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インデックス株式会社 北海道 札幌市 9430001083232
株式会社Ｕ．Ｌ．Ｕ 北海道 札幌市 6430001082484
エイトノット株式会社 北海道 札幌市 8430001076906
株式会社３７２１ 北海道 札幌市 7430001074027
医療法人社団かわい歯科クリニック 北海道 札幌市 9430005012906
医療法人社団成陽会ひだまりスマイル歯科 北海道 札幌市 3430005013620
医療法人社団北星会 北海道 札幌市 3430005001955
竹内建設株式会社 北海道 札幌市 5430001009835
株式会社チェインギャングシアター 北海道 札幌市 5430001074870
株式会社北湘 北海道 札幌市 7430001083993
北商物産株式会社 北海道 札幌市 6430001014909
株式会社丸亀 北海道 札幌市 5430001023051
苫小牧合同青果株式会社 北海道 苫小牧市 1430001053440
株式会社めもりある雲上閣 北海道 苫小牧市 5430001053461
大野 正博 北海道
亀田 泰弘 北海道
南部 吉伸 北海道
公益社団法人青森県看護協会 青森県 青森市 3420005000438
有限会社木村自動車 青森県 青森市 6420002000941
三陸土建株式会社 岩手県 盛岡市 3400001000708
合資会社高清商会 宮城県 仙台市 4370003000758
ピーチピット・サービス有限会社 宮城県 仙台市 7370002008444
株式会社ホテル一景閣 宮城県 気仙沼市 2370501000419
古舘 拓也 宮城県
税理士法人秋田税経プランニング 秋田県 秋田市 1410005001265
有限会社鈴和商店 秋田県 秋田市 3410002002165
株式会社広川製作所 山形県 米沢市 1390002013299
株式会社タマテック 福島県 会津坂下町 5380001022645
阿さ川製菓株式会社 茨城県 水戸市 6050001000138
株式会社ＢＬＥＮＤ 茨城県 土浦市 3050001035905
ダイナックス株式会社 茨城県 牛久市 1050001028092
齊藤 友一 茨城県
有限会社国分寺産業 栃木県 下野市 9060002031277
株式会社グレースカーテン 群馬県 前橋市 6070001001092
Ｍｅｍｏｒｉａｌ　Ｄｅｓｉｇｎ株式会社 群馬県 高崎市 2070001032744
天笠 稔 群馬県
黒﨑 寛行 群馬県
有限会社学法文化センター 埼玉県 さいたま市 4010002009035
株式会社ローカルクリエーションズ 埼玉県 さいたま市 5030001013489
株式会社小林電気商会 埼玉県 川越市 9030001125504
有限会社小谷野自動車 埼玉県 熊谷市 3030002115030
末広自動車株式会社 埼玉県 川口市 5030001075538
ＨＯＨＯ株式会社 埼玉県 川口市 6030001081312
株式会社Ｏｐｔｉｍｕｓ　Ｒｉｄｅ 埼玉県 上尾市 4030001122745
大同機工株式会社 埼玉県 戸田市 9030001023071
株式会社ヤジマ自動車 埼玉県 入間市 6030001104485
井上 和也 埼玉県
大川 慶太朗 埼玉県
川合 千鶴 埼玉県
福島 和彦 埼玉県
伏見 圭 埼玉県
持田 剛史 埼玉県
美来合同会社 千葉県 船橋市 8040003016024
有限会社文明軒 千葉県 木更津市 8040002067646
文明商事株式会社 千葉県 木更津市 4040001050887
株式会社もぎ電器 千葉県 野田市 5040001106754
株式会社ＫＤ企画 千葉県 柏市 6040001065520
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株式会社Ｔｅａｌｓ 千葉県 柏市 5040001107983
医療法人社団泰望会 千葉県 鎌ケ谷市 8040005004646
株式会社ジュンガリア 千葉県 浦安市 7011701011996
株式会社原野精機 千葉県 山武市 4040001076783
株式会社ＮＡＫＡＴＯ 千葉県 一宮町 9040001060262
石毛 宏明 千葉県
金子 敬介 千葉県
Ｈ　ＶＩＥＷ株式会社 東京都 千代田区 5010001196121
株式会社ＳＫｊａｐａｎ 東京都 千代田区 6011501019290
蔵町工業株式会社 東京都 千代田区 4010001015034
田中無線電機株式会社 東京都 千代田区 1010001022479
