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事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

株式会社あいほーむ 北海道 札幌市 8430001079181
株式会社アトリエアク 北海道 札幌市 4430001000860
安藤興発株式会社 北海道 札幌市 5430001000744
ケイアイコーポレーション株式会社 北海道 札幌市 5430001029214
恒完工業株式会社 北海道 札幌市 3430001005737
株式会社コクサク 北海道 札幌市 7430001040012
斎藤建設工業株式会社 北海道 札幌市 9430001006481
株式会社鈴木東建 北海道 札幌市 1430001011282
有限会社道都設備 北海道 札幌市 1430002013699
旭川設計測量株式会社 北海道 旭川市 5450001000222
向陽建設株式会社 北海道 釧路市 7460001000574
株式会社エイムカンパニー 北海道 帯広市 5460101004147
髙堂建設株式会社 北海道 帯広市 1460101000942
株式会社北豊商建 北海道 岩見沢市 1430001047079
有限会社明光電設 北海道 紋別市 6450002012810
株式会社ギケン 北海道 伊達市 9430001056213
有限会社ケイエムドラッグ 北海道 京極町 6430002057320
H2 Group株式会社 北海道 倶知安町 2430001082521
有限会社仁木小型運輸 北海道 仁木町 8430002056477
株式会社後志浄化槽センター 北海道 余市町 5430001051003
株式会社池上木工 北海道 雨竜町 6430001048849
ＨｉＲ合同会社 北海道 利尻町 6450003001572
道栄建設株式会社 北海道 壮瞥町 1430001056377
株式会社丸斗工業 北海道 厚真町 4430001053891
阿部電気工事株式会社 北海道 洞爺湖町 2430001056401
有限会社狩勝自動車工業 北海道 新得町 2460102005915
株式会社小杉商店 北海道 池田町 7460102006487
宍戸 秀徳 北海道
山端 克幸 北海道
株式会社大坂組 青森県 青森市 3420001000549
豊嶋建築株式会社 青森県 青森市 8420001013249
株式会社大伸管工業所 青森県 弘前市 9420001009188
株式会社丹藤 青森県 弘前市 2420001010235
株式会社弘配 青森県 弘前市 7420001009363
有限会社徳寿モーター 青森県 八戸市 3420002008013
有限会社円勝建設 青森県 つがる市 8420002012489
株式会社アクセル 岩手県 盛岡市 8400001000050
株式会社タカヤ 岩手県 盛岡市 5400001000961
株式会社小松組 岩手県 大船渡市 8402701000098
岩手基礎工業株式会社 岩手県 北上市 9400001005965
内田工事株式会社 岩手県 北上市 6400001005984
株式会社ＳＨＧ．シティプラザ北上 岩手県 北上市 9400001015601
有限会社遠野車輛工業 岩手県 遠野市 5400002010316
岩手罐詰株式会社 岩手県 釜石市 8400001007285
株式会社オノダ 岩手県 奥州市 5400601000072
学校法人紫波学園 岩手県 紫波町 7400005002457
朝田建設株式会社 岩手県 平泉町 8400501000310
株式会社中村工務店 岩手県 岩泉町 1400001014379
株式会社田中建設 岩手県 一戸町 9400001007739
株式会社アルコア 宮城県 仙台市 1370001006958
有限会社遠藤サービス 宮城県 仙台市 4370002017720
株式会社影山タックスパートナーズ 宮城県 仙台市 9370001016165
株式会社菓匠三全 宮城県 仙台市 7370001021472
株式会社ダイイチ 宮城県 仙台市 5370001005444
中央建設株式会社 宮城県 仙台市 4370001000917
同事建設株式会社 宮城県 仙台市 9370001002017
株式会社堀内建設 宮城県 石巻市 2370301002301
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渋谷商事株式会社 宮城県 名取市 6370801000107
株式会社リライト 宮城県 富谷市 3370001045293
株式会社イコム 宮城県 川崎町 5370102001508
株式会社斎藤工務店 宮城県 亘理町 5370801000545
松島国際観光株式会社 宮城県 松島町 2370601000756
有限会社伊藤工設計 宮城県 利府町 8370602002374
佐藤 定幸 宮城県
株式会社エーシーネクスト 秋田県 秋田市 2410001010500
医療法人山内歯科・矯正歯科 秋田県 秋田市 6410005000568
株式会社丸山自動車整備工場 秋田県 能代市 8410001007458
創和建設株式会社 秋田県 横手市 4410001008848
株式会社だいごの丘 秋田県 横手市 4410001010309
有限会社ファーマシステム 秋田県 横手市 6410002013688
株式会社大館ロイヤルホテル 秋田県 大館市 3410001011621
株式会社古沢総業 秋田県 大館市 4410001006125
株式会社カンザイ 秋田県 鹿角市 2410001006572
有限会社谷川工務店 秋田県 にかほ市 2410002007462
株式会社小松建設 秋田県 仙北市 3410001008493
ＥＮＥＸ株式会社 秋田県 美郷町 8410001008712
近藤 慎一郎 秋田県
桜井工業株式会社 山形県 山形市 8390001002651
新和産業株式会社 山形県 山形市 5390001000815
株式会社本多建設 山形県 米沢市 9390001010100
医療法人なごみ会 山形県 鶴岡市 8390005003992
株式会社アーバンルック 山形県 酒田市 6390001006027
株式会社新庄建機 山形県 新庄市 1390001008498
株式会社スリーエム 山形県 新庄市 6390001008592
株式会社ユニバーサル・ツール 山形県 新庄市 2390001008992
株式会社新東京ジオ・システム 山形県 天童市 7390001004392
有限会社古沢自動車 山形県 天童市 5390002005722
株式会社石澤製作所 山形県 山辺町 6390001002406
有限会社奥山建設 山形県 河北町 6390002015885
株式会社高橋建設 山形県 高畠町 7390001010399
有限会社アイテック 福島県 福島市 5380002004510
株式会社ＳＨＧ．セレクトン福島 福島県 福島市 6380001032206
株式会社佐藤工業 福島県 郡山市 2380001005405
初瀬電材株式会社 福島県 郡山市 1380001006239
有限会社メディアサポート 福島県 郡山市 5380002012686
株式会社伸和商会 福島県 田村市 2380001007987
株式会社西友 福島県 南相馬市 6380001019896
株式会社船生商会 福島県 本宮市 9380001009746
東栄建設株式会社 福島県 猪苗代町 5380001017645
両沼公産株式会社 福島県 柳津町 2380002034394
有限会社齋藤電工 福島県 泉崎村 5380002017850
蛭田 健夫 福島県
株式会社アコオ 茨城県 水戸市 8050001000103
有限会社田﨑設備工業 茨城県 日立市 1050002032795
株式会社カネイ工房 茨城県 古河市 5050001035234
あみ印食品工業株式会社 茨城県 下妻市 4050001044260
株式会社かつらぎ 茨城県 笠間市 1050001034850
株式会社木村電設 茨城県 つくば市 6050001016687
有限会社塚田建設 茨城県 つくば市 8050002021750
東亜工業株式会社 茨城県 つくば市 2050001015957
松崎建設株式会社 茨城県 潮来市 9050001021593
株式会社潮田建設 茨城県 筑西市 8050001031346
三建興業株式会社 茨城県 坂東市 8050001014425
株式会社菊地工務店 茨城県 大洗町 3050001007202
有限会社大座畑建設 茨城県 城里町 4050002007514
株式会社小田工業 茨城県 八千代町 8050002017311
大森 雅也 茨城県
川村 幸希 茨城県
坂本 家護 茨城県
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田島 利秋 茨城県
久松 直樹 茨城県
山下 祐二 茨城県
吉岡 純 茨城県
株式会社宇都宮総合木材市場 栃木県 宇都宮市 7060001000631
フォースエンジニアリング株式会社 栃木県 宇都宮市 7060001001010
株式会社藤真工業 栃木県 宇都宮市 9060001028670
株式会社エフエムティ 栃木県 足利市 5060001025713
株式会社オガタ・エスメック 栃木県 足利市 9060001018416
三起精工株式会社 栃木県 足利市 5060001018642
株式会社中村建設 栃木県 足利市 4060001019740
株式会社フクダ 栃木県 足利市 6060001019111
株式会社章興業 栃木県 栃木市 7060001021702
有限会社金沢土建 栃木県 栃木市 7060002032905
有限会社トライメイド 栃木県 栃木市 9060002032358
ホリエ電設工業株式会社 栃木県 栃木市 4060001017414
有限会社野部農機設備工業 栃木県 佐野市 6060002040248
株式会社向田建築設計事務所 栃木県 佐野市 4060001025656
神谷建設株式会社 栃木県 鹿沼市 9060001011040
日光はなまる電設株式会社 栃木県 日光市 4060002015301
株式会社カヌマ鋼建 栃木県 真岡市 6060001010053
ホテイヤトーヨー住器株式会社 栃木県 真岡市 1060001009447
株式会社ライフ建設 栃木県 真岡市 1060001025089
有限会社　住研 栃木県 大田原市 9060002025394
株式会社ＡＤらぼ 栃木県 那須塩原市 9060001034173
株式会社セブンハンドレッド 栃木県 さくら市 9060001006049
株式会社ヒカリ工機 栃木県 さくら市 2060001028033
株式会社三峯金型 栃木県 壬生町 4060001017232
伊藤 優 栃木県
永島 誠一 栃木県
株式会社籐黄１００ 群馬県 前橋市 6070001011538
