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事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

株式会社アルファ北海道 北海道 札幌市 1430001028335
株式会社ＩＸＣＯＯＲＥ 北海道 札幌市 5430001083731
有限会社イサイズ 北海道 札幌市 1430002039653
株式会社熊坂設備工業 北海道 札幌市 1430002006538
株式会社公清企業 北海道 札幌市 2430005003077
株式会社向成電気 北海道 札幌市 7430001031556
株式会社今野技研工業 北海道 札幌市 5430001076438
株式会社札幌セラミック・ラボラトリー 北海道 札幌市 8430001020070
株式会社Ｇ．Ｗａｌｌ 北海道 札幌市 6430001074647
ＳＯ－ＴＹ合同会社 北海道 札幌市 7430003012406
株式会社長栄通建 北海道 札幌市 7430001028651
医療法人社団登陽会 北海道 札幌市 5430005013998
株式会社土肥商店 北海道 札幌市 7430003000096
株式会社古田配管工業所 北海道 札幌市 5430001015412
ｍｏｍｏ株式会社 北海道 札幌市 9430001076277
株式会社ＭＯＲＩ－ＺＯ 北海道 札幌市 8430001077598
末広モータース株式会社 北海道 旭川市 5450001001567
株式会社創明建築設計事務所 北海道 旭川市 3450001001668
有限会社ＰＲＩＺＥ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 北海道 旭川市 7450002008196
株式会社丸真渡辺建設 北海道 旭川市 2450001003062
株式会社安井組 北海道 旭川市 6450001003240
株式会社そうけん 北海道 網走市 9460301003176
石塚建設興業株式会社 北海道 稚内市 8450001007999
株式会社佐藤工務店 北海道 美唄市 1430001046816
有限会社松美建設 北海道 江別市 4430002046102
株式会社フジプラ 北海道 千歳市 6430001043908
笹木産業株式会社 北海道 滝川市 4430001062199
三共舗道株式会社 北海道 滝川市 5430001019207
常盤建設株式会社 北海道 登別市 7430001057353
鈴木中川建設株式会社 北海道 北斗市 7440001000956
吉建設株式会社 北海道 鹿部町 6440001002573
教和建設株式会社 北海道 沼田町 2450001004861
株式会社ニュー温泉閣ホテル 北海道 豊富町 1450001008475
有限会社原工業 北海道 幕別町 1460102003977
株式会社フクタ 北海道 浦幌町 9460101003335
金田 慎吾 北海道
今野 正裕 北海道
杉村 拓三 北海道
大地土木有限会社 青森県 青森市 4420002005620
株式会社タフホーム 青森県 青森市 4420001001315
株式会社プライムハウジング 青森県 青森市 4420001004350
株式会社八木沢建設 青森県 青森市 8420001002169
株式会社長谷川建設 青森県 弘前市 1420001009344
三浦建設工業株式会社 青森県 八戸市 4420001006636
株式会社工藤工務所 青森県 五所川原市 9420001007992
西北土木株式会社 青森県 五所川原市 6420001008044
株式会社福島組 青森県 つがる市 5420001008425
株式会社青森舗道 青森県 中泊町 9420001008223
株式会社木津屋本店 岩手県 盛岡市 7400001000514
株式会社富士見興業 岩手県 盛岡市 8400001001370
ロッツ株式会社 岩手県 大船渡市 9402701000535
志戸平温泉株式会社 岩手県 花巻市 7400001014183
有限会社畑光木材 岩手県 久慈市 3400002012982
株式会社ファーマ・ラボ 岩手県 久慈市 5400001008542
有限会社　駒形モータース 岩手県 遠野市 9400002010254
株式会社森燃 岩手県 一関市 5400501000288
株式会社プライム下舘工務店 岩手県 洋野町 4400001009260
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株式会社エスティー 宮城県 仙台市 7122001022797
株式会社エディープロダクト 宮城県 仙台市 6370001004734
株式会社エムケーコーポレーション 宮城県 仙台市 5370001007317
Ｍ２ファーマシー株式会社 宮城県 仙台市 1370001017988
共同輸送株式会社 宮城県 仙台市 1370001004929
セルコホーム株式会社 宮城県 仙台市 9370001008807
株式会社仙暘 宮城県 仙台市 4370201003686
総合リファイン株式会社 宮城県 仙台市 4370001000859
株式会社ダイニチ東日本 宮城県 仙台市 7220001009912
日軽室内工業株式会社 宮城県 仙台市 1370001002057
日産リース株式会社 宮城県 仙台市 1370001005794
ニッシン食販株式会社 宮城県 仙台市 2370001005785
株式会社フロムアーツ 宮城県 仙台市 9370001002165
有限会社マサノリ工務店 宮城県 仙台市 6370002003933
株式会社丸鹿 宮城県 仙台市 4370001006121
株式会社庭勇 宮城県 石巻市 2370001044882
エーケー株式会社 宮城県 塩竈市 5370601003005
株式会社八葉水産 宮城県 気仙沼市 6370501000373
やましち建設株式会社 宮城県 気仙沼市 2370501000518
株式会社ネクスト 宮城県 栗原市 1370201002963
株式会社岩佐組 宮城県 亘理町 4370801000513
ランドワーク株式会社 宮城県 松島町 6370601000760
有限会社穂乃香 宮城県 美里町 5370202004113
株式会社小山設備 宮城県 南三陸町 9370501000965
秋田総合ビル管理株式会社 秋田県 秋田市 8410001000314
ケイエス有限会社 秋田県 秋田市 1410002005285
株式会社日産サティオ秋田 秋田県 秋田市 2410001002027
有限会社角館測量設計 秋田県 仙北市 2410002012859
有限会社桐生建設 山形県 米沢市 9390002012748
株式会社ライズワーク 山形県 酒田市 5390001015508
丸伸建設株式会社 山形県 村山市 8390001009135
有限会社青柳不動産 山形県 東根市 3390002012076
株式会社水建工業 山形県 尾花沢市 7390001014235
安部建設株式会社 山形県 南陽市 4390001010542
有限会社オバタ靴店 山形県 南陽市 5390002014137
一般社団法人たけのこ会 山形県 河北町 9390005008727
有限会社我妻製作所 山形県 高畠町 2390002014016
株式会社高橋工業所 山形県 遊佐町 2390001006716
鈴木 義弘 山形県
株式会社ＳＡＡ　ＨＡＪＩＭＥＹＯ 福島県 福島市 6380001029805
東栄物産株式会社 福島県 福島市 7380001000987
株式会社永沢工機 福島県 福島市 2380001001081
株式会社野地総企 福島県 福島市 3380001023001
有限会社フォトスタジオ若葉 福島県 福島市 8380002002949
ムネカタテック株式会社 福島県 福島市 8380001004112
有限会社日本福祉介護サービス 福島県 会津若松市 4380002033700
株式会社安藤板金工業 福島県 郡山市 7380001024045
有限会社ＮＴＳ 福島県 郡山市 2380002014470
光建工業株式会社 福島県 郡山市 1380001005059
平晋建設株式会社 福島県 郡山市 1380001006552
武東建設工業株式会社 福島県 郡山市 9380001030074
有限会社ヤマト・エージェント 福島県 郡山市 4380002013693
有限会社石の根本 福島県 いわき市 5380002022330
株式会社荻野組 福島県 いわき市 8380001012577
株式会社成松組 福島県 いわき市 3380001012152
株式会社Ｎｅｘｔ 福島県 いわき市 3380001022052
株式会社はる 福島県 いわき市 2380001023695
有限会社鈴木造園 福島県 須賀川市 3380002019923
株式会社マルサン 福島県 二本松市 6380001009492
株式会社光大 福島県 本宮市 5380001009907
有限会社ムカイ電設 福島県 浅川町 9380002021262
株式会社ケー・テック 福島県 大熊町 7380001021942
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伊藤 幸一 福島県
湯田 博美 福島県
ダイトホーム株式会社 茨城県 水戸市 4050001001542
明治測量設計株式会社 茨城県 水戸市 9050001002949
アイガ電子工業株式会社 茨城県 日立市 8050001022873
泉商工株式会社 茨城県 日立市 6050001024888
株式会社小椋興業 茨城県 日立市 9050001024919
株式会社アクアサービス 茨城県 土浦市 8050002014077
医療法人健心会 茨城県 土浦市 5050005002981
株式会社Ｔｏ　Ｃａｓａ 茨城県 土浦市 4050001039293
石川住建株式会社 茨城県 石岡市 9050001012254
株式会社キンダイ 茨城県 石岡市 2050001011469
有限会社菊地金物店 茨城県 龍ケ崎市 3050002033098
旭建設工業株式会社 茨城県 下妻市 4050001013562
新井土木株式会社 茨城県 常総市 8050001030018
株式会社アスカ技研 茨城県 高萩市 7050001023963
社会福祉法人心和会 茨城県 取手市 7050005010586
株式会社ＡＳ　ＩＴ　ＩＳ 茨城県 つくば市 2050001040996
株式会社つくばわんわんランド 茨城県 つくば市 8050001037269
株式会社常盤工務店 茨城県 つくば市 5050001015987
有限会社メガネのハシモト 茨城県 つくば市 2050002022184
株式会社上肥 茨城県 ひたちなか市 3050001007160
大和ハウジング株式会社 茨城県 鹿嶋市 7050001021100
ＹＭＧ株式会社 茨城県 守谷市 5050001030838
株式会社谷島組 茨城県 筑西市 7050001031859
株式会社石塚建設 茨城県 坂東市 7050001014368
株式会社中村組 茨城県 坂東市 1050001014472
有限会社渡辺信也石材 茨城県 桜川市 7050002043432
有限会社椙山材木店 茨城県 神栖市 5050002027742
有限会社浪川鉄工 茨城県 神栖市 3050002027810
有限会社パルム 茨城県 神栖市 3050002028040
株式会社丸二工務店 茨城県 鉾田市 6050001038285
小田島建設株式会社 茨城県 つくばみらい市 3050001041011
株式会社日進建興 茨城県 河内町 4050001025509
細谷建設工業株式会社 茨城県 河内町 8050001025513
小西 正 茨城県
宮本 崇雄 茨城県
北関東マイクロダクト株式会社 栃木県 宇都宮市 2060001001353
株式会社ＧＡＬＬＥＲＹ　ＨＯＵＳＥ 栃木県 宇都宮市 6060002021553
サトーカメラ株式会社 栃木県 宇都宮市 2060001002021
日星石油株式会社 栃木県 宇都宮市 4060001003538
合同会社Ｂｒａｖｅ 栃木県 宇都宮市 8060003002187
めいあい株式会社 栃木県 宇都宮市 4060001032272
株式会社八州 栃木県 宇都宮市 4060001007191
増田建設株式会社 栃木県 足利市 7060001019192
マルユウ建設株式会社 栃木県 足利市 7060001020076
有限会社植春 栃木県 栃木市 2060002031647
株式会社セレモール 栃木県 栃木市 7060001016413
株式会社ブル精密 栃木県 栃木市 9060002033661
有限会社水工設備 栃木県 小山市 1060002028628
株式会社太陽 栃木県 小山市 7060001014383
