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事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

株式会社アイウィル 北海道 札幌市 4430001079103
株式会社赤沼測量設計 北海道 札幌市 3430001000432
株式会社キャロット 北海道 札幌市 2430001004888
株式会社クリエーティブリーフ 北海道 札幌市 9430001028666
株式会社興北煖房工業所 北海道 札幌市 7430001005849
株式会社ジオメック 北海道 札幌市 9430001023097
株式会社住宅日和 北海道 札幌市 7430001069919
株式会社スター・ウェッジ 北海道 札幌市 2430001060808
株式会社ハマノリゾートプロパティ 北海道 札幌市 5430001079754
株式会社ベルディ 北海道 札幌市 1430001018369
北盟測量株式会社 北海道 札幌市 9430001015111
株式会社マルエヌ野村工業 北海道 札幌市 7430001022852
株式会社結 北海道 札幌市 2430001051609
株式会社隆成建設 北海道 札幌市 7430001028296
株式会社猖々谷建設 北海道 函館市 3440001000984
株式会社菅原組 北海道 函館市 2440001000952
株式会社石澤自動車 北海道 小樽市 2430001051253
大ワ大和水産株式会社 北海道 小樽市 1430001050198
株式会社本野雄次郎商店 北海道 小樽市 6430001050581
株式会社岸田組 北海道 旭川市 2450001001041
株式会社坂下工務店 北海道 旭川市 9450001001308
株式会社道北建装 北海道 旭川市 2450001002188
増田建設株式会社 北海道 旭川市 9450001002933
株式会社米谷産業 北海道 旭川市 6450001003406
株式会社京千 北海道 室蘭市 4430001057827
株式会社あいけあ 北海道 釧路市 6460002005615
飯田建設株式会社 北海道 帯広市 9460101000084
東洋建機リース株式会社 北海道 帯広市 6460101001192
株式会社土山建設 北海道 北見市 2460301000667
有限会社三企住設工業 北海道 北見市 2460302001796
鬼頭木材工業株式会社 北海道 苫小牧市 3430001052812
株式会社３ｅｅｅ 北海道 江別市 2430001046030
合同会社はせがわ産業 北海道 紋別市 2450003002054
泉プロパン株式会社 北海道 根室市 8460401000017
株式会社タスク 北海道 滝川市 8430001049168
株式会社小倉農園 北海道 深川市 3450001010090
株式会社ガスコープエネルギー 北海道 北斗市 2440001007287
株式会社鏑城石材建築 北海道 奈井江町 5430001049096
渡部工業株式会社 北海道 苫前町 8450001009161
株式会社西村組 北海道 湧別町 8460301002443
株式会社五十嵐工業 北海道 平取町 9430001055561
有限会社小野金物店 北海道 中標津町 8462502000127
井上 真一郎 北海道
橋本 忍 北海道
有限会社青弘工業 青森県 弘前市 4420002014910
株式会社上村保温 青森県 八戸市 4420001005613
有限会社みかさ設計 青森県 三沢市 3420002017988
奈良順建設株式会社 青森県 つがる市 3420001008419
建築工房クーム有限会社 青森県 七戸町 3420002017526
工藤 正行 青森県
岩舘電気株式会社 岩手県 盛岡市 9400001000289
有限会社金田一商店 岩手県 盛岡市 5400002000928
株式会社熊谷工務店 岩手県 盛岡市 9400001000561
株式会社ヒューマンライフ 岩手県 盛岡市 6400001002098
盛岡舗道株式会社 岩手県 盛岡市 1400001001633
トヨタカローラ南岩手株式会社 岩手県 花巻市 9400001005387
有限会社小松博行建築事務所 岩手県 陸前高田市 8402702000816
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株式会社アセットイノベーション 岩手県 奥州市 7400601001135
有限会社木村塗装工業 岩手県 奥州市 3400602000206
株式会社菅原精機 岩手県 奥州市 3400601000578
光建築設計合同会社 岩手県 滝沢市 5400003002147
有限会社戸塚自動車工業所 岩手県 紫波町 1400002007134
社会福祉法人やまどり福祉会 岩手県 金ケ崎町 8400605000470
株式会社木村産業 岩手県 一戸町 4400001014649
株式会社エーケートータル 宮城県 仙台市 2370001039049
株式会社オフィスメディア 宮城県 仙台市 6370001007480
交通施設工業株式会社 宮城県 仙台市 8370001007982
株式会社サティスファクション 宮城県 仙台市 4370001021608
株式会社帝産キャブ仙台 宮城県 仙台市 1370001005596
株式会社テコデザイン 宮城県 仙台市 9370001019944
株式会社仁科会計事務所 宮城県 仙台市 5370001009726
株式会社ノア 宮城県 仙台市 3370002012755
医療法人社団八啓会 宮城県 仙台市 6370005001967
株式会社パルームシティ 宮城県 仙台市 5370001017068
株式会社ボンズコーポレーション 宮城県 仙台市 7370001024756
株式会社リアライズ 宮城県 仙台市 2370001023060
株式会社力道電設 宮城県 仙台市 8370001002348
株式会社鈴木工務店 宮城県 塩竈市 3370601000425
有限会社熊吉建設 宮城県 気仙沼市 9370502000254
和建設株式会社 宮城県 白石市 5370101001962
老松不動産株式会社 宮城県 名取市 1370801000045
有限会社エム・エス・情報システム 宮城県 多賀城市 9370002004672
株式会社シーエーコンサルタント 宮城県 多賀城市 2370601002364
株式会社サケンホーム 宮城県 大崎市 5370201000195
株式会社富士土木 宮城県 大崎市 5370201000410
株式会社山一ハウス 宮城県 大和町 8370001017643
追分商事有限会社 秋田県 秋田市 6410002000950
キングタクシー株式会社 秋田県 秋田市 7410001000851
株式会社ユーテック 秋田県 秋田市 9410001003753
株式会社ヨシ 秋田県 秋田市 8410001004298
浅舞酒造株式会社 秋田県 横手市 3410001008956
有限会社泉谷土木 秋田県 横手市 1410002013370
株式会社須藤商店 秋田県 にかほ市 6410001005117
インスペック株式会社 秋田県 仙北市 7410001008548
株式会社アネスト 山形県 山形市 8390001014960
株式会社平吹設計事務所 山形県 山形市 2390001001592
山形農業協同組合 山形県 山形市 2390005000938
株式会社かん石材 山形県 新庄市 6390001008543
株式会社マルニ建工 山形県 長井市 2390001011179
株式会社エステー建設 山形県 天童市 1390001004935
出羽櫻酒造株式会社 山形県 天童市 5390001004452
ワークエージェント株式会社 山形県 東根市 4390001009568
大浦工業株式会社 山形県 高畠町 3390001010353
株式会社藤島建設 山形県 川西町 3390001010774
工藤 浩幸 山形県
冨樫 弘 山形県
サンユウ商事株式会社 福島県 福島市 6380001000600
信夫木材通商株式会社 福島県 福島市 9380001000647
医療法人泰優会 福島県 郡山市 7380005003251
株式会社ＰＬＵＳ・Ｔ 福島県 郡山市 1380001024348
株式会社オーム電気 福島県 いわき市 3380001012565
株式会社シンエイ 福島県 いわき市 8380001013006
北都オーデイオ株式会社 福島県 いわき市 2380001013812
株式会社馬陵タクシー 福島県 相馬市 7380001016075
三和工業株式会社 福島県 田村市 6380001007835
東新電気工業株式会社 福島県 田村市 5380001007877
有限会社佐山建築 福島県 南相馬市 7380002029448
株式会社星工務店 福島県 南会津町 5380001019212
株式会社菊池組 福島県 西郷村 3380001010156
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東陽電気工事株式会社 福島県 西郷村 7380001010342
有限会社河口電気工事 福島県 楢葉町 4380002029913
木村 隆 福島県
株式会社大和設計 茨城県 水戸市 4050001007317
株式会社トレンディ茨城 茨城県 水戸市 2050001001874
株式会社美鈴 茨城県 水戸市 9050001002899
有限会社水戸技術設計コンサルタント 茨城県 水戸市 3050002002978
有限会社木匠舎 茨城県 水戸市 6050002006316
株式会社マイステック 茨城県 日立市 6050001023642
株式会社ケンユウ 茨城県 土浦市 1050001010380
株式会社工匠常陸 茨城県 土浦市 9050001045205
株式会社すずなり建設 茨城県 土浦市 4050001039500
株式会社福富建築設計事務所 茨城県 古河市 6050001018527
有限会社倉本設備 茨城県 結城市 6050002044547
株式会社星工務店 茨城県 龍ケ崎市 9050001026072
宏明技研有限会社 茨城県 下妻市 9050002017946
有限会社ナガタフーズ 茨城県 笠間市 7050002010606
株式会社ジーワークス 茨城県 つくば市 9050001017138
株式会社有技 茨城県 つくば市 9050001036278
磯﨑自動車工業株式会社 茨城県 ひたちなか市 3050001006583
株式会社ＴＯＫＯ住宅 茨城県 ひたちなか市 3050001000132
株式会社大洞組 茨城県 鹿嶋市 6050002026322
株式会社石川土木 茨城県 常陸大宮市 5050001026704
長山工業株式会社 茨城県 常陸大宮市 8050001026817
ＢＯＢＯＳＪＡＰＡＮ株式会社 茨城県 常陸大宮市 3050001040277
株式会社やすくら工務店 茨城県 常陸大宮市 6050001026868
株式会社たばやし 茨城県 桜川市 7050002043416
株式会社ハッピーガーデン 茨城県 神栖市 1050001035741
株式会社上田工業 茨城県 小美玉市 7050001011290
桂ヶ丘開発株式会社 茨城県 城里町 6050001005161
株式会社大興建設 茨城県 東海村 1050001004754
株式会社櫛田設備 茨城県 阿見町 9050001048653
大竹重機建設株式会社 茨城県 利根町 6050001025432
井川 直樹 茨城県
大枝 耕一 茨城県
大久保 浩志 茨城県
高浪 裕司 茨城県
仁平 隆 茨城県
株式会社伊澤技術研究所 栃木県 宇都宮市 2060001007846
株式会社石川建築社 栃木県 宇都宮市 4060001022174
株式会社イノマタ 栃木県 宇都宮市 3060001000560
株式会社酒井建築設計事務所 栃木県 宇都宮市 1060001001957
社会保険労務士法人村上事務所 栃木県 宇都宮市 6060005009819
有限会社川田事務所 栃木県 足利市 8060002035865
株式会社ｂｏｗｔｅｃ 栃木県 足利市 2060001023934
有限会社大阿久精工 栃木県 栃木市 3060002033758
株式会社キョーホーオート 栃木県 栃木市 6060001016752
有限会社三光質店 栃木県 栃木市 2060002032034
有限会社関根総合設備 栃木県 栃木市 6060002032146
株式会社マガミ企画設計 栃木県 栃木市 9060001024728
東北縦貫開発株式会社 栃木県 鹿沼市 5010001051846
株式会社オーエムエンジニアリング 栃木県 小山市 1060001014950
有限会社松嶋造園 栃木県 小山市 3060002029186
塩那エンジニアリング株式会社 栃木県 大田原市 1060001012756
株式会社鈴木土建 栃木県 那須塩原市 9060001011404
田村建設株式会社 栃木県 那須塩原市 2060001011427
ユーディーホーム株式会社 栃木県 那須塩原市 3060001012382
株式会社オノプラント 栃木県 上三川町 9010001198725
綱川工業株式会社 栃木県 高根沢町 1060001029354
有限会社薄井雄一工務店 栃木県 那珂川町 2060002013752
株式会社丸吾木材 栃木県 那珂川町 3060001032100
清野 栄治 栃木県
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あすか税理士法人 群馬県 前橋市 8070005007869
株式会社アルプス 群馬県 前橋市 6070001005655
株式会社Ｇ・Ｉ 群馬県 前橋市 8070001028968
有限会社正田工業 群馬県 前橋市 6070002002825
オリタックス税理士法人 群馬県 高崎市 8070005009353
株式会社桑原会計 群馬県 高崎市 5070001010598
株式会社コムテックス 群馬県 高崎市 9070001006931
株式会社中央ハイテック 群馬県 高崎市 4070001009492
株式会社中島組 群馬県 高崎市 7070001007898
株式会社フロンティアジャパン 群馬県 高崎市 8010601047308
有限会社松浦紙器 群馬県 高崎市 5070002015646
株式会社ライフシステム 群馬県 高崎市 6070001008732
株式会社藍原精機 群馬県 桐生市 6070001024878
株式会社Ａｃｈｉｅａｍ 群馬県 桐生市 7070001032384
大川建設株式会社 群馬県 桐生市 5070001015688