社会保険労務士法人アグラーティア 群馬県 高崎市 2070005009870
株式会社エルテック 群馬県 高崎市 1070001006294
株式会社岡田工務店 群馬県 高崎市 9070001009562
株式会社かいせい電設 群馬県 高崎市 5070001036817
株式会社サクラテック 群馬県 高崎市 7070001007015
株式会社ｓｍｉｓｅｅｄ 群馬県 高崎市 5070001036180
髙橋工業株式会社 群馬県 高崎市 2070002008520
トウショウレックス株式会社 群馬県 高崎市 4070001009765
株式会社朋友 群馬県 高崎市 3070001025012
兼希工業株式会社 群馬県 伊勢崎市 1070001013209
株式会社ミヤビ商事 群馬県 伊勢崎市 5070001014343
株式会社ヨネアイ 群馬県 伊勢崎市 3070001014155
矢島工業株式会社 群馬県 太田市 3070001020260
久建産業株式会社 群馬県 館林市 6070001021669
三羽工業株式会社 群馬県 館林市 8070001021733
株式会社プレフィックスペース 群馬県 館林市 7070001036625
ゼネラル自動車株式会社 群馬県 中之条町 6070001023839
ホンマ建築デザイン有限会社 群馬県 邑楽町 5070002030926
上中別府 志文 群馬県
黒澤 忠 群馬県
田中 紀章 群馬県
有限会社秋本自動車工業 埼玉県 さいたま市 9030002000219
株式会社ＳＰＣ，Ｆｉｅｌｄ 埼玉県 さいたま市 9030001141963
株式会社京北コンサルタンツ 埼玉県 さいたま市 2030001002577
株式会社クラシカルエルフ 埼玉県 さいたま市 8030001012769
有限会社小境昭夫商店 埼玉県 さいたま市 9030002004839
株式会社秀栄建設 埼玉県 さいたま市 5030002007060
株式会社雙設備研究所 埼玉県 さいたま市 4030001004753
一般社団法人マーガレット保育園 埼玉県 さいたま市 8030005019224
株式会社ｋ　ｓｔｙｌｅ 埼玉県 川越市 8030001136709
有限会社佐藤自動車整備 埼玉県 川越市 6030002073523
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有限会社湯山設備工業所 埼玉県 川越市 5030002075520
田部井建設株式会社 埼玉県 熊谷市 1030001085433
有限会社東部農機 埼玉県 熊谷市 2030002113811
株式会社菅土木 埼玉県 川口市 3030001075548
株式会社テクノスセキグチ 埼玉県 川口市 5011501002999
株式会社フジカ工業 埼玉県 川口市 6030001073342
大義建設株式会社 埼玉県 所沢市 7030001028997
株式会社ビジョナリー 埼玉県 所沢市 6030001026003
平岩建設株式会社 埼玉県 所沢市 7030001024906
雨間造園土木株式会社 埼玉県 飯能市 3030001089275
アーバン測設有限会社 埼玉県 本庄市 7030002080444
タカイチ設備株式会社 埼玉県 本庄市 5030001063286
株式会社ケーズプランニング 埼玉県 東松山市 4030001128107
オースミ電機株式会社 埼玉県 春日部市 3030001001495
狭山入間自動車協業組合 埼玉県 狭山市 1030005003878
医療法人樫楠会 埼玉県 羽生市 4030005004980
医療法人社団深谷外科肛門科 埼玉県 深谷市 6030005013947
藤沢コンクリート株式会社 埼玉県 深谷市 8030001086549
岩崎興業株式会社 埼玉県 上尾市 5030001041176
株式会社住タック 埼玉県 上尾市 7030001042627
株式会社エコパウダー 埼玉県 草加市 7030001034723
株式会社ＴＥＰＲＯ 埼玉県 草加市 5030001115392
有限会社盛田自動車整備工場 埼玉県 草加市 1030002046046
不動樹脂工業株式会社 埼玉県 越谷市 4030001066810
株式会社ＨＯＭＥ’Ｓ 埼玉県 越谷市 4030001092518
株式会社マルヨシ 埼玉県 越谷市 1030001064833
株式会社近江屋 埼玉県 蕨市 7030001020913
株式会社　宝製作所 埼玉県 入間市 5030001027084
株式会社大英製作所 埼玉県 新座市 4030002061505
大進総業株式会社 埼玉県 新座市 8030001045901
株式会社　ユニテックギア 埼玉県 桶川市 3030001042267
株式会社がれぇじアルティア 埼玉県 久喜市 3030001031195
有限会社ニューズコーポレーション 埼玉県 北本市 1030002083683
有限会社芦川建材店 埼玉県 八潮市 5030002046397
鈴木工業株式会社 埼玉県 三郷市 8030001040522
有限会社メデイア 埼玉県 三郷市 6030002050019
有限会社アイセラミック 埼玉県 坂戸市 6030002092060
株式会社サクラプランニング 埼玉県 幸手市 6030001031432
有限会社金子自動車整備工場 埼玉県 鶴ヶ島市 1030002093245
長田土建工業株式会社 埼玉県 鶴ヶ島市 9030001130693
株式会社エーティーエー 埼玉県 日高市 5030001090082
有限会社コンストラクションヤマザキ 埼玉県 吉川市 4030002090108
株式会社ケイナスホーム 埼玉県 伊奈町 5030001115442
社会福祉法人めぐみ会 埼玉県 三芳町 2030005008422
医療法人社団雙友会 埼玉県 小川町 5030005011902
有限会社松本建設 埼玉県 ときがわ町 8030002098171
特定非営利活動法人ほっとｍａｍａ 埼玉県 神川町 7030005017807
関東建設株式会社 埼玉県 寄居町 6030001085874
金子 茂 埼玉県
島野 邦彦 埼玉県
志茂 和義 埼玉県
内藤 勝美 埼玉県
中島 雄一 埼玉県
増野 光彦 埼玉県
岩脇興業合同会社 千葉県 千葉市 2040003000454
株式会社エリアワン 千葉県 千葉市 6040001042610
有限会社コウケン 千葉県 千葉市 5040002004032
株式会社新日設計 千葉県 千葉市 3040001013589
千城京不動産株式会社 千葉県 千葉市 9040001004434
株式会社千葉流通プランニング 千葉県 千葉市 5040001016160
中央港荷役株式会社 千葉県 千葉市 7040001004460
株式会社パインテック 千葉県 千葉市 3040001097087
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吉田工業株式会社 千葉県 千葉市 9040001012593
有限会社スガマ電設 千葉県 市川市 8040002034687
有限会社山岩安野商会 千葉県 市川市 7040002037088
株式会社エス・デザイン開発 千葉県 船橋市 5040001105079
株式会社シュガーシャック 千葉県 船橋市 9040001024234
浦辺建設株式会社 千葉県 野田市 1040001071102
ＷＯＷ株式会社 千葉県 茂原市 3040001059905
株式会社イノテック 千葉県 佐倉市 9040001101322
株式会社ユニオン通研 千葉県 習志野市 3040002019197
株式会社笹原工務店 千葉県 市原市 1040001053983
有限会社エムズダイニング 千葉県 八千代市 1040002030767
オリエンタル工業株式会社 千葉県 鎌ケ谷市 3040001028042
スフィンクス株式会社 千葉県 浦安市 2040001033885
株式会社イシハラ 千葉県 四街道市 8040001112188
社会福祉法人開拓 千葉県 八街市 7040005007690
株式会社サンメディカルコーポレーション 千葉県 富里市 3040001044725
香取産業株式会社 千葉県 香取市 9040001063926
有限会社土橋電気 千葉県 いすみ市 3040002102845
日本ベンディング株式会社 千葉県 九十九里町 7040001057450
秋草 克彦 千葉県
佐藤 順 千葉県
渡邊 宏樹 千葉県
株式会社アジアビジネスクリエイト 東京都 千代田区 3010001157249
石塚株式会社 東京都 千代田区 1010001010616
株式会社Ａ．ＫＡ　Ｔｏｋｙｏ 東京都 千代田区 7010001130243
霜山株式会社 東京都 千代田区 3110001031996
株式会社セレクトイン 東京都 千代田区 6010001107110
大丸硝子工業株式会社 東京都 千代田区 3010001022007
株式会社栃木屋 東京都 千代田区 3010001024878
株式会社日精ピーアール 東京都 千代田区 2010001082712
株式会社ＢＡＲＮＵＭ 東京都 千代田区 1010001198162
株式会社はな 東京都 千代田区 6011801030237
株式会社ＢＥＧＩＮ 東京都 千代田区 5010001194174
社会保険労務士法人プレシャスＨＲ 東京都 千代田区 3010005028900
弁護士法人みらい 東京都 千代田区 1010005028084
株式会社アールエル 東京都 中央区 5011101068152
株式会社浅沼商会 東京都 中央区 1010001009138
ｉ株式会社 東京都 中央区 1010001161450
有限会社エス・ケイコーポレーション 東京都 中央区 7030002091458
エニーキャリア株式会社 東京都 中央区 2010401135904
京橋運送株式会社 東京都 中央区 6010001040955
公益財団法人国際通貨研究所 東京都 中央区 5010005016688
株式会社コングレ・グローバルコミュニケーションズ 東京都 中央区 4010401099016
昭立産業株式会社 東京都 中央区 1010001045505
株式会社友菱 東京都 中央区 5010001059625
株式会社ニューロマジック 東京都 中央区 7010001053898
株式会社アシスト 東京都 港区 1010001208953
株式会社イー・ブレイン 東京都 港区 5010401062154
木本ゴム工業株式会社 東京都 港区 3010401007805
Ｇｒｅｅｎ　Ｄｒｉｖｅ株式会社 東京都 港区 7010401135379
大同電工株式会社 東京都 港区 5010401016630
株式会社Ｎｅｗ　ＡＬＩＦＥ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 東京都 港区 9010901043212
株式会社バルビゾン 東京都 港区 7010401024581