株式会社ニットー 栃木県 那須塩原市 2060002021821
木島興業有限会社 栃木県 那須烏山市 9060002013878
有限会社滝田設備工業 栃木県 益子町 5060002019029
佐藤工業株式会社 栃木県 壬生町 9060001017327
有限会社川嶋工務店 栃木県 那須町 8060002022987
ＡＲＫ　ＴＥＣＨ株式会社 群馬県 前橋市 4070001004766
株式会社カメリア 群馬県 前橋市 6070001036287
群馬緑化株式会社 群馬県 前橋市 5070001001036
株式会社田島屋商店 群馬県 前橋市 4070001002035
株式会社Ｄ＆Ｌ 群馬県 前橋市 7070001032896
株式会社ウオイチ 群馬県 高崎市 6070001006240
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浦野工業株式会社 群馬県 高崎市 6070001006273
株式会社MKFoods 群馬県 高崎市 7070001008145
株式会社小林自動車ボデー 群馬県 高崎市 9070001006923
株式会社ダイワプリント 群馬県 高崎市 8070001007609
株式会社天翔堂 群馬県 高崎市 9070001026194
株式会社栗田建設 群馬県 伊勢崎市 6070001034935
株式会社日本アクチュエータ工業 群馬県 伊勢崎市 9070001014471
新和設備株式会社 群馬県 太田市 1070001019494
平野ブロツク株式会社 群馬県 太田市 8070001020033
和田兼建設株式会社 群馬県 太田市 2070001020352
阿部土建株式会社 群馬県 沼田市 5070001022817
株式会社ナカヤマ 群馬県 館林市 3070001021928
有限会社安中造園 群馬県 安中市 9070002014578
株式会社萩原工業 群馬県 安中市 3070001010047
株式会社シェモワ 群馬県 片品村 2070001023446
光井工業株式会社 群馬県 片品村 5070001023162
瀧田 和則 群馬県
八高 悟 群馬県
株式会社アースリサーチ 埼玉県 さいたま市 8030001000063
株式会社アステック 埼玉県 さいたま市 5030001000157
株式会社樹工務店 埼玉県 さいたま市 8030001066591
北上産業株式会社 埼玉県 さいたま市 5030001017853
埼玉測量設計株式会社 埼玉県 さいたま市 1030001003007
株式会社万代電気工業 埼玉県 さいたま市 9030001006828
有限会社ミルキーウェイ 埼玉県 さいたま市 4030002016896
株式会社守谷造園 埼玉県 さいたま市 1030001108292
株式会社山幸建設 埼玉県 さいたま市 8030001013271
有限会社弥生調剤薬局 埼玉県 さいたま市 4030002013910
あいあい株式会社 埼玉県 川越市 2030003009950
株式会社高見工務店 埼玉県 川越市 1030001056822
株式会社彫右衛門工房 埼玉県 川越市 2030001139592
ヤマト・インダストリー株式会社 埼玉県 川越市 8030001059463
医療法人社団ＰＲＯＵＤ 埼玉県 熊谷市 5011705001285
有限会社山崎製作所 埼玉県 熊谷市 8030002114366
株式会社ブルー・オーシャン 埼玉県 熊谷市 6030001084488
川口建築設計株式会社 埼玉県 川口市 6011801031648
有限会社北園自動車センター 埼玉県 川口市 3030002102012
株式会社埼玉植木 埼玉県 川口市 7030001074901
有限会社シュルプリーズ 埼玉県 川口市 5030002103834
株式会社庭研 埼玉県 川口市 5030001076115
株式会社東都ラバーインダストリー 埼玉県 川口市 6030001076262
株式会社ヒカリテック 埼玉県 川口市 4030002018364
株式会社藤真 埼玉県 川口市 5030001078391
一般社団法人ミエルカクリニック 埼玉県 川口市 5030005020317
明宏建設株式会社 埼玉県 川口市 6030001091864
医療法人悠羽会 埼玉県 川口市 7030005018177
株式会社ランバースクエア 埼玉県 川口市 8030001079338
株式会社利建工業 埼玉県 川口市 1030001111057
株式会社浜田設備 埼玉県 行田市 5030001098035
株式会社シライ 埼玉県 所沢市 6030001024337
有限会社細川製作所 埼玉県 飯能市 6030002120977
株式会社大川緑地開発 埼玉県 加須市 2030001032483
株式会社久保田建設 埼玉県 加須市 2030001032517
株式会社関口組 埼玉県 本庄市 2030001060294
株式会社サンエーメデイカル 埼玉県 春日部市 6030001051059
株式会社研勝建設 埼玉県 狭山市 7030001120291
有限会社サイテック 埼玉県 狭山市 6030002036810
株式会社新狭山ガーデン 埼玉県 狭山市 9030001026355
医療法人皓峰会 埼玉県 越谷市 6030005010341
富士興業株式会社 埼玉県 越谷市 3030001064682
株式会社プラス・ワン 埼玉県 越谷市 4030001064731
株式会社リフォまる 埼玉県 越谷市 6030001137163
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株式会社ここから 埼玉県 蕨市 7030001083209
株式会社ランバーテック 埼玉県 蕨市 3030001021270
有限会社西武燃料 埼玉県 入間市 5030002035425
シンエイ株式会社 埼玉県 朝霞市 4011401002786
有限会社アカネ 埼玉県 久喜市 3030002037836
株式会社きずき 埼玉県 久喜市 2030001133967
有限会社リフォームゆのき 埼玉県 久喜市 2030002040634
株式会社アライパーツ 埼玉県 八潮市 3030001035799
株式会社ジャパン・トレーディング 埼玉県 三郷市 2030001066366
有限会社富永工務店 埼玉県 蓮田市 5030002023462
新飯塚土木株式会社 埼玉県 坂戸市 3030001069748
株式会社イナセ 埼玉県 伊奈町 1030001042302
株式会社山利建設技術 埼玉県 皆野町 9030001091143
株式会社髙橋造園 埼玉県 小鹿野町 4030001091040
株式会社山崎工務店 埼玉県 小鹿野町 2030001091067
有限会社山伍造園土木 埼玉県 寄居町 1030002116022
新井 敬人 埼玉県
高橋 幸雄 埼玉県
椿 理恵 埼玉県
中村 高文 埼玉県
福島 勝広 埼玉県
細谷 博光 埼玉県
有限会社カイハタ建設 千葉県 千葉市 9040002002668
有限会社カミハマ企画 千葉県 千葉市 9040002003014
株式会社三和システム 千葉県 千葉市 9040001048737
株式会社ジャパンマーケティング 千葉県 千葉市 9040001010804
一般社団法人千葉労働基準協会 千葉県 千葉市 5040005018194
株式会社セイフティ 千葉県 船橋市 3040001019529
株式会社吉川液化ガス 千葉県 船橋市 7040001019731
有限会社アポロドラッグ 千葉県 木更津市 3040002065844
グッドビレッジ株式会社 千葉県 木更津市 6040001099287
有限会社ミトマ工業 千葉県 木更津市 7040002067861
社会福祉法人はーとふる 千葉県 野田市 4040005014772
株式会社村上建設 千葉県 佐倉市 1040001047110
株式会社パーソナル・エフシェンシー 千葉県 柏市 7040001069669
医療法人社団直樹会 千葉県 市原市 7040005009167
有限会社ハウスフィット 千葉県 市原市 3040002076544
医療法人社団響会 千葉県 流山市 9040005005742
株式会社辺見製作所 千葉県 八千代市 3040001081438
医療法人社団順我会 千葉県 我孫子市 1040005013851
株式会社小湊館 千葉県 鴨川市 6040001074273
有限会社山一園 千葉県 鴨川市 6040002101258
株式会社千葉宅建 千葉県 四街道市 6040001047337
山慎工業株式会社 千葉県 白井市 1040001057035
㈲野路工業 千葉県 富里市 8040002056450
佐久間建設株式会社 千葉県 山武市 4040001058138
株式会社板倉地所 千葉県 大網白里市 7040001057483
有限会社岩井鉄工 千葉県 東庄町 5040002087894
片岡工業株式会社 千葉県 一宮町 7040001059777
株式会社松嵜組 千葉県 睦沢町 1040001059865
磯野 貴雄 千葉県
大金 広典 千葉県
古池 崇志 千葉県
塩野谷 暢利 千葉県
嶋野 奈津子 千葉県
高辺 智行 千葉県
中村 和則 千葉県
正木 順一 千葉県
ＩＮＲＩＳＥ株式会社 東京都 千代田区 1011101070649
Ｖａｎｇｕａｒｄ　Ｔｏｋｙｏ合同会社 東京都 千代田区 2010003025685
土地家屋調査士法人かいはつ測量登記事務所 東京都 千代田区 5120005010399
医療法人社団霞が関明皓会 東京都 千代田区 1010005000753
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協立工業株式会社 東京都 千代田区 6010001014703
国際化工株式会社 東京都 千代田区 7010001015923
翔和建物株式会社 東京都 千代田区 4010001019159
東京キデン株式会社 東京都 千代田区 8010001034096
濱野皮革工藝株式会社 東京都 千代田区 2011501016341
一般社団法人ビーンズ 東京都 千代田区 7011005006801
光化学株式会社 東京都 千代田区 9010001026984
医療法人社団聖会 東京都 千代田区 9010005008368
株式会社三良商事 東京都 千代田区 1011101082181
株式会社ＲＭＳ 東京都 中央区 6010001166866
株式会社共栄會 東京都 中央区 4010001041385
株式会社ケイズワン 東京都 中央区 2010001125941
株式会社高田パッケージ 東京都 中央区 8010501007394
中央冷凍産業株式会社 東京都 中央区 3010001022758
株式会社テン・スターズ・ダイニング 東京都 中央区 4010001113226
ビー・アイ・シー社会保険労務士法人 東京都 中央区 3010005008150
株式会社ヴァンクールプロモーション 東京都 港区 8011001046940
株式会社Ｏｆｆｉｃｅ　Ｍａｙ 東京都 港区 5010402033294
株式会社クリテック工業 東京都 港区 6010401045380
株式会社ｃｌｏｓｉｐ 東京都 港区 6010701033028
東新紙業株式会社 東京都 港区 9010401019233
公益財団法人日本ユニフォームセンター 東京都 港区 9010405009684
株式会社バルクホールディングス 東京都 港区 5010001067297
社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング 東京都 港区 4010405015654
株式会社ファミリータイズ 東京都 港区 7010601043927
株式会社メディファーマ 東京都 港区 7010401103550
ユナイテッド不動産株式会社 東京都 港区 4010401035243
株式会社リブ・マックス 東京都 港区 2140001023587
有限会社アカシア 東京都 新宿区 1011102000299
株式会社アセットリード 東京都 新宿区 8011101031231
株式会社エーエルジェイ 東京都 新宿区 8011101042897
祥エステートオフィス株式会社 東京都 新宿区 8011101043573
都市緑地株式会社 東京都 新宿区 2011101091727
三井電子株式会社 東京都 新宿区 1011101028738
株式会社ロイヤルストレートフラッシュ 東京都 新宿区 4011101057750
株式会社イワサ・アンド・エムズ 東京都 文京区 8010001007317
社会保険労務士法人グラース 東京都 文京区 7010005028987
株式会社シマダ器械 東京都 文京区 2010001003651
株式会社太洋 東京都 文京区 9010001004387
株式会社ABE 東京都 台東区 2010501000140