株式会社８８メディカル 群馬県 桐生市 9070001036268
有限会社武井紙業 群馬県 伊勢崎市 7070002019273
赤石建設株式会社 群馬県 太田市 5070001018600
有限会社小林石材工業 群馬県 太田市 6070002029199
株式会社玉上組 群馬県 太田市 2070001033288
株式会社髙特 群馬県 渋川市 5070001017767
上毛緑産工業株式会社 群馬県 吉岡町 8070001017707
株式会社小林新次郎商店 群馬県 下仁田町 4070001012026
株式会社関東フーズ 群馬県 玉村町 8070001015297
株式会社ダイテック 群馬県 玉村町 4070001014939
有限会社吉澤設備工業所 群馬県 大泉町 5070002031420
阿部 正則 群馬県
毛見 広明 群馬県
株式会社アップテール 埼玉県 さいたま市 2030001019530
株式会社一誠産業 埼玉県 さいたま市 8030001081888
株式会社航立 埼玉県 さいたま市 4030001019669
株式会社サンシティホーム 埼玉県 さいたま市 7030001003208
株式会社常伸冷熱工業 埼玉県 さいたま市 1030001043597
株式会社ダイシンホーム 埼玉県 さいたま市 7030001083951
大東測図株式会社 埼玉県 さいたま市 6030001004917
株式会社データ総研 埼玉県 さいたま市 9030001005607
中村電設工業株式会社 埼玉県 さいたま市 2030001006231
有限会社新和加工所 埼玉県 さいたま市 6030002021548
株式会社ファクトリー 埼玉県 さいたま市 5030001116283
有限会社森電気 埼玉県 さいたま市 8030002021884
株式会社八洲電業社 埼玉県 さいたま市 9030001008535
株式会社オダケン 埼玉県 川越市 9030001108228
叶商事株式会社 埼玉県 川越市 7030001054597
有限会社森林設備 埼玉県 川越市 7030002073803
株式会社高橋工務店 埼玉県 川越市 2030001055113
社会福祉法人熊谷福祉の里 埼玉県 熊谷市 8030005013441
株式会社日永電気 埼玉県 熊谷市 1030001088262
株式会社ピーアイピー 埼玉県 熊谷市 7030001085832
建築工房クラフト株式会社 埼玉県 川口市 4030001141217
株式会社桜井土木 埼玉県 川口市 9030001075105
翔美建設株式会社 埼玉県 川口市 7030001075453
有限会社新和設備 埼玉県 川口市 1013302019004
株式会社ピュアホームズ 埼玉県 川口市 3030001078410
株式会社ネクスタ 埼玉県 秩父市 1030001126393
有限会社小林ブロック工業 埼玉県 加須市 7030002041116
合同会社ベールブラン 埼玉県 加須市 8030003013369
医療法人社団彩明会 埼玉県 春日部市 1030005007961
河野木材工業株式会社 埼玉県 深谷市 4030001086016
エコ・リバイバル株式会社 埼玉県 草加市 1011401014561
有限会社小林フエルト 埼玉県 草加市 2030002044131
池中建設株式会社 埼玉県 越谷市 5030001063526
越谷丸八電機有限会社 埼玉県 越谷市 7030002085906
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ジャパンテック株式会社 埼玉県 越谷市 6030001066528
株式会社明和油送 埼玉県 越谷市 8030001067788
東光ローンコンサルタント株式会社 埼玉県 戸田市 3030001020529
株式会社上野建設 埼玉県 朝霞市 4030001124551
株式会社リゾン 埼玉県 朝霞市 2030001045163
株式会社清水設備 埼玉県 新座市 8030001106083
司法書士法人ヤマザキ 埼玉県 新座市 6030005018467
有限会社からあ 埼玉県 八潮市 9030002050420
棟立建設株式会社 埼玉県 富士見市 3030001048108
株式会社クイック 埼玉県 三郷市 5030001100056
有限会社七福 埼玉県 三郷市 9030002049017
株式会社ハウス天 埼玉県 坂戸市 5030001105170
株式会社ナビ 埼玉県 幸手市 5030001032423
医療法人社団心明会 埼玉県 吉川市 7030005010464
Ｄｉｃｅ建工株式会社 埼玉県 吉川市 2030001134817
株式会社ナルエ 埼玉県 吉川市 6030001036893
有限会社厚目設備 埼玉県 毛呂山町 7030002093958
株式会社タクトコーポレーション 埼玉県 横瀬町 2030001091661
株式会社小田屋 埼玉県 寄居町 8030001125026
井上 和也 埼玉県
大塚 謹吉 埼玉県
郡山 博之 埼玉県
小松 幸子 埼玉県
高橋 暁 埼玉県
山中 和義 埼玉県
山本 慎一 埼玉県
米持 豊士 埼玉県
有限会社相和不動産 千葉県 千葉市 4040002006533
伊藤電業株式会社 千葉県 千葉市 2040001000596
株式会社彩加ホーム 千葉県 千葉市 6040001116629
株式会社浜設計工房 千葉県 千葉市 3040001010669
株式会社古山薬局 千葉県 千葉市 9040001006760
株式会社アドバンス 千葉県 木更津市 1040001053397
有限会社ケージーエス 千葉県 木更津市 5040002071766
株式会社小川防災 千葉県 松戸市 3040001035071
千葉住設株式会社 千葉県 松戸市 4040001036135
有限会社丸富 千葉県 松戸市 1040002048875
株式会社鴨狩商店 千葉県 野田市 2040001071159
戸邊建設株式会社 千葉県 野田市 4040001071388
株式会社石井電気 千葉県 茂原市 8040001078735
有限会社野口電設 千葉県 茂原市 4040002081444
株式会社ビレッジアップ 千葉県 佐倉市 9040001085045
嶋野板金株式会社 千葉県 柏市 7040001084825
アイビス株式会社 千葉県 市原市 9040001055295
セーフティオイルトランスポート株式会社 千葉県 市原市 8040001054934
株式会社三浦興業 千葉県 市原市 7040001055330
株式会社木のすまい工房 千葉県 八千代市 9040001024498
株式会社ファクト 千葉県 鎌ケ谷市 2040001028299
タカハシ薬局合同会社 千葉県 浦安市 2040003014628
株式会社宝珠造園土木 千葉県 浦安市 3040001031896
株式会社マルヨシ商事 千葉県 浦安市 8040001030027
株式会社サンデンサービス 千葉県 四街道市 9040002062175
社会福祉法人寿陽会 千葉県 山武市 8040005010405
株式会社ＴＫ　ｂａｓｅ　ｈｏｕｓｅ 千葉県 白子町 6040001106431
明石 祥市 千葉県
東 伸明 千葉県
足立 武志 千葉県
古宮 竜馬 千葉県
日沢 新 千葉県
福原 英司 千葉県
株式会社アキュート 東京都 千代田区 1013301017891
Ａｃｃｅｎｔ株式会社 東京都 千代田区 3010001089335
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有限会社アサップエステート 東京都 千代田区 4010002041021
浅野商事株式会社 東京都 千代田区 2010001009129
日本ノーデン株式会社 東京都 千代田区 2010001033541
株式会社ＦＯＸ 東京都 千代田区 3010001140329
株式会社フレームワークス 東京都 千代田区 9011101072118
有限会社ぼたん 東京都 千代田区 9010002014484
株式会社ユニメディア 東京都 千代田区 6010001082956
株式会社明石鉄工所 東京都 中央区 7010001036523
株式会社河原泰建築研究室 東京都 中央区 7010001175429
株式会社クオリティア 東京都 中央区 2010001084915
東成鋼管株式会社 東京都 中央区 4010001051450
フジ・クリエイト株式会社 東京都 中央区 2010001136113
株式会社松野屋 東京都 中央区 7010001057486
有限会社三田商会 東京都 中央区 2010002053167
栄光産業株式会社 東京都 港区 2150001000362
一般社団法人英国インテリアデザインビジネス協会 東京都 港区 7010405015255
株式会社ＭＵＫ 東京都 港区 5011101067303
大野ゴム工業株式会社 東京都 港区 8010401005944
共栄マリン株式会社 東京都 港区 7010401063836
株式会社クオレガ 東京都 港区 3010401129698
互恵産業株式会社 東京都 港区 5010401009989
株式会社三旺コーポレーション 東京都 港区 9010401010745
株式会社シーライン東京 東京都 港区 8010401012899
株式会社タイヨウ 東京都 港区 2290001032359
株式会社ファーメンステーション 東京都 港区 7010401082927
株式会社ＰＲＯＳＰＥＲＴＥ 東京都 港区 2010001179673
税理士法人ベリーベスト 東京都 港区 3010405011217
株式会社マイクロテック 東京都 港区 1010401027788
株式会社イズアソシエイツ 東京都 新宿区 5010401002614
株式会社ＣＯＲＩＮ 東京都 新宿区 6011101074001
株式会社シャムス 東京都 新宿区 9011101009672
医療法人社団昇歯会 東京都 新宿区 2011105000816
永島服飾株式会社 東京都 新宿区 5011101015377
マルヤマ食品株式会社 東京都 新宿区 9011101015217
株式会社友生コーポレーション 東京都 新宿区 8011101059751
株式会社一丸ジューリー 東京都 文京区 7010001000743
ジャテック株式会社 東京都 文京区 6010001003813
吉澤精機工業株式会社 東京都 文京区 4010001008194
株式会社ナスクリエイト 東京都 台東区 3010901046518
株式会社榊商店 東京都 墨田区 1010601011518
仲田産業株式会社 東京都 墨田区 6010601013914
株式会社コバヤシ 東京都 品川区 6010701003534
常盤化学工業株式会社 東京都 品川区 4010701007108
社会保険労務士法人ＡＤＥＰＴ 東京都 目黒区 2011005008281
株式会社東京鼻科学研究所 東京都 目黒区 5013201006693
株式会社メル・ローズ 東京都 目黒区 5013201005902
有限会社エトカ 東京都 大田区 2010802019433
大志工業株式会社 東京都 大田区 6010801006635
株式会社ディープラ 東京都 大田区 9010801007473
ハネダ防設株式会社 東京都 大田区 7010801018282
株式会社マゴメ工務店 東京都 大田区 1010801011053
株式会社山邦 東京都 大田区 6010801004779
医療法人社団Ｊ．Ｓ．Ｃｅｎｔｒｉｃ 東京都 世田谷区 1010905004011
成電工株式会社 東京都 世田谷区 5010901014290
株式会社丸美 東京都 世田谷区 5010901011552
株式会社ワイズ 東京都 世田谷区 2010901045900
株式会社ＩＭＣＦ 東京都 渋谷区 3011001110882
株式会社ＡＳＳＥＴ　ＲＥＬＩＥＦ 東京都 渋谷区 5011001138600
株式会社アンダーカバー 東京都 渋谷区 5011001033495
エポックル株式会社 東京都 渋谷区 3011001120188
株式会社スター・フィールド 東京都 渋谷区 1011601019402
株式会社バハティ一級建築士事務所 東京都 渋谷区 1011001103566
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マツオインターナショナル株式会社 東京都 渋谷区 3011001012402
株式会社ｍｏｇ 東京都 渋谷区 6011001127379
社会保険労務士法人山口事務所 東京都 渋谷区 8011005009118
株式会社シーズ・プランニング 東京都 中野区 1011601002977
東洋地所株式会社 東京都 中野区 9012401002417
フジコウエイ株式会社 東京都 中野区 9011201004648
株式会社街路 東京都 杉並区 2011301001543
株式会社サークルテクノス 東京都 杉並区 2011301019387
株式会社ディッグ 東京都 杉並区 3020001089391
協和化工株式会社 東京都 豊島区 5013301003418
聖和建設株式会社 東京都 豊島区 6013301006312
有限会社トガシ設備工業 東京都 豊島区 5013302007120
特定非営利活動法人ＢＡＳＥ 東京都 豊島区 1013305002452
株式会社ＫＴＭ管理サービス 東京都 北区 3030001097955
医療法人社団仁保会 東京都 北区 6011505000544
楽心株式会社 東京都 北区 3011801033127
金邦電気株式会社 東京都 荒川区 7011501006107
株式会社ハセベ 東京都 荒川区 3011501008288
イー・プリント株式会社 東京都 板橋区 3011401011251
株式会社三和建物 東京都 板橋区 8011401012006
新東方前途株式会社 東京都 板橋区 5011401022759
有限会社スギモト 東京都 練馬区 1011602005327
医療法人社団スマイルライフ 東京都 練馬区 9011605001737
田中空調株式会社 東京都 練馬区 1011601004197
株式会社プラン建設 東京都 練馬区 5011601006108
株式会社Ａｌｏｈａ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｐｒｅｓｃｈｏｏｌ 東京都 足立区 8011801025499
株式会社魚中 東京都 足立区 3013301001266
株式会社ＤＥＮＺ 東京都 足立区 3011801028713
株式会社Ｐ－ＵＰ　Ｗｏｒｌｄ 東京都 足立区 5011801037357
株式会社ピー・エイチ 東京都 足立区 6011801016517