株式会社ファーイースト・デザイン・ラボ 東京都 港区 4010401083052
新田株式会社 東京都 新宿区 1011101083196
ｕｍｕ　ｄｅｓｉｇｎ株式会社 東京都 新宿区 5011101081667
ＧＢＹ株式会社 東京都 新宿区 7011101061915
信濃建物総合管理株式会社 東京都 新宿区 7011101038194
医療法人社団誓栄会 東京都 新宿区 3011805002854
株式会社Ｍｉ－ＤＡ 東京都 新宿区 7011101090006
山手エンジニヤリング株式会社 東京都 新宿区 4011101021467
株式会社Ｕ’ｐｌａｎ 東京都 新宿区 8120001117278
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株式会社ワールドウィン 東京都 新宿区 5011101056082
有限会社トーヨー精工 東京都 台東区 7010502007931
株式会社半沢製作所 東京都 台東区 2013301020523
株式会社ソミックアドバンス 東京都 墨田区 7080401024559
金森興業株式会社 東京都 江東区 7010601000317
株式会社構研 東京都 江東区 3010601001649
有限会社佐々木商店 東京都 江東区 5010602002355
株式会社たりと 東京都 江東区 7020001049375
千代田建設興業株式会社 東京都 江東区 8010601004408
株式会社イーバイピー 東京都 品川区 3010001128514
株式会社SATYA・TOKYO 東京都 品川区 5010701039397
株式会社ＪＩＮ　ＤＩＮ　ＲＯＵ 東京都 品川区 4011001043231
株式会社ＢＯＬＴ　ＴＡＰＥ　ＪＡＰＡＮ 東京都 品川区 6310001011463
株式会社Ｌｕｃｃｉ 東京都 品川区 5010701033680
株式会社若素園 東京都 品川区 4010701016257
株式会社都南ビーピー 東京都 目黒区 5013201004227
株式会社ＮＥＸＴ 東京都 目黒区 1010401105692
株式会社エイチ・エス・ジェイ 東京都 大田区 9013201007713
エース・ドラツグ株式会社 東京都 大田区 7010801001412
興国運輸株式会社 東京都 大田区 7010801003722
諏訪自動車株式会社 東京都 大田区 3010801006027
誠心エンジニアリング株式会社 東京都 大田区 7010601022014
セザックス株式会社 東京都 大田区 8010801006187
医療法人社団ＭＤ 東京都 世田谷区 9010905003187
キャグ株式会社 東京都 世田谷区 3010901032666
株式会社正進建設測量社 東京都 世田谷区 7010901005668
有限会社ライフ電機 東京都 世田谷区 8010902016143
あおき測量株式会社 東京都 渋谷区 8011001056493
株式会社ドラマ 東京都 渋谷区 3011001016155
株式会社ニールズヤードレメディーズ 東京都 渋谷区 2011001030917
日本住販株式会社 東京都 渋谷区 9011001017775
株式会社ファウンテン 東京都 渋谷区 1010001141064
株式会社幼児さんすう総合研究所 東京都 渋谷区 4010901035486
有限会社Ｔ＆Ｓプランニング 東京都 中野区 9011202011131
株式会社東京縫製 東京都 中野区 3011001016452
株式会社モリハ 東京都 中野区 7011201010078
株式会社アコースティック 東京都 杉並区 7011301000177
第三企画株式会社 東京都 杉並区 2011101047869
株式会社特進 東京都 杉並区 7011301004698
ヤコー設備株式会社 東京都 杉並区 2011301007160
株式会社ピアンタカンパニー 東京都 北区 7011501023250
栄興株式会社 東京都 荒川区 1011501016796
株式会社エスコ 東京都 荒川区 4011401018386
東和工業株式会社 東京都 板橋区 9011401004621
日本彫研工業株式会社 東京都 板橋区 4011401007182
株式会社ノア 東京都 板橋区 9011401013754
株式会社オプティカルボルテックス東京 東京都 練馬区 7011601021427
株式会社サガラ 東京都 練馬区 8011601002616
株式会社シティートータルプラン 東京都 練馬区 8011601016863
立花建設株式会社 東京都 練馬区 8011601004182
株式会社佃屋 東京都 練馬区 4011601012998
練馬建設株式会社 東京都 練馬区 7011601005421
株式会社フルー 東京都 練馬区 1011601024328
株式会社エフジーエム 東京都 足立区 3011801006438
有限会社菊地挽物製作所 東京都 足立区 5011802011674
株式会社ミートキムラ 東京都 足立区 9011501008877
米持モールド株式会社 東京都 足立区 3011801018400
株式会社光和 東京都 葛飾区 5011802027852
株式会社ガイア 東京都 八王子市 4010101009638
スペイシーケミカル株式会社 東京都 八王子市 4010101001883
医療法人社団ｓｏｒａ 東京都 八王子市 3010105001939
株式会社中好工務店 東京都 八王子市 3010101010563
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有限会社山本建設工業 東京都 立川市 4012802002417
株式会社ＭＳホーム 東京都 三鷹市 5012401036534
株式会社三洋製作所 東京都 青梅市 8013101005594
株式会社滉園 東京都 調布市 4012401007643
株式会社コーラ 東京都 小平市 1012701000292
内田建設株式会社 東京都 国分寺市 6012401001966
株式会社山口土建 東京都 狛江市 2012401009369
株式会社セイショウ 東京都 羽村市 4013101000640
株式会社巧測 東京都 奥多摩町 1013101007878
株式会社栄代 東京都 大島町 1010002052442
長田 啓子 東京都
神谷 学 東京都
小林 純恵 東京都
坂上 貴彦 東京都
澤田 祐子 東京都
髙橋 泰樹 東京都
田嶋 健 東京都
芳賀 浩昭 東京都
宮本 英範 東京都
矢野 健治 東京都
株式会社アクティブコレクション 神奈川県 横浜市 4020001042325
明日香クリエイト株式会社 神奈川県 横浜市 7020001063302
安全輸送株式会社 神奈川県 横浜市 4020001005827
学校法人石川学園 神奈川県 横浜市 3020005003183
株式会社ＡＴＳ 神奈川県 横浜市 6020001092541
医療法人社団桜仁会 神奈川県 横浜市 4020005010609
有限会社オービタルエンジニアリング 神奈川県 横浜市 8020002056353
一般社団法人オハナ 神奈川県 横浜市 2020005014842
久保田化工機株式会社 神奈川県 横浜市 8020001017117
京濱産業株式会社 神奈川県 横浜市 2020001022972
株式会社建成社 神奈川県 横浜市 4020001014695
衆行株式会社 神奈川県 横浜市 4010001202251
株式会社新世 神奈川県 横浜市 2020001003972
株式会社スマイルワン 神奈川県 横浜市 3020001098905
株式会社相互機工 神奈川県 横浜市 2020001134025
社会福祉法人たすけあい泉 神奈川県 横浜市 7020005005052
特定非営利活動法人たすけあい泉 神奈川県 横浜市 8020005002643
株式会社トーユー 神奈川県 横浜市 3020001002255
特定非営利活動法人ノーマライゼーションをすすめる会　Ｔｅａｍ　Ｏｌｉｖｅ神奈川県 横浜市 8020005005860
マイクロモジュールテクノロジー株式会社 神奈川県 横浜市 4020001057595
株式会社マエカワ 神奈川県 横浜市 1020001006844
安永油化工業株式会社 神奈川県 横浜市 6020001005684
株式会社リンク測量 神奈川県 横浜市 9020001126148
吾妻電機株式会社 神奈川県 川崎市 5010801018920
ナンシン精工株式会社 神奈川県 川崎市 3020001064519
日本ダスト株式会社 神奈川県 川崎市 6020001074102
堀田光学工業株式会社 神奈川県 川崎市 5020001070168
株式会社山長建材 神奈川県 川崎市 4020001072966
医療法人社団緑幸会 神奈川県 川崎市 3020005010171
株式会社Ｍ’ｓ設計工房 神奈川県 相模原市 6021001019088
有限会社オフィス・タナカ 神奈川県 相模原市 5012302000993
株式会社勝森 神奈川県 相模原市 8021001066070
株式会社共林測量設計事務所 神奈川県 相模原市 2021001065714
株式会社デジタルストリーム 神奈川県 相模原市 3021001013201
ＮＥＸＴ株式会社 神奈川県 相模原市 9021001061888
株式会社ピースジャパン 神奈川県 相模原市 9010001163209
日進電興株式会社 神奈川県 横須賀市 4021001040871
湘浜不動産株式会社 神奈川県 鎌倉市 1020001142276
株式会社入内島土建 神奈川県 藤沢市 8021001000203
有限会社Ｎｅｘ’ｓ－Ｋ．Ｃ 神奈川県 藤沢市 5021002005732
有限会社三和薬局 神奈川県 秦野市 3021002037983
有限会社竹中工業 神奈川県 秦野市 9021002038373
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株式会社トラスティ 神奈川県 秦野市 8021001031165
医療法人社団厚誠会 神奈川県 厚木市 4021005003453
ベストトレーディング株式会社 神奈川県 厚木市 6021001014477
東工株式会社 神奈川県 大和市 5021001025566
有限会社小山建築設計事務所 神奈川県 伊勢原市 3021002034931
株式会社東横エルメス 神奈川県 海老名市 3021001028942
有限会社デコレメイト 神奈川県 座間市 5021002049044
有限会社アシストホーム 神奈川県 葉山町 6021002068662
株式会社ルイシス 神奈川県 葉山町 5021001062287
湘栄建設株式会社 神奈川県 大磯町 4021001037637
安部 圭祐 神奈川県
杉浦 巌 神奈川県
瀧澤 卓也 神奈川県
矢島 勉 神奈川県
合同会社会計工房 新潟県 新潟市 7110003001201