株式会社ダイマス 東京都 台東区 8010501007907
株式会社大裕商事 東京都 台東区 3010501007218
株式会社竹内商店 東京都 台東区 7010501007627
株式会社ネオグルーヴ 東京都 台東区 9011801025564
株式会社茂木商会 東京都 台東区 5010501015607
株式会社Ｅｘｃｉｔｉｎｇ　Ｏｎｅ 東京都 墨田区 7010601054494
友星テクニクス有限会社 東京都 墨田区 5010602026949
ＡＴＡホールディングス株式会社 東京都 江東区 2010401094794
株式会社共伸展装 東京都 江東区 6010601000557
税理士法人エム・エム・アイ 東京都 品川区 9010705001275
テクノジムジャパン株式会社 東京都 品川区 9010401050584
株式会社東京シオノヤ 東京都 品川区 4010701006497
株式会社橋爪製麺 東京都 品川区 5010701008088
株式会社文化堂 東京都 品川区 3010701008610
株式会社フォルテシモアッシュ 東京都 目黒区 7013201014133
合同会社あいうえオート 東京都 大田区 5030003016655
有限会社尾熊シャーリング 東京都 大田区 2010802003049
有限会社源平 東京都 大田区 2010802004996
株式会社和工業 東京都 大田区 3010801024045
株式会社図画工作 東京都 世田谷区 3011001110263
株式会社ＭＩＺＵＴＯＲＩ 東京都 世田谷区 4010901040899
株式会社メディア・ヴァーグ 東京都 世田谷区 2011001071985
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株式会社イージーサービス 東京都 渋谷区 4020001059220
株式会社エルティ 東京都 渋谷区 6011001055506
株式会社ｅｍｂａｒｋ 東京都 渋谷区 4010401093373
株式会社ギークプラス 東京都 渋谷区 2040001101403
株式会社ダリ 東京都 渋谷区 3011001013929
株式会社ナグモ設備設計事務所 東京都 渋谷区 1011001071400
ブルーピッグ株式会社 東京都 渋谷区 1020001131147
株式会社テイスト 東京都 中野区 4011201010824
株式会社秋水社 東京都 杉並区 5011301014030
合同会社フリーハンド 東京都 杉並区 9011303002764
株式会社三ツ矢酒店 東京都 杉並区 8011301006883
山田照明株式会社 東京都 杉並区 3010001117491
昴エージェンシー株式会社 東京都 豊島区 6010401044110
株式会社大幸洋紙店 東京都 豊島区 1013301006762
合同会社Ｂｉｇ Ｔｉｍｅｌｙ 東京都 豊島区 9013303004716
社会福祉法人トラムあらかわ 東京都 荒川区 1011505000945
オオダテハウジング株式会社 東京都 板橋区 7011401001125
カモチ株式会社 東京都 板橋区 7011401001463
医療法人社団秀芳会 東京都 板橋区 5011405000100
株式会社リブランマインド 東京都 板橋区 7011401011594
株式会社英電 東京都 練馬区 9011601011442
サクラエンジニアリング株式会社 東京都 練馬区 8011601002624
医療法人社団静和会 東京都 練馬区 7011605000377
株式会社二戸サントップ 東京都 練馬区 5011601005398
株式会社ホームプラス 東京都 練馬区 8011601020898
三山薬品株式会社 東京都 練馬区 5011601006768
株式会社みらい屋 東京都 練馬区 5011601024992
株式会社アシスト１ 東京都 足立区 3011801022162
有限会社内田製作所 東京都 足立区 8011802024574
株式会社猩々テクノ 東京都 足立区 4011801008680
株式会社歩土建工業 東京都 葛飾区 8010001141818
有限会社丸和建設工業 東京都 葛飾区 4011802007426
株式会社モデュレックス 東京都 葛飾区 4011801015487
株式会社京葉電子工業 東京都 江戸川区 4011701010183
株式会社伸幸 東京都 江戸川区 2011701003750
日洗電工株式会社 東京都 江戸川区 8011701006228
株式会社葵製作所 東京都 八王子市 3010101000011
株式会社アサップ 東京都 八王子市 4010101000209
株式会社市川工業所 東京都 八王子市 1010101000376
株式会社クレーベスト 東京都 八王子市 2010101006570
滝山商事株式会社 東京都 八王子市 7010101007795
西川株式会社 東京都 八王子市 5010101002955
有限会社雅測量設計 東京都 青梅市 2013102002654
岡本設備株式会社 東京都 府中市 9012401017274
協栄プリント技研株式会社 東京都 調布市 8012401007549
株式会社カイト 東京都 町田市 5012301000557
医療法人社団颯美会 東京都 町田市 9012305001944
株式会社蓮健工業 東京都 町田市 9012301010222
株式会社一休 東京都 東村山市 9012701001151
東洋電子工業株式会社 東京都 国分寺市 7012401002419
有限会社金子造園 東京都 清瀬市 7012702007728
株式会社しらつち薬局 東京都 武蔵村山市 1012801008252
医療法人社団もかほ会 東京都 武蔵村山市 5012805001398
大石建設株式会社 東京都 稲城市 6013401001782
株式会社白進 東京都 稲城市 8012401032803
土地家屋調査士法人ハル登記測量事務所 東京都 西東京市 8012705001958
本橋物産株式会社 東京都 西東京市 5012701003192
株式会社リンクス 東京都 西東京市 1012701011983
株式会社リンクスケア 東京都 西東京市 8012701011894
株式会社須藤精密 東京都 瑞穂町 2013101001384
坂本 信二 東京都
佐藤 晴美 東京都
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鈴木 俊也 東京都
髙田 典孝 東京都
土屋 雅之 東京都
得重 貴史 東京都
豊田 忍 東京都
中澤 雅人 東京都
山中 弘明 東京都
和泉 博 東京都
アーク産業株式会社 神奈川県 横浜市 9020001025028
医療法人社団愛生堂 神奈川県 横浜市 4020005003950
赤坂造園有限会社 神奈川県 横浜市 9020002020390
池田ピアノ運送株式会社 神奈川県 横浜市 3020001004771
有限会社イシダホーム 神奈川県 横浜市 7020002077912
株式会社エス・エス 神奈川県 横浜市 1020001014376
大井建設株式会社 神奈川県 横浜市 7010901002145
鶴盛工業株式会社 神奈川県 横浜市 8020001016928
影近総合税理士法人 神奈川県 横浜市 4020005006078
株式会社三和製作所 神奈川県 横浜市 9020001046940
重田建設企業株式会社 神奈川県 横浜市 1020001008725
神中工業株式会社 神奈川県 横浜市 7020001013067
株式会社ダイドウトランスプラネット 神奈川県 横浜市 4020001027425
医療法人社団白浩会 神奈川県 横浜市 6030005007453
有限会社畑測量設計 神奈川県 横浜市 4020002006733
株式会社早川不動産 神奈川県 横浜市 3020001030891
株式会社ピクリング 神奈川県 横浜市 1012301008199
医療法人社団ヒロ横浜デンタル 神奈川県 横浜市 2020005009702
Ｆｌａｔ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 神奈川県 横浜市 6020001136208
株式会社プロジット 神奈川県 横浜市 7020001101937
有限会社　ホームプラス 神奈川県 横浜市 8020002074603
株式会社ぽぽファーマシー 神奈川県 横浜市 4020001124643
社会保険労務士法人ポラリス・コンサルティング 神奈川県 横浜市 9020005012625
Ｍｙｗａｙプラス株式会社 神奈川県 横浜市 8020001024443
株式会社松下設備 神奈川県 横浜市 5020001091156
都厨房株式会社 神奈川県 横浜市 3020001016065
有限会社メグミ産業 神奈川県 横浜市 4020002081792
メテオＡＰＡＣ株式会社 神奈川県 横浜市 3020001119553
有限会社森田設備 神奈川県 横浜市 4020002022656
株式会社ＲＥＳＩＡ 神奈川県 横浜市 6020001137734
株式会社ＬＥＣ 神奈川県 横浜市 1020001115133
株式会社重田組 神奈川県 川崎市 4020001069483
シンクランド株式会社 神奈川県 川崎市 2020001104390
株式会社成川薬局 神奈川県 川崎市 4020001075639
有限会社村田淳建築研究室 神奈川県 川崎市 2011002013152
株式会社渡邊工務店 神奈川県 川崎市 9020001077069
株式会社コスモスタッフマネキン紹介所 神奈川県 相模原市 9021001012057
株式会社相模植木 神奈川県 相模原市 5021001012135
トライアドジャパン株式会社 神奈川県 相模原市 6021001013371
有限会社和田建設 神奈川県 相模原市 8021002025496
鈴鹿建設株式会社 神奈川県 横須賀市 7021001040596
ヤマナ合同会社 神奈川県 横須賀市 9021003006131
有限会社石丸サッシ建材 神奈川県 平塚市 5021002061255
株式会社金目製作所 神奈川県 平塚市 4021001038453
高橋金型工業株式会社 神奈川県 平塚市 8021001036916
有限会社カナバヤシ 神奈川県 鎌倉市 8021002014318
株式会社Ｋ－ＳＴＹＬＥ． 神奈川県 鎌倉市 7021001071377
株式会社泉山園 神奈川県 鎌倉市 8021001009244
株式会社レストラン鎌倉山 神奈川県 鎌倉市 2021001009670
有限会社サン山崎巧業 神奈川県 藤沢市 2021002002154
有限会社キャプス 神奈川県 小田原市 2021002053940
株式会社ケンジョウ 神奈川県 小田原市 6021001065157
株式会社安池建築工房 神奈川県 小田原市 8021001054926
株式会社加賀妻工務店 神奈川県 茅ヶ崎市 4021001006682
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山六木材株式会社 神奈川県 茅ヶ崎市 9021001007511
社会福祉法人かしの木会 神奈川県 秦野市 5021005004384
功将株式会社 神奈川県 秦野市 7021001062062
有限会社小室機械 神奈川県 秦野市 7021002037914
医療法人丹沢病院 神奈川県 秦野市 6021005004318
株式会社ミヤビ 神奈川県 秦野市 9021001024548
株式会社安藤組 神奈川県 厚木市 1021001019324
社会保険労務士法人かながわ労務 神奈川県 厚木市 7021005010587
株式会社高揚 神奈川県 厚木市 8021001019730
龍王土木有限会社 神奈川県 厚木市 9021002033762
建都工藝株式会社 神奈川県 大和市 5021001030822
医療法人社団美龍会 神奈川県 大和市 7021005004721
株式会社ライブナー 神奈川県 伊勢原市 6021001047072
ＩＤＰＬ　ＪＡＰＡＮ株式会社 神奈川県 座間市 2021001064476
株式会社進和 神奈川県 寒川町 4021001008241
医療法人社団有近歯科医院 神奈川県 大磯町 3021005006804
株式会社エコプロジェクト 神奈川県 大井町 9021001034852
株式会社西湘設備工業 神奈川県 開成町 6021001034129
大木 茂 神奈川県
岡田 晴夫 神奈川県
栗原 隼人 神奈川県
佐藤 紀一 神奈川県
地挽 雅人 神奈川県
関 佳代子 神奈川県
長谷川 二美 神奈川県
株式会社アクセス 新潟県 新潟市 5110001008786
株式会社アトム不動産管理 新潟県 新潟市 7110002008651
五十嵐建設工業株式会社 新潟県 新潟市 3110001006338
