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事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

株式会社アスモ 北海道 札幌市 8430001008529
合同会社アドベンチャー 北海道 札幌市 6430003012753
株式会社アルク 北海道 札幌市 8430001036876
株式会社アンカー 北海道 札幌市 8430001018651
医療法人社団あんざい整形外科クリニック 北海道 札幌市 4430005003364
株式会社イーストコーポレーション 北海道 札幌市 2430001062614
有限会社エアル・ファースト 北海道 札幌市 4430002041664
株式会社エーアンドエー 北海道 札幌市 3430001031147
合同会社エスエーリンク 北海道 札幌市 1430003005191
合同会社オーエスカンパニー 北海道 札幌市 2430003004110
株式会社オワゾブルー 北海道 札幌市 4430001071126
株式会社佐藤新聞販売所 北海道 札幌市 5430001032663
株式会社高田義肢製作所 北海道 札幌市 4430001024587
株式会社ノースフレンズ 北海道 札幌市 9430001078281
ベル食品株式会社 北海道 札幌市 7430001014420
公益財団法人北農会 北海道 札幌市 9430005010752
株式会社ＭｉＲｉＳＥ 北海道 札幌市 3430003009505
株式会社メディテック 北海道 札幌市 8430001069249
株式会社ヤマチコーポレーション 北海道 札幌市 5430001013234
株式会社ＬＡＵＧＨ　ＤＩＮＮＩＮＧ 北海道 札幌市 2430001030455
株式会社和楊徳信 北海道 札幌市 3430001065566
株式会社ワンスプーン 北海道 札幌市 3430001068800
医療法人社団やぶしたフラワー歯科医院 北海道 旭川市 6450005001975
英建設株式会社 北海道 室蘭市 3430001071234
ユー・ティーインターナショナル有限会社 北海道 帯広市 3460102003678
北一食品株式会社 北海道 北見市 5460301000929
米川プロパン株式会社 北海道 岩見沢市 1430001046733
株式会社クリーンスター 北海道 網走市 7460301003070
有限会社将軍 北海道 留萌市 2450002011849
株式会社おがさわら 北海道 稚内市 3450001008028
株式会社ホクタン 北海道 稚内市 1450001008277
有限会社北修 北海道 美唄市 8430002050587
カネ共三友冷蔵株式会社 北海道 根室市 6460401001173
株式会社伊達クリーニング 北海道 伊達市 1430002063331
花本建設株式会社 北海道 東川町 7450001002456
株式会社アラタ工業 北海道 上富良野町 2450001006338
ＨｉＲ合同会社 北海道 利尻町 6450003001572
有限会社浜田観光果樹園 北海道 壮瞥町 2430002066069
株式会社新興産業 北海道 厚真町 9430002058811
株式会社萬世閣 北海道 洞爺湖町 2010001145766
清文堂印刷株式会社 北海道 むかわ町 1430001053151
税理士法人ＴＡＰ 北海道 本別町 2460105001985
相河 一馬 北海道
五十嵐 里花 北海道
石野 裕司 北海道
久保 且佳 北海道
髙野 知承 北海道
松田 敦弘 北海道
望月 誠太郎 北海道
株式会社ツーワン輸送 青森県 八戸市 7420002007837
有限会社トランスクリタ 青森県 八戸市 7011302016008
株式会社中田不動産 青森県 三沢市 8420001011475
株式会社あさ開 岩手県 盛岡市 8400001000067
佐藤税理士法人 岩手県 盛岡市 2400005002924
有限会社大内商店 岩手県 花巻市 6400002007988
株式会社マッカーズ 岩手県 奥州市 5400601000898
株式会社山崎 岩手県 奥州市 9400603000265
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株式会社日配運輸 岩手県 矢巾町 4400001004534
勝部 江利子 岩手県
藤原 英明 岩手県
医療法人安心会 宮城県 仙台市 6370005001851
株式会社共榮水産 宮城県 仙台市 4370001002896
グローバルマネジメント株式会社 宮城県 仙台市 4370001007879
庄子建業株式会社 宮城県 仙台市 5370001008562
有限会社ベストプロデュース 宮城県 仙台市 6370002018130
ラコリス株式会社 宮城県 仙台市 9370001020290
社会福祉法人りんごの樹 宮城県 登米市 6370005009309
株式会社北清産業 宮城県 栗原市 7370201002974
株式会社倉島本店 宮城県 大崎市 7370201000540
株式会社むとう屋 宮城県 松島町 9370601000873
株式会社御前屋 宮城県 女川町 1370301000289
佐藤 正道 宮城県
古澤 伸之 宮城県
医療法人千成会 秋田県 秋田市 5410005001542
太平商事株式会社 秋田県 秋田市 5410001001604
佐藤 大輔 秋田県
原 隆志 秋田県
有限会社オオミヤ商会 山形県 山形市 4390002000550
株式会社丸俊 山形県 山形市 2390001001774
株式会社田村牛乳 山形県 酒田市 8390001015793
三和油脂株式会社 山形県 天童市 9390001004366
有限会社西尾工務店 山形県 天童市 2390002005675
鈴木 明弘 山形県
有限会社金源 福島県 福島市 3380002000882
株式会社丸福織物 福島県 福島市 4380001001666
株式会社会津ゼネラルホールディングス 福島県 会津若松市 3380001019627
ゼネラルエナジー株式会社 福島県 会津若松市 5380001017133
ゼネラルオート株式会社 福島県 会津若松市 8380001017535
ゼネラルフィットネス株式会社 福島県 会津若松市 7380001019631
医療法人健幸会 福島県 郡山市 1380005003802
光栄電気通信工業株式会社 福島県 郡山市 5380001005055
有限会社スズキオートサービス 福島県 いわき市 9380002024281
株式会社櫻華 福島県 浪江町 1370601002737
荻野 夢紘 福島県
神子島 二郎 福島県
鈴木 翔 福島県
山﨑 隆博 福島県
株式会社ＴＯＭＯ会計 茨城県 水戸市 1050001043521
有限会社ウェルストーン 茨城県 日立市 1050002031839
株式会社MTsteel 茨城県 日立市 3050001023785
株式会社永井 茨城県 土浦市 9050001009614
株式会社星総合設備 茨城県 土浦市 3050001012524
マルタカ和田青果有限会社 茨城県 古河市 4050002025160
株式会社アイエスケー 茨城県 龍ケ崎市 1050002023209
医療法人文目会 茨城県 下妻市 9050005004347
株式会社弘輝 茨城県 下妻市 6050001014889
株式会社関東精機製作所 茨城県 常陸太田市 5050001026506
株式会社そば園佐竹 茨城県 常陸太田市 5050001041208
一般社団法人アルボラーダ 茨城県 つくば市 7050005011147
有限会社天辺ダッシュカンパニー 茨城県 つくば市 3050002042735
医療法人社団清心会 茨城県 ひたちなか市 3050005002240
有限会社池田工務店 茨城県 鉾田市 6050002029738
有限会社オリエンタルアート 茨城県 つくばみらい市 6380002027931
飯島 常治 茨城県
嶋田 洋匡 茨城県
田仲 武史 茨城県
中林 章裕 茨城県
株式会社たすかる 栃木県 宇都宮市 9060001029834
有限会社藤本商店 栃木県 宇都宮市 5060002007891
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株式会社ＧＯＬＤ 栃木県 足利市 5060001033880
ファクトリー有限会社 栃木県 足利市 6060002036849
株式会社落合土木 栃木県 佐野市 9060001020256