光管財株式会社 東京都 足立区 3011801011339
株式会社ヨシウダ建築 東京都 葛飾区 7011801022860
有限会社ケイテックサービス 東京都 江戸川区 2011702003881
ＳＭＡＲＴ　ＰＬＵＳ株式会社 東京都 江戸川区 5010901029223
株式会社ダイチ・コーポレーション 東京都 江戸川区 4011701003567
有限会社東松建設 東京都 江戸川区 2011702008055
福澤機械株式会社 東京都 江戸川区 2011701006910
株式会社フツラ 東京都 江戸川区 4011701006966
株式会社吉友商事 東京都 江戸川区 1011701015466
ケイワーク株式会社 東京都 八王子市 8010101004560
株式会社平田ハウジング 東京都 八王子市 3010101008046
アイホーム株式会社 東京都 立川市 8010101009394
有限会社浅見工務店 東京都 立川市 5012802000106
株式会社立川紙業 東京都 立川市 5012801000833
有限会社富士美建 東京都 立川市 4012802002029
株式会社松本造園土木 東京都 青梅市 2013101004049
株式会社内山住宅 東京都 府中市 6012401000134
株式会社カスタム電子 東京都 府中市 4012401018657
株式会社酒井設計 東京都 府中市 8012401032621
株式会社伊達電器製作所 東京都 府中市 6012401001009
株式会社細野スポーツ建設 東京都 府中市 5012401001562
株式会社あかつき設備 東京都 調布市 7012401007203
有限会社小俣工業所 東京都 調布市 5012402010678
シンワエンジニアリングス株式会社 東京都 調布市 3012401021736
株式会社紅谷 東京都 調布市 3012401008568
アイワエンジニアリング株式会社 東京都 町田市 5012301000012
有限会社計測プラン 東京都 町田市 7012302007888
多摩住起建設株式会社 東京都 町田市 1012301001435
有限会社たまや文具店 東京都 町田市 4012302002792
明誠工業株式会社 東京都 町田市 8012301009348
有限会社小桜 東京都 小金井市 2012402004930
本橋木材工業株式会社 東京都 小平市 6012701001022
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株式会社エージェンシー雅 東京都 日野市 9013401007406
株式会社オービット 東京都 国分寺市 6012401002023
株式会社プロダクト 東京都 国分寺市 8012401020964
株式会社ナカガワファーマシー 東京都 国立市 7012401003895
本橋木材株式会社 東京都 清瀬市 2012701004227
有限会社モダンプレイス 東京都 東久留米市 1012702012460
株式会社ＹＳＫ 東京都 東久留米市 7012702010161
株式会社長澤製作所 東京都 武蔵村山市 1012801003014
有限会社横倉不動産 東京都 多摩市 2013402003096
株式会社大洋テック 東京都 あきる野市 5013101001035
西東京不動産株式会社 東京都 あきる野市 3013101001103
岩下 達也 東京都
岩本 敏彦 東京都
木下 實三 東京都
久保田 達也 東京都
小室 敦 東京都
齋藤 壽子 東京都
篠崎 宗光 東京都
嶋田 康二 東京都
陣之内 宏成 東京都
鈴木 雄士 東京都
田口 芳広 東京都
土屋 徳弘 東京都
中村 昌樹 東京都
中村 靖夫 東京都
樋口 隆幸 東京都
森田 英聡 東京都
吉野 雄俊 東京都
若井 現 東京都
榮彩建設株式会社 神奈川県 横浜市 8020001053302
株式会社加瀬ハウジング 神奈川県 横浜市 1020001018567
菅野建設株式会社 神奈川県 横浜市 6020001010123
株式会社キョーワハーツ 神奈川県 横浜市 1020001055791
潔リフォーム株式会社 神奈川県 横浜市 5020001122167
株式会社産公精機 神奈川県 横浜市 9020001045620
株式会社三文サービス 神奈川県 横浜市 7020001060654
株式会社シーエスワン 神奈川県 横浜市 4020001034396
社会保険労務士法人ジンザイ 神奈川県 横浜市 4020005014493
株式会社新生産業 神奈川県 横浜市 3020001002981
株式会社ゾアコーポレーション 神奈川県 横浜市 6020001011633
株式会社創建建設 神奈川県 横浜市 1020001125099
株式会社泰成 神奈川県 横浜市 1020001042939
大雄建設株式会社 神奈川県 横浜市 1020001010202
株式会社タナックス 神奈川県 横浜市 5020002059730
株式会社露木建設 神奈川県 横浜市 6020001054888
株式会社テクノプラテン 神奈川県 横浜市 7020001031886
日本医薬株式会社 神奈川県 横浜市 6020001043726
株式会社バイオラジカル研究所 神奈川県 横浜市 1020001046444
ファーストリンク株式会社 神奈川県 横浜市 5020001121557
株式会社マイプレシャス 神奈川県 横浜市 5020001030948
丸子電気工事株式会社 神奈川県 横浜市 5020001012095
株式会社弥生京極社 神奈川県 横浜市 4020001019067
医療法人社団優志会 神奈川県 横浜市 4020005011986
横森電気工業株式会社 神奈川県 横浜市 8020001005740
株式会社吉岡精工 神奈川県 横浜市 2020001001118
株式会社リーヴライフトゥエンティーワン 神奈川県 横浜市 1020001016439
株式会社アウトバーンモーター 神奈川県 川崎市 1010901000204
ＡＴＬＩＫＥ株式会社 神奈川県 川崎市 6020001119897
三反町建設株式会社 神奈川県 川崎市 1020001082803
株式会社サンテック 神奈川県 川崎市 8020001069307
株式会社高千穂製作所 神奈川県 川崎市 9020001017891
日本スタッドウェルディング株式会社 神奈川県 川崎市 8010401022766
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株式会社ハヤノ 神奈川県 川崎市 5020001081495
株式会社マイホームワン 神奈川県 川崎市 4020001094102
株式会社マイルストーンジャパン 神奈川県 川崎市 3020001097452
株式会社水口石材 神奈川県 川崎市 6020001139334
株式会社　小橋 神奈川県 相模原市 9021001012081
ノアル総合設備株式会社 神奈川県 相模原市 6021001050745
株式会社メイプル 神奈川県 相模原市 2012301002548
有限会社杏門 神奈川県 横須賀市 1021002070375
株式会社新井建設 神奈川県 横須賀市 3021001045087
石上建設株式会社 神奈川県 横須賀市 1021001039941
株式会社　ＳＢホーム 神奈川県 横須賀市 4021001069705
有限会社尾上共同事業部 神奈川県 横須賀市 8021002063430
株式会社戸澤造園 神奈川県 横須賀市 4021001071784
株式会社美濃屋山村電気 神奈川県 横須賀市 8021001041172
株式会社綜合サービス 神奈川県 平塚市 8021001036791
株式会社東光商会 神奈川県 平塚市 3021001036961
株式会社ｅｃｏｍｏ 神奈川県 藤沢市 3021001042530
株式会社エスポ 神奈川県 藤沢市 1021001000275
有限会社神谷造園 神奈川県 藤沢市 9021002008707
堀技研工業株式会社 神奈川県 藤沢市 2021001002080
有限会社安室設備 神奈川県 藤沢市 5021002005071
株式会社ユー・アイ・プランニング 神奈川県 藤沢市 8021001059545
有限会社渡辺総建 神奈川県 小田原市 4021002053699
医療法人社団マリン歯科クリニック 神奈川県 茅ヶ崎市 1021005001583
株式会社緑研 神奈川県 茅ヶ崎市 9021001007544
医療法人社団厚生会 神奈川県 厚木市 5021005003477
有限会社平島工務店 神奈川県 厚木市 5021002032891
株式会社森材木店 神奈川県 厚木市 3021001020569
株式会社中川製作所 神奈川県 大和市 1021001025669
ビータウン株式会社 神奈川県 伊勢原市 7021001070528
結プランニング株式会社 神奈川県 伊勢原市 1021001068222
株式会社海老名住宅センター 神奈川県 海老名市 6021001026720
ジェイビルド株式会社 神奈川県 南足柄市 1021001052903
株式会社ｍａｎｏ 神奈川県 葉山町 4021001063880
株式会社山宏石材 神奈川県 葉山町 9021001067670
有限会社湘南技研 神奈川県 寒川町 2021002009579
株式会社田邊 神奈川県 二宮町 8021001037765
株式会社加藤工務店 神奈川県 松田町 9021001033953
有限会社山季建設 神奈川県 箱根町 6021002053607
大貫繊維株式会社 神奈川県 愛川町 8021001020721
池上 麻衣 神奈川県
出原 賢一 神奈川県
黒沼 茂 神奈川県
五島 秀明 神奈川県
西島 啓晃 神奈川県
廣井 晶子 神奈川県
前西原 清城 神奈川県
諸星 貴大 神奈川県
山口 貴史 神奈川県
渡邉 博人 神奈川県
東工業株式会社 新潟県 新潟市 8110001001094
株式会社蛯名建設 新潟県 新潟市 8110002010573
株式会社Ｏｎ　Ｙｏｕｒ　Ｓｉｄｅ 新潟県 新潟市 4110001032267
株式会社加藤組 新潟県 新潟市 6110001007440
株式会社加藤塗装店 新潟県 新潟市 2110001001488
株式会社コバヨウ 新潟県 新潟市 1110001002033
株式会社近藤組 新潟県 新潟市 3110001001999
株式会社大栄 新潟県 新潟市 8110001007513
株式会社田村建設 新潟県 新潟市 7110001008280
株式会社原組 新潟県 新潟市 3110001004671
株式会社樋口組 新潟県 新潟市 5110001000108
有限会社ムネケン 新潟県 新潟市 6110002001748
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ＯＮＥ＆ＰＥＡＣＥ株式会社 新潟県 新潟市 1110001009516
株式会社アダチ造形社 新潟県 長岡市 7110001023890
株式会社勝沼組 新潟県 長岡市 5110001024379
有限会社ユアライフ 新潟県 長岡市 9110002030694
ISOQARジャパン株式会社 新潟県 三条市 2110001015059
有限会社石川青果 新潟県 三条市 7110002016836
株式会社全建工業 新潟県 三条市 5110001033784
柏印柏崎青果株式会社 新潟県 柏崎市 3110001017194
有限会社フィロソフィー 新潟県 柏崎市 9110002020919
菖栄ライフ株式会社 新潟県 新発田市 6110001012671
株式会社しん設備 新潟県 小千谷市 7110001025697
株式会社樋口水道 新潟県 十日町市 6110001021490
株式会社三光社 新潟県 見附市 5110001024957
株式会社朝日工務店 新潟県 村上市 5110001018026
株式会社山嘉土建 新潟県 村上市 8110001018287
ササゲ工業株式会社 新潟県 燕市 2110001015769
株式会社樗沢組 新潟県 妙高市 5110001020279
株式会社山﨑建設 新潟県 妙高市 3110001020297
株式会社Ｗａｓｔｅｃ　ＥＮＥＲＧＹ 新潟県 上越市 5110001018851
青海建設株式会社 新潟県 上越市 8110001019525
株式会社工藤工業 新潟県 上越市 8110002022593
株式会社城東電工 新潟県 上越市 7110001019121
株式会社牧建設 新潟県 上越市 5110001019577
株式会社三牧建設工業 新潟県 上越市 4110001019611
有限会社萬興業 新潟県 佐渡市 2110002034974
株式会社真島電気店 新潟県 魚沼市 1110001026940
株式会社いさはい組 新潟県 南魚沼市 5110001026169
株式会社貝瀬組 新潟県 南魚沼市 4110001026236
上越建設興業株式会社 新潟県 南魚沼市 1110001026338
新潟セルテック建設株式会社 新潟県 南魚沼市 3110001027136
小川 幸平 新潟県
田尻 紘一郎 新潟県
株式会社牛島屋 富山県 富山市 4230001000344
新日本海重工業株式会社 富山県 富山市 3230001001203
デイライト株式会社 富山県 富山市 5230001015556
株式会社宮本工業所 富山県 富山市 8230001003186
株式会社ストローグ一級建築士事務所 富山県 滑川市 6230001008096
株式会社岡村鉄工 石川県 金沢市 1220001018217
株式会社金沢アートコーヒー 石川県 金沢市 9220001008689
北野造園株式会社 石川県 金沢市 5220001007827
株式会社クロダハウス 石川県 金沢市 5220001013180
国際地研株式会社 石川県 金沢市 8220001002718
有限会社サン冷熱 石川県 金沢市 8220002002923
株式会社城南電設 石川県 金沢市 8220001011355
有限会社シンシアー 石川県 金沢市 9220002006881
有限会社ひろ 石川県 金沢市 7220002006859
株式会社松田久直商店 石川県 金沢市 4220001023387
マルキ不動産株式会社 石川県 金沢市 3220001008653
株式会社村中建設 石川県 金沢市 3220001007003
ＬＵＡＮＥＣＴインシュアランス株式会社 石川県 金沢市 8220001022939
三島石油株式会社 石川県 小松市 4220001012472
株式会社雄和商事 石川県 小松市 3220001012556
小川建設株式会社 石川県 加賀市 1220001013085