株式会社ウオショク 新潟県 新潟市 9110001001382
有限会社カメデン 新潟県 新潟市 5110002011649
グリーン産業株式会社 新潟県 新潟市 2110001001769
株式会社スーパージャングル 新潟県 新潟市 4110002010395
医療法人社団整歯会 新潟県 新潟市 7110005000671
有限会社中内建設 新潟県 新潟市 7110002010244
株式会社バウハウス 新潟県 新潟市 6110001008471
株式会社リビングギャラリー 新潟県 新潟市 4110001005883
株式会社曙建設 新潟県 長岡市 8110001022033
株式会社中越自動車学校 新潟県 長岡市 1110001022972
株式会社西長岡自動車整備工場 新潟県 長岡市 5110001023216
株式会社島田技建 新潟県 三条市 9110001016694
信濃建機協同組合 新潟県 小千谷市 7110005012790
株式会社ロータス片貝 新潟県 小千谷市 2110001025529
株式会社鈴木土建 新潟県 十日町市 4110001021063
株式会社福島建設 新潟県 十日町市 6110001021227
株式会社笹原建設 新潟県 見附市 9110001024945
株式会社ＫＡＧＯＳＥ 新潟県 糸魚川市 2110001035404
株式会社アスカ創建 新潟県 上越市 9110001020820
株式会社安全 新潟県 上越市 8110001018790
牛木商事株式会社 新潟県 上越市 2110001019935
株式会社奥田建設 新潟県 上越市 6110001018900
株式会社イングショップアサマ 新潟県 阿賀野市 3110001011404
株式会社大瀬建設 新潟県 魚沼市 1110001026890
株式会社大平組 新潟県 魚沼市 9110001026867
五十沢建設合資会社 新潟県 南魚沼市 7110003002190
株式会社我伊野建設 新潟県 南魚沼市 8110001026240
株式会社やまと食品 新潟県 南魚沼市 6110001026580
オノエンタープライズ株式会社 新潟県 胎内市 5110001013209
株式会社聖籠第一設備 新潟県 聖籠町 9110001012702
株式会社山井建設 新潟県 湯沢町 2110001026584
五十嵐 敏行 新潟県
小黒 友彦 新潟県
清水 文晴 新潟県
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西久保 勝郎 新潟県
國民製薬株式会社 富山県 富山市 1230001000917
正栄産業株式会社 富山県 富山市 2230001005519
株式会社マイホーム 富山県 富山市 7230001006248
株式会社ライテク 富山県 富山市 4230001004865
株式会社旭東機械製作所 富山県 高岡市 6230001009937
株式会社フルテック 富山県 高岡市 4230001014344
有限会社大橋刺しゅう 富山県 射水市 9230002013935
酒井建設株式会社 富山県 上市町 3230001004759
有限会社上原自動車商会 富山県 入善町 1230002008265
株式会社エー・オー・シー 石川県 金沢市 5220001001318
株式会社加茂野自動車 石川県 金沢市 5220001001912
株式会社京澤 石川県 金沢市 4220001009857
銀扇産業株式会社 石川県 金沢市 2220001002260
中部緑地株式会社 石川県 金沢市 6220001004286
有限会社西盛瓦商店 石川県 金沢市 8220002004424
浜田木材株式会社 石川県 金沢市 2220001005387
株式会社ライフライン 石川県 金沢市 2220001008431
株式会社谷口工務店 石川県 小松市 1220001014991
有限会社マルフジ 石川県 小松市 4220002011192
北陸電気設備株式会社 石川県 羽咋市 2220001016129
株式会社和光造園 石川県 白山市 2220001000207
株式会社ＺＵＩＵＮ 石川県 野々市市 2220001010206
髙橋建設株式会社 石川県 野々市市 3220001020674
株式会社石川建設 石川県 津幡町 6220001017420
株式会社ＤＥＮ 石川県 津幡町 4220001018057
卯尾 浩一 石川県
竹内 満 石川県
竹田 法男 石川県
中村 巧 石川県
山上 樹也 石川県
有限会社トータルプランナー福井 福井県 福井市 6210002002463
学校法人霊泉寺学園 福井県 福井市 4210005000680
株式会社内方工務店 福井県 小浜市 8210001014342
フジ工業株式会社 福井県 勝山市 9210001010101
株式会社清水組 福井県 鯖江市 6210001012950
株式会社大志創建 福井県 鯖江市 8210001015786
株式会社富士屋 福井県 鯖江市 4210001013224
株式会社ＧＡＲＤＥＮＷＯＲＫＳ 福井県 越前市 4210001017407
有限会社黒川商会 福井県 坂井市 6210002001060
株式会社宮﨑モータース 福井県 越前町 8210001012387
前田 宏志 福井県
株式会社湖蓉総業 山梨県 富士吉田市 4090001009739
奥秋建設株式会社 山梨県 都留市 8090001008316
株式会社谷内プレスワーク 山梨県 都留市 4090001008724
有限会社曽根新聞店 山梨県 山梨市 9090002010798
有限会社大栄 山梨県 大月市 3090002009425
有限会社村上石材店 山梨県 韮崎市 1090002013932
株式会社市口興業 山梨県 南アルプス市 3090001013444
株式会社Ｈａｐｐｉｎｅｓｓあさひ会 山梨県 南アルプス市 6090001014828
有限会社荻野土建 山梨県 笛吹市 2090002008213
特定非営利活動法人地域福祉サポート笛吹 山梨県 笛吹市 9090005002784
有限会社中村設備 山梨県 笛吹市 7090002008522
９８ＷＩＮＥｓ合同会社 山梨県 甲州市 9090003001284
株式会社アースフレンドカンパニー 山梨県 中央市 3090001007776
永田 貞雄 山梨県
望月 五夫 山梨県
株式会社岳 長野県 長野市 6100001032415
金井山建材工業株式会社 長野県 長野市 9100001024822
株式会社ＫＲＣ 長野県 長野市 5100001000934
高田産業有限会社 長野県 長野市 2100002008153
長野土地開発株式会社 長野県 長野市 6100001030385
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学校法人平青学園 長野県 長野市 9100005001652
株式会社松澤工務店 長野県 長野市 8100001003224
株式会社松野屋 長野県 長野市 4100001034256
株式会社草田組 長野県 松本市 2100001015381
株式会社ミカサ 長野県 松本市 2100001014227
株式会社エイティ 長野県 上田市 9100001010995
株式会社吉見鈑金製作所 長野県 上田市 6100002014998
木下工業株式会社 長野県 飯田市 9100001022396
須高車輌販売株式会社 長野県 須坂市 9100001005582
株式会社カワカミＰｈａｒｍａｃｙ 長野県 伊那市 7100001026894
株式会社斉藤計画事務所 長野県 伊那市 5100001022061
株式会社テクノ 長野県 伊那市 9100001020796
有限会社藤澤建設 長野県 伊那市 1100002033251
株式会社ゼンシン 長野県 駒ヶ根市 4100001021147
有限会社Ｒライフ 長野県 塩尻市 7100002025441
市川総業有限会社 長野県 千曲市 7100002009270
コトブキ通商株式会社 長野県 千曲市 8100001006128
株式会社田仲建工 長野県 千曲市 7100001006780
内田孔建設株式会社 長野県 小海町 3100001008145
永井建設株式会社 長野県 佐久穂町 8100001008248
株式会社井口 長野県 下諏訪町 6100001018174
有限会社吉田製作所 長野県 富士見町 5100002029626
有限会社尾崎建築 長野県 木曽町 8100002027288
株式会社姫川プラント 長野県 小谷村 2100001017394
小松建設有限会社 長野県 木島平村 7100002017562
茅野 謙甫 長野県
若林 真樹 長野県
小栗電機工業株式会社 岐阜県 岐阜市 6200001000865
医療法人ぎふと 岐阜県 岐阜市 5200005011686
株式会社建立 岐阜県 岐阜市 6200001001888
有限会社澤田重機 岐阜県 岐阜市 1200002002106
萩建設株式会社 岐阜県 岐阜市 3200001004175
医療法人社団明徳会 岐阜県 岐阜市 6200005001471
株式会社三晃建設 岐阜県 大垣市 3200001013622
有限会社カーポートホソエ 岐阜県 高山市 2200002025072
株式会社国富建設 岐阜県 高山市 5200001026135
高村建設株式会社 岐阜県 高山市 2200001024918
株式会社長瀬土建 岐阜県 高山市 6200001025029
野口建設株式会社 岐阜県 高山市 9200001025059
橋本建設株式会社 岐阜県 高山市 4200001025369
有限会社丸武産業 岐阜県 高山市 3200002025988
株式会社水口土建 岐阜県 高山市 6200001025219
株式会社河地鉄工 岐阜県 多治見市 6200001022942
株式会社長屋組 岐阜県 関市 6200001019914
有限会社マサル建築 岐阜県 中津川市 4200002024279
三野道路株式会社 岐阜県 中津川市 8200001023567
有限会社瑞峰造園 岐阜県 瑞浪市 1200002022038
株式会社大宮自動車 岐阜県 恵那市 1200002023746
株式会社双立 岐阜県 恵那市 7200001024062
株式会社加茂野自動車工業 岐阜県 美濃加茂市 4200001017102
株式会社福電事業 岐阜県 美濃加茂市 9200001017270
株式会社小栗電気工事 岐阜県 土岐市 7200001021233
美濃冷暖株式会社 岐阜県 土岐市 5200001021598
株式会社山銀深萱商店 岐阜県 土岐市 4200001021632
株式会社山さ水野商店 岐阜県 土岐市 7200001021638
株式会社阿部設備 岐阜県 各務原市 6200001027660
医療法人正法閣 岐阜県 各務原市 1200005002276
有限会社テックアダチ 岐阜県 各務原市 3200002007862
有限会社西窪空調サービス 岐阜県 各務原市 6200002007950
日幸製菓株式会社 岐阜県 各務原市 2200001007419
協業組合Ｈ・Ｃ建設 岐阜県 飛騨市 3200005010285
協業組合高登建設 岐阜県 飛騨市 4200005010284
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株式会社谷上組 岐阜県 飛騨市 4200001025559
南城建設協同組合 岐阜県 飛騨市 8200005010272
有限会社麺の清水屋 岐阜県 飛騨市 3200002027027
有限会社山本組 岐阜県 飛騨市 9200002027046
株式会社川口組 岐阜県 本巣市 2200001009885
城南金属株式会社 岐阜県 郡上市 3200001026401
野村精機株式会社 岐阜県 海津市 8200001015548
西松製材有限会社 岐阜県 安八町 9200002015109
株式会社イチコウ 岐阜県 揖斐川町 7200001015929
株式会社フラワーロード 岐阜県 揖斐川町 8200001016083
株式会社清翔 岐阜県 大野町 5200001016912
株式会社ミライエ 岐阜県 大野町 2200001037416
医療法人社団輝和会 岐阜県 御嵩町 1200005012218
糸魚川 篤史 岐阜県
外村 雄治 岐阜県
馬渕 良一 岐阜県
株式会社クラッセ 静岡県 静岡市 8080001020239
静岡不動産株式会社 静岡県 静岡市 5080001002941
東亞電気工事株式会社 静岡県 静岡市 4080001008709
中栄建設株式会社 静岡県 静岡市 4080001003370
株式会社西川建設 静岡県 静岡市 4080001018352
富士山清水港クルーズ株式会社 静岡県 静岡市 3080001023510
株式会社石川組 静岡県 浜松市 9080401010747