合資会社小竹屋 栃木県 佐野市 1060003001187
有限会社仁平製作所 栃木県 鹿沼市 2060002020674
有限会社旅館越後屋 栃木県 日光市 9060002015940
株式会社伊藤電設 栃木県 大田原市 5060001012744
特定非営利活動法人ＡＳ栃木 栃木県 大田原市 9060005004585
有限会社太古館明賀屋旅館 栃木県 那須塩原市 2060002023727
株式会社那須別荘警備保障 栃木県 那須町 7060001011620
那須別荘サービス株式会社 栃木県 那須町 6060001023765
秋澤 智治 栃木県
三浦 威一郎 栃木県
横山 孝夫 栃木県
渡邉 広人 栃木県
合同会社Ｃｌｅｖｅｒ＆Ｓｗｅｌｌ 群馬県 前橋市 4070003003238
株式会社群馬中央ドライ 群馬県 前橋市 2070001000973
塩原建設株式会社 群馬県 前橋市 4070001001573
株式会社スズラン 群馬県 前橋市 6070001001753
株式会社永信 群馬県 高崎市 3070001028139
株式会社大丸青果 群馬県 高崎市 3070001007588
株式会社速水 群馬県 高崎市 4070001008098
株式会社データファクトリ 群馬県 桐生市 6070001016289
株式会社ＡＣＴＲＡＹ 群馬県 伊勢崎市 1070001037496
有限会社ＪＵＮＢＡＮＫＩＮ 群馬県 伊勢崎市 5070002019944
有限会社福田商店 群馬県 伊勢崎市 5070002021231
有限会社マイウェイ 群馬県 伊勢崎市 4070002022040
有限会社ワインショップワタナベ 群馬県 伊勢崎市 2070002019996
梅原モデル株式会社 群馬県 太田市 9060001018358
亀井工業株式会社 群馬県 太田市 3070001019022
有限会社ディップ 群馬県 太田市 5070002030125
日新産業株式会社 群馬県 太田市 1070001019899
有限会社松井農産 群馬県 沼田市 4070002035166
ｍｉｎｏｒｕ合同会社 群馬県 館林市 5070003002973
株式会社南波 群馬県 渋川市 6070001017840
有限会社マックス 群馬県 渋川市 2070002027693
横手電設有限会社 群馬県 渋川市 7070002027029
株式会社新東 群馬県 榛東村 7070001018128
尾瀬酒販株式会社 群馬県 片品村 4070001031505
川浦 孝 群馬県
齋藤 晃一 群馬県
髙田 照行 群馬県
對比地 良輔 群馬県
日野 俊樹 群馬県
泰永 勇気 群馬県
浦和協創税理士法人 埼玉県 さいたま市 4030005020061
グリーン国際貿易株式会社 埼玉県 さいたま市 5030001107753
有限会社大地工業 埼玉県 さいたま市 1030002021412
合同会社ババラボ 埼玉県 さいたま市 2030003003706
有限会社宮原工業 埼玉県 さいたま市 3030002031376
有限会社ヤハリ商店 埼玉県 川越市 1030002075400
嘉信株式会社 埼玉県 川口市 9011101058166
新楽国際合同会社 埼玉県 川口市 2030003004365
熱研工業株式会社 埼玉県 川口市 9030001076689
株式会社ＢＡＬＩ 埼玉県 川口市 8030001105754
不二工業株式会社 埼玉県 川口市 6030001077005
株式会社アウトブルク 埼玉県 東松山市 3030001114751
利源株式会社 埼玉県 狭山市 1030001139676
株式会社エムラ精工 埼玉県 鴻巣市 8030001071988
株式会社埼玉県花植木流通センター 埼玉県 深谷市 9030001086333
株式会社山下牧場 埼玉県 深谷市 2030001087932
株式会社エトバス 埼玉県 草加市 8030001138671

3 / 22 ページ



2022年10月6日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

株式会社新生鍍金工業 埼玉県 草加市 8030001038376
株式会社関根エンタープライズ 埼玉県 越谷市 7030001065231
暁楽合同会社 埼玉県 蕨市 1010403019908
株式会社フレル 埼玉県 蕨市 5030001126415
アートピース株式会社 埼玉県 戸田市 1030001114316
かなえハウス株式会社 埼玉県 新座市 2030001047267
株式会社ゼロワン 埼玉県 新座市 6030001139077
株式会社早川工務店 埼玉県 桶川市 2030001044280
医療法人北寿会 埼玉県 北本市 3030005009683
株式会社ＫＳＫ 埼玉県 富士見市 6030001124806
株式会社伊藤木材建設 埼玉県 日高市 5030001089653
有限会社大野家具木工所 埼玉県 日高市 6030002120077
株式会社松屋ハウジング 埼玉県 ふじみ野市 5030001056026
株式会社エコグリーン開発 埼玉県 白岡市 6030001114022
岩本 裕行 埼玉県
小澤 勇 埼玉県
甲斐 康幸 埼玉県
今 敏明 埼玉県
高橋 伊佐夫 埼玉県
中山 信幸 埼玉県
湯浅 由美子 埼玉県
有限会社稲毛 千葉県 千葉市 8040002001068
株式会社エフ・リアルティ 千葉県 千葉市 7040001119647
株式会社ヤスダ 千葉県 千葉市 9040001008294
株式会社佐野長不動産 千葉県 銚子市 6040001062154
有限会社宮内薬局 千葉県 銚子市 9040002086042
バンブー・ピース合同会社 千葉県 市川市 6040003010243
有限会社リフォームのテラムラ 千葉県 市川市 7040002037435
株式会社リメイク 千葉県 市川市 7040001030589
医療法人社団真珠会 千葉県 船橋市 9040005003671
昇源株式会社 千葉県 松戸市 8040001100275
武田建装株式会社 千葉県 松戸市 7040001036066
メイクホーム株式会社 千葉県 松戸市 2010001129975
Ｇｒｅｅｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ株式会社 千葉県 成田市 1040001093022
株式会社藤川本店 千葉県 佐倉市 5040001047065
有限会社ＣＡＬＩＤＡＤ 千葉県 習志野市 6040002019566
株式会社ジェイ・コミュニケーション・アカデミー 千葉県 習志野市 3040001014521
株式会社モニタリングサービス 千葉県 柏市 4040001070547
赤星工業株式会社 千葉県 市原市 5040001053518
株式会社　久武 千葉県 市原市 5040001105962
有限会社リバイバルサービス 千葉県 市原市 2040002075720
株式会社大聖 千葉県 流山市 5040001040409
株式会社新倉 千葉県 鴨川市 7040001074280
昇達株式会社 千葉県 鎌ケ谷市 3040001041722
旭国際物流倉庫株式会社 千葉県 富里市 5010501043517
有限会社千葉製作所 千葉県 神崎町 4040002087490
株式会社土屋 千葉県 横芝光町 2040001063247
笠原 正明 千葉県
小林 広樹 千葉県
中村 佑輝 千葉県
本多 志雄 千葉県
南 恵子 千葉県
株式会社アイティーシー 東京都 千代田区 1010001009476
株式会社アドバンテージライフ 東京都 千代田区 7010501032765
株式会社アモシア 東京都 千代田区 3010001195604
株式会社イシワタ 東京都 千代田区 1010001096812
株式会社ｕｕｂｏ 東京都 千代田区 6010001196434
ＭＡトラスト株式会社 東京都 千代田区 9010601035419
株式会社クラスト 東京都 千代田区 8010001105236
株式会社ＳＫＹＴＥＮ 東京都 千代田区 7010001137494
スタープラチナ株式会社 東京都 千代田区 8011001055603
大同通商株式会社 東京都 千代田区 1010001049068
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株式会社太陽商事 東京都 千代田区 8011101059842
株式会社トキワ管理サービス 東京都 千代田区 1010001068159
