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事業者名 都道府県 市区町村

有限会社荒木生花店 北海道 札幌市
岩下産業株式会社 北海道 札幌市
株式会社エイプリル 北海道 札幌市
有限会社オカ 北海道 札幌市
特定非営利活動法人ケアグループみらい 北海道 札幌市
サスケ株式会社 北海道 札幌市
佐藤水産株式会社 北海道 札幌市
株式会社スタンドエステート 北海道 札幌市
株式会社ニューフレンドリー 北海道 札幌市
株式会社不動産ラボ 北海道 札幌市
株式会社ワールドウッティ 北海道 札幌市
社会福祉法人函館大庚会 北海道 函館市
萱野 公裕 北海道
森羽紙業株式会社 青森県 五所川原市
佐々木 司 青森県
有限会社オクトサービス 岩手県 盛岡市
株式会社東北ターボ工業 岩手県 盛岡市
東北資材工業株式会社 岩手県 花巻市
株式会社クリエイトホームズ 宮城県 仙台市
今野不動産株式会社 宮城県 仙台市
株式会社サクラファーマシー 宮城県 仙台市
株式会社仙台紙工印刷 宮城県 仙台市
株式会社ソウルロジス 宮城県 仙台市
茶谷建設株式会社 宮城県 仙台市
株式会社丸藤 宮城県 仙台市
株式会社未来建設 宮城県 仙台市
有限会社ミリオン商事 宮城県 仙台市
株式会社ラサキ不動産 宮城県 仙台市
有限会社角田自動車整備工業所 宮城県 角田市
株式会社鳴子観光ホテル 宮城県 大崎市
株式会社白石ハウビング 宮城県 柴田町
社会福祉法人一真会 秋田県 横手市
一般財団法人山形県理化学分析センター 山形県 山形市
株式会社ラピタ 山形県 米沢市
株式会社チェンジ・ザ・ワールド 山形県 酒田市
株式会社アンドテラス 福島県 福島市
株式会社ＳＢＬ 福島県 福島市
株式会社ＮＰＩＣ 福島県 郡山市
株式会社創作家 福島県 伊達市
新田 健一 福島県
よつば不動産株式会社 茨城県 つくば市
有限会社岩井設備 茨城県 阿見町
有限会社興成自動車商会 栃木県 宇都宮市
株式会社ゆうわ 栃木県 宇都宮市
東京オート株式会社 栃木県 小山市
株式会社山水閣 栃木県 那須町
株式会社ＮＥＸＩＡ 群馬県 前橋市
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株式会社フジサワ 群馬県 前橋市
株式会社ワンライフ 群馬県 前橋市
株式会社アイヒューマンパートナーズ 群馬県 桐生市
有限会社技研造園 群馬県 桐生市
株式会社グッドアイ 群馬県 桐生市
株式会社須藤機械 群馬県 桐生市
フジハツ工業株式会社 群馬県 桐生市
東栄化学工業株式会社 群馬県 伊勢崎市
株式会社アンペロス 群馬県 太田市
野村電気株式会社 群馬県 太田市
社会福祉法人博愛会 群馬県 太田市
ＩＮＶＥＮＴＩＶＥ株式会社 群馬県 みどり市
株式会社ベルツリー 埼玉県 さいたま市
川越商工会議所 埼玉県 川越市
マイベスト株式会社 埼玉県 富士見市
三省インテリジエント株式会社 埼玉県 吉川市
株式会社ＯＫ－ＣＲＡＦＴＳ 埼玉県 ふじみ野市
永廣 理人 埼玉県
株式会社ワイズ 千葉県 千葉市
有限会社レキオ 千葉県 市川市
株式会社千代田コーポレーション 千葉県 松戸市
株式会社エグチ 千葉県 柏市
株式会社クレアトゥール 千葉県 市原市
株式会社鶏ヤロー 千葉県 流山市
ワイズワークス有限会社 千葉県 八千代市