株式会社ほんの木 東京都 千代田区 1010001029284
ＡＧＲＩｎｇｏ株式会社 東京都 中央区 5010001166280
渥美運輸株式会社 東京都 中央区 8010001036621
シグマベイスキャピタル株式会社 東京都 中央区 9010001046776
有限会社石龍 東京都 中央区 5010502006159
株式会社たつ吉 東京都 中央区 7010001070308
有限会社ツーボックス 東京都 中央区 6010002034270
東京水産冷蔵株式会社 東京都 中央区 8010001061396
株式会社ＦＯＯＤ　ＬＩＢＲＡＲＹ 東京都 中央区 7010001164076
株式会社マルテー鳥安商店 東京都 中央区 9010001057880
株式会社ＹＯＵＤＥＡＬ 東京都 中央区 1120001176165
株式会社ＬＥＤＯＮＩＡ 東京都 中央区 2010901044828
有限会社アンソリット・ボーテ 東京都 港区 9010402014976
株式会社Ｗａｖｅ　Ｅｎｅｒｇｙ 東京都 港区 7470001010754
カサイホールディングス株式会社 東京都 港区 5010401050092
株式会社ベリーグッド 東京都 港区 6011001091294
富順華株式会社 東京都 新宿区 4013101007066
株式会社三王 東京都 台東区 4011801007872
株式会社東福 東京都 台東区 4010501042593
光耀株式会社 東京都 墨田区 7010601051087
医療法人社団憲風会 東京都 墨田区 9010605001912
医療法人社団スマイルブルー 東京都 墨田区 3010605002825
株式会社アートスタジオサイドワインダー 東京都 江東区 4010601044928
株式会社神猫プロダクション 東京都 江東区 5010601051171
有限会社土佐正 東京都 江東区 5010002023167
株式会社ＳＥＤＯＮＡ　ＣＡＭＰ 東京都 目黒区 6010401063011
有限会社青葉精工製作所 東京都 世田谷区 2010902000292
ＧＯＯＤＹＢＡＳＥ合同会社 東京都 世田谷区 9010903006118
医療法人社団慶月会 東京都 世田谷区 9010905003906
医療法人社団Ｊ．Ｓ．Ｃｅｎｔｒｉｃ 東京都 世田谷区 1010905004011
株式会社ライフデザイン・フローラ 東京都 世田谷区 4010901030958
合同会社グッドエステート 東京都 渋谷区 8010903003231
株式会社デジタル・アトム・ラボ 東京都 渋谷区 4011001128404
トトノエル株式会社 東京都 渋谷区 1011001133209
ビーサバイ株式会社 東京都 渋谷区 9011003006090
有限会社山下会計事務センター 東京都 中野区 8011202006165
中津興産株式会社 東京都 杉並区 5011301005161
株式会社アップスタート 東京都 豊島区 5010001140153
株式会社リアル 東京都 豊島区 4013301027087
株式会社ＳＫＡｋａｓａｋａ 東京都 北区 9011501022663
ＩＰＭ株式会社 東京都 荒川区 2011501022926
石川金網株式会社 東京都 荒川区 2011501005451
株式会社ファースト・プランニング 東京都 荒川区 7011501014209
有限会社城山精機製作所 東京都 板橋区 7011402004804
株式会社シュベール 東京都 練馬区 3011601003338
株式会社本橋事務所 東京都 練馬区 8011601017655
株式会社オリオン通商 東京都 江戸川区 1030001023376
株式会社三幸製作所 東京都 江戸川区 9011701003265
有限会社ヤマト商会 東京都 江戸川区 7011702011995
医療法人社団輝心会 東京都 八王子市 9010105001801
株式会社コジマ笑店 東京都 武蔵野市 6012401029512
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株式会社Ｂａｃｃｈｕｓ 東京都 府中市 1012801014003
株式会社藤川設備 東京都 日野市 1012801017963
株式会社エヌアイエス 東京都 東村山市 2011601011993
株式会社猿屋一家 東京都 国分寺市 8012401017498
ＭＳＣ合同会社 東京都 東大和市 4012803001277
株式会社アトラス 東京都 羽村市 8013101005041
株式会社松田計装工業 東京都 あきる野市 8013101001180
株式会社Ｓｐａｒｋｌｅ 東京都 西東京市 2012701015050