有限会社橋本兄弟自動車 石川県 加賀市 1220002012714
盛進工業株式会社 石川県 羽咋市 1220001016039
株式会社高嶋工務店 石川県 羽咋市 3220001016053
株式会社トモエ建業 石川県 かほく市 1220001017730
株式会社済田工務店 石川県 白山市 3220001000123
有限会社加茂野商会 石川県 志賀町 8220002014836
株式会社西田組 石川県 志賀町 6220001015903
能登煙火株式会社 石川県 宝達志水町 9220001015966
有限会社海崎モータース 福井県 福井市 7210002004938
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株式会社ＳＴＵＤＩＯ・ＣＡＳＡ 福井県 福井市 7210001014665
株式会社東部建設 福井県 福井市 7210001002240
有限会社中嶋商会 福井県 福井市 1210002002575
福新開発株式会社 福井県 福井市 3210001003374
株式会社柳原興業 福井県 福井市 9210001004235
株式会社イケダ 福井県 敦賀市 6210001010459
税理士法人竹長会計 福井県 敦賀市 1210005006813
永野家具工業株式会社 福井県 大野市 7210001009855
サイト建設株式会社 福井県 鯖江市 6210001016778
株式会社牧野塗装店 福井県 鯖江市 8210001018310
株式会社ユーカリ工業 福井県 越前市 5210001012241
ＡＲＣＲＥＡ株式会社 福井県 坂井市 4210001016929
株式会社荒井設計 福井県 坂井市 3210001017977
有限会社カワバタ建設 福井県 坂井市 3210002000866
株式会社伊部建設 福井県 越前町 5210001012332
丸善工務店株式会社 福井県 越前町 6210001012356
株式会社吉田組 福井県 美浜町 4210001010931
株式会社ウエケン 山梨県 甲府市 4090001016256
医療法人恭栄会 山梨県 甲府市 4090005000025
河野造園土木株式会社 山梨県 甲府市 1090001000733
株式会社権守土木 山梨県 富士吉田市 9090001016788
株式会社日本都市設計 山梨県 富士吉田市 8090001009925
株式会社志村工務所 山梨県 都留市 3090001008394
株式会社ミツワ精機製作所 山梨県 都留市 5090001008525
株式会社宮本自動車 山梨県 山梨市 9090001009321
株式会社龍美建設 山梨県 大月市 6090001007963
有限会社伊藤石材工業 山梨県 北杜市 6090002014042
株式会社高見澤新建材 山梨県 甲斐市 2090001007471
有限会社長谷部建築 山梨県 甲斐市 6090002006683
株式会社フジヒロ 山梨県 甲斐市 4090001005523
株式会社日昇建設 山梨県 笛吹市 9090001006319
株式会社小俣工務所 山梨県 上野原市 6090001008268
株式会社コーホー企画＆ワーク 山梨県 中央市 6090001002956
矢崎 秀和 山梨県
株式会社アメニティーシーズ 長野県 長野市 5100001006956
株式会社内山商会 長野県 長野市 5100001029379
プロショップ車館株式会社 長野県 長野市 1100001006076
有限会社前角製作所 長野県 長野市 3100002004663
松澤工業株式会社 長野県 長野市 7100001003225
有馬自動車工業株式会社 長野県 松本市 7100001012688
株式会社ヴィーヴォ 長野県 松本市 4100001026600
有限会社神山自動車販売 長野県 松本市 9100002019689
株式会社長野技研 長野県 松本市 1100001013700
株式会社長野テクノス 長野県 松本市 5100001014629
松本平車検協業組合 長野県 松本市 3100005005824
株式会社山口石材 長野県 松本市 6100001014314
上田交通株式会社 長野県 上田市 8100001009568
株式会社堀内建設 長野県 上田市 2100002015158
有限会社みすず自動車 長野県 岡谷市 4100002031905
有限会社今村左官所 長野県 飯田市 2100002035767
株式会社中沢工務店 長野県 須坂市 7100001005667
竹花工業株式会社 長野県 小諸市 7100001008323
天竜精機株式会社 長野県 駒ヶ根市 7100001021301
中高自動車整備協業組合 長野県 中野市 4100005005261
株式会社シンコーオート 長野県 茅野市 1100001020259
株式会社小松電気設備 長野県 塩尻市 9100001015598
有限会社ムラカミ自動車 長野県 塩尻市 9100002025357
株式会社雫田建設工業 長野県 佐久市 6100001007350
有限会社桜設備 長野県 千曲市 6100002009404
株式会社吉祥 長野県 東御市 5100001010735
株式会社あづみ野開発コンサル 長野県 安曇野市 7100001015055
山共建設株式会社 長野県 安曇野市 2100001015142
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合同会社山下自動車整備工場 長野県 軽井沢町 7100003001004
有限会社久保井土木 長野県 富士見町 5100002029493
田島建設株式会社 長野県 中川村 7100001021284
有限会社福士組 長野県 天龍村 2100002038596
鎌田 賢太郎 長野県
代田 守 長野県
林 健治 長野県
岐阜塗装株式会社 岐阜県 岐阜市 5200001001393
高橋金属株式会社 岐阜県 岐阜市 6200001003166
株式会社三竹電工 岐阜県 岐阜市 8200001005235
株式会社桐山組 岐阜県 大垣市 4200001015130
蒲田建設株式会社 岐阜県 高山市 1200001025405
川端土建株式会社 岐阜県 高山市 8200001025407
株式会社嶋田建設 岐阜県 高山市 1200001024869
株式会社トータルワーク錦 岐阜県 高山市 5200001026218
井戸建設株式会社 岐阜県 多治見市 4200001020485
株式会社エーテル 岐阜県 多治見市 1200001023144
杉浦製陶株式会社 岐阜県 多治見市 3200001022020
有限会社丸良製材所 岐阜県 中津川市 5200002024237
株式会社キマタ薬局 岐阜県 瑞浪市 2200001022896
株式会社天王設備工業 岐阜県 羽島市 1200001011256
株式会社チェリー東濃 岐阜県 恵那市 4200001023777
愛岐木材住建株式会社 岐阜県 土岐市 4200001021178
株式会社スザキ工業所 岐阜県 各務原市 7200001007199
大幸住宅株式会社 岐阜県 各務原市 6200001007282
有限会社ウメイチ 岐阜県 瑞穂市 2200002010058
有限会社瑞穂グリーン 岐阜県 瑞穂市 8200002009284
有限会社ヨシダホーム 岐阜県 瑞穂市 8200002009870
有限会社愛進建設 岐阜県 飛騨市 5200002026712
加永建設株式会社 岐阜県 飛騨市 8200001025506
株式会社田近工務店 岐阜県 飛騨市 8200001025555
有限会社中村工務店 岐阜県 飛騨市 7200002026925
中京実業株式会社 岐阜県 本巣市 5200001010048
有限会社松田組 岐阜県 本巣市 6200002009807
株式会社郡上螺子 岐阜県 郡上市 9200001026619
株式会社飛騨建石 岐阜県 下呂市 5200001025888
株式会社嶋工務店 岐阜県 海津市 5200001015393
株式会社高木ミンク 岐阜県 養老町 6200001015748
竹内建設株式会社 岐阜県 安八町 1200001014523
Ｎａｔｕｒａｌ　Ｌｉｆｅ　Ｄｅｓｉｇｎ株式会社 岐阜県 池田町 8200001037864
有限会社丸北土木 岐阜県 八百津町 6200002016547
鈴木 勝司 岐阜県
藤井 重雄 岐阜県
有限会社アイ・テイ・ビー不動産 静岡県 静岡市 1080002000089
有限会社アミュージングデザインイトウ 静岡県 静岡市 9080002007622
株式会社オオハタ 静岡県 静岡市 9080001000850
コーケン工業株式会社 静岡県 静岡市 4080001011869
静岡塗装株式会社 静岡県 静岡市 8080001010215
静岡保険代弁株式会社 静岡県 静岡市 1080001002929
株式会社ミホミ 静岡県 静岡市 2080001005138
株式会社山城設備 静岡県 静岡市 6080001005423
有限会社ＡＣＫＹ建築設計室 静岡県 浜松市 6080402002036
株式会社泉組 静岡県 浜松市 3080401000539
伊藤建設株式会社 静岡県 浜松市 7080401010823
株式会社エイチ・ツー・オー 静岡県 浜松市 7080401012332
グッドリビング株式会社 静岡県 浜松市 3080401001495
心建設株式会社 静岡県 浜松市 5080401019916
株式会社サカエ金型工業 静岡県 浜松市 6080401001864
株式会社ＳＴＹＬＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ 静岡県 浜松市 9080401022833
株式会社トータルメイキング 静岡県 浜松市 2080401022798
浜松青果株式会社 静岡県 浜松市 2080401004078
プラ株式会社 静岡県 浜松市 1080401019829

12 / 27 ページ



2022年6月16日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

水本建設有限会社 静岡県 浜松市 1080402016610
村松建設株式会社 静岡県 浜松市 5080401010791
株式会社大河不動産 静岡県 沼津市 9080101000313
株式会社サン空調 静岡県 沼津市 5080101000639
山旺建設工業株式会社 静岡県 沼津市 3080101000616
有限会社正和建設 静岡県 沼津市 9080102001987
株式会社東海聚楽 静岡県 熱海市 5080101012766
株式会社プラウド 静岡県 三島市 2080101006928
有限会社道場開発 静岡県 三島市 1080102012307
有限会社小阪建設 静岡県 富士宮市 9080102016713
東海エンジニアリング株式会社 静岡県 富士宮市 5080101009093
株式会社伊東造花 静岡県 伊東市 5080101013137
有限会社上村運送 静岡県 伊東市 6080102019099
有限会社杉下設備工業 静岡県 伊東市 8080102019221
株式会社アパマン 静岡県 富士市 6080101008078
株式会社サン 静岡県 富士市 4080101010275
株式会社正興 静岡県 富士市 3080101008717
株式会社大忠建設 静岡県 富士市 5080101008946
東名電機株式会社 静岡県 富士市 3080101009153
ノリタケ工業株式会社 静岡県 富士市 1080101019212
深澤建設株式会社 静岡県 富士市 3080101009582
株式会社柳下建設 静岡県 富士市 9080101009874
光燿建設株式会社 静岡県 磐田市 5080401015824
ムラコ株式会社 静岡県 焼津市 7080001015289
株式会社エフエフ住宅 静岡県 掛川市 8080401014204
株式会社スギえもん設計 静岡県 掛川市 8080401024285
東西工業株式会社 静岡県 藤枝市 1080001016607
株式会社ノースゲイト 静岡県 御殿場市 7080101018019
社会福祉法人三宝会 静岡県 袋井市 2080405006112
寺田石材工業株式会社 静岡県 袋井市 2080401017245
丸益産業株式会社 静岡県 袋井市 2080401017328
丸三工業株式会社 静岡県 下田市 1080101014568
有限会社戸塚組 静岡県 御前崎市 1080402019126
株式会社磯部建設 静岡県 菊川市 6080401014783
南州工営株式会社 静岡県 南伊豆町 1080101018503
有限会社平井工務店 静岡県 南伊豆町 4080102021511
有限会社福地測量設計事務所 静岡県 函南町 8080102011434
入月建設株式会社 静岡県 清水町 9080101005337
大場 裕太郎 静岡県
竹山 輝政 静岡県
平尾 嘉信 静岡県
株式会社アップルコーポレーション 愛知県 名古屋市 6180001023209
荒川鉄鋼株式会社 愛知県 名古屋市 7180001007838
株式会社イカイ土地 愛知県 名古屋市 6180001006031
エアコン工業株式会社 愛知県 名古屋市 4180001007948
株式会社エポックＰＭＣ 愛知県 名古屋市 2180001122591
株式会社Ｋｕｓｕｇｕｒｕ　Ｊａｐａｎ 愛知県 名古屋市 1180001115332
楠工業株式会社 愛知県 名古屋市 3180001011991
有限会社ケイ・イー・エス 愛知県 名古屋市 3180002042004
株式会社五幸電設 愛知県 名古屋市 9180001030210
株式会社小島製作所 愛知県 名古屋市 2180001019433
株式会社酒松組 愛知県 名古屋市 6180001012194
株式会社ジツダヤ 愛知県 名古屋市 9180001036802
シナジー株式会社 愛知県 名古屋市 9180001036810
医療法人鈴木歯科クリニック 愛知県 名古屋市 3180005002533
株式会社ｓｕｍａｒｃｈ 愛知県 名古屋市 6180001072395
一般社団法人生前整理普及協会 愛知県 名古屋市 3180005015460
セレンディップ・テクノロジーズ株式会社 愛知県 名古屋市 5180001058511
ダイトー株式会社 愛知県 名古屋市 4180001004474
株式会社大日堂 愛知県 名古屋市 9180001031027
社会福祉法人高針福祉会 愛知県 名古屋市 9180005002809
株式会社タナカ 愛知県 名古屋市 1180001055545

13 / 27 ページ



2022年6月16日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