虎ノ門リアルエステートソリューション株式会社 東京都 千代田区 1010401129295
株式会社ニッセーデリカ 東京都 千代田区 7010001025939
一般財団法人日本デジタル道路地図協会 東京都 千代田区 2010005018910
プチリー株式会社 東京都 千代田区 7010001211654
株式会社ＩＡＣソリューションズ 東京都 中央区 8020001101713
医療法人社団愛池会 東京都 中央区 8010005004814
アップルアールエス株式会社 東京都 中央区 4010001089433
株式会社アワバリュー 東京都 中央区 8010401156481
株式会社イノセント 東京都 中央区 2010001218092
株式会社梅沢製作所 東京都 中央区 4010001037796
株式会社エクセリ 東京都 中央区 5010001061498
エニーキャリア株式会社 東京都 中央区 2010401135904
株式会社ＮＳＭアセットマネジメント 東京都 中央区 9010001216940
株式会社ＫＲ 東京都 中央区 1010001180401
一般社団法人スティルアカデミィジャパン 東京都 中央区 7011105004044
大成プラス株式会社 東京都 中央区 6010001049088
株式会社東芸エンタテイメンツ 東京都 中央区 7010001063303
トゥモロー株式会社 東京都 中央区 3010501038766
トップラインサービス協同組合 東京都 中央区 4010605003079
公益社団法人日本橋医師会 東京都 中央区 1010005004374
株式会社ビーイズム 東京都 中央区 3010001064214
丸八殖産株式会社 東京都 中央区 3010001057317
三松商事株式会社 東京都 中央区 4010001058099
株式会社メイツホーム 東京都 中央区 8010001095436
株式会社八十五 東京都 中央区 3010001190968
郵便ギフト株式会社 東京都 中央区 2010001186422
ライズ事業協同組合 東京都 中央区 5010005024864
株式会社楽心 東京都 中央区 9040001061483
株式会社イー・ブレイン 東京都 港区 5010401062154
株式会社インターパイロン 東京都 港区 3010401077253
株式会社ｅｎｅｃｈａｉｎ 東京都 港区 6011001129318
株式会社カシケイホールディングス 東京都 港区 6010401006688
一般社団法人久遠会 東京都 港区 9010005032153
ＱｕａｎｔｕｍＦｏｒｃｅＣａｐｉｔａｌ株式会社 東京都 港区 6011001096822
株式会社Ｇｒａｉｎ　ｏｆ　Ｌｉｇｈｔ 東京都 港区 3010401148252
医療法人社団皓和会 東京都 港区 1010405001599
株式会社五知 東京都 港区 4010401081015
コモングッド株式会社 東京都 港区 1010601051679
ＧＬリアルティ株式会社 東京都 港区 5010001181288
シースター株式会社 東京都 港区 2010401087278
株式会社ジュエリーバウレット 東京都 港区 2010401081966
株式会社スイセイ 東京都 港区 8010001145835
Ｓｔｅｌｌａ株式会社 東京都 港区 6011001125812
株式会社スリーツープロダクツ 東京都 港区 4010001143363
大器株式会社 東京都 港区 2010401017350
高島産業株式会社 東京都 港区 8010401016966
Ｎｏｅｏｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ株式会社 東京都 港区 6010401156748
ノースショア株式会社 東京都 港区 7010401074239
株式会社Ｂｅ　Ｔｈｅ　Ｏｎｅ 東京都 港区 6010401118541
ＢＢｎｅｔ株式会社 東京都 港区 3010401115442
株式会社ヒーローライフカンパニー 東京都 港区 7010401059207
医療法人社団日坂会 東京都 港区 7010405008886
株式会社Ｐｒｏｔｅｃｔ　ＯＮＥ 東京都 港区 5011001126803
ヘテパシフィック株式会社 東京都 港区 1010401045047
Ｂｏｎｉｔｏ株式会社 東京都 港区 7011201020291
株式会社ＭＵＬＯ 東京都 港区 2010401154664
株式会社ユーエンタープライズ 東京都 港区 3010401051794
株式会社Ｙｏｈｅｉ　Ｆｕｋｕｄａ 東京都 港区 7010401144181
株式会社ＲＥＧＡＮＥＲＯ 東京都 港区 3011001133470
ＡｐｐＢａｎｋ株式会社 東京都 新宿区 4021001047248
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株式会社一真社 東京都 新宿区 5010001000720
株式会社海老正 東京都 新宿区 6011101003380
株式会社ＫＩＴＡＮＯＮ 東京都 新宿区 2011101089093
有限会社ケーアンドジェートレーディング 東京都 新宿区 2011102023423
有限会社ケンコウ 東京都 新宿区 1011102018787
株式会社スポーツエージェント 東京都 新宿区 2011101077858
一般社団法人全国中小経営サポート 東京都 新宿区 7011105009720
株式会社ＤＷ‐ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 東京都 新宿区 9011101092776
東明株式会社 東京都 新宿区 6011101073275
株式会社平井カンパニー 東京都 新宿区 8011101018212
株式会社ポケット・クエリーズ 東京都 新宿区 7030001017298
欧文印刷株式会社 東京都 文京区 6010001001486
大成理化工業株式会社 東京都 文京区 1010001004502
公益財団法人日米医学医療交流財団 東京都 文京区 2010005005941
アイゲート株式会社 東京都 台東区 5011501005176
旭不動産開発株式会社 東京都 台東区 4010001096859
株式会社ＡＭＯＵ 東京都 台東区 6010501034944
株式会社伊勢宇本店 東京都 台東区 9010501000860
株式会社エース 東京都 台東区 7010501001786
株式会社カドヤ 東京都 台東区 9010501002725
株式会社田中金華堂 東京都 台東区 9010501007286
株式会社柘製作所 東京都 台東区 9010501008177
株式会社東源商事 東京都 台東区 1011701023139
ＴＯＲＡ株式会社 東京都 台東区 8011501020809
トンプソントーワ株式会社 東京都 台東区 4010501030383
株式会社パル企画 東京都 台東区 4010501011029
有限会社香港食府 東京都 台東区 3011202008190
夢ソリューション株式会社 東京都 台東区 2040001105750
合同会社赤とんぼ 東京都 墨田区 6010603007154
公益財団法人たばこ総合研究センター 東京都 墨田区 8010405010445
バローレ株式会社 東京都 墨田区 2010601022480
株式会社申花 東京都 江東区 4010601056080
東陽木材興業株式会社 東京都 江東区 5010601003478
株式会社ナカジマコーポレーション 東京都 江東区 7011701005890
株式会社ファクト 東京都 江東区 7010601033432
ヴァンテージポイント株式会社 東京都 品川区 9010401143025
株式会社ドラッグ・フジ 東京都 品川区 4010701007157
株式会社ピィアイシィ・バイオ 東京都 品川区 5010701010143
有限会社百番 東京都 品川区 6010702006750
株式会社リンクス 東京都 品川区 9020001038005
株式会社ダヴィンチ 東京都 目黒区 9013201011392
合同会社ＢＬＵＥＬＩＮＥ 東京都 目黒区 7011003009137
株式会社エイチ・エス・ジェイ 東京都 大田区 9013201007713
一般社団法人大森フットボールクラブ 東京都 大田区 2010805001900
株式会社ＫＯＮＯＫＡ 東京都 大田区 9010901048079
プラチナシティ株式会社 東京都 大田区 3010801019160
株式会社マイズ 東京都 大田区 8010801010998