有限会社三枚潟屋 新潟県 新潟市 4110002009553
株式会社横山商会 新潟県 新潟市 9110001032023
株式会社サンシー 新潟県 長岡市 2110001022518
株式会社家のスギヤマ 新潟県 三条市 8110001013874
東北工業株式会社 新潟県 柏崎市 9110001017445
有限会社フロンティア 新潟県 加茂市 7110002018436
押木建設株式会社 新潟県 十日町市 5110001020915
羽鳥建設株式会社 新潟県 十日町市 2110001021214
株式會社ユーボネクス 新潟県 十日町市 6110001021334
有限会社五十嵐建材 新潟県 見附市 3110002031467
株式会社虹祐 新潟県 見附市 8110001025234
株式会社上越建築設計事務所 新潟県 上越市 6110001019056
株式会社蓑和土建 新潟県 上越市 7110001020013
有限会社仲丸配管 新潟県 魚沼市 5110002033957
三国トレーディング株式会社 新潟県 南魚沼市 4110001027052
株式会社吉澤組 新潟県 南魚沼市 3110001026617
株式会社菅原組 新潟県 弥彦村 4110001016220
株式会社イタヤ 新潟県 田上町 2110001015372
渡邉 真人 新潟県
エッジモーメントディベロップメント株式会社 富山県 富山市 1230001018538
株式会社ジャパントルクス 富山県 富山市 6230001005366
婦負森林組合 富山県 富山市 4230005002469
株式会社野中精機製作所 富山県 富山市 3230001002416
高岡交通株式会社 富山県 高岡市 8230001010439
テルスホーム有限会社 富山県 高岡市 5230002011059
日本交通興業株式会社 富山県 魚津市 7230001008161
本井 寿幸 富山県
株式会社オクタカ工業 石川県 金沢市 8220001001620
カジナイロン株式会社 石川県 金沢市 9220001001776
カジニット株式会社 石川県 金沢市 8220001001777
金沢木材協同組合 石川県 金沢市 2220005001663
コーケン株式会社 石川県 金沢市 1220001002641
第一電機工業株式会社 石川県 金沢市 7220001003808
株式会社古屋工務店 石川県 金沢市 3220001005741
株式会社北明 石川県 金沢市 1220001006097
ミナミ金属株式会社 石川県 金沢市 5220001006886
有限会社古木重機 石川県 七尾市 3220002014064
社会福祉法人白字会 石川県 輪島市 2220005006019
三崎自動車整備工場有限会社 石川県 珠洲市 8220002016205
株式会社東出漆器店 石川県 加賀市 2220001013588
羽咋設備株式会社 石川県 羽咋市 8220001016098
株式会社梶製作所 石川県 かほく市 5220001017371
有限会社シミズ印刷紙工 石川県 白山市 8220002009175
株式会社杉本工務店 石川県 中能登町 5220001015697
株式会社鳥越 石川県 穴水町 7220001016818
株式会社一米通運 石川県 能登町 8220001016750
鈴平建設株式会社 石川県 能登町 2220001016756
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中嶋 武司 石川県
学校法人あおい学園 福井県 福井市 1210005000650
エス・イ・コンサル株式会社 福井県 福井市 7210001000442
株式会社クラバウト 福井県 福井市 2210001017516
株式会社住まい工房 福井県 福井市 6210001001937
株式会社リハぷらす 福井県 敦賀市 7210002011323
株式会社木の家工房松谷建築 福井県 大野市 5210001015079
株式会社東信自動車 福井県 鯖江市 6210001013098
有限会社サンウッド 福井県 越前市 2210002012400
有限会社立筬庭園 福井県 坂井市 4210002007480
三つ星株式会社 福井県 坂井市 1210001017005
永和建設工業株式会社 福井県 永平寺町 9210001000408
有限会社中嶋建設 福井県 高浜町 8210002014110
有限会社田渕組 福井県 おおい町 6210002014194
有限会社AND'ｓファルマ 山梨県 甲府市 2090002007941
株式会社きものあさ川 山梨県 甲府市 3090001007669
株式会社恩田組 山梨県 山梨市 4090001008864
株式会社内藤精機 山梨県 甲州市 9090001009148
中村 春彦 山梨県
株式会社新建新聞社 長野県 長野市 9100001001375
株式会社高建工業 長野県 長野市 7100001027629
有限会社笠建興業 長野県 松本市 3100002022376
株式会社信越報知 長野県 松本市 2100001013360
有限会社青木モータース 長野県 上田市 8100002013552
有限会社シンコーポレーション 長野県 上田市 6100002015633
株式会社ミライズ 長野県 上田市 8100001031258
株式会社アルプス 長野県 岡谷市 5100001019322
株式会社原ホンダ 長野県 飯田市 1100002037120
有限会社丸青 長野県 飯田市 3100002037390
有限会社池上輪店 長野県 伊那市 4100002032449
株式会社あい介護センター 長野県 駒ヶ根市 2100001021108
医療法人Ｄｅａｒ　ＰＡＲＴＮＥＲＳ 長野県 茅野市 6100005010862
社会福祉法人湧泉会 長野県 佐久市 3100005002986
勝野 大樹 長野県
小林 正直 長野県
オールコントロールサービス株式会社 岐阜県 岐阜市 5200001000817
株式会社グランハウス 岐阜県 岐阜市 8200001034069
株式会社晃絆建設 岐阜県 岐阜市 6200001033221
株式会社東光電工社 岐阜県 岐阜市 6200001003637
株式会社ワールド 岐阜県 岐阜市 7200001014451
株式会社阿藤組 岐阜県 大垣市 2200001015124
株式会社ｅｆｕ 岐阜県 高山市 9200001031866
小林石材株式会社 岐阜県 高山市 9200001025686
株式会社塩屋建設工業 岐阜県 高山市 6200001025433
株式会社三興製作所 岐阜県 関市 1200001019737
株式会社新東建設 岐阜県 関市 3200001019223
株式会社ヒラタ 岐阜県 関市 5200001019510
株式会社高田商会 岐阜県 瑞浪市 6200001021812
株式会社マルヤマ 岐阜県 土岐市 1200001021585
株式会社岐阜金型 岐阜県 各務原市 5200001012738
有限会社スタンス 岐阜県 各務原市 5200002009130
有限会社ル・バニーエ 岐阜県 瑞穂市 6200002010038
有限会社河隆建築 岐阜県 郡上市 7200002028070
株式会社材半建設 岐阜県 海津市 9200001015563
株式会社山晃 岐阜県 揖斐川町 2200001016122
有限会社ホープ精工 岐阜県 坂祝町 7200002018071
オークスハート株式会社 岐阜県 八百津町 4200001029808
株式会社ニシノ 岐阜県 白川町 7200001017371
南谷 正廣 岐阜県
株式会社入月建設 静岡県 静岡市 4080001000500
Ｓｔｙｌｅ－Ｆｒｅｅ株式会社 静岡県 静岡市 9080001023224
社会福祉法人駿府葵会 静岡県 静岡市 4080005002039
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株式会社製茶問屋山梨商店 静岡県 静岡市 2080001019484
有限会社静北建販 静岡県 静岡市 8080002013159
第一建設株式会社 静岡県 静岡市 6080001003039
有限会社直建設 静岡県 静岡市 3080002007297
株式会社ベースライン 静岡県 静岡市 4080001019747
有限会社望月石材 静岡県 静岡市 4080002005903
Ｕ２ＪＡＰＡＮ株式会社 静岡県 静岡市 9080001023240
株式会社浦川建設 静岡県 浜松市 5080401010825
株式会社河合建築事務所 静岡県 浜松市 5080401022837
株式会社ケー・アイ・エス 静岡県 浜松市 3080401006321
株式会社天竜組 静岡県 浜松市 4080401003367
株式会社日成管興 静岡県 浜松市 8080401003891
株式会社橋本組 静岡県 浜松市 9080401004294
フジクリエイション株式会社 静岡県 浜松市 4080401012896
株式会社ＳＡＮＫＩ 静岡県 沼津市 1080102002786
太陽工業株式会社 静岡県 沼津市 8080101021384
有限会社アイロード 静岡県 三島市 3080102009284
株式会社岳南塗装デザイン 静岡県 富士宮市 1080102016605
株式会社プラン・ティー 静岡県 富士宮市 1080101018825
無双建設株式会社 静岡県 富士宮市 9080101011863
遠藤建設株式会社 静岡県 富士市 1080101008231
株式会社オートサービス塩川 静岡県 富士市 7080101010891
株式会社協和工務店 静岡県 富士市 6080101008417
平和建設株式会社 静岡県 富士市 3080101009624
株式会社キタイ電気 静岡県 磐田市 8080401016984
有限会社フジ住設 静岡県 磐田市 9080402019894
フジ建設株式会社 静岡県 焼津市 4080001015176
オールスタッフ株式会社 静岡県 掛川市 6080401014214
株式会社鈴建 静岡県 掛川市 9080401024012
株式会社志太泉酒造 静岡県 藤枝市 7080001016436
株式会社丸宮椎茸 静岡県 藤枝市 8080001016781
株式会社サンフジ 静岡県 御殿場市 6080102007806
株式会社つぼぐちフードサービス 静岡県 御殿場市 6080101004382
株式会社ＹＳＤ 静岡県 袋井市 4080401023729
リカーワインズショップみしまや有限会社 静岡県 裾野市 2080102006167
原田建設株式会社 静岡県 伊豆市 8080101004876
株式会社メディカルフレンド 静岡県 菊川市 7080401015450
有限会社香川薬局 静岡県 牧之原市 7080002014439
さくら建設株式会社 静岡県 河津町 2080101014773
東海建設株式会社 静岡県 河津町 3080101014780