株式会社タナパックス 愛知県 名古屋市 6180001031228
土地家屋調査士法人中部測量登記サービス 愛知県 名古屋市 4180005006624
津田建設株式会社 愛知県 名古屋市 9180001012778
株式会社テクニカルアンサー 愛知県 名古屋市 1180001059645
テラス・メディカル株式会社 愛知県 名古屋市 3180003018250
株式会社ニューサイエンスアカデミー 愛知県 名古屋市 7180001102507
はまな法務コンサルティング株式会社 愛知県 名古屋市 8180001116134
有限会社日の出殖産 愛知県 名古屋市 7180002014602
株式会社藤田製作所 愛知県 名古屋市 3180001015431
株式会社不動産工房 愛知県 名古屋市 3180001054801
株式会社ホームプランナー 愛知県 名古屋市 5180001130410
丸石テクノ株式会社 愛知県 名古屋市 6180001002971
丸一水産株式会社 愛知県 名古屋市 3180001022799
山本薬品産業株式会社 愛知県 名古屋市 9180001033270
株式会社エスケイモールド 愛知県 豊橋市 4180301008885
トーリンホーム株式会社 愛知県 豊橋市 2180301007930
森重造園土木株式会社 愛知県 豊橋市 2180301007419
株式会社森田興産 愛知県 豊橋市 5180301021879
株式会社ＹＣガーデン 愛知県 豊橋市 8180301025605
岡崎製材株式会社 愛知県 岡崎市 5180301002557
土地家屋調査士法人児玉測量設計 愛知県 岡崎市 1180305009156
有限会社山王組 愛知県 岡崎市 2180302001263
有限会社サンテラス 愛知県 岡崎市 7180302001317
株式会社スカイグラウンド 愛知県 岡崎市 8180301004484
株式会社ディヴェロップ 愛知県 岡崎市 8180301023575
日本レトルトフーズ株式会社 愛知県 岡崎市 6180301001649
ハヤシ創建株式会社 愛知県 岡崎市 3180301030312
株式会社明陽 愛知県 岡崎市 6180301030474
有限会社渡瀬工業 愛知県 岡崎市 3180302003333
株式会社カネマタ 愛知県 半田市 3180001091621
株式会社ベルク 愛知県 半田市 5180001093756
株式会社ジップ 愛知県 春日井市 1180001076946
有限会社日東 愛知県 春日井市 4180002066910
株式会社協和金型製作所 愛知県 碧南市 9180301015191
白竹建設株式会社 愛知県 碧南市 4180301015452
三共電気株式会社 愛知県 刈谷市 1180301014044
株式会社ちあい 愛知県 刈谷市 3180301024909
株式会社エアード 愛知県 豊田市 4180301020394
株式会社テクナス 愛知県 豊田市 8180301019037
三井屋工業株式会社 愛知県 豊田市 9180301019390
株式会社ガスキット 愛知県 安城市 7180301012810
三周全工業株式会社 愛知県 西尾市 8180301022486
ハクブン建設株式会社 愛知県 西尾市 5180301023504
株式会社愛知機工 愛知県 犬山市 3180001080665
株式会社キャデル 愛知県 犬山市 2180003017385
株式会社ナカヤマ工業 愛知県 江南市 4180001087585
株式会社伸興業 愛知県 小牧市 7180001109485
株式会社メイユ 愛知県 小牧市 3180001076580
上田モータース株式会社 愛知県 稲沢市 5180001087147
春日ゴム工業株式会社 愛知県 稲沢市 9180001085601
株式会社鈴重 愛知県 稲沢市 3180001054669
株式会社愛知印刷工業 愛知県 東海市 5180001094176
株式会社isM 愛知県 東海市 1180001133045
株式会社真栄建装 愛知県 大府市 7180001116440
株式会社ＦＯＶ 愛知県 大府市 2180001122294
株式会社協和工務店 愛知県 尾張旭市 8180001079505
株式会社Ｓｕｎ　Ｌｉｆｅ 愛知県 尾張旭市 4180001138470
株式会社原松 愛知県 田原市 3180301007896
サンワケミカル株式会社 愛知県 愛西市 2180001097264
株式会社タツダ 愛知県 愛西市 1180001097471
株式会社戸倉トラクター 愛知県 愛西市 9180001126719
有限会社ＴＲＵＣＫ　ＳＵＰＰＯＲＴ 愛知県 愛西市 3180002091100
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株式会社有電 愛知県 北名古屋市 1180001054638
原田車両設計株式会社 愛知県 みよし市 2180301020578
土地家屋調査士法人マスト 愛知県 あま市 9180005006339
株式会社ＡＭＡ 愛知県 東郷町 2180001111842
株式会社近藤自動車 愛知県 東郷町 5180001067727
有限会社吉田製作所 愛知県 大治町 4180002092205
秋山 忍 愛知県
飯島 貞治 愛知県
小野 仁資 愛知県
佐藤 千秋 愛知県
花田 淳司 愛知県
安井 正樹 愛知県
吉田 直人 愛知県
株式会社エラ・プラン 三重県 津市 2190001003849
株式会社岡田商事 三重県 津市 2190001006208
株式会社セントラルリフォーム 三重県 津市 9190001000534
株式会社小西組 三重県 伊勢市 9190001006622
株式会社森田建設 三重県 伊勢市 4190001007096
宇野重工株式会社 三重県 松阪市 8190001010113
有限会社ギロ 三重県 松阪市 3190002015512
有限会社間瀬土木 三重県 松阪市 2190002015926
株式会社三重アロー 三重県 桑名市 7190001012762
株式会社安田金属工業 三重県 桑名市 6190001012664
光輝建設株式会社 三重県 名張市 3190001009762
株式会社対泉閣 三重県 名張市 3190001009382
有限会社浜佐建設 三重県 志摩市 3190002011841
株式会社伊賀中央 三重県 伊賀市 1160001017646
奥建設株式会社 三重県 伊賀市 6190001008927
株式会社中田商事 三重県 伊賀市 1190001009863
株式会社内田工業所 三重県 菰野町 3190001017352
株式会社佐野テック 三重県 菰野町 9190001017405
株式会社岡田建設 三重県 大台町 4190001011164
木村 豊 三重県
株式会社アイリブ 滋賀県 大津市 8130001048571
株式会社ＡＣキャリア 滋賀県 大津市 8160001012558
株式会社田中設備工業所 滋賀県 大津市 4160001001184
ミノベ建設株式会社 滋賀県 大津市 3160001001895
株式会社安藤製材所 滋賀県 彦根市 2160001008017
株式会社かねこ工務店 滋賀県 長浜市 2160001006549
株式会社篠田建築 滋賀県 長浜市 3160001007835
株式会社マルミ機械製作所 滋賀県 長浜市 8160001007054
株式会社草津第一ホテル 滋賀県 草津市 4160001012784
株式会社山協 滋賀県 草津市 9160001012854
株式会社スムース 滋賀県 草津市 5160001015068
株式会社ＯｎｅＳｔｙｌｅ 滋賀県 守山市 4160001021538
関西エムアイ株式会社 滋賀県 栗東市 9160001013992
株式会社テクノミツボシ 滋賀県 甲賀市 6160001005167
近江ＯＦＴ株式会社 滋賀県 野洲市 7160001015735
株式会社Ｕ．Ｃ．Ｔ．ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 滋賀県 野洲市 2160001016390
株式会社やまかわ 滋賀県 高島市 4160001022560
株式会社ケイアイテック 滋賀県 米原市 9160001007549
奥村 能丈 滋賀県
左近 堅一 滋賀県
合同会社アイ・エス・エム 京都府 京都市 1122003001524
医療法人愛寿会 京都府 京都市 4130005003766
アレックスＬＳＩ株式会社 京都府 京都市 5130001062229
アンジュ株式会社 京都府 京都市 1130001053314
税理士法人ＡＮｄ 京都府 京都市 8130005012706
植彌加藤造園株式会社 京都府 京都市 8130001006612
大野不動産株式会社 京都府 京都市 9130001049544
株式会社カスノモーターサイクル 京都府 京都市 5130001014114
京越株式会社 京都府 京都市 3130001042629
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株式会社京都こぴい 京都府 京都市 9130001019415
京阪空調工業株式会社 京都府 京都市 2130001012640
株式会社スタジオリンクス 京都府 京都市 8160001004605
大和電設工業株式会社 京都府 京都市 4130001011095
株式会社高尾製作所 京都府 京都市 6130001006754
株式会社髙嶋 京都府 京都市 6130001031513
株式会社タナカ善 京都府 京都市 3130001011138
みやこ鋼管株式会社 京都府 京都市 8130001001984
株式会社みらいファーマシー 京都府 京都市 4130001060547
明成車輌株式会社 京都府 京都市 1130001011040
(株)ワザビ 京都府 京都市 6130001067879
有限会社大下工務店 京都府 福知山市 2130002033157
近畿測地設計株式会社 京都府 福知山市 8130001041023
株式会社高見組 京都府 福知山市 6130001041132
株式会社橋本興業 京都府 舞鶴市 8130001050692
有限会社エヌ・テイ・ビイ製作所 京都府 宇治市 8130002026130
株式会社中村藤吉本店 京都府 宇治市 4130001032884
株式会社ナンゴー 京都府 宇治市 5130001032909
株式会社仁木総合土木 京都府 宇治市 7130001039514
株式会社フジワラ工務店 京都府 宮津市 1130001063890
株式会社こむら鉄筋工業 京都府 城陽市 5130001038393
株式会社清水工務店 京都府 向日市 8130001030158
奥滝電気株式会社 京都府 京丹後市 6130001042857
株式会社吉村建設 京都府 京丹後市 5130001043170
株式会社松本建設 京都府 南丹市 4130001035111
池上 裕樹 京都府
岩間 脩 京都府
岸本 正雄 京都府
中谷 吉伸 京都府
長谷川 玄洋 京都府
横山 武宏 京都府
株式会社ＩＡＯプランニング＆デザイン 大阪府 大阪市 6120001073127
株式会社アサヒプロテクトニーズ 大阪府 大阪市 1120002055500
浅見工業株式会社 大阪府 大阪市 7120001016745
株式会社アトリエ・シェダー 大阪府 大阪市 9120001146383
株式会社イザワ文教社 大阪府 大阪市 7120001034243
株式会社石津電気 大阪府 大阪市 1122001030797
イノベーション合同会社 大阪府 大阪市 7120003005977
株式会社入船設計 大阪府 大阪市 4120001163565
有限会社ウイング 大阪府 大阪市 5120002010699
植田工芸株式会社 大阪府 大阪市 3120001011766
株式会社岡田金属工作所 大阪府 大阪市 1120001017063
株式会社片岡工務店 大阪府 大阪市 8120001019838
株式会社関西ウィング 大阪府 大阪市 2120001077296
北島鋼材株式会社 大阪府 大阪市 4120001030526
株式会社久豊 大阪府 大阪市 4120001231719
共栄鋼材株式会社 大阪府 大阪市 6120001030557
株式会社麒麟 大阪府 大阪市 2120001005109
グッドテクノ株式会社 大阪府 大阪市 2120001215764
株式会社ＫＨＳメディカルサポート 大阪府 大阪市 1120001205543
株式会社　景匠館 大阪府 大阪市 6120001057666
税理士法人ＫＴリライアンス 大阪府 大阪市 9120005015898
株式会社ケイビュロー 大阪府 大阪市 3120001135739
株式会社Ｋ－ファームス 大阪府 大阪市 7120001168280
株式会社光永鋳造所 大阪府 大阪市 8120001049595
児島電機株式会社 大阪府 大阪市 5120001027397
コネクト・コミュニケーションズ株式会社 大阪府 大阪市 9120001166530
沢井工業株式会社 大阪府 大阪市 9120001205817
三協化成株式会社 大阪府 大阪市 2120001017574
株式会社サンサイト 大阪府 大阪市 1120001064353
株式会社シーズクリエイト 大阪府 大阪市 9120001064916
昭和機械商事株式会社 大阪府 大阪市 4120001030880
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株式会社新幸製作所 大阪府 大阪市 2120001020454
新和産業株式会社 大阪府 大阪市 3120001030915
株式会社住まいるハウジング 大阪府 大阪市 1120001228692
株式会社セゾンホーム 大阪府 大阪市 9120001180044
ソートアーキデザイン株式会社 大阪府 大阪市 8120001127987
大興物産株式会社 大阪府 大阪市 6120001010294
株式会社大日ハンソー 大阪府 大阪市 7120001020838
株式会社タカラ開発 大阪府 大阪市 2120001135772
株式会社竹延 大阪府 大阪市 9120001007998
株式会社田中自動車整備工場 大阪府 大阪市 5120001027711
有限会社旅姿七人社 大阪府 大阪市 6120002054167
株式会社タレックス 大阪府 大阪市 1120001170036
朝陽電気株式会社 大阪府 大阪市 5120001067154
株式会社つるはんＪＡＰＡＮ 大阪府 大阪市 4120001092327
貞徳舎株式会社 大阪府 大阪市 2120001015594