株式会社ＦＵ－ＤＯ 千葉県 我孫子市
株式会社ブロック 千葉県 我孫子市
株式会社ＴＡＳＵＫＵ 千葉県 君津市
株式会社池部楽器店 東京都 千代田区
株式会社ｅｖｏｌｔ 東京都 千代田区
株式会社クラ・モチベーション 東京都 千代田区
株式会社サンファーム商事 東京都 千代田区
株式会社ヒロマスホテルズ 東京都 千代田区
株式会社Pentagon 東京都 千代田区
株式会社Ａｕｌｉｉ 東京都 中央区
株式会社Ｇｉｆｔｅｄ 東京都 中央区
株式会社銀座もとじ 東京都 中央区
合同会社ｄｅｌｔａ 東京都 中央区
株式会社ハピラボ 東京都 中央区
メディ・ジャパン株式会社 東京都 中央区
ログズ株式会社 東京都 中央区
株式会社アッチェ 東京都 港区
株式会社アルディート 東京都 港区
ＡＭＰＬＵＳＪＡＰＡＮ合同会社 東京都 港区
株式会社セラヴィ 東京都 港区
株式会社ＤＲマネージメント 東京都 港区
株式会社ティーサイド 東京都 港区
株式会社船橋ロッキー 東京都 港区
株式会社ふふ 東京都 港区
株式会社ポラリス 東京都 港区
株式会社マンション専門プラザ 東京都 港区
株式会社富田染工芸 東京都 新宿区
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有限会社ナビコーポレーション 東京都 新宿区
ＭＩＬ株式会社 東京都 新宿区
株式会社ロイヤルファーマーズ 東京都 新宿区
ふれあい保険サービス株式会社 東京都 台東区
株式会社リバース 東京都 墨田区
学校法人　木下学園 東京都 江東区
株式会社東京マジック 東京都 江東区
株式会社ビスムカンパニー 東京都 江東区
株式会社アッタデザイン 東京都 品川区
株式会社ＣＨＵＵＮｉ 東京都 目黒区
株式会社ジュネストリー 東京都 大田区
株式会社ｉｉｙ 東京都 世田谷区
株式会社コロンブス 東京都 世田谷区
株式会社デンコー 東京都 世田谷区
有限会社ナガオ商店 東京都 世田谷区
株式会社エルコンドル 東京都 渋谷区
株式会社サンワールド・ツアーズ 東京都 渋谷区
株式会社Ｓｙｚｙｇｙ　ＲＥｃｒｅａｔｅ 東京都 渋谷区
株式会社じそく１じかん 東京都 渋谷区
トート株式会社 東京都 渋谷区
株式会社ＨＩＬＬ　ＴＯＰ 東京都 渋谷区
株式会社Ｂｌｏｏｍ＆Ｃｏ． 東京都 渋谷区
株式会社ＰＯＰＬＡＲ 東京都 渋谷区
株式会社郵宣企画 東京都 渋谷区
ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ株式会社 東京都 渋谷区
家．ｃｏｍ株式会社 東京都 中野区
ＣＤＭ株式会社 東京都 杉並区
株式会社城西ハウス 東京都 杉並区
株式会社双龍堂高野表具店 東京都 杉並区
知智プラン株式会社 東京都 杉並区
株式会社東京トラスト 東京都 杉並区
アートブレイン株式会社 東京都 豊島区
株式会社イーディス 東京都 豊島区
ＬＣＲＥＳＴ株式会社 東京都 豊島区
株式会社ティータイム 東京都 豊島区
スパーティスコンサルティング合同会社 東京都 北区
株式会社ＲＣｄｅｓｉｇｎ 東京都 板橋区
有限会社すずらんホームズ 東京都 板橋区
ハウス・プロモーション株式会社 東京都 板橋区
特定非営利活動法人とぅもろう 東京都 練馬区
株式会社エストワーク 東京都 足立区
株式会社ｅｎｎｔａｋｕ 東京都 葛飾区
株式会社古清水商会 東京都 江戸川区