チューナー株式会社 東京都 西東京市 3012701007955
今村 三郎太 東京都
上野 大 東京都
大津 嘉孝 東京都
奥寺 俊允 東京都
奥寺 元 東京都
尾上 剛 東京都
柴山 江里子 東京都
高橋 友里 東京都
田中 武 東京都
豊村 登志男 東京都
花村 智信 東京都
水澤 哲生 東京都
森 滋康 東京都
矢作 典之 東京都
医療法人慧仁堂 神奈川県 横浜市 7020005014466
医療法人社団秀島歯科医院 神奈川県 横浜市 2020005002789
医療法人社団ヒロ横浜デンタル 神奈川県 横浜市 2020005009702
株式会社ジョイフード 神奈川県 横浜市 9020001123376
株式会社マエカワ 神奈川県 横浜市 1020001006844
有限会社ワールド・コーポレーシヨン 神奈川県 横浜市 9020002005185
新田株式会社 神奈川県 川崎市 1010801025722
カワフルテクノ株式会社 神奈川県 川崎市 2020001072340
株式会社メーティス・リル 神奈川県 川崎市 3020001105322
株式会社永尾電化 神奈川県 相模原市 1021001071861
医療法人社団ＴＤＧ 神奈川県 藤沢市 2021005012076
株式会社Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｇｏｌｆ　Ｔｕｔｏｒ 神奈川県 座間市 9021001065328
有限会社井出電器商会 神奈川県 寒川町 3021002009314
医療法人社団有近歯科医院 神奈川県 大磯町 3021005006804
雨宮 博志 神奈川県
榎本 洋一 神奈川県
柿田 祥誉 神奈川県
片倉 大吾 神奈川県
佐藤 正賢 神奈川県
菅原 孝 神奈川県
杉山 穣 神奈川県
諏訪 宏 神奈川県
松原 聡 神奈川県
有限会社石月左官工業 新潟県 三条市 6110002017810
有限会社万栄産業 新潟県 魚沼市 5110002033899
アルメディコ株式会社 富山県 富山市 6230001005713
松島工業株式会社 富山県 高岡市 2230001010964
株式会社３６５．ＭＯＴＯＲ 石川県 金沢市 9220001023127
Ｆｉｔ　Ｎｅｘｔ合同会社 石川県 金沢市 1220003002862
有限会社中田商事 石川県 加賀市 5220002012660
医療法人花房 福井県 福井市 4210005009805
有限会社トイ企画 福井県 敦賀市 5210002010442
ハウスサービス株式会社 福井県 敦賀市 7210001018212
株式会社キャノピィ 福井県 越前市 3210001011591
鳥山 理 福井県
回木 敦 山梨県
株式会社アクセル 長野県 松本市 4100001017005
株式会社木下商事 長野県 松本市 5100001012987
株式会社桔梗精機 長野県 飯田市 2100001023252
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合同会社にじいろたね 長野県 飯田市 4100003005437
信州工業株式会社 長野県 須坂市 2100001005556
有限会社堀内建材 長野県 須坂市 8100002008833
株式会社中善酒造店 長野県 木曽町 6100001017812
有限会社岐南介護センター 岐阜県 岐阜市 1200002001396
有限会社聚楽第 岐阜県 岐阜市 2200002002385
株式会社ＳＯＬＩＤ　ＪＡＰＡＮ 岐阜県 岐阜市 4200001030501
ドルフィン株式会社 岐阜県 岐阜市 1200001003773
医療法人章敬会 岐阜県 大垣市 5200005012478
有限会社友田工務店 岐阜県 大垣市 6200002014542
友光測範株式会社 岐阜県 中津川市 8200001023600
みのライス株式会社 岐阜県 美濃加茂市 4200001021608
株式会社エーエスジャパン 岐阜県 山県市 6200001029822
有限会社海津運送 岐阜県 海津市 9200002015050
大塚 一輝 岐阜県
千賀 良一 岐阜県
牧田 貴久彦 岐阜県
森 理恵子 岐阜県
渡邉 享 岐阜県
白石雛具株式会社 静岡県 静岡市 2080001002176
有限会社ネギシ 静岡県 静岡市 9080002010898
引佐給食有限会社 静岡県 浜松市 3080402015981
株式会社ｅｔ　ｆｕｔｕｒ 静岡県 浜松市 3080401024637
医療法人社団誠堅会 静岡県 浜松市 4080405000303
社会福祉法人柿ノ木会 静岡県 富士宮市 9080105003576
有限会社ケイドリーム 静岡県 伊東市 9010002050620