株式会社東興社 大阪府 大阪市 2120001045699
中川電気工業株式会社 大阪府 大阪市 1120001086050
株式会社平城山 大阪府 大阪市 1150001022399
株式会社ネクティス 大阪府 大阪市 8120001215940
博文堂印刷株式会社 大阪府 大阪市 2120001018481
株式会社パステル 大阪府 大阪市 1120001118423
株式会社ハッピーハートフル 大阪府 大阪市 2120002081958
株式会社ハホニコ 大阪府 大阪市 3120001109437
株式会社ビデオエイペックス 大阪府 大阪市 6120001069463
株式会社ファンクラフト 大阪府 大阪市 7120003009623
フォーリーフ株式会社 大阪府 大阪市 5120001202586
富士興業有限会社 大阪府 大阪市 9120002022906
富士塗装興業株式会社 大阪府 大阪市 8120001018699
フジワラ産業株式会社 大阪府 大阪市 6120001046990
株式会社プランテージ 大阪府 大阪市 4120001189461
株式会社フルーツキング 大阪府 大阪市 3120001036326
株式会社Ｂｒａｖｅ 大阪府 大阪市 3120001180792
株式会社ヘソプロダクション 大阪府 大阪市 4120101052313
株式会社ベック 大阪府 大阪市 2122001024617
有限会社松本計算センター 大阪府 大阪市 4120002032892
マルタカ住建株式会社 大阪府 大阪市 5120001204970
株式会社峰設備研究所 大阪府 大阪市 4120001040120
株式会社メガクラフト・ジャパン 大阪府 大阪市 5120001114212
山本精密株式会社 大阪府 大阪市 2120001021989
株式会社彌生 大阪府 大阪市 9120001091472
株式会社レッドペッパー 大阪府 大阪市 3120001171899
和光ホームズ株式会社 大阪府 大阪市 7120001032981
株式会社明石緑化 大阪府 堺市 7120101000426
イルミねっと株式会社 大阪府 堺市 2120101063312
彩工房ＡＲＫ株式会社 大阪府 堺市 8120101057663
株式会社ｅｉｓｈｉｎ 大阪府 堺市 1120101058354
株式会社奥村商店 大阪府 堺市 5120101001401
関西港湾サービス株式会社 大阪府 堺市 9120101001208
協和化工株式会社 大阪府 堺市 6120101001961
株式会社サカモトテクノ 大阪府 堺市 2120101004472
株式会社三九工業 大阪府 堺市 4120101022621
株式会社システムエンジニア 大阪府 堺市 6120101003495
株式会社ハウス工芸社 大阪府 堺市 4120101010163
株式会社初芝水道企画 大阪府 堺市 3120101023348
株式会社阪和 大阪府 堺市 6120101005822
株式会社松三 大阪府 堺市 1120101051516
有限会社雄匠 大阪府 堺市 9120102006445
株式会社ライトヴィジョン 大阪府 堺市 4120101057403
株式会社Ｒｅｃｏ 大阪府 堺市 4120101051488
株式会社近江工業 大阪府 岸和田市 6120101036322
奥自動車工業株式会社 大阪府 岸和田市 7120101036346
松浪硝子工業株式会社 大阪府 岸和田市 3120101037637
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有限会社イソイ 大阪府 豊中市 7120902017536
株式会社エルキューブ 大阪府 豊中市 3140001099610
富士シート株式会社 大阪府 豊中市 9120901025463
株式会社ＦＲＥＭ 大阪府 豊中市 4120901039443
株式会社豊建設 大阪府 豊中市 9120901029596
株式会社アイニー 大阪府 吹田市 8120901018435
株式会社アルファ建築設計事務所 大阪府 吹田市 2120901005240
丸石商事株式会社 大阪府 吹田市 7120901013825
株式会社ライフデザイン・プロデュース 大阪府 吹田市 5120901032488
有限会社アイワ 大阪府 高槻市 2120902009447
ＡｔＷｉｌｌ株式会社 大阪府 高槻市 8120901014780
インプルーブ社会保険労務士法人 大阪府 高槻市 7120905005835
株式会社エスケイワークス 大阪府 高槻市 3120901043149
株式会社サンウェル 大阪府 高槻市 4120901031111
株式会社ＫＡＩＴＯ 大阪府 貝塚市 6120101045926
株式会社エマナック 大阪府 守口市 6120001156195
株式会社ファームエンジニアリング 大阪府 守口市 3120001156594
日新電設株式会社 大阪府 茨木市 8120901001614
株式会社花城電気商会 大阪府 茨木市 8120901001705
松本電気工事株式会社 大阪府 茨木市 7120901002068
川野電気株式会社 大阪府 八尾市 7122001031468
株式会社ＫＩＭＵＲＡ 大阪府 八尾市 3120001126804
社会福祉法人幸寿会 大阪府 八尾市 9122005001993
株式会社ティーアンドワイ 大阪府 八尾市 6122001019365
株式会社テラダ 大阪府 八尾市 4122001004930
株式会社トーヨー 大阪府 八尾市 5122001019416
有限会社不動プラスチックス製作所 大阪府 八尾市 5122002014622
株式会社安成板金工作所 大阪府 八尾市 8122001020354
大同機器株式会社 大阪府 富田林市 7120101031000
株式会社本きもの松葉 大阪府 富田林市 4120101034014
大宅産業株式会社 大阪府 河内長野市 5120101033543
大浦自動車株式会社 大阪府 松原市 8120101025059
株式会社トータルマネジメントサービス 大阪府 松原市 1120101025478
旭化学工業株式会社 大阪府 大東市 8122001015230
カザマブラザー株式会社 大阪府 和泉市 7120101054744
東邦金網株式会社 大阪府 和泉市 1120101043570
冨尾石油株式会社 大阪府 和泉市 5120101041728
株式会社阿部電設 大阪府 箕面市 8120901028847
株式会社ヤスオカ 大阪府 柏原市 9122001024759
株式会社　鉄 大阪府 羽曳野市 3120101056637
株式会社モリシン 大阪府 羽曳野市 1120101051334
Ｒｅ・ｂｏｒｎファーマシー合同会社 大阪府 羽曳野市 7120103003609
株式会社信和工務店 大阪府 門真市 7120001157589
有限会社マツワホーム 大阪府 摂津市 1120902009167
株式会社レイホー製作所 大阪府 摂津市 7120901010228
大阪急送株式会社 大阪府 藤井寺市 1120101032722
有限会社神谷エンジニアリング 大阪府 東大阪市 5122002001075
株式会社関西ホームサービス 大阪府 東大阪市 7122001024496
澤村理器株式会社 大阪府 東大阪市 7122001002997
株式会社ジーエスフード 大阪府 東大阪市 3122001003207
株式会社辰巳製作所 大阪府 東大阪市 7122001004564
株式会社ツジグチコーポレーション 大阪府 東大阪市 5122002003286
株式会社テクニカルサービス 大阪府 東大阪市 1122001004727
東阪自工株式会社 大阪府 東大阪市 4122001005094
有限会社林建材 大阪府 交野市 4120002074720
有限会社山壮園 大阪府 大阪狭山市 3120102015559
南河内コンクリート工業有限会社 大阪府 大阪狭山市 6120102015341
石川 二郎 大阪府
今岡 伸輔 大阪府
上村 貴世史 大阪府
大西 由佳子 大阪府
川人 正孝 大阪府
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木村 良 大阪府
才野木 敏夫 大阪府
新宮 千波 大阪府
瀬上 伸彦 大阪府
高橋 英晴 大阪府
樽谷 久夫 大阪府
田路 雅彦 大阪府
永田 清文 大阪府
中塚 賢 大阪府
西井 健二 大阪府
松川 吾治 大阪府
松本 浩幸 大阪府
三谷 俊介 大阪府
吉本 利夫 大阪府
米満 祥典 大阪府
株式会社ＡＳＴＣＩＡ 兵庫県 神戸市 9140001095570
株式会社インパルス 兵庫県 神戸市 8140001025859
株式会社ＳＨ　ｃｏｍｐａｎｙ 兵庫県 神戸市 6140001121354
株式会社ＭＴ商事 兵庫県 神戸市 7140001031098
株式会社清水造園土木 兵庫県 神戸市 6140001017569
株式会社セルベイト 兵庫県 神戸市 3120001200105
日本計装株式会社 兵庫県 神戸市 8140001021973
株式会社ハウスプロメイン 兵庫県 神戸市 2140001010107
株式会社紅屋 兵庫県 神戸市 5140001010756
株式会社前角電気 兵庫県 神戸市 3140001032463
有限会社山尾鉄筋工業 兵庫県 神戸市 5140002027196
有限会社ロイヤル・メディック 兵庫県 神戸市 6140002028037
株式会社六甲歯研 兵庫県 神戸市 6140001004286
株式会社アイスタイル 兵庫県 姫路市 2140001067403
株式会社エバシ 兵庫県 姫路市 9140001090308
株式会社扇屋 兵庫県 姫路市 5140001065131
一般社団法人かんつうけん 兵庫県 姫路市 3140005022155
是川設備工業株式会社 兵庫県 姫路市 5140001058886
株式会社長谷川造園土木 兵庫県 姫路市 5140002051733
株式会社アクロスコーポレイション 兵庫県 尼崎市 2140001047470
株式会社インサイド 兵庫県 尼崎市 8140001113993
三協設備株式会社 兵庫県 尼崎市 5140001048912
塩谷エムエス株式会社 兵庫県 尼崎市 1140001054740
株式会社寺澤工務店 兵庫県 尼崎市 8140001050114
株式会社アクティ・ニジュウイチ 兵庫県 明石市 9140001036888
ベストガーデン株式会社 兵庫県 明石市 8140001113300
医療法人喜望会 兵庫県 西宮市 8140005016128
株式会社松田組 兵庫県 西宮市 2140001070398
株式会社金下工務店 兵庫県 豊岡市 8140001055864
旭設備株式会社 兵庫県 西脇市 7140001075260
株式会社田中工務店 兵庫県 三木市 1140001089415
三和商工株式会社 兵庫県 高砂市 6140001043672
神戸合成株式会社 兵庫県 小野市 3140001076700
有限会社賀集商店 兵庫県 南あわじ市 4140002069719
株式会社桂野工務店 兵庫県 朝来市 9140001046672
合同会社木造り舎 兵庫県 淡路市 3140003013981
株式会社平松組 兵庫県 淡路市 6140001085153
株式会社ヤマテツ 兵庫県 播磨町 1140001037563
株式会社フィールウッド 兵庫県 神河町 2140001063609
足立 教至 兵庫県
上月 章嗣 兵庫県
佐園 達哉 兵庫県
佐藤 秀明 兵庫県
清水 啓友 兵庫県
田中 雅敏 兵庫県
津谷 佳代 兵庫県
中川 幸子 兵庫県
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西嶋 正明 兵庫県
税理士法人アシスト 奈良県 奈良市 7150005003786
株式会社岡田モータース 奈良県 奈良市 4150001000443
翔星建設株式会社 奈良県 奈良市 1150001020510
有限会社日本クリーンシステムズ 奈良県 奈良市 1150002001360
医療法人ライブラ会 奈良県 奈良市 1150005003775
有限会社奈良アシスト 奈良県 大和高田市 7150002010100
誠光建設株式会社 奈良県 橿原市 9150001010611
株式会社飛鳥 奈良県 桜井市 8150001009670
株式会社栄宝商事 奈良県 五條市 8150001015413
徳光建機株式会社 奈良県 香芝市 5150001022767
株式会社クローバー 奈良県 宇陀市 4150001010203
伸和建設株式会社 奈良県 田原本町 7150001010555
鍜治田 通博 奈良県
鈴木 実 奈良県
藤川 雅司 奈良県
株式会社あかりホーム 和歌山県 和歌山市 5170001000077
朝日タクシー株式会社 和歌山県 和歌山市 6170001000101
株式会社きもののきらり 和歌山県 和歌山市 2170001006746
有限会社西庄西本建設 和歌山県 和歌山市 5170002004705
有限会社ユートピア建設 和歌山県 和歌山市 5170002003995
株式会社西村物産 和歌山県 有田市 5170001007394
岩本電気産業株式会社 和歌山県 田辺市 7170001008548
株式会社倉谷建築 和歌山県 新宮市 6170001013788
株式会社中村建設 和歌山県 日高町 3170001010243
北岡 拓真 和歌山県
株式会社オオヒロ 鳥取県 鳥取市 4270001001116
株式会社川崎クレーン 鳥取県 鳥取市 6270001003077
有限会社三谷石材工業 鳥取県 鳥取市 9270002004071
株式会社けんちくや都田 鳥取県 米子市 7270001007993
有限会社武本組 鳥取県 米子市 5270002008076
株式会社角屋食品 鳥取県 境港市 2270001004319
有限会社大久保製材 鳥取県 若桜町 2270002004383
東洋建設株式会社 鳥取県 八頭町 3270001002180
有限会社花原石材店 鳥取県 八頭町 4270002004448
晃進建設有限会社 鳥取県 北栄町 9270002010268
若光 昭典 鳥取県
有限会社家原瓦工業 島根県 松江市 6280002003083
一畑工業株式会社 島根県 松江市 2280001000069
株式会社ＭＮＱ構造デザイン 島根県 松江市 8280001007744
株式会社藤原木材産業 島根県 出雲市 3280001003384
マサデン合同会社 島根県 出雲市 1280003001198
有限会社本多石材店 島根県 安来市 5280002004883
社会福祉法人江和会 島根県 江津市 8280005007179