マスマ事務機販売有限会社 東京都 大田区 7010802013381
株式会社Ｒ８ＥＮＥＲＧＹ 東京都 世田谷区 7040001104946
ＩＶＯＲＹ合同会社 東京都 世田谷区 3011003011261
株式会社ＡＩＬＥＳ 東京都 世田谷区 9011101085664
株式会社ＯＲＩＧＩＮＡＬＳ 東京都 世田谷区 2011001131979
株式会社ＫＵＭＡ’Ｓ　ＦＡＣＴＯＲＹ 東京都 世田谷区 6010901028199
株式会社Ｓａｙｏ’ｓ　Ｌａｂ 東京都 世田谷区 6012401025445
合同会社Ｔ’ｓワークス 東京都 世田谷区 2010903003385
医療法人社団朋純会 東京都 世田谷区 2010905001247
株式会社レセット 東京都 世田谷区 8010901012960
ＩＴＯＰ合同会社 東京都 渋谷区 5012403003516
株式会社アンビリオン 東京都 渋谷区 5011001027472
株式会社Ｅａｓｔ　Ｗｅａｖｅｒ 東京都 渋谷区 5010601053911
株式会社ｅＳＰ 東京都 渋谷区 4011001127348
税理士法人エスミックパートナーズ 東京都 渋谷区 6011005002074
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株式会社Ｇｉｚｕｍｏ 東京都 渋谷区 6011001105541
株式会社Ｓａｎｗａアセットマネジメント 東京都 渋谷区 9010001140100
株式会社ｃｈｏｃｏｌａｔｅ‐ｂｏｘ　ｊａｐａｎ 東京都 渋谷区 3011101082691
株式会社トークナビ 東京都 渋谷区 5011001104635
株式会社バリューマーケティング研究所 東京都 渋谷区 9010401091397
株式会社バンディエラ・ブルー 東京都 渋谷区 4011001037002
合同会社Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ　Ｃａｓｔｌｅ 東京都 渋谷区 2011003006915
株式会社ｆｌｕｒ 東京都 渋谷区 6010701023680
(有)プロテクション 東京都 渋谷区 8011002026611
株式会社まちなみ 東京都 渋谷区 1020001122922
株式会社結 東京都 渋谷区 1010401139311
ＹＡＹＡ合同会社 東京都 渋谷区 2011003007178
龍正株式会社 東京都 渋谷区 2011101085778
ＷＯＮＤＥＲ　ＬＩＮＥ株式会社 東京都 渋谷区 2012801010050
株式会社トラーナ 東京都 中野区 3011203002127
株式会社タッチョモ 東京都 杉並区 5011301020045
株式会社虎屋 東京都 杉並区 8011301004805
株式会社アイフローラ 東京都 豊島区 8013301017860
株式会社グッド・スマイル 東京都 豊島区 5013301035510
株式会社Ｇｒｅｅｎ　Ｆｉｔ 東京都 豊島区 1030001136087
大鼎日中貿易合同会社 東京都 豊島区 6013303003019
ＴＥＲＡＳ株式会社 東京都 豊島区 7013301044732
トベ電機株式会社 東京都 豊島区 3013301008831
日本新華僑実業有限会社 東京都 豊島区 6013302016731
株式会社ユニバーサル 東京都 豊島区 7013301013217
Ｈ・Ｃ・Ｌ株式会社 東京都 北区 1013301036776
株式会社盈通商事 東京都 北区 2030001103020
株式会社サンレモンウイング 東京都 北区 6011501010836
Ｋ－Ｒｉｓｉｎｇ株式会社 東京都 荒川区 8040001096051
合同会社Ｒｉｖｅｒ　Ｖｉｌｌａｇｅ 東京都 荒川区 3011503003865
三洋精工株式会社 東京都 板橋区 9011401014777
東和工業株式会社 東京都 板橋区 9011401004621
合同会社希恭 東京都 練馬区 2011603001852
株式会社シュウ・カワグチ 東京都 練馬区 1011601003199
一般社団法人練馬区医師会 東京都 練馬区 1011605001728
株式会社影山工務店 東京都 足立区 2011801006868
株式会社今野製作所 東京都 足立区 6011801006096
東都コロンブス販売株式会社 東京都 足立区 1011801010367
株式会社ミートキムラ 東京都 足立区 9011501008877
リージョンコネクション合同会社 東京都 葛飾区 2011803002799
株式会社アウトバック 東京都 江戸川区 1011701009286
株式会社井田 東京都 江戸川区 6011701000554
有限会社仙台屋商店 東京都 江戸川区 6011702006518
株式会社ソラム 東京都 江戸川区 2011701020762
株式会社ベターフード 東京都 江戸川区 8011701022316
株式会社堀江工業所 東京都 江戸川区 2011701007231
アイテレコム株式会社 東京都 八王子市 5010101000356
株式会社平野製作所 東京都 立川市 1012801001397
医療法人社団萌仁会 東京都 立川市 1012805000008
株式会社ハウズ 東京都 武蔵野市 5012401011677
有限会社はとやクリーニング店 東京都 三鷹市 7012402019486
有限会社ウルソン 東京都 府中市 3012402000400
東都自動車工業株式会社 東京都 府中市 7012401008317
公益社団法人昭島市医師会 東京都 昭島市 5012805001489
株式会社サンライズエンジニアリング 東京都 町田市 4012301000954
株式会社タマガワイーサポート 東京都 町田市 6012301002890
株式会社東洋建匠 東京都 東村山市 1012701011884
株式会社オカコー薬品 東京都 国立市 2012401003578
ロイヤルインダストリーズ株式会社 東京都 狛江市 7012401009414
株式会社フォーエバー 東京都 清瀬市 8010001162970
有限会社松本工務店 東京都 稲城市 3013402003905
株式会社ユナイト 東京都 羽村市 3013101006044
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安孫子 紅 東京都
飯塚 和彦 東京都
池田 利幸 東京都
奥田 肇 東京都
金子 吏己也 東京都
河合 真悟 東京都
川島 正人 東京都
菊地 秋雄 東京都
國吉 克典 東京都
小出 奈津実 東京都
佐藤 三佳 東京都
志賀 貴之 東京都
新名主 耕平 東京都
杉浦 康弘 東京都
関谷 晴彦 東京都
仲宗根 愛子 東京都
中野 貴文 東京都
中野 透 東京都
中村 慎太郎 東京都
白 賢 東京都
藤島 明 東京都
村山 裕一郎 東京都
望田 光作 東京都
望月 雄介 東京都
森谷 勇介 東京都
横田 惠美子 東京都
株式会社Ｉ・Ｎ　ＦＡＣＴＯＲＹ 神奈川県 横浜市 4020001055384
株式会社アメロイド 神奈川県 横浜市 4020001025288
有限会社井上富藏商店 神奈川県 横浜市 4020002016014
特定非営利活動法人ウェルウェルネット 神奈川県 横浜市 4020005005798
有限会社エッセン 神奈川県 横浜市 1020002003881
Ｌ＆Ｇ株式会社 神奈川県 横浜市 4020001129460
オサ機械株式会社 神奈川県 横浜市 1020001001894
株式会社笠原商店 神奈川県 横浜市 7020001016904
コード株式会社 神奈川県 横浜市 9010001160247
株式会社サーモグラフィ検査 神奈川県 横浜市 5020001099777
株式会社サトコイロ 神奈川県 横浜市 1020001091028
株式会社ジェイ・エム・ジイ・神奈川 神奈川県 横浜市 1020001007454
株式会社Ｊｏｙ　ｌｉｆｅ 神奈川県 横浜市 4020001138569
株式会社スマイルダイニング 神奈川県 横浜市 1020001106181
株式会社全日商 神奈川県 横浜市 1020001113962
株式会社大和 神奈川県 横浜市 3020001027459
合同会社ＴＫＣ 神奈川県 横浜市 7020003017223
株式会社十色舎 神奈川県 横浜市 8010901034807
株式会社トリリオン 神奈川県 横浜市 4020001117127
株式会社ネダテ建商 神奈川県 横浜市 8020001043039
有限会社野村石材店 神奈川県 横浜市 4020002027688