有限会社石野建築工房 静岡県 浜松市 3080402000736
株式会社氏原組 静岡県 浜松市 4080401010116
有限会社大橋建工 静岡県 浜松市 6080402001707
株式会社グリーンアート庭紀 静岡県 浜松市 2080401001505
グローバル・リンクス・テクノロジー株式会社 静岡県 浜松市 4080401010215
株式会社システムスタック 静岡県 浜松市 8080401002225
行政書士法人須部事務所 静岡県 浜松市 2080405006723
第一伊藤建設株式会社 静岡県 浜松市 8080401002811
千博産業株式会社 静岡県 浜松市 4080401002740
東京設備株式会社 静岡県 浜松市 7080401003496
株式会社ナユタ 静岡県 浜松市 3080401003772
株式会社原田総合計画 静岡県 浜松市 6080401004462
株式会社マルチ 静岡県 浜松市 6080401010857
山平建設株式会社 静岡県 浜松市 4080401005611
三星建設工業株式会社 静岡県 沼津市 7080101000661
倉田工業株式会社 静岡県 三島市 7080101005520
シンコーラミ工業株式会社 静岡県 富士宮市 9080101011500
東海技術開発株式会社 静岡県 富士宮市 3080101011613
森田土木株式会社 静岡県 伊東市 2080101013817
有限会社石音石材店 静岡県 島田市 7080002013432
株式会社小桜建設工業 静岡県 島田市 1080001013026
髙橋電気工業株式会社 静岡県 島田市 3080001013156
株式会社ヒロタ 静岡県 島田市 7080001013243
株式会社三浦製菓 静岡県 島田市 6080001013491
株式会社エムズ 静岡県 富士市 7080101019396
有限会社シミズ塗装 静岡県 富士市 8080102016268
有限会社翠光園 静岡県 富士市 5080102014159
有限会社イー・エム機工 静岡県 磐田市 4080402020519
医療法人社団国府台整形外科 静岡県 磐田市 2080405005295
株式会社杉本組 静岡県 焼津市 7080001015512
田中土建工業株式会社 静岡県 焼津市 7080001015529
株式会社川島組 静岡県 掛川市 4080401014240
株式会社エクノスワタナベ 静岡県 藤枝市 7080001016304
フジ建設株式会社 静岡県 藤枝市 6080001016734
株式会社東亜 静岡県 御殿場市 3080101004492
株式会社金時堂 静岡県 裾野市 9080101002169
株式会社鈴喜組 静岡県 湖西市 8080401006003
伴建設株式会社 静岡県 湖西市 3080401006057
ワシヅ工業株式会社 静岡県 湖西市 8080401006102
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小笠原建設株式会社 静岡県 伊豆市 7080101016154
株式会社増田建設 静岡県 御前崎市 6080401015071
株式会社小原組 静岡県 菊川市 8080401014831
陽菜建設株式会社 静岡県 菊川市 3080401024942
恵比寿建設株式会社 静岡県 南伊豆町 8080101014719
丸宇興業株式会社 静岡県 西伊豆町 5080101014886
有限会社小嶋建設 静岡県 長泉町 4080102010167
石原 誠一朗 静岡県
大角 俊 静岡県
栗原 崇 静岡県
小圷 啓 静岡県
横井 昌俊 静岡県
株式会社アーツ 愛知県 名古屋市 7180001138690
有限会社アートアンドクラフト 愛知県 名古屋市 8180002046223
株式会社アイシス 愛知県 名古屋市 5180001024538
株式会社明床 愛知県 名古屋市 3180001112162
居附測量株式会社 愛知県 名古屋市 7180001101590
株式会社井藤工業 愛知県 名古屋市 2180001014062
株式会社ウッドライフ 愛知県 名古屋市 5180002036160
株式会社エクスレイ 愛知県 名古屋市 2180001123648
貝沼建設株式会社 愛知県 名古屋市 8180001035078
株式会社小池建設 愛知県 名古屋市 7180001045020
株式会社小坂鉄工所 愛知県 名古屋市 8180001048922
株式会社さくら工房 愛知県 名古屋市 3180001108029
株式会社シャンテ 愛知県 名古屋市 8180001036951
スタイルプラスビジネスサポート株式会社 愛知県 名古屋市 8180001124310
セレンディップ・ホールディングス株式会社 愛知県 名古屋市 8180001058335
大三鋼機株式会社 愛知県 名古屋市 8180001037470
株式会社タック 愛知県 名古屋市 1180001037849
株式会社ティーエムエスコーポレーション 愛知県 名古屋市 2180001107171
東和電気工事株式会社 愛知県 名古屋市 1180001031661
株式会社西井都市建築設計事務所 愛知県 名古屋市 7180001050986
パートナーホーム株式会社 愛知県 名古屋市 5180001111658
株式会社ＦＩＳＴ 愛知県 名古屋市 5180003015411
株式会社平安建設 愛知県 名古屋市 8180001013380
有限会社マルシェ 愛知県 名古屋市 5180002038628
株式会社ヤマソー 愛知県 名古屋市 2180001071038
株式会社Ｌｉｎｏ 愛知県 名古屋市 8180001134549
株式会社ＹＫＣ 愛知県 名古屋市 9180001141684
脇田ボデー工業株式会社 愛知県 名古屋市 1180001001458
株式会社葵設計事務所 愛知県 豊橋市 8180301004906
旭水道株式会社 愛知県 豊橋市 6180301005030
イワセ工業株式会社 愛知県 豊橋市 2180301005133
株式会社愛知建装 愛知県 岡崎市 8180301030984
株式会社中根組 愛知県 岡崎市 3180301001503
プロメタル工業株式会社 愛知県 岡崎市 9180302003138
有限会社河野商会 愛知県 一宮市 7180002076304
株式会社国際陸運 愛知県 一宮市 1180001084767
沢田建設株式会社 愛知県 瀬戸市 9180001078828
有限会社村上自動車工業 愛知県 瀬戸市 9180002072359
株式会社旭モータース 愛知県 半田市 3180001091514
株式会社まほろばホーム 愛知県 春日井市 7180001119451
株式会社波多野組 愛知県 豊川市 9180301010449
株式会社クイックス 愛知県 刈谷市 8180301013931
株式会社山形製作所 愛知県 刈谷市 1180301017749
株式会社オオキ産業 愛知県 豊田市 7180301020045
松寿建設株式会社 愛知県 豊田市 9180301020002
アスライフ株式会社 愛知県 安城市 4180301025195
株式会社ｉｔｏ‐ｐｒｏ 愛知県 安城市 4180301017382
サン・シールド株式会社 愛知県 安城市 2180301016238
有限会社ワンプラスワン 愛知県 安城市 5180302017439
有限会社ヒット 愛知県 西尾市 7180302027196
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株式会社近藤製作所 愛知県 蒲郡市 5180301011657
今井設備工業株式会社 愛知県 犬山市 6180001080695
ミズホエレシス株式会社 愛知県 犬山市 8180001081337
株式会社グローバルアーク 愛知県 小牧市 4180001135204
株式会社日之出運輸 愛知県 小牧市 9180001102918
株式会社日東土木 愛知県 東海市 1180001094469
株式会社プロデュースティーエムワイ 愛知県 東海市 7180001094918
株式会社グラウクスリアルティ 愛知県 尾張旭市 6180001132942
キクチコールドヘッター株式会社 愛知県 高浜市 9180301013897
株式会社ＳＫＮ 愛知県 豊明市 6180001071133
株式会社ハロー 愛知県 田原市 3180302010916
株式会社豊アルミ工業 愛知県 愛西市 5180001116129
株式会社アソビバ 愛知県 みよし市 8180301031768
有限会社モリ薬局 愛知県 みよし市 5180302025879
中日本炉工業株式会社 愛知県 あま市 3180001098443
株式会社Ｎｅｗ　ＩＷＡＳＨＯ 愛知県 あま市 9180001097976
不惑電気株式会社 愛知県 あま市 1180001136543
株式会社ライトアップ 愛知県 豊山町 1180001065461
伊藤 秀憲 愛知県
梅田 久視 愛知県
神谷 佳希 愛知県
澁谷 聡 愛知県
都築 正道 愛知県
鶴田 欣也 愛知県
横森 宏司 愛知県
和田 一宏 愛知県
株式会社前野建築設計 三重県 津市 8190001003307
株式会社優和工務店 三重県 津市 5120001170692
株式会社三交タクシー 三重県 四日市市 4190001003681
株式会社トータルケア・サービス 三重県 松阪市 3190001022014
有限会社太成 三重県 桑名市 6190002016771
株式会社ナガシマ 三重県 桑名市 3190001012799
株式会社マルト重建 三重県 名張市 2190001009805
株式会社山﨑建設 三重県 名張市 3190001009688
株式会社大田酒造 三重県 伊賀市 4190001008425
有限会社サトー工業 三重県 東員町 9190002018393
株式会社三栄建設 三重県 大台町 3190001011198
沖 良二 三重県
株式会社鍛冶清工業 滋賀県 大津市 1160001000503
株式会社コスモ電設 滋賀県 大津市 6160001000762
株式会社テック 滋賀県 大津市 3130001062123
株式会社　林田工業所 滋賀県 大津市 7160001002444
楽総合計画株式会社 滋賀県 大津市 3160001003685
隼人建設株式会社 滋賀県 彦根市 6160001008624
株式会社エコー 滋賀県 湖南市 6160001013285
川島酒造株式会社 滋賀県 高島市 5160001011851
株式会社ウリウ土木 滋賀県 東近江市 8160001009760
有限会社マツヤマ 滋賀県 東近江市 7160002010132
株式会社三鈴 滋賀県 日野町 9122001015989
稲垣 喜八郎 滋賀県
小泉 駿 滋賀県
中塚 丈博 滋賀県
学校法人ＡＲＣ学園 京都府 京都市 9130005013876
アールスクウェア株式会社 京都府 京都市 1130001056309
出原電工有限会社 京都府 京都市 9130002015660
株式会社梅竹 京都府 京都市 9130001016627
株式会社エクザム 京都府 京都市 2130001020016
株式会社エムエス機工 京都府 京都市 2130002025063
株式会社カゴヒロ 京都府 京都市 4130001026498
春日製作所株式会社 京都府 京都市 4130001020261
株式会社京扇堂 京都府 京都市 7130001017024
朱隆商亊株式会社 京都府 京都市 4130001017596
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株式会社しょうざん 京都府 京都市 1130001004903
株式会社ソウダ製作所 京都府 京都市 3130002025871
社会福祉法人大五京 京都府 京都市 9130005004355
株式会社ダイマルヤアネックス 京都府 京都市 7130001028830
株式会社チームクオリティ 京都府 京都市 4130001042545
株式会社津田工務店 京都府 京都市 8130001021702
株式会社鳥政本店 京都府 京都市 9130001011306
株式会社永田工務店 京都府 京都市 8130002025784
株式会社西宇 京都府 京都市 6130001018329
医療法人西澤内科医院 京都府 京都市 3130005003965
株式会社ハーテック 京都府 京都市 2130001015370
花豊造園株式会社 京都府 京都市 6130001016885
株式会社ピアニシモ 京都府 京都市 5130001051124
株式会社マツヨシ 京都府 京都市 3130001015709
丸惣測量株式会社 京都府 京都市 1130001001933
宮原紬株式会社 京都府 京都市 1130001022797
株式会社ユリヤ 京都府 京都市 8130001011983