有限会社野々村水道 島根県 雲南市 2280002011965
置名土木有限会社 島根県 美郷町 4280002009520
有限会社岡本製作所 岡山県 岡山市 1260002002240
岡山あんしん不動産株式会社 岡山県 岡山市 8260001033412
株式会社岡山技研 岡山県 岡山市 6260001000983
株式会社小坂田建設 岡山県 岡山市 3260001024861
株式会社ＯｎＵｓ 岡山県 岡山市 2260001033954
ＺＩＣＣＡ工房株式会社 岡山県 岡山市 6260001034239
医療法人心和会 岡山県 岡山市 7260005010433
株式会社大三商行 岡山県 岡山市 7260001003952
有限会社西孝 岡山県 岡山市 1260002007413
ネットソリューションズ株式会社 岡山県 岡山市 2260001009137
株式会社稲田石材加工店 岡山県 倉敷市 6260001012541
有限会社岡崎車輛 岡山県 倉敷市 7260002017092
川上建設株式会社 岡山県 倉敷市 4260001012956
倉敷ハウジング株式会社 岡山県 倉敷市 6260001013119
ケイ・エイチ株式会社 岡山県 倉敷市 4260001013161
健楼工務店株式会社 岡山県 倉敷市 3260001024374
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有限会社岡栄電業 岡山県 倉敷市 2260002018005
有限会社南風工業 岡山県 倉敷市 1260002024648
ｐｌｕｓ　ｓｕｍｉｋａ株式会社 岡山県 倉敷市 2260001033137
株式会社ミズタ 岡山県 倉敷市 2260001035141
株式会社モリ・フロッキー 岡山県 倉敷市 5260001015033
有限会社横溝建設 岡山県 倉敷市 3260002021973
株式会社エバラ建設 岡山県 津山市 7260001019585
土井建設株式会社 岡山県 総社市 2260001015787
備北信用金庫 岡山県 高梁市 9260005005844
有限会社松井組 岡山県 高梁市 8260002027000
株式会社ウェルネス・プランニング 岡山県 新見市 8260002027545
山縣電機工業株式会社 岡山県 真庭市 6260001022838
大原建設有限会社 岡山県 美作市 2260002030356
株式会社匠技研 岡山県 早島町 7260001013984
社会福祉法人鏡野町社会福祉協議会 岡山県 鏡野町 4260005007218
有限会社西山工務店 岡山県 勝央町 9260002030622
エイ・テイ・シイ株式会社 岡山県 奈義町 4260001019571
赤木 秀瑛 岡山県
内海 由起子 岡山県
塩津 邦弘 岡山県
山本 明彦 岡山県
有限会社稲垣自動車 広島県 広島市 5240002001513
学校法人織井学園 広島県 広島市 4240005001511
株式会社カーバンクニムラ 広島県 広島市 4240001002117
株式会社グッドトゥモロー 広島県 広島市 8240001052100
有限会社佐藤商工 広島県 広島市 3240002006984
有限会社ジーシー 広島県 広島市 6240002026443
医療法人社団シャン・ヴィラージュ会 広島県 広島市 9240005001250
株式会社センターデンタルラボ 広島県 広島市 1240002026497
株式会社第一ホテルマネジメント 広島県 広島市 9240001056389
有限会社タカタ建設 広島県 広島市 9240002009461
株式会社滝下工業 広島県 広島市 6240001055352
株式会社ディシム 広島県 広島市 4240001044497
デジタル共販事業協同組合 広島県 広島市 6240005003150
株式会社八紘 広島県 広島市 1240001008918
有限会社ピタットホーム 広島県 広島市 9240002021581
株式会社フロンティア・サンワ 広島県 広島市 3240001015813
株式会社マツコウハウス 広島県 広島市 2240001011004
吉野建設株式会社 広島県 広島市 3240001056766
有限会社北吉水産 広島県 呉市 9240002034848
有限会社東新 広島県 竹原市 5240002049552
グリーンテック株式会社 広島県 三原市 1240001056363
藤川建設株式会社 広島県 尾道市 5240001038481
IXIEED株式会社 広島県 福山市 3240001050249
株式会社柏木組 広島県 福山市 8240001041706
有限会社加藤組 広島県 福山市 9240002040004
鞆鉄道株式会社 広島県 福山市 5240001032914
岩岡石材有限会社 広島県 三次市 4240002030711
有限会社ＬＩＡＮ　ＧＲＯＵＰ 広島県 三次市 5240002029868
有限会社金本建設 広島県 大竹市 7240002037605
有限会社サンブルーサン 広島県 東広島市 7240002028728
シンクコンストラクション株式会社 広島県 東広島市 6240001022609
永本建設株式会社 広島県 廿日市市 6240001028275
社会福祉法人誠心福祉会 広島県 江田島市 2240005006529
株式会社ジール 広島県 北広島町 2240001023932
有限会社石の店沖 広島県 世羅町 9240002052569
金﨑 純 広島県
中本 岳良 広島県
医療法人一颯会 山口県 下関市 6250005008405
株式会社ＪＳＥ 山口県 下関市 6250001016469
株式会社下関ハウジング 山口県 下関市 4250001006686
高橋産業株式会社 山口県 下関市 3250001005846
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株式会社林商店 山口県 下関市 8250001006740
ＫＳメディカル株式会社 山口県 宇部市 5250001014564
株式会社栗林設計 山口県 山口市 7250001000190
中国芝浦電子株式会社 山口県 山口市 8250001000405
株式会社辻岡工作所 山口県 山口市 4250001003436
株式会社星電業社 山口県 山口市 9250001000701
有限会社国弘材木店 山口県 萩市 9250002013082
株式会社西日本設備サービス 山口県 萩市 6250001008152
株式会社如来堂 山口県 萩市 7250001008052
医療法人まつうら歯科医院 山口県 萩市 7250005004832
株式会社Ｎ・Ｄ 山口県 防府市 7250001017581
株式会社小柳建築 山口県 岩国市 9250001016144
有限会社ハマセ工業 山口県 岩国市 2250002019251
こっこ株式会社 山口県 長門市 3250001008469
株式会社フジナカコーポレーション 山口県 柳井市 8250001012920
株式会社Ｎ・Ｒ 山口県 美祢市 8250001008605
有限会社原田土木 山口県 周南市 6250002016765
前田 真史 山口県
ありがとうございます株式会社 徳島県 徳島市 7480001003212
株式会社四国測建 徳島県 徳島市 6480001000821
株式会社亀井組 徳島県 鳴門市 8480001004952
株式会社柳川鉄工 徳島県 鳴門市 4480001005203
株式会社かみくぼ住宅 徳島県 石井町 4480001003776
大塚 憲廣 徳島県
加島 寛之 徳島県
有限会社春日河 香川県 高松市 2470002001906
四国警備保障株式会社 香川県 高松市 1470001001825
株式会社ファミリーホーム 香川県 高松市 8470001003542
株式会社福田高周波工業所 香川県 高松市 4470001003562
松熊工業株式会社 香川県 高松市 4470001003802
株式会社稔石材 香川県 高松市 5470001005970
株式会社中山建設 香川県 丸亀市 7470001007437
飯綾建設株式会社 香川県 丸亀市 8470001008599
株式会社井上工務店 香川県 善通寺市 4470001007976
倉田建設株式会社 香川県 観音寺市 8470001009886
有限会社ケーアンドケーカンパニー 香川県 観音寺市 6470002015927
池田理容不動産有限会社 香川県 さぬき市 7470002017815
ヨークス株式会社 香川県 東かがわ市 2470001011518
開成工業株式会社 香川県 宇多津町 8470001007774
株式会社Ｓｉｎｃｅｒｅ　Ｈｏｍｅ 香川県 綾川町 6470001017016
石尾 健司 香川県
河邉 誠一郎 香川県
愛媛県社会保険事務協同組合 愛媛県 松山市 7500005000995
有限会社建通テクノス 愛媛県 松山市 6500002007549
医療法人仁和会 愛媛県 松山市 3500005001980
株式会社ＳＥＮＳＩＢＬＥ 愛媛県 松山市 3500001006315
医療法人陽弘会 愛媛県 今治市 7500005008122
株式会社よつば不動産 愛媛県 宇和島市 4500001016817
丸重商事株式会社 愛媛県 新居浜市 8500001010295
有限会社マルイ企画 愛媛県 西条市 9500002017529
株式会社一宮工務店 愛媛県 大洲市 6500001007839
一般社団法人キタ・マネジメント 愛媛県 大洲市 8500005007981
有限会社エンジェルファミリー 愛媛県 四国中央市 6500002022366
株式会社四国クリエート 愛媛県 四国中央市 4500001014317
株式会社イリックス 高知県 高知市 5490001000607
株式会社ｊｉｇｓａｗ 高知県 高知市 7490001009200
株式会社しのはら 高知県 高知市 9490001007243
有限会社タイセイホーム 高知県 高知市 3490002010532
株式会社ダイセン 高知県 高知市 8490001001404
フクヤ建設株式会社 高知県 高知市 6490001003212
不二電気工芸株式会社 高知県 高知市 2490001002003
株式会社リアライズ 高知県 高知市 6490001009432

22 / 27 ページ



2022年6月16日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

株式会社リボーンプラス 高知県 高知市 2490001009782
株式会社石那田技建 福岡県 北九州市 3290801024760
株式会社ウエダ 福岡県 北九州市 5290801010791
有限会社オーオカ 福岡県 北九州市 9290802001200
鬼丸ハウス株式会社 福岡県 北九州市 1290801024028
かすみクリスタルカンパニー株式会社 福岡県 北九州市 9290801013592
株式会社加藤建築事務所 福岡県 北九州市 7290801008306
有限会社九州設備工業所 福岡県 北九州市 8290802018583
三幸産業有限会社 福岡県 北九州市 5290802014123
株式会社清栄 福岡県 北九州市 2290801008731
清建工業有限会社 福岡県 北九州市 9290802014383
大昇建設株式会社 福岡県 北九州市 7290801005492
ダイトホーム株式会社 福岡県 北九州市 8290801018816
武巳建設株式会社 福岡県 北九州市 2290801010241
株式会社戸畑製作所 福岡県 北九州市 7290801002498
有限会社ナップ長野舗装 福岡県 北九州市 8290802009715
日金建設株式会社 福岡県 北九州市 9290801012355
株式会社パコラ 福岡県 北九州市 7290801010583
社会福祉法人豊和会 福岡県 北九州市 8290805000514
株式会社森建設 福岡県 北九州市 6290801024972
山万田薬局合同会社 福岡県 北九州市 6290803002786
株式会社アオイ 福岡県 福岡市 4290001000669
イー・スケープ株式会社 福岡県 福岡市 8290001002637
株式会社稲永建築設計 福岡県 福岡市 1290001000820
株式会社ＷＥＤＧＥ 福岡県 福岡市 6290001039607
株式会社オール 福岡県 福岡市 6290002046420
株式会社勝建設 福岡県 福岡市 6290001090304
株式会社環境システム設計 福岡県 福岡市 6290001028997
株式会社技術開発コンサルタント 福岡県 福岡市 1290001007072
社会福祉法人共栄福祉会 福岡県 福岡市 4290005001341
共立機工株式会社 福岡県 福岡市 8290001005136
株式会社シンクロファーマネット１４ 福岡県 福岡市 2290001032004
大洋電気株式会社 福岡県 福岡市 8290001014376
有限会社髙倉工務店 福岡県 福岡市 1290002002675
株式会社匠 福岡県 福岡市 6290001029368
有限会社たけだ材木店 福岡県 福岡市 6290002002687
株式会社テドポオト 福岡県 福岡市 2290001002444
ＨＯＵＳＥ　ＢＯＸ株式会社 福岡県 福岡市 3290001091172
フォースウェーブ・パートナーズ株式会社 福岡県 福岡市 9290001085012
福岡グリーン株式会社 福岡県 福岡市 5290001048063
株式会社福岡工務店 福岡県 福岡市 8290001039910
ミツヤ建設工業株式会社 福岡県 福岡市 3290001044782
株式会社Ｍｅｄｉｃａｌｄｅｓｉｇｎｌａｂｏ 福岡県 福岡市 8290001088478
医療法人大津胃腸科肛門科クリニック 福岡県 大牟田市 4290005012272
タシロ建設有限会社 福岡県 大牟田市 5290002056115
社会福祉法人荒木福祉会 福岡県 久留米市 8290005009694
株式会社櫻設計 福岡県 久留米市 5290001072591
ＮＰＯ法人つながろう・アースフレンズ 福岡県 久留米市 9290005014025
日米ゴム株式会社 福岡県 久留米市 2290001049353
株式会社Ｈｏｍｅ’ｓ　Ｈｏｍｅ福岡 福岡県 久留米市 3290001091478
日本航測株式会社 福岡県 飯塚市 5290001045663
昭和舖道株式会社 福岡県 柳川市 5290001052924
株式会社成浩 福岡県 柳川市 2290001086982
有限会社角屋 福岡県 八女市 2290002047083
東晃設備工業株式会社 福岡県 大川市 7290001065874