株式会社松浦設備 神奈川県 横浜市 1020001097611
有限会社女瑠鮨 神奈川県 横浜市 2020002054420
株式会社百鶴源 神奈川県 横浜市 6020001134186
株式会社リフレ 神奈川県 横浜市 8020001048517
株式会社ＲｅＢｏｄｙ 神奈川県 横浜市 6020001115847
有限会社ロビンフッド 神奈川県 横浜市 5020002063625
株式会社ゴーランドカンパニー 神奈川県 川崎市 7020001092334
ＴＭＣシステム株式会社 神奈川県 川崎市 3020001073940
株式会社ナチュラ 神奈川県 川崎市 2020001082959
北部丸一株式会社 神奈川県 川崎市 5020001068492
有限会社丸善興業 神奈川県 川崎市 7020002090642
有限会社宮田技建 神奈川県 川崎市 1020002091381
合同会社ヴィナカ 神奈川県 相模原市 4021003010617
株式会社プライム・インデックス 神奈川県 相模原市 2021001015628
株式会社フリクション 神奈川県 相模原市 2021001046020
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株式会社ヤチヨ 神奈川県 横須賀市 3021001041937
有限会社鈴木酒販 神奈川県 平塚市 6021002058390
有限会社エヌシーエス 神奈川県 鎌倉市 7021002014120
ＴＡＯ税理士法人 神奈川県 藤沢市 6021005001331
有限会社ノワビル管理 神奈川県 藤沢市 8021002002322
株式会社Ｐｉｅｒｒｏｔ 神奈川県 藤沢市 2021001071811
株式会社明光製作所 神奈川県 小田原市 8021001033211
株式会社金八 神奈川県 秦野市 4021001022754
株式会社オートラヴィ 神奈川県 厚木市 7021001019509
株式会社日荷倉庫 神奈川県 大和市 3021001025717
株式会社日建リビング 神奈川県 大和市 5021001030343
株式会社くりはら 神奈川県 伊勢原市 1021001021040
有限会社武井建築 神奈川県 大井町 4021002055456
株式会社栄希 神奈川県 愛川町 7021001064406
浅野 泰子 神奈川県
大森 道男 神奈川県
何 玉秋 神奈川県
金井 久弥 神奈川県
魏 愈 神奈川県
桐原 誠一 神奈川県
鈴木 雄二郎 神奈川県
手島 万里 神奈川県
中塚 小百合 神奈川県
古山 一英 神奈川県
本 章宏 神奈川県
森 哲久 神奈川県
株式会社シゲル・コーポレイション 新潟県 新潟市 6110001002458
有限会社新和保温 新潟県 新潟市 1110002003352
有限会社高橋新聞販売 新潟県 新潟市 6110002007695
新潟日産車体株式会社 新潟県 新潟市 8110001004015
有限会社インデイ 新潟県 長岡市 1110002026808
株式会社エスディーオー 新潟県 長岡市 6110001034328
有限会社白山住宅 新潟県 長岡市 4110002027704
有限会社ホクエイ電技 新潟県 長岡市 1110002029059
有限会社コバトランスポート 新潟県 三条市 1110002018607
医療法人社団池田内科医院 新潟県 小千谷市 9110005012772
有限会社桐生工務店 新潟県 南魚沼市 8110002032832
株式会社庄治郎商会 新潟県 南魚沼市 7110001029665
有限会社たいせいや 新潟県 南魚沼市 8110002033046
株式会社古沢屋 新潟県 阿賀町 6110001011269
相場 寛幸 新潟県
片桐 弘一 新潟県
田邊 翔 新潟県
小池木材株式会社 富山県 富山市 1230001000867
中川乳機株式会社 富山県 富山市 7230001002321
株式会社Ｈｉ・ＵＰ 富山県 富山市 7230001018870
バイオゾーンメディカル株式会社 富山県 富山市 7230001003096
株式会社橋本テクニカル工業 富山県 富山市 3230001002515
岡田鉄工株式会社 富山県 高岡市 4230001009798
株式会社大昇 富山県 滑川市 4230001007827
合同会社ぐるる富山 富山県 小矢部市 3230003000946
株式会社サンドライ 富山県 小矢部市 7230002010026
有限会社秋富 富山県 射水市 3230002013882
株式会社安達工業 富山県 射水市 6230001012602
アイパブリッシング株式会社 石川県 金沢市 3220001015187
株式会社ＡＸＩＯＳ 石川県 金沢市 1220001020783
有限会社エフシーエス 石川県 金沢市 8220002001495
テクノウイン株式会社 石川県 羽咋市 6220001016067
白山野々市酒販協同組合 石川県 白山市 7220005002855
能登自動車協業組合 石川県 志賀町 1220005005434
有限会社　アウトクルーズ 福井県 福井市 2210002004835
株式会社ファム・ベルシェ 福井県 福井市 9210001009069
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株式会社オートリンク 福井県 敦賀市 9210001010497
大和流通株式会社 福井県 敦賀市 6210001015458
有限会社フラワーフーズコーポレーション 福井県 敦賀市 7210002011190
総合環境整備株式会社 福井県 大野市 6210001009815
株式会社エイビーシーツーリスト 福井県 鯖江市 5210001012720
有限会社タカシン組 福井県 越前市 7210002011744
株式会社永尚 福井県 坂井市 1210001014786
岩尾 達雄 福井県
金子 颯太 福井県
森 ちさと 福井県
大関食品有限会社 山梨県 甲府市 5090002000522
株式会社ジーエムコーポレーション 山梨県 甲府市 5090001003468
東八商事有限会社 山梨県 笛吹市 4090002008475
株式会社マツダ建築工房 山梨県 昭和町 1090001003182
久保田 宣貴 山梨県
坂本 勇太 山梨県
清水 隆一 山梨県
深澤 達也 山梨県
和智 康友 山梨県
株式会社テレビ信州エンタープライズ 長野県 長野市 5100001002220
ＮｉＫＫｉＦｒｏｎ株式会社 長野県 長野市 2100001002660
株式会社カンノ 長野県 松本市 5100001015560
有限会社柳原製作所 長野県 松本市 6100002021953
株式会社かめや貸衣裳店 長野県 上田市 5100001009711
巴工業株式会社 長野県 上田市 2100001010036
株式会社ナカムラ機械彫刻研究所 長野県 岡谷市 3100001018549
有限会社長野和光 長野県 諏訪市 2100002028639
有限会社定正 長野県 茅野市 5100002030377
有限会社鈴木建築店 長野県 塩尻市 8100002024979
安曇野ワイナリー株式会社 長野県 安曇野市 8100001016440
ユーストーリー株式会社 長野県 軽井沢町 5100001008960
小林 和博 長野県
諸田 和幸 長野県
株式会社ゴトー・マン 岐阜県 岐阜市 1200001002008
株式会社ツチモト建築 岐阜県 岐阜市 4200001039030
永井建設株式会社 岐阜県 岐阜市 5200001003811
赤坂通運株式会社 岐阜県 大垣市 1200001013137
株式会社高岩組 岐阜県 大垣市 2200001013895
株式会社牛丸商店 岐阜県 高山市 1200001024720
北六株式会社 岐阜県 高山市 8200001024788
株式会社ファンシーランド 岐阜県 関市 3200001019512
金森工業株式会社 岐阜県 羽島市 7200001020301
株式会社メディプラン 岐阜県 各務原市 2200001028968
有限会社清水工務店 岐阜県 郡上市 8200002027848
原建販株式会社 岐阜県 郡上市 8200001026834
株式会社滝元館遊季の里 岐阜県 養老町 9200001033012
青山 昭広 岐阜県
住 さおり 岐阜県
豊島 馨 岐阜県
松久 貴郎 岐阜県
吉田 金紀 岐阜県
株式会社ヒバリヤ 静岡県 静岡市 8080001008985
株式会社森田不動産 静岡県 静岡市 4080001024342