株式会社マルフク 静岡県 焼津市 8080001015222
株式会社植田木工所 静岡県 牧之原市 4080001022503
有限会社岩田自動車鈑金工業 静岡県 函南町 5080102009539
米澤 健 静岡県
渡邉 豪 静岡県
株式会社アディド 愛知県 名古屋市 1180001064736
アンシンサービス２４有限会社 愛知県 名古屋市 2180002058538
株式会社イーグルマウンテン 愛知県 名古屋市 3180001115099
株式会社井戸建設 愛知県 名古屋市 7180001010098
株式会社うな善 愛知県 名古屋市 6180001029552
株式会社ＭＡＧ 愛知県 名古屋市 1180001115571
株式会社オンディーヌ 愛知県 名古屋市 7180001129599
株式会社ギークス 愛知県 名古屋市 6180001073328
吉正運輸倉庫株式会社 愛知県 名古屋市 5180001013846
株式会社小島良太郎商店 愛知県 名古屋市 9180001014444
コロナ美術印刷株式会社 愛知県 名古屋市 8180001012143
ＣＹＡ合同会社 愛知県 名古屋市 9180003018138
株式会社ジェイタウン 愛知県 名古屋市 1180001057104
株式会社すしプラザ丸忠 愛知県 名古屋市 9180001044763
有限会社スタジオクニ 愛知県 名古屋市 2180002002446
株式会社大宝 愛知県 名古屋市 7180001046951
有限会社たから屋 愛知県 名古屋市 8180002016283
株式会社ＤＴＳ 愛知県 名古屋市 4180001020967
仲田タイヤサービス株式会社 愛知県 名古屋市 6180001026475
一般社団法人なごや障がい者サポート協会 愛知県 名古屋市 3180005019156
株式会社南部食鶏 愛知県 名古屋市 8180005004112
合同会社ファーストステップ 愛知県 名古屋市 9180003018955
株式会社ふぇりちった 愛知県 名古屋市 2180001112444
株式会社雅 愛知県 名古屋市 7180001139821
株式会社もちづき 愛知県 名古屋市 3180001090185
税理士法人しんかい 愛知県 名古屋市 1180005018556
医療法人鶴重会 愛知県 一宮市 5180005016960
株式会社名古屋食糧 愛知県 一宮市 4180001045097
有限会社林新聞店 愛知県 一宮市 4180002079086
株式会社満室ラボ 愛知県 一宮市 2180001123219
チタモク工業株式会社 愛知県 半田市 3180001091844
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株式会社ショウワクリエイト 愛知県 春日井市 2180002066276
有限会社丸交自動車 愛知県 春日井市 9180002067359
榮製機株式会社 愛知県 豊川市 5180301009874
北川塗料株式会社 愛知県 豊田市 1180301018128
有限会社Ｆａｖｏｒｉｔｅ 愛知県 稲沢市 4180002081190
有限会社金田化成 愛知県 新城市 1180302028217
株式会社ポジティブブレイン 愛知県 大府市 6180001121771
有限会社梅田新聞店 愛知県 尾張旭市 4180002072578
パレックス株式会社 愛知県 清須市 6180001045525
有限会社石川精密工業 愛知県 東郷町 8180002061726
株式会社品田タイル工業 愛知県 豊山町 7180001052074
岬水産株式会社 愛知県 南知多町 7180001093003
伊神 毅 愛知県
川合 敬悟 愛知県
木村 祐紀 愛知県
小林 翔 愛知県
長嶋 清幸 愛知県
成田 稔 愛知県
深谷 高年 愛知県
山下 亮 愛知県
三建金物株式会社 三重県 四日市市 7190001014890
株式会社タチケン 三重県 四日市市 7190001020930
千巻印刷産業株式会社 三重県 伊勢市 6190001006798
有限会社辻井スポーツ 三重県 松阪市 4190002014109
有限会社村幸 三重県 松阪市 1190002014565
株式会社住生活研究所 三重県 桑名市 7180001110286
有限会社ワインドアップ 三重県 名張市 8190002013354
服部 健一 三重県
水越 弘 三重県
株式会社ハシナリー 滋賀県 大津市 1160001018941
株式会社ウエダスポーツ 滋賀県 彦根市 9160001008068
有限会社ラ・リヴィエール 滋賀県 草津市 4160002013039