有限会社ミツワハウジング 福岡県 行橋市 4290802022597
株式会社リスタイル 福岡県 中間市 8290801024995
株式会社オクタニ冷機 福岡県 筑紫野市 8290001080220
株式会社アーキテックス 福岡県 春日市 5290001046843
九州包装機材工業株式会社 福岡県 大野城市 8290001040637
Ｂｉｏ　ｇｒｅｅｎ株式会社 福岡県 宗像市 4290001048262
株式会社髙橋組 福岡県 うきは市 5290001055282
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日本ファインテック株式会社 福岡県 宮若市 8290801014641
株式会社井手組 福岡県 朝倉市 1290001062704
株式会社田中総合設計 福岡県 宇美町 1290001042706
株式会社ワイズ 福岡県 志免町 6290001038906
株式会社今任産建 福岡県 久山町 9290001020076
株式会社今村組 福岡県 岡垣町 3290801011726
株式会社福井建設 福岡県 岡垣町 3290801013689
共同石材株式会社 福岡県 遠賀町 1290801011190
株式会社アサモク 福岡県 筑前町 3290001043909
株式会社尾畑建設 福岡県 筑前町 6290001044375
西依建設株式会社 福岡県 筑前町 4290001044245
株式会社トクノ・ソウケン 福岡県 東峰村 6290001084140
三富株式会社 福岡県 広川町 9290001047524
株式会社栄建築 福岡県 福智町 6290801025772
赤澤 進 福岡県
石井 浩一郎 福岡県
梶原 實 福岡県
加藤 尚 福岡県
金子 大志 福岡県
河野 末治 福岡県
北原 愼太郎 福岡県
菰方 浩満 福岡県
境 順司 福岡県
迫内 基也 福岡県
白附 友和 福岡県
友利 津代子 福岡県
船津 英利 福岡県
株式会社陣内電設 佐賀県 佐賀市 8300001000374
株式会社電興社 佐賀県 佐賀市 8300001000507
ハタナカ電通株式会社 佐賀県 佐賀市 2300001008324
株式会社マイホーム情報不動産 佐賀県 佐賀市 5300001004106
百﨑建設株式会社 佐賀県 佐賀市 1300001009224
株式会社ワイズ 佐賀県 佐賀市 8300001009093
有限会社セブン 佐賀県 唐津市 8300002010430
有限会社ハイスター 佐賀県 唐津市 8300002010587
株式会社松浦重機 佐賀県 唐津市 7300001007354
有限会社明徳自動車 佐賀県 唐津市 9300002010743
有限会社メイトピア 佐賀県 唐津市 8300002011445
司法書士法人州都綜合法務事務所 佐賀県 鳥栖市 2300005005037
株式会社松尾材木店 佐賀県 多久市 8300001005027
有限会社中川内建設 佐賀県 武雄市 1300002006014
株式会社本山建設 佐賀県 武雄市 6300001004674
株式会社太田尾建設 佐賀県 鹿島市 3300002006689
織田建設有限会社 佐賀県 鹿島市 1300002006699
鹿島機械工業株式会社 佐賀県 鹿島市 4300001004899
株式会社嶋本建設 佐賀県 小城市 9300001003566
有限会社タナカ建築企画 佐賀県 みやき町 9300002009406
有限会社藤武建設 佐賀県 白石町 2300002007440
古賀 康朗 佐賀県
株式会社イナヅマ電気工事 長崎県 長崎市 8310001000167
株式会社ＰＡＬ構造 長崎県 長崎市 1310001001790
フジイ住研株式会社 長崎県 長崎市 6310001015638
有限会社三宅設計 長崎県 長崎市 1310002008612
有限会社エムズ 長崎県 佐世保市 9310002014082
大菱電気工業株式会社 長崎県 佐世保市 2310001005213
有限会社筒井製材所 長崎県 佐世保市 6310002010753
アース建築株式会社 長崎県 島原市 1310001014677
株式会社新栄建設 長崎県 島原市 2310001009627
有限会社堀設計総合事務所 長崎県 島原市 5310002018533
株式会社ムラヤマ 長崎県 諫早市 9310001008184
株式会社ライムイシモト 長崎県 諫早市 6310001008212
対馬不動産株式会社 長崎県 対馬市 6310001010804
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有限会社横山建材店 長崎県 壱岐市 3310002018898
株式会社モリセ 長崎県 雲仙市 2310001008629
株式会社三喜工業 長崎県 南島原市 5310001009797
医療法人ファイブスター 長崎県 時津町 6310005008142
有限会社浜田建材工業 長崎県 新上五島町 5310002014466
山田 隆史 長崎県
株式会社ＳＳＴ企画 熊本県 熊本市 7330001023308
株式会社グリーン設計 熊本県 熊本市 3330001018294
有限会社くるま工房入江 熊本県 熊本市 5330002019439
医療法人敬 熊本県 熊本市 9330005002207
株式会社サンテクノ 熊本県 熊本市 1330001018131
株式会社センターリバー 熊本県 熊本市 6330001002584
善徳丸建材株式会社 熊本県 熊本市 3330001002587
有限会社太平不動産 熊本県 熊本市 9330002006235
太陽電気株式会社 熊本県 熊本市 9330001002813
テクノエナジーシステム株式会社 熊本県 熊本市 5330001014944
トキデザイン株式会社 熊本県 熊本市 2330001026471
株式会社橋本屋 熊本県 熊本市 8330001003770
株式会社ハナダ 熊本県 熊本市 7330001023316
株式会社本田謙工機 熊本県 熊本市 3330001004253
株式会社丸山総合建設 熊本県 熊本市 1330001004429
株式会社ミサト技建 熊本県 熊本市 5330001004490
株式会社八木運送 熊本県 熊本市 3330001004699
有限会社下山建設 熊本県 八代市 9330002027033
昭和工業株式会社 熊本県 八代市 3330001013592
社会福祉法人ま心苑会 熊本県 八代市 8330005005937
やつしろ税務会計センター株式会社 熊本県 八代市 4330001014581
株式会社田代産業開発 熊本県 人吉市 7330002030294
株式会社高建工業 熊本県 荒尾市 2330001022132
有限会社古澤建設 熊本県 山鹿市 5330002018721
有限会社古田建設 熊本県 山鹿市 6330002018704
株式会社小材建設 熊本県 菊池市 5330001027723
株式会社Ｄ－ＴＥＣＨ 熊本県 菊池市 4330001023533
株式会社ＰＴＣ 熊本県 宇土市 8330001021120
三洲建設株式会社 熊本県 宇城市 6330001013111
合資会社ミヤムラ貝印石油 熊本県 宇城市 7330003002838
株式会社ミクニ 熊本県 合志市 1330001019682
株式会社テラシステム 熊本県 大津町 1330001003117
ｋｏｍｏｒｅｂｉｎｏｍｏｒｉ株式会社 熊本県 菊陽町 3330001028186
社会福祉法人岳寿会 熊本県 高森町 7330005005178
有限会社堀田建設 熊本県 西原村 7330002016434
有限会社シンテック 熊本県 御船町 9330002019716
株式会社オフイスコミニケーシヨンサービス 大分県 大分市 3320001000757
有限会社加藤商店 大分県 大分市 4320002001877
株式会社桑野設計 大分県 大分市 8320002019040
株式会社Ｃｏｚｙハウス 大分県 大分市 7320001012930
株式会社是永ホーム 大分県 大分市 9320001018018
瀬立建設株式会社 大分県 大分市 8320001013449
株式会社ナカノ 大分県 大分市 2320001002011
株式会社めの建設 大分県 大分市 7320001002675
株式会社城全 大分県 日田市 5320001012750
株式会社佐伯環境センター 大分県 佐伯市 3320002016694
医療法人東内科医院 大分県 佐伯市 8320005005376
有限会社三宅水産 大分県 佐伯市 9320002017357
有限会社久住産業 大分県 竹田市 7320002017854
大分綜合建設株式会社 大分県 豊後高田市 7320001007781
有限会社シンエイ調剤薬局 大分県 玖珠町 1320002020112
株式会社アップ・ロード宮崎 宮崎県 宮崎市 5350001016484
株式会社金本組 宮崎県 宮崎市 3350001000358
有限会社ケイ・ジー・アイ 宮崎県 宮崎市 5350002001592
社会福祉法人光明福祉会 宮崎県 宮崎市 3350005000560
有限会社竹政住宅産業 宮崎県 宮崎市 3350002002832
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中村測建株式会社 宮崎県 宮崎市 4350001001207
株式会社のざき造園 宮崎県 宮崎市 5350002007573
株式会社原田穗積商店 宮崎県 宮崎市 1350001002273
株式会社ＨＡＲＥ 宮崎県 宮崎市 8350001014221
株式会社ひむかガーデン 宮崎県 宮崎市 3350001015389
有限会社藤澤建設 宮崎県 宮崎市 8350002004007
宮崎南菱冷熱株式会社 宮崎県 宮崎市 3350001001884
有限会社横山工業 宮崎県 宮崎市 4350002008779
真栄産業株式会社 宮崎県 都城市 2350001008039
株式会社やますが 宮崎県 都城市 6350001016748
株式会社山田屋 宮崎県 延岡市 3350001007345
株式会社竹井建設 宮崎県 日南市 8350001009576
株式会社ビークラフトワークス 宮崎県 日南市 7350001016747
大久保 進一 宮崎県
甲田 俊一 宮崎県
福島 忍 宮崎県
株式会社榎田組 鹿児島県 鹿児島市 5340001004804
有限会社鹿南シンワ 鹿児島県 鹿児島市 6340002002558
有限会社紀ノ國屋 鹿児島県 鹿児島市 4340002003145
有限会社共栄設備設計事務所 鹿児島県 鹿児島市 3340002003195
五月産業株式会社 鹿児島県 鹿児島市 5340001001875
有限会社セキショウ 鹿児島県 鹿児島市 8340002012101
大生工業株式会社 鹿児島県 鹿児島市 3340001002520
有限会社高橋石材 鹿児島県 鹿児島市 5340002005933
南菱冷熱工業株式会社 鹿児島県 鹿児島市 9340001003190
林建設株式会社 鹿児島県 鹿児島市 5340001005422
有限会社益山土木 鹿児島県 鹿児島市 2340002008864
ロードエンタープライズ株式会社 鹿児島県 鹿児島市 3340001004624
有限会社ワイ・ユウプラン 鹿児島県 鹿児島市 5340002010537
株式会社渡辺組 鹿児島県 鹿児島市 5340001004663
有限会社小山興業 鹿児島県 鹿屋市 7340002027026
株式会社加藤工業 鹿児島県 鹿屋市 3340001013848
有限会社野里工業 鹿児島県 鹿屋市 1340002026173
豊明建設株式会社 鹿児島県 鹿屋市 5340001014101
有限会社宮里建設 鹿児島県 鹿屋市 9340002026562
ＡＲＡ－ｎｅｔｗｏｒｋｓ株式会社 鹿児島県 出水市 1340001021976
岡田建設株式会社 鹿児島県 出水市 7340001011781
株式会社門田建設 鹿児島県 出水市 6340001011898
合名会社福島燃料店 鹿児島県 出水市 2340003001067
株式会社市山組 鹿児島県 指宿市 5340001009431
有限会社松島建設 鹿児島県 西之表市 5340002019314
大勇土建株式会社 鹿児島県 薩摩川内市 6340001013523
有限会社マルゼン商事 鹿児島県 薩摩川内市 8340002017091
有限会社大窪組 鹿児島県 曽於市 1340002028137
有限会社大路自動車工場 鹿児島県 曽於市 9340002028138
鹿児島精機株式会社 鹿児島県 霧島市 3340001007742
有限会社林元設備 鹿児島県 霧島市 4340002014027
株式会社イケダ 鹿児島県 志布志市 5340001014844
株式会社里山組 鹿児島県 奄美市 4340001010596
錦幸緑化建設株式会社 鹿児島県 姶良市 4340001007873
水永建設株式会社 鹿児島県 姶良市 8340001007903
北薩材プレカット事業協同組合 鹿児島県 さつま町 5340005003918
株式会社浜畑組 鹿児島県 長島町 5340001011817
成武建設株式会社 鹿児島県 南大隅町 2340001013972
有限会社マキ水道設備 鹿児島県 肝付町 3340002026502
株式会社大和建設 鹿児島県 大和村 3340001010630
有限会社中善組 鹿児島県 龍郷町 5340002021105
有限会社南洲建設 鹿児島県 龍郷町 2340002021140
有限会社紹 沖縄県 那覇市 1360002002164
有限会社 信幸組 沖縄県 那覇市 1360002002271
有限会社新地開発 沖縄県 那覇市 7360002002225
株式会社那覇電工 沖縄県 那覇市 1360001002388

26 / 27 ページ



2022年6月16日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

有限会社麦飯石の水 沖縄県 浦添市 9360002018418
株式会社アースプラン 沖縄県 名護市 7360001015467
株式会社開誠 沖縄県 名護市 7360001020657
有限会社嶺井工業 沖縄県 名護市 4360002019783
有限会社のうけん 沖縄県 国頭村 5360002020889
株式会社Ｋくりえいと 沖縄県 金武町 8360001012595
有限会社東部重機 沖縄県 西原町 5360002008785
有限会社浜冷機工業 沖縄県 南風原町 9360002010845
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