株式会社ａｒｔｉｓａｎ 静岡県 浜松市 4080401021105
株式会社あおい調剤 静岡県 浜松市 7080401011895
株式会社静岡ＲＥＮＣＡ 静岡県 浜松市 4080401022672
東海サーモエンジニアリング株式会社 静岡県 浜松市 7080401003414
浜名梱包輸送株式会社 静岡県 浜松市 4080401010280
株式会社モリックエンジニアリング 静岡県 浜松市 7080401012365
レワード株式会社 静岡県 浜松市 5080401005882
株式会社アイプランニング 静岡県 沼津市 1080101015277
植松建興株式会社 静岡県 沼津市 1080101000213
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株式会社タウン企画 静岡県 沼津市 1080101000989
有限会社ダストワーク 静岡県 沼津市 5080102004911
株式会社アミューズメント企画 静岡県 三島市 7080101006956
有限会社山田園 静岡県 三島市 4080102012262
有限会社アテネスタヂオ 静岡県 富士宮市 9080102016333
島田チップ工業株式会社 静岡県 島田市 1080001013059
株式会社高田企画 静岡県 富士市 5080101008987
株式会社ヤマグチ 静岡県 磐田市 3080401016048
有限会社ウテナ美容院 静岡県 掛川市 1080402017187
株式会社Ｃａｎｆｏｌｄ 静岡県 御殿場市 1080101020731
有限会社尾高新聞店 静岡県 袋井市 9080402021462
芦川 稔 静岡県
岩田 清志 静岡県
小出 隆久 静岡県
志田 貴宏 静岡県
進士 みゆき 静岡県
福田 浩文 静岡県
米山 公信 静岡県
愛岐設備工業株式会社 愛知県 名古屋市 6180001107993
アイルパー株式会社 愛知県 名古屋市 5180001116418
株式会社エイトスター 愛知県 名古屋市 2180001128399
株式会社エヌ・シー・ゼット 愛知県 名古屋市 5020001077898
株式会社Ｌ．Ｂ．Ｍａｒｋｅｔ 愛知県 名古屋市 1180001108889
株式会社　川上キカイ 愛知県 名古屋市 9180001008116
川本運送株式会社 愛知県 名古屋市 6180001003755
株式会社きんざん 愛知県 名古屋市 6180001090083
株式会社５５ｓｔｙｌｅ 愛知県 名古屋市 5180001072990
合同会社シエスタ 愛知県 名古屋市 3180003014547
株式会社ジェットストリーム 愛知県 名古屋市 3180001095184
Ｓｉｇｎａｌ株式会社 愛知県 名古屋市 7180001142701
ジャパンエリアコードＴＶ株式会社 愛知県 名古屋市 5180001055310
株式会社成和 愛知県 名古屋市 1180002050537
太平産業株式会社 愛知県 名古屋市 4180001094350
株式会社ＷＣＳ 愛知県 名古屋市 5180001057496
中京産商株式会社 愛知県 名古屋市 7180001038032
有限会社中日貿易公司 愛知県 名古屋市 4180002002394
株式会社中部クリーン 愛知県 名古屋市 9180001026175
株式会社中部テクノ 愛知県 名古屋市 1180001049092
有限会社ティー・イーシステムズ 愛知県 名古屋市 7180002042090
株式会社テクノアスカ 愛知県 名古屋市 4180001038423
常盤写真用品株式会社 愛知県 名古屋市 8180001038816
株式会社長田金属 愛知県 名古屋市 1180001014212
むさし企業株式会社 愛知県 名古屋市 7180001005610
むさし家ホールディングス株式会社 愛知県 名古屋市 9180001136370
有限会社ユニクエスト 愛知県 名古屋市 4180002061135
旭防災株式会社 愛知県 豊橋市 6180301005039
株式会社クレール 愛知県 豊橋市 4180301009264
中屋木材株式会社 愛知県 豊橋市 6180301006689
株式会社フジ電材 愛知県 豊橋市 2180301006957
愛知県中央青果株式会社 愛知県 岡崎市 6180301000064
株式会社青峯 愛知県 岡崎市 2180301034124
株式会社岡崎ニューグランドホテル 愛知県 岡崎市 2180301003839
株式会社青山 愛知県 一宮市 6180001081941
株式会社ｅｐｉ　ｐｒｏｄｕｃｅ　ｊａｐａｎ　ＰＬＡＴＩＮＵＭ 愛知県 一宮市 2180001145386
医療法人福内会 愛知県 一宮市 3180005017523
福明株式会社 愛知県 一宮市 9180001102298
有限会社アイパック 愛知県 瀬戸市 8180002071460
アスラネット株式会社 愛知県 春日井市 4180001113259
有限会社エフ・アール・ケイ 愛知県 春日井市 1180002070460
税理士法人ＯＴＭ 愛知県 春日井市 6180005016480
有限会社近藤新聞店 愛知県 春日井市 4180002065937
株式会社綿新商店 愛知県 津島市 3180001096703
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株式会社テルミック 愛知県 刈谷市 4180301014264
株式会社メイネツ 愛知県 刈谷市 1180001010780
江口工業株式会社 愛知県 安城市 1180301016313
株式会社ＯＴＦ 愛知県 安城市 5180301032397
株式会社サンワ金型 愛知県 安城市 9180301012890
株式会社錦 愛知県 西尾市 5180301022729
株式会社フクトミ建設 愛知県 犬山市 4180002074509
株式会社小牧ビルサービス 愛知県 小牧市 5180001134510
原田クリーニング有限会社 愛知県 稲沢市 2180002081127
有限会社黒川新聞店 愛知県 尾張旭市 7180002072674
株式会社都築自動車 愛知県 尾張旭市 8180002072962
有限会社ジール 愛知県 岩倉市 8180002082433
株式会社 Three White 愛知県 豊明市 7180001132487
株式会社チューゲン 愛知県 豊明市 1180001069776
株式会社タフ 愛知県 清須市 3180001043358
有限会社トラスティ 愛知県 清須市 1180002059438
株式会社磯美人 愛知県 弥富市 7180001096930
株式会社成田タイヤ 愛知県 蟹江町 7180002089826
株式会社鉄運社 愛知県 阿久比町 5180001123967
社会福祉法人翌檜 愛知県 東浦町 1180005011783
伸和建設株式会社 愛知県 豊根村 7180301024203
磯部 徳之 愛知県
内山 麻未 愛知県
尾関 恵 愛知県
加藤 真 愛知県
加藤 寛 愛知県
金森 寛幸 愛知県
串崎 尚規 愛知県
古森 英一 愛知県
清水 雅雪 愛知県
杉浦 憲太郎 愛知県
杉浦 美紀 愛知県
鈴木 一成 愛知県
田口 悠太 愛知県
田中 一麻 愛知県
廣田 俊彦 愛知県
森 道德 愛知県
リペアサポート株式会社 三重県 津市 6190001023645
株式会社ナカシマ 三重県 四日市市 7190001015757
有限会社八千代 三重県 松阪市 5190002014603
株式会社Direction 三重県 桑名市 8190001021408
扶桑工機株式会社 三重県 桑名市 7190001012531
丸三商事株式会社 三重県 桑名市 4190001012583
株式会社アイデンタル 三重県 名張市 6190001026714
株式会社東海緑産 三重県 いなべ市 6190001013068
兼子 躍 三重県
森 理 三重県
ＲＭＫ株式会社 滋賀県 大津市 2160001018296
株式会社大志茂 滋賀県 大津市 6160001001273
有限会社カワニシ 滋賀県 大津市 3160002004641
株式会社ファーマエッジ 滋賀県 大津市 5160001020786
有限会社川崎機工商会 滋賀県 近江八幡市 3160002010482
株式会社ひょうたんや 滋賀県 近江八幡市 3160001010946
株式会社堀井商店 滋賀県 守山市 9160001015444
株式会社神田組 滋賀県 甲賀市 8160001005413
壺文製陶有限会社 滋賀県 甲賀市 2160002005681