株式会社Ｒｅｖｅｎｔ 京都府 京都市 4130001054755
株式会社迫田自動車 京都府 舞鶴市 8130001044059
株式会社ＳＨＯＴＥＣ 京都府 宇治市 6130001034128
ダイコウ技建株式会社 京都府 亀岡市 7130001035926
ＨＡＲＵ建築設計室株式会社 京都府 亀岡市 2130001067016
株式会社ナガオカ 京都府 長岡京市 4130001030351
株式会社桝井組 京都府 八幡市 7130001038210
丹後ちりめん株式会社 京都府 京丹後市 1130001042952
株式会社ミツワ製作所 京都府 木津川市 6130001036933
株式会社メカニック 京都府 久御山町 9130001033580
株式会社大仙工務店 京都府 精華町 8130001036790
株式会社いづつ屋 京都府 京丹波町 5130001034979
世良 寛之 京都府
永濱 行夫 京都府
中村 実 京都府
森垣 幸一郎 京都府
山腰 昇士 京都府
株式会社ＡＵＲＥＯ 大阪府 大阪市 5120001170610
ACTUNI株式会社 大阪府 大阪市 6120001031844
株式会社ウエストビルド 大阪府 大阪市 7120001094436
株式会社ＡＫ建築設計 大阪府 大阪市 4120001162344
エイシン設備工業株式会社 大阪府 大阪市 6120001113568
株式会社エクスカイト 大阪府 大阪市 1120001195264
株式会社エトスコーポレーション 大阪府 大阪市 1120001218017
株式会社Ｏｏｋｉｎｉ 大阪府 大阪市 3120101056075
株式会社クリース 大阪府 大阪市 1120001218693
株式会社クレバーウルフ 大阪府 大阪市 3120001117860
医療法人恵愛会 大阪府 大阪市 2120005011425
江商螺子株式会社 大阪府 大阪市 5120001027422
株式会社コカクリエーション 大阪府 大阪市 7090001000769
西部ゴム株式会社 大阪府 大阪市 9120001065872
大象青果株式会社 大阪府 大阪市 2120001228948
大宝タクシー株式会社 大阪府 大阪市 9120001006819
株式会社立花商店 大阪府 大阪市 9120001084096
中央経営研究所有限会社 大阪府 大阪市 8120002011562
株式会社ＴＫＧ 大阪府 大阪市 6120001222716
有限会社ティエムファンタジー 大阪府 大阪市 7120002040604
株式会社Ｄｉｘ 大阪府 大阪市 8120001220305
テクノレイク株式会社 大阪府 大阪市 6120001005906
テラサキ不動産販売株式会社 大阪府 大阪市 7120001181878
株式会社ｔｏ　Ｕ 大阪府 大阪市 7120001168685
トーホー工業株式会社 大阪府 大阪市 7120001021010
株式会社中条鉄工所 大阪府 大阪市 6120001029491
有限会社中村医科器械 大阪府 大阪市 5120002025466
日東商事株式会社 大阪府 大阪市 4120001046340
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株式会社博愛社 大阪府 大阪市 1120001216185
株式会社バディズクリエーション 大阪府 大阪市 4120001171386
阪神石油運送株式会社 大阪府 大阪市 4120001050482
株式会社ＢｅｅＶｏｌｔ 大阪府 大阪市 9120001192386
株式会社フォレストパレット 大阪府 大阪市 2120001202291
株式会社プロテック 大阪府 大阪市 3120001230952
有限会社ホットシステム 大阪府 大阪市 7120002038581
株式会社マエカワ 大阪府 大阪市 4120001047388
株式会社ユーズシステム 大阪府 大阪市 9120002060039
ＬＵＳＴＹ　ｄｅｓｉｇｎ株式会社 大阪府 大阪市 6120001209176
株式会社ラフト 大阪府 大阪市 6122001028845
株式会社リポーズ 大阪府 大阪市 6120001040465
株式会社レビア 大阪府 大阪市 5120001097317
株式会社ＹＴ 大阪府 大阪市 9120001191396
株式会社イズ 大阪府 堺市 8120101023302
株式会社いずみ造園土木 大阪府 堺市 3120101028702
医療法人佳邦会山田歯科医院 大阪府 堺市 3120105001259
株式会社北和泉 大阪府 堺市 4120101001864
株式会社清正 大阪府 堺市 5120101060471
有限会社コルサポート医療企画 大阪府 堺市 4120102011103
株式会社晴翔建設 大阪府 堺市 1120101053933
株式会社桑和 大阪府 堺市 9120101003971
株式会社ダイゼン 大阪府 堺市 9010001117486
ファイン・スペース株式会社 大阪府 堺市 9120101053975
株式会社ＲＥＡＬＩＦＥ 大阪府 堺市 6120101063358
株式会社ＩＳＭ 大阪府 吹田市 6120901030532
株式会社ウィズアス 大阪府 吹田市 7120901018808
株式会社コスモ 大阪府 吹田市 8120901015655
デコラティブシステム株式会社 大阪府 吹田市 2120901009753
泉環境整備株式会社 大阪府 泉大津市 5120101042148
株式会社吉永建設 大阪府 泉大津市 5120101056445
株式会社興南産業 大阪府 高槻市 8120901010887
株式会社エエス電工 大阪府 枚方市 3120001188118
社会福祉法人九兵衛福祉会 大阪府 枚方市 7120005012724
株式会社京阪ホーム 大阪府 枚方市 6120001154802
株式会社久保田建材店 大阪府 八尾市 8122001018340
日本商運株式会社 大阪府 八尾市 5122001019663
株式会社昭和工務店 大阪府 泉佐野市 2120101039766
社会福祉法人こごせ福祉会 大阪府 富田林市 3120105004996
有限会社保険社 大阪府 富田林市 8120102016619
有限会社関西ホームドリーム 大阪府 寝屋川市 7120002072044
株式会社北尾防災 大阪府 寝屋川市 1120001188235
ＩＫロード株式会社 大阪府 河内長野市 3120101050490
有限会社住田鉄工所 大阪府 河内長野市 2120102019899
株式会社トランス工業 大阪府 河内長野市 4120101057535
株式会社クラフト 大阪府 大東市 5120001124062
株式会社和泉モータース 大阪府 和泉市 1120101041211
株式会社朝日インテリジェンス 大阪府 箕面市 8120001127979
鳥井建設株式会社 大阪府 箕面市 4120901020733
有限会社加来金型製作所 大阪府 摂津市 2120902008457
株式会社近興 大阪府 摂津市 3120901000661
有限会社大日本スプリング製作所 大阪府 摂津市 2120902001008
株式会社栄信興運 大阪府 東大阪市 8122001001049
株式会社オリエンス 大阪府 東大阪市 3122001030754
医療法人久保デンタルクリニック 大阪府 東大阪市 3122005001421
株式会社サンビ 大阪府 東大阪市 6122001002890
株式会社タツミ 大阪府 東大阪市 8122001004571
ドリームアドバンス株式会社 大阪府 東大阪市 4122001012339
株式会社ニッシンテクノ 大阪府 東大阪市 6122001005778
社会福祉法人ハートケア東大阪 大阪府 東大阪市 7122005000931
ヤマトヨ産業株式会社 大阪府 東大阪市 3122001007835
株式会社りんくうライフサポート 大阪府 泉南市 2120101044485

16 / 23 ページ



2022年8月12日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

株式会社ビッグイエロー 大阪府 大阪狭山市 8120101047929
植田 定雄 大阪府
大倉 博 大阪府
唐澤 真一郎 大阪府
下村 弘樹 大阪府
染川 幸弘 大阪府
西本 寛之 大阪府
福地 康生 大阪府
福原 稔 大阪府
福本 耕平 大阪府
松岡 智和 大阪府
株式会社アルファ技研 兵庫県 神戸市 4140001019872
株式会社奥谷金網製作所 兵庫県 神戸市 2140001006699
サン電設工業株式会社 兵庫県 神戸市 4140001013124
神東建設株式会社 兵庫県 神戸市 1140001003490
太昭電設株式会社 兵庫県 神戸市 8140001013467
株式会社大神鉄工所 兵庫県 神戸市 1140001015809
株式会社トータル 兵庫県 神戸市 6140001032568
有限会社ドリカムホーム 兵庫県 神戸市 8140002008953
株式会社啓工務店 兵庫県 神戸市 5140001109598
森合精機株式会社 兵庫県 神戸市 5140001011358
株式会社陽楽 兵庫県 神戸市 2140001025550
株式会社ＯｎｅＬｉｆｅ 兵庫県 神戸市 7140001089525
株式会社エスアール 兵庫県 姫路市 9140001093987
株式会社神崎組 兵庫県 姫路市 4140001058284
株式会社廣運 兵庫県 姫路市 6140001064099
中播運輸工業有限会社 兵庫県 姫路市 4140002049621
株式会社西松屋 兵庫県 姫路市 8140001060484
株式会社バサラダイニング 兵庫県 姫路市 9140001065367
姫路ハウスサービス株式会社 兵庫県 姫路市 8140001061012
株式会社宮崎電気 兵庫県 姫路市 5140001121479
株式会社アイキホーム 兵庫県 尼崎市 4140001057105
株式会社三世 兵庫県 尼崎市 8140001117136
有限会社遊友建築工房 兵庫県 尼崎市 3140002045596
昌晃テック株式会社 兵庫県 明石市 3140001118700
尼神運輸株式会社 兵庫県 西宮市 8140001072034
木下建築工業株式会社 兵庫県 西宮市 5140001068472
株式会社モレス・アセットマネジメント 兵庫県 西宮市 1140001095801
株式会社有田電気工業 兵庫県 伊丹市 1140001088086
株式会社竹田重工所 兵庫県 相生市 1140001039865
株式会社クレス 兵庫県 豊岡市 1140001055904
株式会社アパマンセンター 兵庫県 加古川市 3140001046026
株式会社星川工業 兵庫県 加古川市 4140001043559
栄建築株式会社 兵庫県 赤穂市 2140001040616
株式会社新陽製作所 兵庫県 三木市 9140001036351
株式会社前田造園土木 兵庫県 三木市 2140001036531
有限会社明環 兵庫県 高砂市 9140002037398
有限会社エム・ケイエンジニアリング 兵庫県 川西市 8140002066084
株式会社ニッソク 兵庫県 川西市 5140001079552
株式会社夢・ホーム 兵庫県 川西市 6140001080906
有限会社井上建築工業 兵庫県 小野市 5140002062689
小林電気工事株式会社 兵庫県 加西市 9140001076026
丸中製菓株式会社 兵庫県 加西市 8140001076027
株式会社関西インフラ建設 兵庫県 丹波篠山市 4140001112594
社会福祉法人丹南厚生会 兵庫県 丹波篠山市 1140005008593
有限会社トクオカ 兵庫県 丹波市 2140002034591
有限会社三原鉄工 兵庫県 南あわじ市 5140002069932
有限会社土山建設 兵庫県 淡路市 7140002069468
ライフタイムデザイン株式会社 兵庫県 淡路市 4140001113840
西播道路株式会社 兵庫県 宍粟市 5140001039052
株式会社山本組 兵庫県 宍粟市 5140001038533
株式会社富士川商事ヤシロ店 兵庫県 加東市 7140001075087
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株式会社基泰組 兵庫県 加東市 7140001075137
株式会社横山建設工業 兵庫県 加東市 2140001075158
有限会社アシストガーデン 兵庫県 たつの市 6140002033540
青柳 進 兵庫県
岩野 祐治 兵庫県
黒川 和弘 兵庫県
古形 芳則 兵庫県
小松 慎弥 兵庫県
富永 真之 兵庫県
永田 清行 兵庫県
カネマル株式会社 奈良県 奈良市 8150001000480
株式会社奈良木建 奈良県 奈良市 8150001004168