京都建物辻正株式会社 滋賀県 甲賀市 3160001006309
有限会社オフィスサービスあだち 京都府 京都市 2130002010635
京都建物株式会社 京都府 京都市 5130001038360
株式会社大佛 京都府 京都市 8130001047499
株式会社ニシザワステイ 京都府 京都市 9130001060245
睦備建設株式会社 京都府 京都市 7130001015829
株式会社ナプラス 京都府 城陽市 9130001039041
岡田 恵一 京都府
小郷 創一 京都府
星山 明香 京都府
渡邉 誠之 京都府
株式会社ＩＡＰ 大阪府 大阪市 6120001217757
株式会社明日への希望 大阪府 大阪市 4120001173606
アップサポート合同会社 大阪府 大阪市 8120003017501
株式会社ウイルエー 大阪府 大阪市 7120001101704
株式会社Ｈ＆Ｂ 大阪府 大阪市 4120001136380
ＭＳＰ株式会社 大阪府 大阪市 8120001228728
ＫＡＧＥＹＡＭＡ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ　ＧＲＯＵＰ株式会社 大阪府 大阪市 1120101053710
医療法人輝笑会 大阪府 大阪市 9120005011724
医療法人幸恵会 大阪府 大阪市 6120005010191
越野運送株式会社 大阪府 大阪市 5120001007408
鯤鯨株式会社 大阪府 大阪市 4120001215663
ＪＩＲＥＨ国際株式会社 大阪府 大阪市 4130001056339
医療法人崇督會 大阪府 大阪市 5120005018327
株式会社高尾 大阪府 大阪市 2120001083856
株式会社ダスキンシャトル北大阪 大阪府 大阪市 2120001008029
ダブルウイングス株式会社 大阪府 大阪市 1120001225888
株式会社中外技研 大阪府 大阪市 8150001018309
株式会社ＴＫコンタクトセンター 大阪府 大阪市 4120001136546
テートエステート株式会社 大阪府 大阪市 3120101035995
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有限会社ネオクラフト 大阪府 大阪市 3120002037736
株式会社ネクストイノベーション 大阪府 大阪市 9120001197212
諾亜方舟株式会社 大阪府 大阪市 6120001232913
医療法人白亜会 大阪府 大阪市 9120005005478
フジデン株式会社 大阪府 大阪市 1120001088419
ＦＲＥＥＬＹ株式会社 大阪府 大阪市 6120001230462
株式会社Ｂｌａｚｅ 大阪府 大阪市 4120001197902
株式会社Ｂａｓｅ 大阪府 大阪市 6120001143656
芳光産業株式会社 大阪府 大阪市 7120001126107
株式会社ホテルアンドアソシエイツ 大阪府 大阪市 2120001058362
合同会社ＬＯＣＡＬ 大阪府 大阪市 4120003012258
株式会社和田八 大阪府 大阪市 9120001123903
株式会社ワンナップクリエイティブサービス 大阪府 大阪市 8120001128969
株式会社カシピー 大阪府 豊中市 4120003010534
医療法人みと歯科医院 大阪府 池田市 5120905003312
株式会社日本パルス 大阪府 吹田市 8120001072960
有限会社ベイリーフ 大阪府 吹田市 4120902007606
株式会社百松 大阪府 貝塚市 4120101055118
医療法人貴心会 大阪府 守口市 6120005014176
医療法人恵富会 大阪府 守口市 4120005014277
医療法人リヒタント 大阪府 守口市 2120005018825
株式会社ユニテック 大阪府 枚方市 5120001154068
医療法人桜会勝山歯科 大阪府 富田林市 7120105004943
株式会社アリストライフ 大阪府 寝屋川市 5120001223459
マココロ株式会社 大阪府 寝屋川市 4120001147964
医療法人たんぽぽ会 大阪府 和泉市 7120105007129
医療法人凌和会 大阪府 門真市 4120005020325
株式会社スカイビルディング 大阪府 藤井寺市 6120101058440
医療法人愛歯会 大阪府 東大阪市 7130005003771
医療法人桒原翠縁会 大阪府 東大阪市 5122005003358
医療法人うおずみ歯科診療所 大阪府 泉南市 2120105007257
医療法人紀文会 大阪府 四條畷市 1122005001803