株式会社ワイ・エス・メディア 滋賀県 野洲市 5160001012429
株式会社デンキーズ 滋賀県 高島市 3160001018601
梅原 弘 滋賀県
大谷 貢 滋賀県
木村 貞雄 滋賀県
安井 光造 滋賀県
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有限会社阿蘇商店 京都府 京都市 8130002015538
荒川株式会社 京都府 京都市 6130001016431
株式会社井口 京都府 京都市 8130001019795
株式会社石川漆工房 京都府 京都市 9130001016486
有限会社大八木造園土木 京都府 京都市 8130002008517
株式会社岡田材木店 京都府 京都市 3130001010197
株式会社樫尾商店 京都府 京都市 1130001052935
株式会社ｋｉｎｏｅ 京都府 京都市 9130001054288
株式会社京香織 京都府 京都市 7130001002827
株式会社京香林 京都府 京都市 5130001068572
京都ロンド株式会社 京都府 京都市 9130001034348
株式会社様様 京都府 京都市 4130001036332
株式会社三協 京都府 京都市 3130001000883
株式会社サンシャイン 京都府 京都市 2130001049526
株式会社ＪＩＧＳＡＷ 京都府 京都市 8130001063083
株式会社ニチエー京都 京都府 京都市 7130001001564
株式会社Ｎｅｗ　Ｅｃｈｏ　Ｍｉｎｄｓ 京都府 京都市 9120001239427
ネカド株式会社 京都府 京都市 9130001018425
株式会社畑製作所 京都府 京都市 6130001015400
株式会社ＦＯＯＶＡＬ 京都府 京都市 2130001050153
有限会社フラワーハウスおむろ 京都府 京都市 2130002001452
本家八ツ橋西尾株式会社 京都府 京都市 1130001007294
株式会社未来不動産工房 京都府 京都市 1130001042548
明成化学工業株式会社 京都府 京都市 8130001002025
医療法人なみかわ歯科クリニック 京都府 福知山市 6130005016238
株式会社トモコ・グローバルスタイル 京都府 宇治市 7130001034275
有限会社長谷川 京都府 宇治市 2130002026805
医療法人睦会 京都府 亀岡市 5130005007915
シャフテックツチハシ株式会社 京都府 城陽市 9130001039363
有限会社アクティブジャパン 京都府 京丹後市 9130002033968
川上自工株式会社 京都府 京丹後市 2130001043132
株式会社サナブレンド 京都府 京丹後市 2130001062173
合同会社タナカデンキ 京都府 京丹後市 7130003002858
特定非営利活動法人ふくし京丹後 京都府 京丹後市 6130005011379
寺村光夫商事株式会社 京都府 井手町 5130001049028
ディーケージャパン株式会社 京都府 精華町 9130001060922
石田 拓 京都府
近江 邦光 京都府
小倉 和久 京都府
片岡 卓也 京都府
川﨑 敏矢 京都府
坂本 勝紀 京都府
有限会社アークス 大阪府 大阪市 9120002075862
株式会社朝日オリコミ大阪 大阪府 大阪市 4120001040938
アサヒ冷暖株式会社 大阪府 大阪市 3120001027069
アスパ・コーポレーション株式会社 大阪府 大阪市 2120001206648
株式会社ａｍｏｒ 大阪府 大阪市 1120001197079
株式会社アルテフィーチェ 大阪府 大阪市 6120001177183
株式会社アルファ総合開発 大阪府 大阪市 9120001223595
株式会社ＥＩＴ 大阪府 大阪市 5120001190377
株式会社飯沼 大阪府 大阪市 9120001223331
伊藤喜ベストメイツ株式会社 大阪府 大阪市 5120001074621
株式会社インクス 大阪府 大阪市 5120001074852
ヴイーナス化成株式会社 大阪府 大阪市 7120001051239
株式会社宇治園 大阪府 大阪市 5120001075132
Ｍ．ＡＮＤＬＯＬ株式会社 大阪府 大阪市 9120001189052
株式会社ｏｒｂ 大阪府 大阪市 5120001124797
株式会社美音 大阪府 大阪市 5120001237681
株式会社兼ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 大阪府 大阪市 3120001005009
煌環境開発株式会社 大阪府 大阪市 9120002063826
久保硝子株式会社 大阪府 大阪市 2120001007352
クラージュ行政書士法人 大阪府 大阪市 9120005022382
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グランツ株式会社 大阪府 大阪市 9120001189812
株式会社グリーフラップ 大阪府 大阪市 6120001160528
株式会社くれえる 大阪府 大阪市 3120001078616
弁護士法人興和法律事務所 大阪府 大阪市 8120005012194
株式会社ＫＯＴＯ 大阪府 大阪市 5120001142171
コビュー・ジャパン株式会社 大阪府 大阪市 8120003009093
株式会社サチ工芸 大阪府 大阪市 3120001009785
株式会社サルタス 大阪府 大阪市 2120001208644
株式会社サンコー 大阪府 大阪市 5120001080891
株式会社三心 大阪府 大阪市 1120001215757
株式会社ジャム・アソシエーツ 大阪府 大阪市 5120001081304
株式会社象山流 大阪府 大阪市 7120001081632
株式会社ＪＩＮ 大阪府 大阪市 3010001133076
株式会社心斎橋ミツヤ 大阪府 大阪市 6120001081831
合同会社ＳＵＷＯ 大阪府 大阪市 7120003015860
株式会社清風 大阪府 大阪市 5120001044582
株式会社ゼロドアＨＤ 大阪府 大阪市 3120001239325
有限会社ｓａｕｃｅ 大阪府 大阪市 3120002068780
太陽スポーツ株式会社 大阪府 大阪市 4120001033132
株式会社ＴＡＳＵＫＩ 大阪府 大阪市 4120001189494
ＷＭＣ株式会社 大阪府 大阪市 2120001192946
株式会社ティー・アイ・ジー大阪 大阪府 大阪市 4120001120839
株式会社ＴＶＣ 大阪府 大阪市 5120001225257
株式会社堂島花壇 大阪府 大阪市 2120001067867
一般社団法人ナチュラルアプローチ 大阪府 大阪市 1120005017844
有限会社肉工房たじまや 大阪府 大阪市 7120002066681
日硝株式会社 大阪府 大阪市 9120001039455
日本彩都開発株式会社 大阪府 大阪市 8120001122996
株式会社畑野建設工業 大阪府 大阪市 4120001169513
株式会社ｂｅ　ａｍｂｉｔｉｏｕｓ 大阪府 大阪市 6120001215546
株式会社フォレスト 大阪府 大阪市 2120001169960
株式会社マメハチ 大阪府 大阪市 3120001210772
株式会社三喜 大阪府 大阪市 2120001186345
株式会社みんなのサントロペ 大阪府 大阪市 5120001172334
株式会社メディテックジャパン 大阪府 大阪市 7120001090798
矢田工業株式会社 大阪府 大阪市 1120001011272
株式会社ルネサンス 大阪府 大阪市 1120001196254
株式会社レア・ルマンド 大阪府 大阪市 9120001214974
株式会社Ｙ・Ｍメディカルサポート 大阪府 大阪市 8120001196495
有限会社クラス 大阪府 堺市 1120102010768
三泉機械工業株式会社 大阪府 堺市 2120101021526
株式会社シラハラ 大阪府 堺市 2120101003565
株式会社デビス 大阪府 堺市 9120101021924
株式会社トライユニティ 大阪府 堺市 7120101062037
株式会社浪忠 大阪府 堺市 6120001109632
阪南倉庫株式会社 大阪府 堺市 6120101005797
藤吉ゴム株式会社 大阪府 堺市 4120101006153
株式会社サンリンハウス 大阪府 岸和田市 4120101039343
医療法人守園会 大阪府 豊中市 7120905006049