株式会社アスティークパートナーズ 東京都 立川市
株式会社ＲＩＳＥ 東京都 武蔵野市
株式会社Ｓａｖａ 東京都 府中市
合同会社ｔｅａｍ　ｓｕｐｐｏｒｔ 東京都 調布市
株式会社トネパーツ 東京都 町田市
株式会社一休 東京都 東村山市
株式会社ＫＢＳ 東京都 東村山市
医療法人社団Ｄｅｎｔａｌ　Ｆｒｏｎｔ 東京都 国分寺市
国立倉庫株式会社 東京都 国立市
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株式会社竹村製作所 東京都 稲城市
岩間 渉 東京都
川村 洸二朗 東京都
山田 志津子 東京都
株式会社ＯＷＬ 神奈川県 横浜市
株式会社イーブライト 神奈川県 横浜市
大立電設株式会社 神奈川県 横浜市
株式会社すまい 神奈川県 横浜市
株式会社太陽システム 神奈川県 横浜市
株式会社ＴＲＩＰＬＥ－ｅｆ 神奈川県 横浜市
株式会社フェリックス 神奈川県 横浜市
株式会社ＢＵＲＵ 神奈川県 横浜市
モリノブライズ株式会社 神奈川県 横浜市
東栄技工株式会社 神奈川県 横須賀市
有限会社鳥仲商店 神奈川県 平塚市
株式会社パナシェ 神奈川県 平塚市
株式会社桐生工務店 神奈川県 厚木市
ＪＮＣＡインターナショナル株式会社 神奈川県 厚木市
株式会社杉田商事 神奈川県 厚木市
株式会社ドリームアーク 神奈川県 大和市
株式会社ファンセンス 神奈川県 大和市
松下住宅産業株式会社 神奈川県 大和市
株式会社新世商亊 新潟県 新潟市
株式会社ＴｅＮＹサービス 新潟県 新潟市
新潟県観光物産株式会社 新潟県 新潟市
株式会社パステル 新潟県 新潟市
松吉ワークス株式会社 新潟県 新潟市
株式会社後藤組 新潟県 糸魚川市
有限会社ヤマキ観光 新潟県 阿賀野市
有限会社弥吉丸 新潟県 佐渡市
黒崎 一雄 新潟県
小林薬品株式会社 富山県 富山市
共同ホーム株式会社 富山県 高岡市
立山製紙株式会社 富山県 立山町
株式会社シェーヌ 石川県 金沢市
有限会社上野管工 石川県 珠洲市
有限会社岸崎工作所 福井県 おおい町
上山 忠広 福井県
株式会社グランツ 山梨県 韮崎市
株式会社グローバル 山梨県 中央市
株式会社ハートフル松本ＦＶＰ 長野県 松本市
有限会社　山田写真館 長野県 岡谷市
株式会社スマイロン 長野県 飯田市
一般財団法人中部公衆医学研究所 長野県 飯田市
有限会社岡田興業 長野県 諏訪市
株式会社中央不動産 長野県 伊那市
株式会社不動 長野県 佐久市
有限会社山崎自動車工場 長野県 千曲市
株式会社ヒューテック 長野県 安曇野市
丸壽産業株式会社 長野県 安曇野市
旭商事株式会社 岐阜県 岐阜市
福徳工業株式会社 岐阜県 岐阜市
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株式会社リノルームファクトリー 岐阜県 大垣市
株式会社メック 岐阜県 中津川市
株式会社雅 岐阜県 瑞浪市
株式会社ケイ・ワークス 岐阜県 各務原市
未来ホーム株式会社 岐阜県 各務原市
有限会社かわむらや 岐阜県 海津市
ヨーロー西濃集配株式会社 岐阜県 養老町
有限会社城南ハウジング 静岡県 静岡市
スルガフロント株式会社 静岡県 静岡市
株式会社テンポイント 静岡県 静岡市
株式会社ナグラ 静岡県 静岡市
阪神電機工業株式会社 静岡県 静岡市
山田産業株式会社 静岡県 静岡市
社会福祉法人あそしえ 静岡県 浜松市
