
株式会社ＴＡＭＡＹＡ 大分県 大分市
中小路自動車株式会社 大分県 大分市
株式会社日技 大分県 大分市
株式会社れんげ草 大分県 大分市
株式会社安部組 大分県 別府市
株式会社三洋産業 大分県 別府市
有限会社西武設備 大分県 別府市
有限会社竹の井ホテル 大分県 別府市
有限会社日豊工業社 大分県 別府市
株式会社シンコー 大分県 中津市
有限会社ワークス 大分県 中津市
有限会社川津食品 大分県 日田市
佐藤石材株式会社 大分県 日田市
有限会社天小組 大分県 佐伯市
有限会社吉田自動車 大分県 佐伯市
株式会社ＢＵＺＺ 大分県 臼杵市
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広域建設有限会社 大分県 竹田市
株式会社姫野一郎商店 大分県 竹田市
株式会社藤野屋ファーム 大分県 竹田市
株式会社ミツヤ 大分県 竹田市
有限会社中村商店 大分県 豊後高田市
医療法人宇水会 大分県 宇佐市
有限会社辻田建機 大分県 宇佐市
株式会社共和測量設計 大分県 豊後大野市
有限会社小野信自動車 大分県 由布市
有限会社安岐モータース 大分県 国東市
医療法人豊山会 大分県 九重町
神代 豊人 大分県
山中 慶実 大分県
株式会社アーム 宮崎県 宮崎市
株式会社井戸川産業 宮崎県 宮崎市
株式会社エアラインホテル 宮崎県 宮崎市
株式会社永和産業 宮崎県 宮崎市
有限会社共栄電気工事 宮崎県 宮崎市
有限会社産機サービス 宮崎県 宮崎市
株式会社新福 宮崎県 宮崎市
晴峰商事株式会社 宮崎県 宮崎市
第一建設株式会社 宮崎県 宮崎市
株式会社高村建設 宮崎県 宮崎市
株式会社ハレバレレンタカーＨＲＳ 宮崎県 宮崎市
株式会社宮崎南不動産 宮崎県 宮崎市
有限会社コハタ商会 宮崎県 都城市
株式会社下森建装 宮崎県 都城市
有限会社段工務店 宮崎県 都城市
株式会社ドム・エージェンシー 宮崎県 都城市
株式会社中村商事 宮崎県 都城市
南榮工業株式会社 宮崎県 都城市
ナンバー食品株式会社 宮崎県 都城市
株式会社松尾運送 宮崎県 都城市
万代不動産株式会社 宮崎県 都城市
有限会社横山黎明弓製作所 宮崎県 都城市
株式会社加行建設 宮崎県 延岡市
有限会社栁田住宅 宮崎県 延岡市
株式会社栄興住宅 宮崎県 小林市
小林養鶏株式会社 宮崎県 小林市
有限会社西山建設工業 宮崎県 小林市
旭建設株式会社 宮崎県 日向市
日向碁盤碁石株式会社 宮崎県 日向市
有限会社福田自動車工業 宮崎県 えびの市
株式会社未来クリエイト 宮崎県 えびの市
大山食品株式会社 宮崎県 国富町
溝口建設株式会社 宮崎県 国富町
有限会社宮本工務店 宮崎県 新富町
飯干工業株式会社 宮崎県 高千穂町
株式会社五大建設 宮崎県 五ヶ瀬町
瀬之口 寿人 宮崎県
徳丸 幸一 宮崎県
株式会社有迫組 鹿児島県 鹿児島市
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有村建装有限会社 鹿児島県 鹿児島市
アルファテック株式会社 鹿児島県 鹿児島市
内村建設株式会社 鹿児島県 鹿児島市
株式会社ｅｃｏリフォーム鹿児島 鹿児島県 鹿児島市
株式会社海幸 鹿児島県 鹿児島市
株式会社環境設計 鹿児島県 鹿児島市
協電プラント有限会社 鹿児島県 鹿児島市
有限会社清美土木 鹿児島県 鹿児島市
株式会社熊建 鹿児島県 鹿児島市
株式会社サメシマ 鹿児島県 鹿児島市
有限会社Ｓａｗａ　Ｃｏｍｐａｎｙ 鹿児島県 鹿児島市
株式会社清水 鹿児島県 鹿児島市
医療法人翔優会 鹿児島県 鹿児島市
親栄電設株式会社 鹿児島県 鹿児島市
株式会社シンケン 鹿児島県 鹿児島市
株式会社親和電機 鹿児島県 鹿児島市
株式会社末永建設 鹿児島県 鹿児島市
有限会社摺木建設 鹿児島県 鹿児島市
株式会社大鹿電業 鹿児島県 鹿児島市
株式会社大成電設 鹿児島県 鹿児島市
株式会社楽しい家 鹿児島県 鹿児島市
中外電工株式会社 鹿児島県 鹿児島市
南国情報サービス株式会社 鹿児島県 鹿児島市
藤田建設興業株式会社 鹿児島県 鹿児島市
豊和建設株式会社 鹿児島県 鹿児島市
本田電設株式会社 鹿児島県 鹿児島市
株式会社マルカワ建設 鹿児島県 鹿児島市
株式会社　丸俊 鹿児島県 鹿児島市
萬福食品株式会社 鹿児島県 鹿児島市
有限会社向江青果 鹿児島県 鹿児島市
山方建設有限会社 鹿児島県 鹿児島市
善八緑地開発株式会社 鹿児島県 鹿児島市
株式会社ワキタ 鹿児島県 鹿児島市
有限会社井之上電器 鹿児島県 鹿屋市