株式会社藤原組建設 奈良県 奈良市 4150001022941
株式会社礎建築事務所 奈良県 橿原市 6150001010300
東友株式会社 奈良県 橿原市 3150001007373
ヒロタ建設株式会社 奈良県 橿原市 6150001010861
関西化工株式会社 奈良県 御所市 7150001013822
山原設備工業株式会社 奈良県 御所市 4150001014006
森川住建株式会社 奈良県 宇陀市 3150001009576
有限会社池田鉄建 奈良県 川上村 5150002011348
北田 佳也 奈良県
明樂ダンボール工業株式会社 和歌山県 和歌山市 6170001000076
ごま不動産株式会社 和歌山県 和歌山市 6170001014984
株式会社保田組 和歌山県 有田市 2170001007430
株式会社井畑組 和歌山県 紀の川市 7170001014422
セイオウテック株式会社 和歌山県 紀の川市 3170001012090
株式会社ジェミニ設計 和歌山県 岩出市 7170001012921
ハマコー機械株式会社 和歌山県 岩出市 6170001014126
株式会社堀江建築 和歌山県 日高川町 3170001015928
折口 富造 和歌山県
佐野 善啓 和歌山県
前田 和亜季 和歌山県
株式会社さくらファーム 鳥取県 鳥取市 6270001008209
社会福祉法人もみの木福祉会 鳥取県 米子市 6270005002918
岡島建設有限会社 鳥取県 八頭町 5270002004298
株式会社八田建設 鳥取県 八頭町 7270001002202
小林 俊幸 鳥取県
前田 優 鳥取県
株式会社ＳＡＦＥ 島根県 松江市 5280001007813
株式会社山本組 島根県 浜田市 5280001004471
有限会社おかや 島根県 出雲市 3280002007062
有限会社村上建設 島根県 吉賀町 2280002010703
株式会社芦野組 岡山県 岡山市 9260001007150
株式会社ＷＥＳＴ 岡山県 岡山市 6260001016922
株式会社オーエス技研 岡山県 岡山市 1260001001383
岡山スイキュウ株式会社 岡山県 岡山市 3260001001076
岡山第一ビデオ株式会社 岡山県 岡山市 6260001008399
岡山店舗システム株式会社 岡山県 岡山市 9260001001211
株式会社キョードー 岡山県 岡山市 4260001002057
西日本設備管理株式会社 岡山県 岡山市 2260001005128
服部興業株式会社 岡山県 岡山市 8260001005403
株式会社ビィーティーエス 岡山県 岡山市 9260001008669
株式会社前田物流サービス 岡山県 岡山市 2260002009243
倉敷レーザー株式会社 岡山県 倉敷市 2260001013139
株式会社さくらコーポレーション 岡山県 倉敷市 4260001013475
株式会社ＳＵＮ　ＧＬＯＷ 岡山県 倉敷市 8260001017340
医療法人須藤歯科診療所 岡山県 倉敷市 5260005003736
株式会社三富建設 岡山県 倉敷市 6260001014934
湘南建設有限会社 岡山県 玉野市 3260002033003
株式会社石田 岡山県 笠岡市 2260001017643
株式会社赤木組 岡山県 高梁市 8260001018834
株式会社山倉 岡山県 備前市 6260001022012
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株式会社しえのり 岡山県 瀬戸内市 4260001030454
池田教材有限会社 岡山県 真庭市 1260002034176
ニッタ建設株式会社 岡山県 真庭市 5260001035106
株式会社ｎｅｔ・ｗｉｎ 岡山県 真庭市 2260001028673
一般社団法人真庭観光局 岡山県 真庭市 7260005008709
株式会社三壽工業所 岡山県 真庭市 4260001022955
株式会社佐々木モータース 岡山県 美作市 7260001020766
株式会社大広 岡山県 美作市 2260001020795
福田農機株式会社 岡山県 鏡野町 6260001020180
美作宇部生コンクリート株式会社 岡山県 勝央町 8260001020848
太田 靖 岡山県
岡野 正紀 岡山県
山林 竜一 岡山県
株式会社イーコム 広島県 広島市 1240001022092
共栄興産株式会社 広島県 広島市 5240001022477
株式会社クリエイト 広島県 広島市 4240002026585
株式会社建創 広島県 広島市 6240001003121
株式会社大和興産 広島県 広島市 7240001005802
株式会社西本ハウス 広島県 広島市 6240001016726
有限会社藤岡工務店 広島県 広島市 6240002014407
株式会社ミヤケン 広島県 広島市 7240001011511
若松建設株式会社 広島県 広島市 8240001012450
株式会社　呉英製作所 広島県 呉市 1240001025830
三工電機株式会社 広島県 呉市 1240001025913
有限会社ＩＷＩＬＬ 広島県 三原市 9240002053063
エースクラフト株式会社 広島県 尾道市 5240001048159
学校法人恵泉学園 広島県 尾道市 1240005010705
社会福祉法人恵泉福祉会 広島県 尾道市 8120905004745
瀬戸内電氣工業株式会社 広島県 尾道市 9240001038214
株式会社トッツ 広島県 尾道市 5240002051079
株式会社トップオブザワールド 広島県 尾道市 4240001038350
佐藤相互建設株式会社 広島県 福山市 1240001030698
株式会社新城技建 広島県 福山市 3240001055033
有限会社タクミ 広島県 福山市 3240002047640
調度品の亀川株式会社 広島県 福山市 9240001046134
社会福祉法人天和会 広島県 福山市 3240005007906
有限会社藤和設備 広島県 福山市 5240002041947
株式会社ユキ建設 広島県 福山市 3240001032164
ハラダ建設株式会社 広島県 東広島市 9240001023414
みしお機工株式会社 広島県 廿日市市 6240001028655
冨美船舶株式会社 広島県 江田島市 6240001027129
一般社団法人呉娑々宇スポーツクラブ 広島県 府中町 7240005013818
岡田 賢太 広島県
堤 武士 広島県
桧谷 良美 広島県
岸砿油株式会社 山口県 下関市 6250001005307
株式会社Ｒｅ’ＨＯＵＳＥ 山口県 下関市 9250001007325
株式会社クマゲ建工 山口県 宇部市 6250002004638
株式会社早川組 山口県 宇部市 1250001003521
赤瀨石材工業株式会社 山口県 山口市 4250001000029
株式会社エイム 山口県 山口市 2250001016844
合同会社ジオラボ 山口県 山口市 6250003002731
株式会社山口建工 山口県 山口市 1250001008537
社会福祉法人光葉会 山口県 岩国市 9250005006018
株式会社太昭組 山口県 岩国市 7250001011452
株式会社やなざき 山口県 岩国市 3250001012280
文本工業株式会社 山口県 光市 5250001010324
株式会社岩新工業 山口県 柳井市 5250001013987
株式会社田中組 山口県 上関町 1250001012761
株式会社エコー建設コンサルタント 徳島県 徳島市 2480001000296
東和工業株式会社 徳島県 徳島市 5480001001795
有限会社東建設 徳島県 佐那河内村 2480002005831
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南国石産株式会社 徳島県 海陽町 2480001006921
株式会社共生バックアップシステム 徳島県 松茂町 9480002011121
株式会社さとう農園 徳島県 藍住町 8480001005414
株式会社北村組 香川県 高松市 5470001001219
株式会社桜設備設計 香川県 高松市 4470002003066
有限会社津和商事 香川県 高松市 8470002004705
株式会社西日本設備コンサルタント 香川県 高松市 8470002005190
株式会社ＭＲ 香川県 丸亀市 6470001015382
有限会社かりん薬局 香川県 丸亀市 1470002011542
ビジネスクリニック株式会社 香川県 丸亀市 5470001008767
有限会社エムジーシステム 香川県 善通寺市 2470002012804
株式会社大創 香川県 観音寺市 3470001013455
有限会社高橋弘文堂 香川県 観音寺市 9470002016030
株式会社スワニー 香川県 東かがわ市 3470001011260
共同設計株式会社 香川県 三豊市 8470001010530
秋田工業株式会社 香川県 小豆島町 8470001012246
有限会社上原ファーマシー 香川県 三木町 9470002011015
松山電設工業株式会社 愛媛県 松山市 1500001003784
いづも株式会社 愛媛県 今治市 3500001012016
株式会社亀岡商店 愛媛県 宇和島市 2500001015358
いよせき株式会社 愛媛県 西条市 3500001008897
有限会社徳山建築 愛媛県 大洲市 6500002011781
有限会社丹生谷石油 愛媛県 東温市 5500002011089
岡本 真幸 愛媛県
田中 敏幸 愛媛県
(有)あぜち食品 高知県 高知市 7490002000257
株式会社エムエフシー 高知県 高知市 6490001003971
株式会社高知ターミナルホテル 高知県 高知市 6490001004004
株式会社津島工業 高知県 高知市 4490002003386
株式会社道路交安 高知県 高知市 9490001003333
有限会社山又建設 高知県 室戸市 6490002013094
株式会社サンテクノ 高知県 香美市 4490001006497
株式会社仁淀工業 高知県 仁淀川町 3490001005533
有限会社山尾建設 高知県 中土佐町 5490002010753
有限会社イケダ・ドラッグ・ストアー 福岡県 北九州市 9290802000607
河建工業株式会社 福岡県 北九州市 5290801013365
株式会社川浪建設工業 福岡県 北九州市 9290801010994
株式会社キョーエイ 福岡県 北九州市 9290801001093
有限会社呉本組 福岡県 北九州市 6290802013974
有限会社三司綠化建設 福岡県 北九州市 1290802019076
株式会社大幸組 福岡県 北九州市 7290801002358
有限会社ハートフル商事 福岡県 北九州市 1290802015249
有限会社山竜組 福岡県 北九州市 8290802018451
株式会社吉田工務店 福岡県 北九州市 3290801023242
有限会社リジョイス 福岡県 北九州市 4290802006930
株式会社アクセス・ケイ 福岡県 福岡市 6290001071576
株式会社旭鑑定補償 福岡県 福岡市 6290001011160
株式会社朝日プラント 福岡県 福岡市 3290001004381
アニィホーム株式会社 福岡県 福岡市 9290001070220
飯田建設株式会社 福岡県 福岡市 1290001074807
株式会社ウッドソレルファーマシー 福岡県 福岡市 3290001057173
有限会社大島道路 福岡県 福岡市 3290002033520
株式会社沖縄物流 福岡県 福岡市 1290001002767
株式会社カミナガ 福岡県 福岡市 8290001012280
株式会社クプロ 福岡県 福岡市 5290001059705
株式会社熊手工務店 福岡県 福岡市 8290001082506
株式会社サンテック九州 福岡県 福岡市 1290001056838
株式会社サンリフォーム 福岡県 福岡市 4290001028264
有限会社タワラ 福岡県 福岡市 3290002026672
株式会社筑紫不動産 福岡県 福岡市 3290001028455
東洋緑地建設株式会社 福岡県 福岡市 5290001014932
株式会社トモテック 福岡県 福岡市 8290801013759
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株式会社ニチボー 福岡県 福岡市 4290001015592
日建建設株式会社 福岡県 福岡市 1290001009449
日本紙料有限会社 福岡県 福岡市 6290002016662
株式会社ニューズ 福岡県 福岡市 4290001029023