有限会社泰和 静岡県 函南町 7080102010809
有限会社ガレン動物病院 静岡県 清水町 8080102009965
池野 裕介 静岡県
野田 克典 静岡県
孕石 高雄 静岡県
丸山 英樹 静岡県
医療法人あさの歯科 愛知県 名古屋市 6180005017207
株式会社アスア 愛知県 名古屋市 7180001043783
司法書士法人アストラ 愛知県 名古屋市 5180005017620
株式会社イーマックス 愛知県 名古屋市 2180001055024
株式会社稲葉家 愛知県 名古屋市 9180001131306
株式会社岩淵熱機電 愛知県 名古屋市 3180001021553
合同会社Ｍ＆Ｓメディカル 愛知県 名古屋市 6180003014750
株式会社ＯＵＥＮＳ 愛知県 名古屋市 7180001105162
医療法人きふねこどもクリニック 愛知県 名古屋市 3180005006823
軽急便株式会社 愛知県 名古屋市 1180001035679
株式会社Ｋフードファクトリー 愛知県 名古屋市 3180001137449
Ｄｉｖｅｒ　ｄｙｎｅ株式会社 愛知県 名古屋市 1180001053961
玉野化成株式会社 愛知県 名古屋市 3180001014862
中日建設株式会社 愛知県 名古屋市 3180001037954
鶴田石材株式会社 愛知県 名古屋市 5180001022302
名古屋平和電工株式会社 愛知県 名古屋市 7180001031870
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株式会社ニコット・アンド・カンパニー 愛知県 名古屋市 9180001136544
株式会社Ｖａｔｉｃａｎ２００７ 愛知県 名古屋市 8180001070471
有限会社マツウラ自動車 愛知県 名古屋市 5180002054567
マツヒロ工業株式会社 愛知県 名古屋市 8180001070356
矢野電機株式会社 愛知県 名古屋市 1180001013750
良穂株式会社 愛知県 名古屋市 4180001104530
ワイクリード株式会社 愛知県 名古屋市 5180001011321
ワシノ機器株式会社 愛知県 名古屋市 8180001015848
社会保険労務士法人ＨＲＭ 愛知県 岡崎市 3180305008817
中村科学工業株式会社 愛知県 岡崎市 6180301001517
合同会社ＦＡＮＴＯＭ 愛知県 岡崎市 2180303003952
株式会社五和電気工業 愛知県 一宮市 5180001084961
株式会社三昭堂 愛知県 一宮市 3180001082785
株式会社菅野企画設計 愛知県 一宮市 1180001103213
有限会社中川総業 愛知県 一宮市 2180002077100
ハナキベンディング株式会社 愛知県 瀬戸市 6180001080043
株式会社レクスト知多 愛知県 半田市 1180001092076
株式会社三晃商会 愛知県 春日井市 4180001077041
セイフラインズ株式会社 愛知県 春日井市 5180002066455
株式会社トライアロー 愛知県 春日井市 6180001112762
株式会社不動産ギャラリー 愛知県 春日井市 9180001089081
株式会社タツミハウジング 愛知県 豊川市 8180301009979
株式会社日本ビデオシステム 愛知県 津島市 6180001096584
株式会社三栄空調 愛知県 刈谷市 6180301013999
株式会社亀山製作所 愛知県 安城市 1180301012782
ごとう電気管理株式会社 愛知県 安城市 5180301013562
株式会社伊久間 愛知県 西尾市 7180301023774
有限会社テクノアート 愛知県 蒲郡市 7180302014789
テクノ小田測量有限会社 愛知県 蒲郡市 2180302015651
近藤設備設計株式会社 愛知県 小牧市 8180001075768
ＡＲＣ株式会社 愛知県 稲沢市 4180001085663
株式会社サクライ 愛知県 稲沢市 9180001085824
ヱーヤキカイ株式会社 愛知県 知多市 8180001034534
有限会社シノダ藥局 愛知県 知多市 2180002023541
サポートワーカー株式会社 愛知県 尾張旭市 9180001140686
株式会社カワニシ薬局 愛知県 日進市 3180001066796
株式会社アスペンフードプランニング 愛知県 田原市 8180301007644
イノチオ物流株式会社 愛知県 田原市 5180301007655
株式会社古橋製作所 愛知県 愛西市 1180001097208
有限会社キド業務店 愛知県 みよし市 4180302024667
株式会社ヒマラヤ化學工業所 愛知県 あま市 9180001098454
社会福祉法人大治東福祉会 愛知県 大治町 9180005013632
医療法人広至会 愛知県 東浦町 6180005018634
中川設備工業株式会社 愛知県 東浦町 3180001093980
有限会社オカモト自動車 愛知県 幸田町 8180302003378
青山 竜治 愛知県
大山 康範 愛知県
加藤 勇夫 愛知県
坂口 いつき 愛知県
合同会社藤田土地建物 三重県 津市 2190003002774
株式会社伊谷建設 三重県 四日市市 4190001023151
株式会社ＮＴジオテック中部 三重県 四日市市 9180001071329
サントイ株式会社 三重県 四日市市 1190001015003
東電運輸株式会社 三重県 四日市市 9190001015664
株式会社晃エンジニアリング 三重県 四日市市 4190001026889
株式会社勢乃國屋 三重県 伊勢市 3190001006743
エスペランサ有限会社 三重県 松阪市 5190002013654
智建株式会社 三重県 松阪市 3190001028184
霞興業有限会社 三重県 桑名市 1190002017502
平和自動車有限会社 三重県 桑名市 4190002017565
有限会社共和建設 三重県 鈴鹿市 6190002006211
株式会社ハットリ技建 三重県 鈴鹿市 9190002006902
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ルネッサンス三祐株式会社 三重県 鈴鹿市 8190001005501
社会福祉法人和順会 三重県 鈴鹿市 6190005004071
株式会社浦野電工 三重県 名張市 3190001027343
株式会社きたうら 三重県 名張市 4190001009679
株式会社森本 三重県 名張市 8190001009774
佐南 清作 三重県
芝 一有 三重県
谷口 実修 三重県
日沖 正広 三重県
福森 国夫 三重県
五六七北川建設株式会社 滋賀県 大津市 5160001000763
株式会社Ｆａｃｉｏ 滋賀県 大津市 9160001004281
社会福祉法人近江ふるさと会 滋賀県 彦根市 2160005004961
Ａｓａｈｉ　Ｇｒｅｅｎ　Ｈｏｕｓｅ株式会社 滋賀県 長浜市 3160002006225
株式会社清水商会 滋賀県 長浜市 2160001006689
山一産業株式会社 滋賀県 草津市 5160001013195
信楽電水工業株式会社 滋賀県 甲賀市 9160001005981
上田 和行 滋賀県
岡田 和也 滋賀県
株式会社Ａｉ－Ｒ 京都府 京都市 4130001020419
ＬＧＫ株式会社 京都府 京都市 6130001055751
有限会社大八木造園土木 京都府 京都市 8130002008517
御庭植治株式会社 京都府 京都市 9130001056466
株式会社ＣＡＰＡＢＬＥ 京都府 京都市 2130001049617
株式会社ゲートジャパン 京都府 京都市 3130001026854
大東工業株式会社 京都府 京都市 9130001001190
株式会社田中工務店 京都府 京都市 8130001011133
合同会社バズモータース 京都府 京都市 9130003005421
株式会社広海 京都府 京都市 2130001001734
株式会社松村 京都府 京都市 4130001003844
ゆうぐん企業株式会社 京都府 京都市 3130001046852
株式会社吉川工務店 京都府 京都市 2130001002179
株式会社和’ｓハウジング 京都府 京都市 8130001057044
久世電気工業株式会社 京都府 福知山市 4130001041043
株式会社ほっぷ 京都府 福知山市 3130001059061
大進工業株式会社 京都府 舞鶴市 1130001043463
株式会社名高精工所 京都府 宇治市 1130001032887
三協株式会社 京都府 八幡市 5130001039508
坂矢木材株式会社 京都府 南丹市 8130001034885
株式会社西脇産業 京都府 木津川市 5130001037156
株式会社野間製作所 京都府 久御山町 9130001033564
小寺 正能 京都府
吉田 雄一朗 京都府
ａｋｋａ合同会社 大阪府 大阪市 5120003014922
株式会社アリアホーム 大阪府 大阪市 7120001212039
株式会社アローズマネジメント 大阪府 大阪市 6120001238662
医療法人一山十会 大阪府 大阪市 5120005010985
エバオン株式会社 大阪府 大阪市 9120001083420
大内工業株式会社 大阪府 大阪市 3120001049344
株式会社大阪地卵 大阪府 大阪市 7120001107453
小澤建材工業株式会社 大阪府 大阪市 3120001019727
株式会社オレンジ 大阪府 大阪市 9120002059576
影山管材株式会社 大阪府 大阪市 1120001042210
株式会社カワチ 大阪府 大阪市 2120001077123
株式会社ＫＡＮＳＡＩ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ 大阪府 大阪市 5120001144713
株式会社キャロットカンパニー 大阪府 大阪市 1120001106758
株式会社銀の葡萄 大阪府 大阪市 8120001127211
株式会社クラフトマン 大阪府 大阪市 3120001238005
株式会社クロスサポート 大阪府 大阪市 4120001162105
株式会社コーニッシュ 大阪府 大阪市 5120001063946
有限会社コモンズ 大阪府 大阪市 4120002068490
株式会社ササクラ・エーイー 大阪府 大阪市 6010001195345
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株式会社ゼスト 大阪府 大阪市 6120001120003
株式会社Ｓｅｖｅｎ　Ｇｏｄグループ 大阪府 大阪市 5120001186887
株式会社ティップス 大阪府 大阪市 8140001100018
社会福祉法人なにわ聖真会 大阪府 大阪市 5120005017808