医療法人楠元歯科医院 大阪府 交野市 2120005013396
医療法人雲川歯科医院 大阪府 交野市 3120005012711
プラスワン合同会社 大阪府 交野市 7120003015092
ｇｒａｂ株式会社 大阪府 大阪狭山市 2120103002994
伊堂寺 茂 大阪府
上杉 友哉 大阪府
小川 慶知 大阪府
奥 陽子 大阪府
落合 伸行 大阪府
鬼塚 尚也 大阪府
加藤 太一 大阪府
川原 大 大阪府
金 鎔熙 大阪府
佐藤 大 大阪府
染谷 真央 大阪府
高安 良剛 大阪府
竹林 輝樹 大阪府
田島 直人 大阪府
谷口 貴一 大阪府
辻 尚志 大阪府
寺前 雅章 大阪府
畑島 亮 大阪府
福山 峰嗣 大阪府
増岡 克文 大阪府
松本 隆司 大阪府
三原 達也 大阪府
森 真一 大阪府
山中 敦夫 大阪府
吉村 卓 大阪府
うすなが、モータース有限会社 兵庫県 神戸市 9140002008218
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ＮＢＳホテルズ＆リゾーツ株式会社 兵庫県 神戸市 1140001099901
株式会社自遊空間 兵庫県 神戸市 5140001116223
株式会社新生公司 兵庫県 神戸市 5140001008296
株式会社ゼロフォーム 兵庫県 神戸市 3140001034006
株式会社藤井商店 兵庫県 神戸市 7140001005291
株式会社オーカワ 兵庫県 姫路市 1140002050094
株式会社チヨダ 兵庫県 姫路市 3140001096517
株式会社あえ 兵庫県 芦屋市 9140001102665
株式会社シーアンドシー 兵庫県 芦屋市 4140001000411
有限会社ロータリーズエム 兵庫県 芦屋市 7140002000928
日空工業株式会社 兵庫県 伊丹市 5140001078744
株式会社ねずみや 兵庫県 豊岡市 3140001056421
株式会社松尾電機 兵庫県 西脇市 3140001115243
有限会社オートセンター中尾 兵庫県 養父市 8140002039073
株式会社川端モータース 兵庫県 南あわじ市 8140003008507
社ガス有限会社 兵庫県 加東市 9140002061299
大塚 裕和 兵庫県
櫻井 雄太 兵庫県
住岡 和一 兵庫県
常本 修平 兵庫県
西川 義公 兵庫県
藤田 邦夫 兵庫県
森本 圭 兵庫県
山口 伸矢 兵庫県
吉田 久隆 兵庫県
株式会社グッドライフ 奈良県 奈良市 4150001022322
株式会社アルク 奈良県 橿原市 6150001023145
公益財団法人古都飛鳥保存財団 奈良県 明日香村 8150005004742
岡部 泰宜 奈良県
上海道 範昭 奈良県
津村 延栄 奈良県
中本 源 奈良県
原 隆史 奈良県
堀川 正司 奈良県
株式会社クニシゲ製作 和歌山県 和歌山市 6170001014118
株式会社鈴紀商店 和歌山県 和歌山市 1170001001707
株式会社ｗｏｒｌｄ　ｏｆ　ｓｔａｒ 和歌山県 岩出市 3170001014129
とれとれ市場南紀白浜株式会社 和歌山県 白浜町 9170001009511
竹原 庸介 和歌山県
谷口 尚大 和歌山県
西部ホンダ販売有限会社 鳥取県 米子市 4270002006205
株式会社ラークコーポレーション 鳥取県 三朝町 2270001006422
有限会社森谷 島根県 益田市 8280002010383
野村 行雄 島根県
中国特殊部品株式会社 岡山県 岡山市 8260001004289
株式会社ＮＥＥ 岡山県 岡山市 1260001026926
株式会社ピアーサーティー 岡山県 倉敷市 5260001014506
有限会社真成運輸 岡山県 津山市 6260002030154
廣瀬 隆由紀 岡山県
株式会社スリーエスジャパン 広島県 広島市 7240001005307
株式会社竹田電機工業所 広島県 広島市 9240001006253
光陽株式会社 広島県 福山市 2240001052205
有限会社山幸運輸 広島県 福山市 4240002040867
株式会社サンテック 広島県 福山市 6240001044818
株式会社サンブリッジ 広島県 福山市 3240001052443
有限会社ダイユウ 広島県 福山市 2240002041520
株式会社ロアール 広島県 福山市 1240001032579
佐藤鉄工有限会社 広島県 府中市 6240002046846
谷川自動車株式会社 広島県 東広島市 6240001041484
岡田 哲也 広島県
岡本 政和 広島県
野崎 晋一 広島県
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株式会社ムネスエスポーツ 山口県 下松市 6250001009670