医療法人八田内科医院 福岡県 福岡市 2290005001830
有限会社ピー・エフ調剤薬局 福岡県 福岡市 4290002007143
有限会社ＨＥＲＥＮＣＩＡ 福岡県 福岡市 3290002031862
山本設備工業株式会社 福岡県 福岡市 7290001002407
株式会社花エステート 福岡県 大牟田市 8290001064388
株式会社倉員建設 福岡県 直方市 2290801022468
武本ホームズ株式会社 福岡県 飯塚市 1290001045485
医療法人はやま歯科医院 福岡県 飯塚市 7290005016691
株式会社前田組 福岡県 飯塚市 3290001046283
株式会社倉本組 福岡県 田川市 7290801022703
株式会社田中工務店 福岡県 大川市 6290001053368
有限会社飛測量事務所 福岡県 宗像市 3290002035302
株式会社大宰 福岡県 太宰府市 7122001027664
有限会社ミスギ企画 福岡県 太宰府市 9290002042714
サンホーム株式会社 福岡県 朝倉市 9290001075327
株式会社河建 福岡県 みやま市 3290001053627
有限会社前原加布里新聞店 福岡県 糸島市 3290002032943
株式会社新輝運輸 福岡県 粕屋町 2290001038331
株式会社一眞 福岡県 小竹町 5290801023281
佐藤工事株式会社 福岡県 添田町 6290801016557
株式会社中森総建 福岡県 赤村 5290801023216
株式会社春本産業 福岡県 赤村 8290801016646
株式会社森若工務店 福岡県 苅田町 7290801015863
株式会社莉建特殊 福岡県 吉富町 8290801027445
切明 保徳 福岡県
古賀 賢治 福岡県
杉本 茂 福岡県
中富 京子 福岡県
株式会社鵜池造園 佐賀県 佐賀市 6300001000095
株式会社オートリフレッシュセンター田渕塗装 佐賀県 佐賀市 5300001010054
医療法人慶仁会 佐賀県 佐賀市 6300005005909
株式会社親和コンサルタント 佐賀県 佐賀市 4300001003819
唐津土建工業株式会社 佐賀県 唐津市 1300001007260
株式会社小路建設 佐賀県 唐津市 1300001007599
株式会社大洋機械製作所 佐賀県 唐津市 7300001007222
株式会社ハヤトホーム 佐賀県 伊万里市 3300001007622
有限会社三栄鉄工所 佐賀県 武雄市 5300002006456
有限会社仲田建設 佐賀県 白石町 9300002007203
久原 康浩 佐賀県
黒瀬建設株式会社 長崎県 長崎市 9310001006857
株式会社白水建設 長崎県 長崎市 4310001003066
株式会社長崎土建工業所 長崎県 長崎市 4310001001409
株式会社八大 長崎県 長崎市 8310002003747
有限会社良建設 長崎県 長崎市 6310002007114
アール合同会社 長崎県 佐世保市 6310003002411
有限会社岩一建設 長崎県 佐世保市 1310002009222
振興産業株式会社 長崎県 佐世保市 8310001005505
株式会社洗組 長崎県 島原市 7310001009671
株式会社茂見塗装 長崎県 諫早市 2310001014610
有限会社政輪商会 長崎県 諫早市 6310002015257
梶原実業株式会社 長崎県 大村市 7310001008723
九州電通株式会社 長崎県 大村市 2310001008728
株式会社シンコー 長崎県 平戸市 7310001010423
松田産業株式会社 長崎県 平戸市 4310001010459
福島サポート株式会社 長崎県 松浦市 2310001010493
有限会社橘建設 長崎県 対馬市 2310002020079
有限会社ティーエス不動産企画 長崎県 雲仙市 6310002015777
中村 保孝 長崎県
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株式会社旭技研コンサルタント 熊本県 熊本市 8330001000140
アデル・カーズ株式会社 熊本県 熊本市 5330001000192
有限会社岩村建設 熊本県 熊本市 7330002001015
有限会社ウッディ・ライフ 熊本県 熊本市 8330002001162
株式会社大森工業 熊本県 熊本市 1330001025631
合同会社アイリスバリー 熊本県 熊本市 1330003006992
株式会社コンサルハマダ 熊本県 熊本市 1330001001847
佐藤設計株式会社 熊本県 熊本市 8330001002046
株式会社三栄コンサルタント 熊本県 熊本市 1330002004171
シーアイティ株式会社 熊本県 熊本市 4330001021941
医療法人社団昭成会 熊本県 熊本市 5330005001237
社会福祉法人生光福祉会 熊本県 熊本市 6330005001491
綜合企画株式会社 熊本県 熊本市 9330001002615
株式会社園山水道 熊本県 熊本市 9330001023223
大和設計株式会社 熊本県 熊本市 1330001004742
株式会社髙浜建設 熊本県 熊本市 9330001008653
社会福祉法人はちす福祉会 熊本県 熊本市 6330005001533
有限会社峰正商事 熊本県 熊本市 3330002010291
有限会社メゾン・ド・キタガワ 熊本県 熊本市 5330002012055
株式会社祐貴建設 熊本県 熊本市 7330001027969
株式会社リホーム熊本 熊本県 熊本市 5330001007989
有限会社岩永組 熊本県 八代市 3330002025562
株式会社ウエハラ 熊本県 人吉市 5330001015868
株式会社緒方開発 熊本県 菊池市 6330001018762
株式会社モリヤアルミ 熊本県 宇土市 7330001013341
株式会社藤川建設 熊本県 上天草市 9330001015501
社会福祉法人水光会 熊本県 宇城市 6330005005336
マツ・タカ株式会社 熊本県 宇城市 1330001028097
有限会社雨屋 熊本県 阿蘇市 7330002022770
株式会社サンマルテック 熊本県 菊陽町 9330001014957
医療法人社団博慈会 熊本県 菊陽町 3330005002542
有限会社古沢建設 熊本県 産山村 7330002023430
有限会社山田土木 熊本県 嘉島町 7330002019924
株式会社ＢＯＵＱＵＥＴ 熊本県 益城町 2330001027247
肥後環境株式会社 熊本県 多良木町 1330001016143
社会福祉法人御薬園 熊本県 水上村 2330005007674
大分ペイブメント株式会社 大分県 大分市 9320002003068
医療法人健耳会 大分県 大分市 1320005000342
医療法人たかはし泌尿器科 大分県 大分市 9320005001481
有限会社南興 大分県 大分市 3320002004955
株式会社森フォレスト 大分県 大分市 7320001016394
有限会社緑化園 大分県 大分市 2320002008981
合同会社　歯科補綴工房 大分県 別府市 9320003002052
中津システムデザイン有限会社 大分県 中津市 2320002021448
株式会社都工業 大分県 中津市 6320001010976
水郷土木株式会社 大分県 日田市 2320001010039
株式会社中村建材店 大分県 豊後高田市 9320001007838
平成建設株式会社 大分県 杵築市 3320001008528
大分液化ガス株式会社 大分県 宇佐市 5320001007610
医療法人弘陽会 大分県 宇佐市 6320005003233
大分合同新聞三重西部販売有限会社 大分県 豊後大野市 1320002018503
清川産業株式会社 大分県 豊後大野市 7320001009588
有限会社松尾緑地建設 大分県 由布市 6320002010190
国見興産有限会社 大分県 国東市 6320002016213
有限会社幸野建設 大分県 国東市 4320002015299
佐藤 史郎 大分県
中島 真弓美 大分県
藤田 長太郎 大分県
米持 政博 大分県
アース建設コンサルタント株式会社 宮崎県 宮崎市 7350001000016
井上建設株式会社 宮崎県 宮崎市 8350001000147
社会保険労務士法人オフィスＣＯＡ 宮崎県 宮崎市 9350005001801
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株式会社丸山コーポレーション 宮崎県 宮崎市 7350001005460
ミナミ計画設計株式会社 宮崎県 宮崎市 4350001011040
株式会社エナツ 宮崎県 都城市 3350001007865
株式会社ヒマワリファミリーガス 宮崎県 都城市 5350001008861
ユニーズ工業株式会社 宮崎県 延岡市 2350001015448
株式会社片岡測量設計事務所 宮崎県 日南市 9350001009419
株式会社畑山建設 宮崎県 串間市 7350001009668
株式会社藤元建設 宮崎県 国富町 6350001004174
キョーエイエステック株式会社 鹿児島県 鹿児島市 4340001001315
株式会社クリエーション橋 鹿児島県 鹿児島市 1340001001499
茂建設株式会社 鹿児島県 鹿児島市 2340001002067
株式会社ビーザ・ワン 鹿児島県 鹿児島市 2340001007157
有限会社ビーダブルエム 鹿児島県 鹿児島市 4340002007872
有限会社フジ溶材 鹿児島県 鹿児島市 5340002008358
株式会社プラスエスコーポレーション 鹿児島県 鹿児島市 3340001006694
マルイワテクノ株式会社 鹿児島県 鹿児島市 3340001004871
万代ホーム株式会社 鹿児島県 鹿児島市 4350001008301
医療法人有隣会 鹿児島県 鹿児島市 1340005001280
株式会社Ｙ’ｓカンパニー 鹿児島県 鹿児島市 7340001018967
社会福祉法人友心会 鹿児島県 鹿屋市 1340005006560
株式会社今給黎建設 鹿児島県 枕崎市 8340001012572
有限会社ハクエイ新建材店 鹿児島県 指宿市 7340002018735
竹原建設工業株式会社 鹿児島県 西之表市 3340002019258
有限会社小原松覚園 鹿児島県 薩摩川内市 4340002017343
株式会社田原電設 鹿児島県 薩摩川内市 2340001009070
株式会社松建 鹿児島県 日置市 2340001005499
株式会社新山建築 鹿児島県 日置市 4340001020645
株式会社今村建設 鹿児島県 曽於市 4340001015117
有限会社東洋ベンディング 鹿児島県 いちき串木野市 9340002018007
株式会社西別府弘組 鹿児島県 いちき串木野市 8340001009008
株式会社キリングタイム 鹿児島県 奄美市 1340001022603
有限会社技研電業 鹿児島県 姶良市 2340002015720
株式会社杉森組 鹿児島県 姶良市 7340002015889
有限会社林電気 鹿児島県 姶良市 2340002016058
有限会社田渕組 鹿児島県 長島町 3340002022575
有限会社平安企画設計 鹿児島県 徳之島町 6340002020139
川畑建設株式会社 鹿児島県 与論町 9340001011086
丸山 充 鹿児島県
森田 亮弘 鹿児島県
有限会社新崎重機 沖縄県 那覇市 2360002000290
株式会社南成建設 沖縄県 那覇市 8360001005343
株式会社かりゆしハウス 沖縄県 石垣市 9360001022180
株式会社高那 沖縄県 石垣市 2360001013574
八建実業株式会社 沖縄県 石垣市 2360001013161
株式会社内間土建 沖縄県 浦添市 3360001008458
有限会社三清土建 沖縄県 糸満市 3360002009100
上門工業株式会社 沖縄県 沖縄市 4360001007236
株式会社十全技研 沖縄県 うるま市 5360001024395
株式会社濱設計 沖縄県 うるま市 5360001007400
株式会社川平土木 沖縄県 南城市 4360001006519
沖建合資会社 沖縄県 本部町 5360003004718
有限会社盛建設 沖縄県 宜野座村 5360002020476
有限会社丸仲電気 沖縄県 金武町 4360002020543
ちゅらら工房株式会社 沖縄県 西原町 4360001024264
有限会社前信 沖縄県 八重瀬町 3360002009323
伊波 春樹 沖縄県
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