株式会社畑野建設工業 大阪府 大阪市 4120001169513
有限会社八州建設 大阪府 大阪市 1120102012962
株式会社ハナフサ 大阪府 大阪市 7120001087332
株式会社ＦＡＺ 大阪府 大阪市 7120001120101
福家食品株式会社 大阪府 大阪市 6120001036257
株式会社ＰＲＯＣＥＳＳ５　ＤＥＳＩＧＮ 大阪府 大阪市 3120001175966
株式会社ホールディングス 大阪府 大阪市 5120001238028
堀野建設株式会社 大阪府 大阪市 7120001234363
名阪部品株式会社 大阪府 大阪市 7120001031298
医療法人悠生会 大阪府 大阪市 1120005014957
株式会社リアールライフ 大阪府 大阪市 5120001202330
株式会社ＲｅＴＥＲＡＳ－Ｐｌｕｓ 大阪府 大阪市 9120001234980
ＥＣＬ株式会社 大阪府 堺市 7120101063092
株式会社エスプラントサービス 大阪府 堺市 5120001139936
株式会社ナニワ有機工業 大阪府 堺市 1120101005348
有限会社日本アカウンティング・コンサルタント 大阪府 堺市 4120102013561
株式会社冨士精機 大阪府 堺市 5120001021557
株式会社ライズカンパニー 大阪府 堺市 7120101059355
株式会社サンリンハウス 大阪府 岸和田市 4120101039343
有限会社アイエムメディカル 大阪府 豊中市 5120902021102
エスアイ精工株式会社 大阪府 豊中市 6120901028312
株式会社カグカス 大阪府 豊中市 7120001214555
金政興業株式会社 大阪府 豊中市 9120901023351
吉村油化学株式会社 大阪府 豊中市 5120901026110
有限会社ベストサポート総合事務所 大阪府 池田市 3120902016558
城東住宅建設株式会社 大阪府 吹田市 3120901006840
有限会社メープルプラザ 大阪府 吹田市 4120902007886
株式会社エブリワンダイン 大阪府 高槻市 7120901040836
株式会社ライズ 大阪府 守口市 4120001177301
グレイトティーチャー株式会社 大阪府 枚方市 5120001153458
株式会社藤田建設工業 大阪府 枚方市 4130001039228
大長水産株式会社 大阪府 茨木市 3120901018357
株式会社クラタ土木建設 大阪府 八尾市 3122001019376
株式会社サトウ創建 大阪府 八尾市 8122001025031
有限会社大輝製作所 大阪府 八尾市 6122002014225
社会福祉法人八尾市社会福祉協議会 大阪府 八尾市 9122005001969
株式会社かじせ 大阪府 泉佐野市 5120101039532
三幸建設株式会社 大阪府 泉佐野市 6120101051602
株式会社大富建設 大阪府 富田林市 4120101031110
株式会社ユーシン建設 大阪府 富田林市 2120101035889
株式会社大賀電設 大阪府 寝屋川市 6120001198881
株式会社サカ洗工 大阪府 寝屋川市 2120001172667
皆見電子工業株式会社 大阪府 寝屋川市 1120001148718
株式会社メイテック 大阪府 河内長野市 3120101035475
株式会社ミヤマ産業 大阪府 松原市 2120101025808
株式会社タイセイ 大阪府 大東市 7122001027565
株式会社グローヴアーツ 大阪府 和泉市 3120101049021
医療法人田中診療所 大阪府 和泉市 4120105006802
株式会社ムロガ 大阪府 箕面市 8120901021190
アイエス産業株式会社 大阪府 羽曳野市 3120101035145
医療法人愛幸会 大阪府 羽曳野市 1120105005204
株式会社広伸 大阪府 門真市 3120001157452
株式会社アクアユニック 大阪府 東大阪市 7122001030222
トマトランド株式会社 大阪府 東大阪市 8122001005297
延田建設金属株式会社 大阪府 東大阪市 3122001012249
フヨー株式会社 大阪府 東大阪市 2122001006383
株式会社ホビーソーイング 大阪府 東大阪市 4122001012388
株式会社三笠・鋲螺 大阪府 東大阪市 7122001007179
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株式会社協和 大阪府 熊取町 9120101046401
有限会社南造園 大阪府 岬町 6120102028236
入江 剛 大阪府
漆谷 時義 大阪府
岡 麻里 大阪府
北戸 功介 大阪府
四宮 淳一 大阪府
土居 文也 大阪府
橋口 太一 大阪府
松本 文克 大阪府
山野 一彦 大阪府
山本 高史 大阪府
株式会社アンビス 兵庫県 神戸市 4140001032636
株式会社クロシェ 兵庫県 神戸市 1140001026517
社会福祉法人神戸ワイエムシーエイ福祉会 兵庫県 神戸市 5140005002361
株式会社サンエース 兵庫県 神戸市 2140001001543
神港衛生株式会社 兵庫県 神戸市 8140001016189
有限会社新幸産業 兵庫県 神戸市 6140002008633
TKエンジニアリング株式会社 兵庫県 神戸市 7140001118746
有限会社ハタヤ 兵庫県 神戸市 1140002005065
株式会社万輝オート商会 兵庫県 神戸市 8140001018697
株式会社プラスコミュニティ 兵庫県 神戸市 5140001101943
株式会社ベル 兵庫県 神戸市 5140001033856
有限会社堀川セメント工業所 兵庫県 神戸市 6140002006595
株式会社ユーアイ 兵庫県 神戸市 1140001025502
吉岡興業株式会社 兵庫県 神戸市 8140001017055
ＩＣＴ株式会社 兵庫県 姫路市 8140001064997
株式会社エイコーホーム 兵庫県 姫路市 3140001065934
株式会社彩峰工業 兵庫県 尼崎市 1140001053783
株式会社三和バネ 兵庫県 尼崎市 1140001052199
株式会社プラスワン 兵庫県 尼崎市 4140001053418
有限会社ムラカミ精機 兵庫県 尼崎市 2140002042826
株式会社ティーケーシン 兵庫県 西宮市 8140001069468
丸安青果株式会社 兵庫県 西宮市 1140001070465
岸本建設株式会社 兵庫県 洲本市 1140001084663
株式会社中川工務店 兵庫県 洲本市 9140001084821
株式会社サップス 兵庫県 芦屋市 8140001067406
永光産業株式会社 兵庫県 加古川市 8140001042532
合同会社北喜工務店 兵庫県 加古川市 7140003010587
瀧川工業株式会社 兵庫県 加古川市 6140001043144
シンワ設備株式会社 兵庫県 三木市 5140001037493
株式会社マルセイ 兵庫県 川西市 7140001093790
有限会社ミック 兵庫県 川西市 8140002066126
医療法人社団井殿歯科医院 兵庫県 三田市 2140005015374
荒木エフマシン株式会社 兵庫県 加西市 9140001077420
細見鉄工株式会社 兵庫県 丹波市 3140001041308
三原開発株式会社 兵庫県 南あわじ市 1140001085802
特定非営利活動法人淡路島シャロームの会 兵庫県 淡路市 5140005019769
木下自動車株式会社 兵庫県 淡路市 8140001085069
橘 浩司 兵庫県
長江 清 兵庫県
中川 和典 兵庫県
中谷 義昭 兵庫県
中村 知弘 兵庫県
宮城 順子 兵庫県
森本 智之 兵庫県
矢野 晴久 兵庫県
ヤブウチ建設株式会社 奈良県 奈良市 7150001002445
有限会社アクア 奈良県 大和高田市 8150002010363
森下住設株式会社 奈良県 大和郡山市 4150001006226
公益財団法人仏聖 奈良県 天理市 3150005002874
株式会社クリスタル 奈良県 広陵町 5150001016934
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株式会社エビス商会 和歌山県 和歌山市 1170001000469
株式会社グローバー 和歌山県 和歌山市 7170001001073
株式会社崇翔 和歌山県 和歌山市 5170001006818
医療法人やすだ 和歌山県 和歌山市 3170005001156
大杉石材企業組合 和歌山県 御坊市 6170005004180
Ｌｅ　Ｃｏｅｕｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 和歌山県 田辺市 6170001015421
株式会社協和水道設備商会 和歌山県 新宮市 6170001011437
小山 涼子 和歌山県
下橋 郁代 和歌山県
株式会社清水 鳥取県 鳥取市 1270001000319
株式会社藤原組 鳥取県 鳥取市 8270001000683
湯口建設有限会社 鳥取県 鳥取市 1270002004087
株式会社木美デザイン建築社 鳥取県 米子市 5270001003210
大山電気株式会社 鳥取県 米子市 5270002006278
美保テクノス株式会社 鳥取県 米子市 3270001003600
三和段ボール工業株式会社 鳥取県 倉吉市 7270001005031
有限会社高尾材木店 鳥取県 琴浦町 7270002009733
株式会社深田建設 島根県 松江市 8280001000609
有限会社志田尾工務店 島根県 浜田市 2280002008425
株式会社Ｎ．ｌｉｆｅ 島根県 出雲市 3280001008029
有限会社井口建設 島根県 大田市 4280002007482
有限会社平野建設 島根県 津和野町 9280002010548
神田 至 島根県
ＳＮＣＳクリーン協同組合 岡山県 岡山市 6260005008965
岡山プラザホテル株式会社 岡山県 岡山市 9260001001310
株式会社コゼニ 岡山県 岡山市 3260001002446
有限会社高秋 岡山県 岡山市 2260002003626
株式会社電気工営 岡山県 岡山市 3260001004500
有限会社中村水道 岡山県 岡山市 9260002007257
社会福祉法人ももぞの学園 岡山県 岡山市 2260005001866
株式会社リンクス 岡山県 岡山市 1260001008791
ＳＩＮＧＳ株式会社 岡山県 倉敷市 4260001012568
有限会社高田塗装防水 岡山県 倉敷市 9260002019418
有限会社トリタニ 岡山県 倉敷市 7260002024287
スギヤマ車輛有限会社 岡山県 津山市 4260002028596