株式会社宇都電設 鹿児島県 鹿屋市
有限会社江口建設 鹿児島県 鹿屋市
株式会社倉岡建設 鹿児島県 鹿屋市
坂元通建設株式会社 鹿児島県 鹿屋市
株式会社中央電機 鹿児島県 鹿屋市
有限会社祓川養魚場 鹿児島県 鹿屋市
有限会社ブルエコー 鹿児島県 鹿屋市
株式会社ＬＥＰＲＯ 鹿児島県 鹿屋市
株式会社ツカサ 鹿児島県 阿久根市
有限会社天辰百花園 鹿児島県 出水市
有限会社桑原建築 鹿児島県 出水市
有限会社高橋建設 鹿児島県 西之表市
株式会社西田工業 鹿児島県 西之表市
株式会社鶴田組 鹿児島県 垂水市
株式会社永留電気工業 鹿児島県 薩摩川内市
中野建設株式会社 鹿児島県 薩摩川内市
株式会社福重電工 鹿児島県 薩摩川内市
株式会社杜ノ輝 鹿児島県 薩摩川内市
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笑陽株式会社 鹿児島県 日置市
有限会社ファクトリーヒロ 鹿児島県 日置市
西原建設株式会社 鹿児島県 曽於市
有限会社上園設備工業 鹿児島県 霧島市
有限会社懸城開発 鹿児島県 霧島市
株式会社コーセーペイント 鹿児島県 霧島市
曽山建設株式会社 鹿児島県 霧島市
株式会社堀之内建設 鹿児島県 霧島市
有限会社森三 鹿児島県 霧島市
株式会社山一建設 鹿児島県 霧島市
有限会社坂口組 鹿児島県 いちき串木野市
鹿児島堀口製茶有限会社 鹿児島県 志布志市
松清産業株式会社 鹿児島県 志布志市
株式会社ビルムホーム 鹿児島県 奄美市
有限会社緑地建設田畑造園 鹿児島県 奄美市
有限会社共同設備工業 鹿児島県 伊佐市
市田兄弟土木株式会社 鹿児島県 姶良市
有限会社香川工務店 鹿児島県 姶良市
加治木瓦斯株式会社 鹿児島県 姶良市
国分興産株式会社 鹿児島県 姶良市
柴立建設有限会社 鹿児島県 錦江町
株式会社富建設 鹿児島県 徳之島町
今村 幸一 鹿児島県
川崎 栄寿 鹿児島県
椎木 直弥 鹿児島県
下鶴 一德 鹿児島県
長濱 博行 鹿児島県
深見 大輔 鹿児島県
皆内 修 鹿児島県
吉住 芳紀 鹿児島県
ＲＬＤ株式会社 沖縄県 那覇市
株式会社オキナワクリーンラボ 沖縄県 那覇市
株式会社沖縄交通 沖縄県 那覇市
株式会社オフィス琉星 沖縄県 那覇市
梶原事業開発合同会社 沖縄県 那覇市
久建工業株式会社 沖縄県 那覇市
有限会社光和エンジニアリング 沖縄県 那覇市
株式会社シンライズ 沖縄県 那覇市
株式会社とうほう工業 沖縄県 那覇市
株式会社Ｂｕｓｉａｓ 沖縄県 那覇市
株式会社松尾不動産 沖縄県 那覇市
株式会社丸玉 沖縄県 那覇市
株式会社宮平設計 沖縄県 那覇市
株式会社メジャーサポートサービス 沖縄県 那覇市
株式会社琉球新報開発 沖縄県 那覇市
株式会社レキオスホーム 沖縄県 那覇市
株式会社興建設 沖縄県 石垣市
有限会社洲鎌組 沖縄県 石垣市
株式会社Ｓｅｖｅｎ　Ｃｏｌｏｒｓ 沖縄県 石垣市
株式会社ＭｏｔｏｒＣａｒｓＭＩＹＡＧＩ 沖縄県 石垣市
ラキム株式会社 沖縄県 石垣市
合同会社琉球土地建物総合サービス 沖縄県 石垣市
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株式会社太名嘉組 沖縄県 浦添市
株式会社國興建設 沖縄県 浦添市
有限会社大成プラン 沖縄県 浦添市
株式会社フュージョン・アイ 沖縄県 浦添市
新垣産業株式会社 沖縄県 名護市
株式会社アクタス産業 沖縄県 糸満市
株式会社仁智 沖縄県 糸満市
株式会社照屋土建 沖縄県 糸満市
光建設株式会社 沖縄県 糸満市
新里酒造株式会社 沖縄県 沖縄市
有限会社丸当開発 沖縄県 豊見城市
株式会社眞和テック 沖縄県 うるま市
大成土建株式会社 沖縄県 宮古島市
株式会社南西リゾート 沖縄県 宮古島市
株式会社ランバーランド 沖縄県 南城市
有限会社ローヤル 沖縄県 読谷村
有限会社尚伸電工 沖縄県 嘉手納町
旭建設株式会社 沖縄県 北谷町
株式会社オーエスディー 沖縄県 北谷町
有限会社ラハイナ 沖縄県 北谷町
有限会社宮城工業 沖縄県 中城村
株式会社エーデルワイス沖縄 沖縄県 西原町
株式会社沖縄美健 沖縄県 与那原町
国洋建設株式会社 沖縄県 久米島町
有限会社比嘉組 沖縄県 久米島町
有限会社　糸工房 沖縄県 八重瀬町
宜名真 正勝 沖縄県
津波 卓 沖縄県
渡久地 正卓 沖縄県
渡久地 隆道 沖縄県
仲宗根 孝 沖縄県
又吉 奈津樹 沖縄県
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