有限会社恵明 静岡県 浜松市
有限会社Ｓ．Ｔ．Ｅ．Ｐ 静岡県 浜松市
株式会社宮岡工業 静岡県 富士市
株式会社エル・ティー・シー 静岡県 磐田市
ベクトル株式会社 静岡県 湖西市
株式会社ＦＭ　ＩＳ 静岡県 伊豆市
伴野 香澄 静岡県
株式会社アトラス 愛知県 名古屋市
株式会社アビテナ 愛知県 名古屋市
株式会社ＳＳＭＴ 愛知県 名古屋市
株式会社ＳＴＹプランニング 愛知県 名古屋市
エステートプラス株式会社 愛知県 名古屋市
株式会社ヱフビー 愛知県 名古屋市
オックス貿易株式会社 愛知県 名古屋市
カワシマ株式会社 愛知県 名古屋市
有限会社スギモト自動車 愛知県 名古屋市
株式会社セルフ・グロウ 愛知県 名古屋市
丸八交通株式会社 愛知県 名古屋市
知多産業運輸株式会社 愛知県 豊橋市
株式会社ＢＩＧ　ＴＲＥＥ 愛知県 岡崎市
ダイソウホーム株式会社 愛知県 一宮市
中野運送株式会社 愛知県 一宮市
株式会社ＲＡＳＨＩＫＳ 愛知県 瀬戸市
合同会社やさしい 愛知県 半田市
株式会社八村呉服店 愛知県 津島市
ケヤキ住建株式会社 愛知県 安城市
大和高速運輸株式会社 愛知県 安城市
サイトウ建築株式会社 愛知県 あま市
今井 由衣 愛知県
鈴木 和也 愛知県
田川 純 愛知県
綱瀨 伸子 愛知県
星屋 真輝 愛知県
株式会社アクアス 三重県 四日市市
ホームズ株式会社 三重県 四日市市
学校法人伊勢整容学園 三重県 伊勢市
株式会社Ｍ‐ｏｐｓｏｌ 三重県 伊勢市
株式会社エムケイ・コーポレーション 三重県 伊勢市
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株式会社ツジ 三重県 伊勢市
株式会社すまいる 三重県 木曽岬町
株式会社フレンドハウス 滋賀県 彦根市
株式会社エム・ジェイホーム 滋賀県 長浜市
谷口印刷株式会社 滋賀県 長浜市
株式会社加藤商事 京都府 京都市
有限会社京都遊美 京都府 京都市
株式会社坂製作所 京都府 京都市
三興物産株式会社 京都府 京都市
福田真株式会社 京都府 京都市
株式会社マシン東洋 京都府 京都市
株式会社松岡商事 京都府 京都市
流体工房合同会社 京都府 京都市
森下建設株式会社 京都府 福知山市
河長樹脂工業株式会社 京都府 向日市
株式会社北洋工機 京都府 京田辺市
山川 晃彦 京都府
米田 正彦 京都府
ＩＴＯモバイル株式会社 大阪府 大阪市
株式会社アインス 大阪府 大阪市
あさひリアルティ株式会社 大阪府 大阪市
株式会社イーナリンク 大阪府 大阪市
株式会社ウイズ 大阪府 大阪市
株式会社エバンズ 大阪府 大阪市
株式会社ＭｏＴ 大阪府 大阪市
一般社団法人大阪府経営合理化協会 大阪府 大阪市
株式会社キースホワイトニング 大阪府 大阪市
株式会社ＣＵＦＦＩＡ 大阪府 大阪市
株式会社河野 大阪府 大阪市
坂口鋼材株式会社 大阪府 大阪市
株式会社SHAPE DESIGNｓ 大阪府 大阪市
大忠株式会社 大阪府 大阪市
株式会社ＴＣＩ 大阪府 大阪市
株式会社ＤＩＯ・ＯＮＥ 大阪府 大阪市
株式会社フリーネイル 大阪府 大阪市
株式会社マール 大阪府 大阪市
株式会社まなびやＰＬＵＳ 大阪府 大阪市
薮建株式会社 大阪府 大阪市
リノアス株式会社 大阪府 大阪市
株式会社リンクス 大阪府 大阪市
株式会社レンタル・パーク 大阪府 大阪市