公美商事株式会社 徳島県 徳島市 6480001008377
有限会社西阿運送 徳島県 美馬市 1480002014817
有限会社美容室ゼロ 香川県 高松市 9470002005669
株式会社轟建設 香川県 高松市 3480001007423
株式会社三好石材 香川県 高松市 3470001000065
株式会社ＲＥＬＩＡＮＣＥ　ＪＡＰＡＮ 香川県 高松市 1470001016229
有限会社ヘアーサロン宮武 香川県 丸亀市 9470002012211
株式会社ｇｒｏｗ 愛媛県 松山市 1500001018634
医療法人盡己会 愛媛県 松山市 5500005008388
清水モータース株式会社 愛媛県 八幡浜市 6500001008325
株式会社シャンゼ 高知県 高知市 1490001001360
株式会社尾﨑工務店 高知県 土佐市 9490001005437
有限会社相互自動車 高知県 四万十市 5490002009341
株式会社エスエークラフト 高知県 香美市 6490001006058
株式会社中成 高知県 津野町 8490001005966
株式会社グリーンアース 福岡県 北九州市 2290801027062
株式会社ＳＡＮＥＩ 福岡県 北九州市 7290801008545
株式会社つる平 福岡県 北九州市 1290801002421
株式会社ファンウェーブ 福岡県 北九州市 9290801017131
有限会社ミウラ 福岡県 北九州市 5290802006319
株式会社アーバンクリエイト 福岡県 福岡市 9290001000697
株式会社ＩＬＹ 福岡県 福岡市 2310001014445
株式会社アイジーエヌ 福岡県 福岡市 6290001055884
アニマルデザイン株式会社 福岡県 福岡市 8290001044720
あんず合同会社 福岡県 福岡市 6290003003379
株式会社アンセストラルＫ 福岡県 福岡市 9290002032112
有限会社アンセル 福岡県 福岡市 8290002026916
有限会社飯盛オートセンター 福岡県 福岡市 8290002007577
株式会社インターシステク 福岡県 福岡市 9290001046922
株式会社Ｆ．Ｅ．Ｂ 福岡県 福岡市 4120001182771
株式会社ＦＳＩ 福岡県 福岡市 5290001061470
エムズフィールド株式会社 福岡県 福岡市 8290001081301
株式会社Ｌ．Ｐ．Ａ．Ｓ． 福岡県 福岡市 2290001080267
株式会社カラダラボラトリ 福岡県 福岡市 1290001062035
株式会社カワシマコーポレーション 福岡県 福岡市 3290001021088
株式会社九銘協 福岡県 福岡市 5290001002978
株式会社ｇｌａｓｓ 福岡県 福岡市 9290001066466
ＧＬＯＢＡＬ　ＦＩＶＥ株式会社 福岡県 福岡市 5290001086220
株式会社ＳＡＬ　ＪＡＰＡＮ 福岡県 福岡市 5290001086170
有限会社さめじま精肉店 福岡県 福岡市 7320002010181
株式会社サン電工社 福岡県 福岡市 6290001007720
Ｓｍｉｌｅ－ｐｌａｎｎｅｒ株式会社 福岡県 福岡市 8290001091036
株式会社但馬屋 福岡県 福岡市 2290001059484
Ｔａｋｄｉｒ株式会社 福岡県 福岡市 4290001080884
株式会社タナップデザインオフィス 福岡県 福岡市 6290001087738
株式会社９Ｒｅｖｏｌｖｅｒ 福岡県 福岡市 1290001026452
株式会社なかがわ 福岡県 福岡市 2290001072751
株式会社ｎｉｃｏ 福岡県 福岡市 1290001069526
株式会社フェローズ 福岡県 福岡市 8290001078685
株式会社ＦＲＯＧ　ＫＩＮＧＤＯＭ 福岡県 福岡市 9290001059486
株式会社ＨＯＭＩＥ 福岡県 福岡市 5290001084397
株式会社マーキュリー 福岡県 福岡市 4290001028215
株式会社ＭＩＳＨ 福岡県 福岡市 7290001066484
有限会社米山鉄筋工業 福岡県 福岡市 3290002006278
株式会社Ｌａｕｇｆｕｌｌ 福岡県 福岡市 7290001065395
株式会社りあんず 福岡県 福岡市 7290001065511
株式会社Ｌｅａｐ 福岡県 福岡市 3290001091296
株式会社ＲＩＣＨ 福岡県 福岡市 1290001088014
株式会社ルミナス 福岡県 福岡市 6290001074991
令和産業株式会社 福岡県 福岡市 5290001086658