株式会社合田建設 岡山県 玉野市 2260001022197
株式会社あおぞら会計 岡山県 新見市 5260001025354
岡本商事株式会社 岡山県 新見市 3260001019127
株式会社杉本モータース 岡山県 新見市 6260001019173
株式会社キノイエ 岡山県 真庭市 6260001034346
株式会社メイトホールディングス 岡山県 和気町 9260001024443
有限会社立間建設 岡山県 矢掛町 1260002026009
池田精工株式会社 岡山県 鏡野町 5260001019538
安東 富士雄 岡山県
安芸メタル工業株式会社 広島県 広島市 9240001050755
学校法人英数学館 広島県 広島市 2240005002536
有限会社かぼちゃくらぶ 広島県 広島市 3240002004063
共栄美装株式会社 広島県 広島市 1240001002680
山陽工業株式会社 広島県 広島市 8240001009315
株式会社日本彫刻工芸 広島県 広島市 6240001008145
株式会社ヒロコー 広島県 広島市 9240001009941
株式会社福正建設 広島県 広島市 2240001010303
森永工業株式会社 広島県 広島市 1240001028255
有限会社有信建設 広島県 呉市 7240002034445
株式会社ワゴーエンジニアリング 広島県 呉市 6240001026725
有限会社寺迫組 広島県 三原市 6240002054213
有限会社小川木型製作所 広島県 福山市 2240002039878
協同精機株式会社 広島県 福山市 6240001030388
宏栄産業株式会社 広島県 福山市 5240001030505
山陽パッケージシステム株式会社 広島県 福山市 5240001033012
シビルプラン株式会社 広島県 福山市 8240001035617
社会福祉法人せとうち 広島県 福山市 5240005008976
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株式会社ビルドワークスムカイ 広島県 福山市 6240001042912
村上商事株式会社 広島県 福山市 7240001032342
吉舎工業株式会社 広島県 三次市 5240001024589
株式会社建築工房ＳＭＤ 広島県 三次市 8240001053180
株式会社前進工務店 広島県 三次市 8240001025287
株式会社イシタケ 広島県 東広島市 6240001022377
有限会社クレマ機工 広島県 東広島市 8240002027555
株式会社ダイビン運送 広島県 廿日市市 6240001028267
有限会社能美工作所 広島県 江田島市 9240002035788
有限会社楠本自動車工業 広島県 府中町 4240002048019
株式会社日興グループ 広島県 海田町 1240001036885
株式会社寿エンジニアリング 広島県 熊野町 5240001036329
大谷 直之 広島県
増木 芳行 広島県
有限会社西市自動車 山口県 下関市 7250002012292
三和企業株式会社 山口県 宇部市 9250001003225
株式会社アクア設備 山口県 山口市 7250001015602
株式会社スタジオセンス 山口県 山口市 8280001005302
株式会社北浦建設 山口県 萩市 9250001008406
カイセイ工業有限会社 山口県 下松市 2250002016307
株式会社グランデザインラボ一級建築士事務所 山口県 下松市 9250001018355
有限会社角川建設 山口県 岩国市 7250002018166
株式会社伊藤 山口県 光市 6250001010158
有限会社みつや・トロアメゾン 山口県 山陽小野田市 6250002006444
有限会社新山建設 山口県 周防大島町 9250002020327
西精工株式会社 徳島県 徳島市 5480001001647
医療法人ひなた 徳島県 徳島市 9480005006399
株式会社ホテルグランドパレス 徳島県 徳島市 8480001003748
株式会社徳島第一自動車教習所 徳島県 阿南市 7480001006768
株式会社藤本建設 徳島県 阿南市 9480001006907
有限会社高木建設 徳島県 美馬市 5480002014846
株式会社星電 香川県 高松市 5470001002274
株式会社総合開発 香川県 高松市 2470001002368
大東産業株式会社 香川県 高松市 9470001002568
株式会社匠工務店 香川県 高松市 1470001017664
株式会社常磐 香川県 丸亀市 3470001009123
株式会社伸栄商事 香川県 坂出市 7470001015522
株式会社ツヤマ 香川県 坂出市 2470001009108
有限会社中川建設 香川県 東かがわ市 1470002018232
有限会社内田建設 香川県 三豊市 1470002016764
株式会社木村 香川県 小豆島町 8470001012436
新誠工業株式会社 香川県 まんのう町 3470001009486
片桐 幸大 香川県
有限会社アイプランニング 愛媛県 松山市 4500002007815
医療法人いろは 愛媛県 松山市 7500005008436
株式会社石材振興会 愛媛県 松山市 4500001002346
医療法人社団坪井整形外科 愛媛県 松山市 4500005000742
東和建設株式会社 愛媛県 松山市 1500001002893
有限会社松山ガス保安設備 愛媛県 松山市 1500002006126
医療法人Ｄクリニック 愛媛県 今治市 1500005007922
ハセベ電設株式会社 愛媛県 今治市 1500001023007
株式会社藤本重機 愛媛県 今治市 7500001012251
水機建設株式会社 愛媛県 今治市 2500001012371
株式会社久門組 愛媛県 西条市 3500001008955
クリーンメカニカル株式会社 愛媛県 西条市 5500001009547
Ｂ－ｓｈｏｐ　ＯＣＨＩ株式会社 愛媛県 西条市 9500001013768
株式会社グラディア 高知県 高知市 4490001004261
株式会社ＹＡＭＡＪＵＮ設備 高知県 高知市 3490001004551
株式会社井原組 高知県 四万十町 5490001005878
有限会社グリーンプラン富起 福岡県 北九州市 6290802016093
医療法人社団恵友会 福岡県 北九州市 4290805000542
シャボン玉石けん株式会社 福岡県 北九州市 3290801012245
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有限会社タカオ 福岡県 北九州市 2290802012039
株式会社武久福祉会 福岡県 北九州市 9290801006646
太刀浦埠頭株式会社 福岡県 北九州市 1290801005449
学校法人鎮西敬愛学園 福岡県 北九州市 1290805003069
東洋機工株式会社 福岡県 北九州市 3290801010331
株式会社遠見 福岡県 北九州市 9290801011927
株式会社トラストワークス 福岡県 北九州市 8290801024285
永田工業株式会社 福岡県 北九州市 9290801020250
医療法人春美会 福岡県 北九州市 5290805008114
平和電業株式会社 福岡県 北九州市 9290801003379
株式会社Ａｃｅ‐ｔｅｐ 福岡県 福岡市 8290001094550
大西化成株式会社 福岡県 福岡市 7290001012075
旭陽電気株式会社 福岡県 福岡市 1290001017641
株式会社三和興業 福岡県 福岡市 3290001003202
スタジオキチ合同会社 福岡県 福岡市 2290003008679
ナウディベロップメント株式会社 福岡県 福岡市 2290001087601
有限会社永田製材所 福岡県 福岡市 1290002008557
ヒル・トップフードシステム株式会社 福岡県 福岡市 1290001009878
株式会社ふじの薬局 福岡県 福岡市 1290001004004
株式会社ＹＯＨＯ 福岡県 福岡市 8290001063539
株式会社ライトコンサルタンツ 福岡県 福岡市 8290001059578
株式会社ワイズプランニング 福岡県 福岡市 4290001002475
株式会社藍苑 福岡県 久留米市 6290001084116
岩村建設株式会社 福岡県 久留米市 7290001048417
丸彦産業株式会社 福岡県 直方市 3290801014332
医療法人永江医院 福岡県 柳川市 1290005011178
有限会社井上建築事務所 福岡県 八女市 8290002048043
牛島電機工業株式会社 福岡県 八女市 3290001047117
株式会社三晃建設 福岡県 八女市 5290002047196
株式会社アールテックス 福岡県 筑後市 1290001093393
医療法人秋田クリニック 福岡県 大川市 9290005011170
正栄興建株式会社 福岡県 大川市 3290001093152
有限会社春暉国際学院 福岡県 大野城市 6290002042221
有限会社宏明 福岡県 大野城市 3290002039963
株式会社メディアエイト 福岡県 大野城市 9290001092289
株式会社Ｒコーポレーション 福岡県 古賀市 2290001037622
医療法人ＫＫＣ 福岡県 福津市 6290005016684
社会福祉法人宮若市・鞍手郡社会福祉協会 福岡県 宮若市 6290805005589
有限会社協和工業 福岡県 みやま市 7290002054629
株式会社大博 福岡県 宇美町 1290001074162
株式会社船越組 福岡県 新宮町 4290001036647
株式会社ロッキーコーポレーション 福岡県 粕屋町 9290001038688
社会福祉法人局会 福岡県 岡垣町 9290805004662
黒木コンポジット株式会社 福岡県 鞍手町 3290801014398
有限会社真光工業 福岡県 筑前町 8290002044100
広和建設株式会社 福岡県 大木町 3290001092402
渡辺重機株式会社 福岡県 広川町 6290001047584
株式会社Ｅｘ　Ｔｅｃｈ 福岡県 築上町 5290801023380
石橋 宏高 福岡県
大田 博史 福岡県
高田 悠生 福岡県
永野 真御 福岡県
林田 毅俊 福岡県
平野 清 福岡県
松村 磨近 福岡県
丸山 信幸 福岡県
宮園 香樹 福岡県
稲富工務店株式会社 佐賀県 佐賀市 8300001011363
株式会社えがしら 佐賀県 佐賀市 1300001000133
ディライツホーム株式会社 佐賀県 佐賀市 7300001011380
株式会社栗原木材店 佐賀県 唐津市 9300001007154
株式会社Ｈ．Ｊ．Ｇ 佐賀県 鳥栖市 6300001009797