株式会社ロングス 大阪府 大阪市
有限会社ジー・アイ・エス近畿 大阪府 堺市
株式会社しるし堂 大阪府 堺市
阪和株式会社 大阪府 堺市
株式会社堀之内自動車工業 大阪府 堺市
株式会社ユニハウス 大阪府 岸和田市
株式会社ウインズフロム 大阪府 吹田市
株式会社大幹 大阪府 吹田市
株式会社クローバーハウジング 大阪府 泉大津市
有限会社シンメ 大阪府 高槻市
株式会社サンリツ 大阪府 枚方市
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事業者名 都道府県 市区町村

株式会社ケー・ティー・エヌ 大阪府 寝屋川市
株式会社スマイシア不動産販売 大阪府 寝屋川市
株式会社ニューコマンダーホテル 大阪府 寝屋川市
株式会社マツモト 大阪府 和泉市
クラフトワン株式会社 大阪府 門真市
アクアサービス株式会社 大阪府 東大阪市
大阪メディカルシステムサービス株式会社 大阪府 東大阪市
株式会社サン・クリーンサービス 大阪府 東大阪市
株式会社ＳＵＭＯＮＥＴ 大阪府 大阪狭山市
岩橋 裕樹 大阪府
河合 利彦 大阪府
坂本 則和 大阪府
澁谷 将 大阪府
三井 智宏 大阪府
株式会社アップル眼鏡工房 兵庫県 神戸市
株式会社イーアールホームズ 兵庫県 神戸市
株式会社トラスト 兵庫県 神戸市
萬豊株式会社 兵庫県 神戸市
リクラス不動産販売株式会社 兵庫県 神戸市
合名会社アリモト 兵庫県 姫路市
株式会社座右 兵庫県 姫路市
株式会社オー・エス・エス司 兵庫県 尼崎市
株式会社ながおテクノ 兵庫県 尼崎市
株式会社ワッション 兵庫県 尼崎市
株式会社不動産の窓口 兵庫県 明石市
有限会社ロータス大久保 兵庫県 明石市
株式会社トマトホーム 兵庫県 西宮市
ブランドガーデン株式会社 兵庫県 西宮市
株式会社ワインショップ西村 兵庫県 洲本市
ラ・カーサヒラク株式会社 兵庫県 伊丹市
菱神産業株式会社 兵庫県 加古川市
牛尾 龍 兵庫県
小幡 兼志 兵庫県
アルファホーム株式会社 奈良県 奈良市
株式会社翔企画 奈良県 奈良市
株式会社リールステージ 奈良県 奈良市
有限会社萩野エンジニアリング 奈良県 大和郡山市
有限会社リ・ターン 奈良県 桜井市
株式会社ＧＰＩ 奈良県 生駒市
株式会社葛城自動車 奈良県 香芝市
株式会社アストライン 和歌山県 和歌山市
ロゴ株式会社 和歌山県 田辺市
カネックス株式会社 鳥取県 米子市
東京印刷株式会社 鳥取県 米子市
ラッコントホテル株式会社 鳥取県 伯耆町
株式会社オーディオストック 岡山県 岡山市
大森商事株式会社 岡山県 岡山市
有限会社シー・エス・ワイ 岡山県 岡山市
株式会社鳥羽工業 岡山県 岡山市
ＲＩＧＨＴ　ＡＮＧＬＥ株式会社 岡山県 岡山市
ロジックイノベーション株式会社 岡山県 岡山市
株式会社クゥティー 岡山県 倉敷市
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事業者名 都道府県 市区町村

株式会社正岡コンサルタント 岡山県 玉野市
吉延石油株式会社 岡山県 備前市
時岡 ヒロ江 岡山県
古谷 文子 岡山県
医療法人社団博煌会 広島県 広島市
パストラル・エステート有限会社 広島県 広島市
有限会社コアフュール宮西 広島県 呉市
広島沢井薬品株式会社 広島県 呉市
株式会社マリー 広島県 呉市
株式会社ＥＣＯ 広島県 坂町