有限会社石橋製菓 福岡県 久留米市 2290002048404
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株式会社野口機工 福岡県 久留米市 2290001050708
九州ダンボール株式会社 福岡県 筑後市 2290001047200
アクアライン有限会社 福岡県 小郡市 5290002051561
株式会社マルサダ水産 福岡県 春日市 8290001069180
エムアンドエー株式会社 福岡県 大野城市 2290001062488
有限会社タケナカ自動車 福岡県 大野城市 9290002043076
有限会社史 福岡県 宗像市 4290002035383
株式会社ワンフォレスト 福岡県 糸島市 6290003006794
株式会社キョーワ 福岡県 上毛町 4290801015569
朝倉 栄治 福岡県
糸賀 大 福岡県
井上 大輔 福岡県
井上 靖志 福岡県
宇留嶋 誠 福岡県
江原 聡 福岡県
江本 晋太郎 福岡県
遠藤 博子 福岡県
大村 奈津子 福岡県
小川 史晃 福岡県
加治 渓太郎 福岡県
河原 祐介 福岡県
黒木 孝安 福岡県
高田 雄介 福岡県
髙松 謙太郎 福岡県
武智 早紀 福岡県
中島 丈統 福岡県
西村 芳高 福岡県
船田 侑 福岡県
牧 宏幸 福岡県
水野 憲二 福岡県
光延 公夫 福岡県
吉久 喬朗 福岡県
社会福祉法人出島福祉村 長崎県 長崎市 1310005001457
ウエストポートダイニング合同会社 長崎県 佐世保市 8310003003787
クラモト合同会社 長崎県 佐世保市 3310003003486
株式会社サカグチ 長崎県 佐世保市 3310001013165
株式会社サセボ環境開発 長崎県 佐世保市 2310001005386
有限会社しまばら 長崎県 佐世保市 1310002012820
正和電材株式会社 長崎県 佐世保市 6310001005597
株式会社フレッシュ青果マルキチ 長崎県 佐世保市 2310001011624
有限会社谷口医薬品 長崎県 平戸市 3310002019384
合同会社ＭＴＹ 長崎県 松浦市 2310003003082
株式会社絆プレジャーグループ 長崎県 松浦市 5310001012784
有限会社ライフステーションヤヒロ 長崎県 雲仙市 4310002016629
亀田 良隆 長崎県
瀬口 賢人 長崎県
中島 寛将 長崎県
永野 勇治 長崎県
中村 尚之 長崎県
松坂 武士 長崎県
村尾 優磨 長崎県
吉永 満也 長崎県
有限会社赤星自動車 熊本県 熊本市 9330002000238
有限会社三島自動車 熊本県 熊本市 5330002010174
医療法人怜生会 熊本県 熊本市 5330005002499
火乃国商事株式会社 熊本県 宇城市 6330001012773
火乃国食品工業株式会社 熊本県 宇城市 7330001012772
株式会社天草海鮮蔵 熊本県 天草市 4330001015761
蒲池 幹子 大分県
株式会社加藤えのき 宮崎県 宮崎市 1350002005416
有限会社フジサン包装 宮崎県 宮崎市 5350002004001
有限会社かみのや 宮崎県 高千穂町 5350002013258
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2022年5月27日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

新平酒造株式会社 鹿児島県 大崎町 4340001015018
三岳酒造株式会社 鹿児島県 屋久島町 9340001009881
朝日酒造株式会社 鹿児島県 喜界町 5340001011016
株式会社ＳＦＩＤＡ－ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＯＫＩＮＡＷＡ 沖縄県 那覇市 7020001127321
合同会社ＣＫキッチン 沖縄県 那覇市 4360003010130
株式会社ステージングアップ沖縄 沖縄県 那覇市 5360001006261
株式会社竹珠食品 沖縄県 那覇市 6360001019320
株式会社プルアラウンド 沖縄県 那覇市 5360001022267
株式会社沖縄電子 沖縄県 宜野湾市 2360001008616
有限会社伊良波モータース 沖縄県 豊見城市 3360002000430
有限会社ケイ．エム産業 沖縄県 恩納村 7360002020094
株式会社サンアビリティ 沖縄県 北谷町 4360001011956
古波藏 保尚 沖縄県
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