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伊万里ガス株式会社 佐賀県 伊万里市 7300001005498
有限会社ハーネス武雄 佐賀県 武雄市 2300002006070
株式会社イケモク 佐賀県 小城市 3300001003316
医療法人光風会 佐賀県 みやき町 9300005004585
株式会社シビコ 佐賀県 玄海町 8300001010431
有限会社田嶋畜産 佐賀県 太良町 2300002007102
坂本 知彦 佐賀県
吉本 昭人 佐賀県
株式会社クリーン・マット 長崎県 長崎市 2310001000503
株式会社鍋順 長崎県 長崎市 8310001003483
日誠コンクリート株式会社 長崎県 長崎市 5310001001663
株式会社浜野造園緑地 長崎県 長崎市 7310002004424
株式会社Ｆａｃｔｏｒｙ 長崎県 長崎市 2310001015435
学校法人みのりが丘学園 長崎県 長崎市 8310005001070
株式会社アサヒコンサル 長崎県 佐世保市 1310001006955
株式会社トータルペインティング三光 長崎県 佐世保市 7310001013830
村上建設株式会社 長崎県 佐世保市 8310001007220
土地家屋調査士法人レジス 長崎県 佐世保市 6310005008464
有限会社中村防災 長崎県 島原市 7310002018036
諫早大同青果株式会社 長崎県 諫早市 8310001007889
有限会社野々村工務店 長崎県 諫早市 1310002015484
松尾電気工事株式会社 長崎県 壱岐市 5310001010219
株式会社山正重機工業 長崎県 長与町 2310001003464
株式会社上山建設 長崎県 波佐見町 1310001006220
石田 浩太郎 長崎県
株式会社アイエヌアイ 熊本県 熊本市 7330001017359
株式会社エイワ 熊本県 熊本市 6330001000497
株式会社オフィス未来 熊本県 熊本市 5330001006108
九州緑化施設株式会社 熊本県 熊本市 2330001001235
有限会社ケアサポート雁回 熊本県 熊本市 8330002015889
株式会社サンサン 熊本県 熊本市 1330001008611
株式会社三友工務店 熊本県 熊本市 3330001002100
嶋本建設株式会社 熊本県 熊本市 4330001002330
株式会社スイス洋菓子店 熊本県 熊本市 8330002005527
株式会社 建吉組 熊本県 熊本市 7330001002914
有限会社中部建設 熊本県 熊本市 6330002016286
株式会社高野クレーン工業 熊本県 八代市 7330001014546
株式会社黒田建設工業 熊本県 山鹿市 5330001014928
株式会社小池建築設計 熊本県 菊池市 9330001021499
株式会社水上工務店 熊本県 菊池市 8330001009909
河田工業株式会社 熊本県 宇城市 2330001017611
株式会社杉本建設 熊本県 阿蘇市 9330001012267
株式会社熊阿建設工業 熊本県 阿蘇市 4330001012288
三和コンクリート工業株式会社 熊本県 天草市 1330001015194
株式会社藤島工務店 熊本県 菊陽町 4330001009227
池田工建株式会社 熊本県 御船町 8330001010800
株式会社上村工業 熊本県 氷川町 1330001014601
株式会社新堀産業 熊本県 相良村 1330003004179
澤村 泰介 熊本県
宮田 富男 熊本県
株式会社安部電業社 大分県 大分市 8320001000463
ＦＤＭ株式会社 大分県 大分市 3320001003842
医療法人綺山会 大分県 大分市 8320005009187
株式会社九州アースワークス 大分県 大分市 3320001004543
煌榮建設工業株式会社 大分県 大分市 9320001014900
ＤＡＩＫＩ　ｋ．ｋ有限会社 大分県 大分市 7290002022957
株式会社大丸 大分県 大分市 5320001018046
医療法人豊英会 大分県 大分市 9320005009392
株式会社ＧＥＮＳＨＵ 大分県 別府市 8320001013787
スホー電機株式会社 大分県 中津市 5320001010804
株式会社中津土建 大分県 中津市 1320001010865
フォア・フロント株式会社 大分県 中津市 3320001010938
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大豊建設株式会社 大分県 臼杵市 3320201000103
株式会社豊産業 大分県 臼杵市 2320201000293
医療法人大生会 大分県 杵築市 2320005004375
拓豊建設株式会社 大分県 宇佐市 8320001007673
匠技建工業株式会社 大分県 宇佐市 2320001011821
株式会社土居組 大分県 宇佐市 7320001007682
有限会社草庵秋桜 大分県 由布市 2320002010129
有限会社甲原組 大分県 国東市 8320002015295
株式会社樹組 宮崎県 宮崎市 5350001013011
株式会社島電工 宮崎県 宮崎市 3350001000795
株式会社タニグチ防水塗工 宮崎県 宮崎市 1350001001036
ｄｅｖｉｋａ合同会社 宮崎県 宮崎市 4350003003515
株式会社藤ノ家 宮崎県 宮崎市 6350001013308
株式会社千人 宮崎県 都城市 7350001008067
株式会社谷口工業 宮崎県 都城市 4350001009076
丸昭建設株式会社 宮崎県 都城市 5350001008507
朋幸産業株式会社 宮崎県 延岡市 8350001006887
有限会社川畑建設工業 宮崎県 日南市 5350002016525
有限会社松商 宮崎県 小林市 5350002018050
株式会社内山建設 宮崎県 日向市 6350001005957
株式会社高橋工務店 宮崎県 串間市 2350001009656
株式会社靴のヒダカ 宮崎県 三股町 4300001010352
有限会社国真建設 宮崎県 三股町 9350002015242
落合技術測量有限会社 宮崎県 国富町 6350002007044
有限会社梶原建設 宮崎県 五ヶ瀬町 5350002013571
海田 雅孝 宮崎県
藤本 章 宮崎県
株式会社　愛心 鹿児島県 鹿児島市 3340001017915
有限会社内大久保建設 鹿児島県 鹿児島市 3340002001620
株式会社岡村製茶 鹿児島県 鹿児島市 8340002002250
茅建設株式会社 鹿児島県 鹿児島市 8340001001220
草留建設株式会社 鹿児島県 鹿児島市 5340001001470
有限会社島田屋 鹿児島県 鹿児島市 6340002004884
丸福建設株式会社 鹿児島県 鹿児島市 4340001004037
南日本ライナー株式会社 鹿児島県 鹿児島市 8340001004289
株式会社森山（清）組 鹿児島県 鹿児島市 9340001004370
株式会社アリモト工業 鹿児島県 鹿屋市 9340001013768
株式会社セループ廣 鹿児島県 鹿屋市 1340001014542
株式会社大興空調システム 鹿児島県 鹿屋市 4340001014291
株式会社クリーンサービス 鹿児島県 出水市 6340001020420
有限会社皆越組 鹿児島県 西之表市 6340002019321
株式会社田島技術 鹿児島県 薩摩川内市 1340002017362
株式会社川原田工務店 鹿児島県 曽於市 6340001014851
株式会社峯技研 鹿児島県 曽於市 1340001018097
有限会社岩元建設 鹿児島県 霧島市 1340002013436
株式会社蒼天産業 鹿児島県 霧島市 6340001015767
株式会社南日建塗工業 鹿児島県 霧島市 1340001008288
株式会社フジタ 鹿児島県 霧島市 8340001013364
ヤマグチ株式会社 鹿児島県 霧島市 9340001007621
株式会社有木組 鹿児島県 南さつま市 1340001012496
有限会社宝楽水道設備 鹿児島県 南さつま市 3340002023656
有限会社本建設 鹿児島県 南さつま市 9340002023700
竹山建設株式会社 鹿児島県 奄美市 7340001010635
医療法人至誠会 鹿児島県 南九州市 6340005006110
マエダハウス株式会社 鹿児島県 南九州市 9340001012869
株式会社ニチテク 鹿児島県 姶良市 8340001007911
都産業株式会社 鹿児島県 姶良市 2340001008279
株式会社勇建設 鹿児島県 瀬戸内町 5340001010851
株式会社オールワーク 沖縄県 那覇市 5360001006939
株式会社ＯＤＡＬ 沖縄県 那覇市 7360001020343
有限会社コスモ・エンタープライズ 沖縄県 那覇市 5360002015690
株式会社ピーネクスト 沖縄県 那覇市 5360001019412
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ブルームーンパートナーズ株式会社 沖縄県 那覇市 5360001018975
有限会社大平シール印刷 沖縄県 浦添市 7360002015383
有限会社なかや食材 沖縄県 浦添市 2360002016527
有限会社宮松建設 沖縄県 名護市 7360002019780
有限会社大和緑建 沖縄県 名護市 4360002019619
有限会社内盛産業 沖縄県 沖縄市 9360002011348
有限会社大城水道工事社 沖縄県 沖縄市 4360002011435
三建設備株式会社 沖縄県 沖縄市 4360001007327
株式会社ふくエンジニアＧ 沖縄県 沖縄市 6360002011607
株式会社琉球保安警備隊 沖縄県 沖縄市 7360001007423
株式会社ジーセットメディカル 沖縄県 豊見城市 7360001002085
株式会社瀬底土建 沖縄県 豊見城市 3360001001207
有限会社クリエイト技研 沖縄県 うるま市 8360002013287
株式会社丸石建設 沖縄県 うるま市 4360001007681
株式会社ユウヒ開発 沖縄県 うるま市 9360001007883
株式会社羽地建設 沖縄県 宮古島市 6360001014008
有限会社海西工業 沖縄県 南城市 7360002010707
社会福祉法人憲章会 沖縄県 南城市 2360005001798
株式会社海邦 沖縄県 北谷町 7360001011821
株式会社三和アグリテクノ 沖縄県 中城村 6360001008827
有限会社新里産業 沖縄県 南風原町 3360002011155
上間 尚貴 沖縄県
渡口 慎也 沖縄県
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