石井 正輝 広島県
須貝 隆徳 広島県
鍋良 昌俊 広島県
株式会社アートネクスト 山口県 下関市
株式会社メルシィ 山口県 下関市
株式会社ヨシヤ 山口県 山口市
株式会社成上 山口県 萩市
晃和興産株式会社 山口県 柳井市
阿波測建株式会社 徳島県 徳島市
株式会社ガーデン 徳島県 徳島市
協業組合徳島印刷センター 徳島県 徳島市
株式会社ワールド・マネージメント・サービス 徳島県 徳島市
有限会社智粧 徳島県 阿南市
株式会社尾形建築 徳島県 北島町
株式会社モリテック 香川県 三木町
山城金属株式会社 香川県 琴平町
株式会社ｅｎｎｅ 愛媛県 松山市
株式会社﨑山カーサービス 愛媛県 松山市
株式会社ミチヒロ 愛媛県 今治市
ピーコックフーズ株式会社 愛媛県 西条市
株式会社マーク住研 愛媛県 西条市
有限会社ビーンズ 愛媛県 砥部町
白石鉄工株式会社 福岡県 北九州市
医療法人浦口小児クリニック 福岡県 福岡市
株式会社エヌアイプランシステム 福岡県 福岡市
株式会社ＧｌｏｂａｌＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ 福岡県 福岡市
医療法人謙恕会 福岡県 福岡市
株式会社コムハウス 福岡県 福岡市
株式会社しのざき不動産 福岡県 福岡市
第一九州三共株式会社 福岡県 福岡市
有限会社ヘアージャンキー 福岡県 福岡市
株式会社ウィズザライフ 福岡県 久留米市
株式会社ＨＲアセット 福岡県 久留米市
合名会社石川商店 福岡県 田川市
ゑびす醤油株式会社 福岡県 筑紫野市
株式会社真栄技研工業 福岡県 筑紫野市
株式会社ＭＹＡＭＰ 福岡県 筑紫野市
医療法人工藤内科 福岡県 みやま市
瀬高交通自動車有限会社 福岡県 みやま市
株式会社Ｌｉｆｅ 福岡県 新宮町
医療法人つだ小児科医院 福岡県 水巻町
医療法人ひびき 福岡県 水巻町
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医療法人朱夏 福岡県 岡垣町
五郎丸 秀太 福岡県
三宅 信久 福岡県
東和薬品佐賀東販売株式会社 佐賀県 佐賀市
株式会社ライファーエージェント 佐賀県 武雄市
株式会社エグチ・ビルド 佐賀県 小城市
株式会社ユーシン 長崎県 長崎市
株式会社エコシス 長崎県 佐世保市
有限会社喜々津ホーム 長崎県 諫早市
学校法人向陽学園 長崎県 大村市
有限会社スズキオートセンター小堺 長崎県 大村市
北松通運株式会社 長崎県 平戸市
株式会社有明測量開発社 熊本県 熊本市
株式会社ネクサス 熊本県 熊本市
合同会社Ｆ・Ｎ・Ｃ 熊本県 八代市
株式会社永正 熊本県 八代市
有限会社エトワール不動産 熊本県 荒尾市
有限会社井工業 熊本県 阿蘇市
株式会社ＨＡＳＨＩＺＵＭＥ－ＫＯＫＥＮ 熊本県 多良木町
上村 守 熊本県
園田 光作 熊本県
株式会社ヤナギ工業 大分県 大分市
ＬＵＣＵＲ．ｇｒｏｕｐ株式会社 大分県 中津市
緒方 幸治 大分県
株式会社学園台ハウジング 宮崎県 宮崎市
有限会社福盛工業 宮崎県 都城市
株式会社森久 宮崎県 延岡市
株式会社天草屋 鹿児島県 鹿児島市
株式会社ビッグファイブ 鹿児島県 鹿児島市
有限会社カーセンター大隅 鹿児島県 志布志市
株式会社大野商会 鹿児島県 奄美市
株式会社大平機械 沖縄県 西原町
真志喜 健太 沖縄県

9 / 9 ページ