Ｏｎｅ　Ｌｉｇｈｔ株式会社 大阪府 豊中市 8120901038846
株式会社テシマ 大阪府 池田市 9120901019812
株式会社新田谷工房 大阪府 吹田市 2120901035436
株式会社ミツヤ商会 大阪府 吹田市 2120901039478
有限会社プランタン珈琲商会 大阪府 泉大津市 7120102026379
アネストリー株式会社 大阪府 高槻市 4120901017267
有限会社入江新聞舖 大阪府 高槻市 5120902009592
カーツインターナショナル合同会社 大阪府 高槻市 4120903003744
白菊屋有限会社 大阪府 高槻市 8120902010399
株式会社ソレイユ 大阪府 高槻市 7120901030861
塚本住建株式会社 大阪府 高槻市 9120901011488
有限会社中市接骨院 大阪府 高槻市 5120902012092
ブリッヂバディ合同会社 大阪府 高槻市 8120903003311
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株式会社プレジール 大阪府 高槻市 5120901043329
株式会社佐納商店 大阪府 貝塚市 8120101038135
株式会社一福 大阪府 枚方市 3120001231100
谷岡産業株式会社 大阪府 枚方市 9120001149948
株式会社シープロ 大阪府 茨木市 6120901000948
株式会社シープロアイ 大阪府 茨木市 3120901015560
株式会社とうはん 大阪府 茨木市 7120901001441
合同会社ワールドサービス 大阪府 茨木市 9120903003715
関西サービス株式会社 大阪府 八尾市 3122001023477
株式会社信貴精器 大阪府 八尾市 4122001018682
株式会社不動口館 大阪府 泉佐野市 2120101040146
株式会社シュプリームカーズ 大阪府 寝屋川市 9120001193871
伸光電気株式会社 大阪府 寝屋川市 5120001148004
皆見電子工業株式会社 大阪府 寝屋川市 1120001148718
医療法人菱友会 大阪府 寝屋川市 5120005016388
ＴＲＯＰＥＺ株式会社 大阪府 寝屋川市 9120001161267
有限会社ＡＢＣ 大阪府 和泉市 9120102026864
弘平物産株式会社 大阪府 和泉市 6120101041421
三誠有限会社 大阪府 和泉市 6120102028310
株式会社あおい企画 大阪府 羽曳野市 4120101059093
ＣＰＳ国際株式会社 大阪府 羽曳野市 9120001231177
株式会社光栄 大阪府 門真市 5120001189535
大阪商運株式会社 大阪府 摂津市 2120901018606
株式会社Ｒ　ｆｏｒ　Ｌｉｆｅ 大阪府 藤井寺市 7120101056583
株式会社アースコート 大阪府 東大阪市 4122001034309
株式会社大西精工 大阪府 東大阪市 5122001001448
久保鈑金塗装工業有限会社 大阪府 東大阪市 6122002001594
有限会社シー・ファクトリー 大阪府 東大阪市 2122002005665
株式会社ＪＡＰＡＮ　ＳＴＡＲ 大阪府 東大阪市 3122001014204
株式会社シンエイ 大阪府 東大阪市 5122001003163
株式会社テクノフロント 大阪府 東大阪市 2122001009097
株式会社東光化学工業所 大阪府 東大阪市 5122002005712
パークス株式会社 大阪府 東大阪市 3122001008866
株式会社鳳山製作所 大阪府 東大阪市 1122001013835
株式会社メディカルケアフード 大阪府 東大阪市 5122001030406
特定非営利活動法人やすらぎを感じる街づくりネット 大阪府 泉南市 8120105007210
株式会社アズグレスト 大阪府 阪南市 3120101063476
飯田 年成 大阪府
岩井 義明 大阪府
梅本 経時 大阪府
惠比須 二郎 大阪府
織田 宗輔 大阪府
家門 悦士 大阪府
桐山 和謙 大阪府
小渕 来奈 大阪府
塩路 伸一 大阪府
平良 孝介 大阪府
髙井 賢太 大阪府
堤 秀元 大阪府
寺川 祐輔 大阪府
中島 久男 大阪府
中村 則博 大阪府
中山 慶一 大阪府
藤井 真 大阪府
堀川 満弘 大阪府
牧 智之 大阪府
松岡 知里 大阪府
松葉 傑 大阪府
森朝 清 大阪府
森口 貴之 大阪府
栁原 紀一 大阪府
山岡 勇祐 大阪府
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吉永 直子 大阪府
株式会社ｒ－ｊｏｕｌｅ 兵庫県 神戸市 8140001113416
株式会社味将 兵庫県 神戸市 1160001018339
ｍｅｃｏ株式会社 兵庫県 神戸市 9140001112367
株式会社ＯＮＴ 兵庫県 神戸市 9140001095728
株式会社大木工務店 兵庫県 神戸市 4140001006581
コスモシツプサービス株式会社 兵庫県 神戸市 9140001007666
三宮ビル管理株式会社 兵庫県 神戸市 1140001008003
株式会社なでしこの湯 兵庫県 神戸市 9140001057298
有限会社マグマ冷熱工業 兵庫県 神戸市 4140002009237
マコト船具株式会社 兵庫県 神戸市 2140001014157
株式会社立成化学工業所 兵庫県 神戸市 3140001022968
株式会社ＡＴＥ－ＬＩＮＫ 兵庫県 姫路市 5140001099559
株式会社おさるの森 兵庫県 姫路市 8120001189391
株式会社花音 兵庫県 姫路市 2140001109378
合同会社ＡＩＮＡ 兵庫県 尼崎市 9140003008992
有限会社いこま 兵庫県 尼崎市 6140002045239
株式会社カイタクホーム 兵庫県 尼崎市 7140001120801
株式会社仲アドバンス 兵庫県 尼崎市 6140001102965
株式会社ユーケーテクノス 兵庫県 尼崎市 6140001053630
株式会社ラグナロックジャパン・リミテッド 兵庫県 尼崎市 3140001088134
株式会社ＷＡＤＥＣＯ 兵庫県 尼崎市 1140001051886
株式会社大慎 兵庫県 明石市 8140001035057
甲南防疫株式会社 兵庫県 西宮市 3140001068697
株式会社システムフード 兵庫県 西宮市 2140001072130
株式会社ベースデニムファクトリー 兵庫県 西宮市 5140001074710
株式会社中川工務店 兵庫県 豊岡市 2140001056174
有限会社平位鮮魚 兵庫県 豊岡市 7140002046657
瀧川工業株式会社 兵庫県 加古川市 6140001043144
有限会社山下製作所 兵庫県 加古川市 6140002036849
有限会社目見田商事 兵庫県 宝塚市 7140002068585
合同会社アイグルー 兵庫県 三木市 1140003008793
株式会社大香堂 兵庫県 加西市 7140001077100
共栄樹脂株式会社 兵庫県 丹波篠山市 4140001041694
株式会社マルフク 兵庫県 福崎町 8140001063628
辻麺業株式会社 兵庫県 太子町 3140001038683
農事組合法人アイガモの谷口 兵庫県 新温泉町 5140005012798
有限会社奥田製針工場 兵庫県 新温泉町 2140002046901
井出 貴允 兵庫県
上之勝 博 兵庫県
小野 秀雄 兵庫県
熊谷 拓也 兵庫県
黒石 達也 兵庫県
崎田 典男 兵庫県
佐藤 繁俊 兵庫県
澁谷 裕一 兵庫県
白井 秀明 兵庫県
田中 智弘 兵庫県
田中 裕 兵庫県
谷路 尚生 兵庫県
田端 節雄 兵庫県
初田 和史 兵庫県
原田 浩二 兵庫県
船越 弘唯 兵庫県
医療法人冨森会 奈良県 奈良市 8150005000592
株式会社西垣 奈良県 大和高田市 9150001013242
トラスト株式会社 奈良県 大和郡山市 8150001007352
ｍＩＴＡＫＡ金属工業株式会社 奈良県 大和郡山市 6150001007619
太陽ニット株式会社 奈良県 橿原市 8150001010364
一般社団法人斑鳩町観光協会 奈良県 斑鳩町 5150005003722
金子 純子 奈良県
金村 洪二 奈良県
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辰巳 英史 奈良県
外村 明夫 奈良県
松本 五平 奈良県
株式会社小林新聞 和歌山県 和歌山市 9170001001154
第一電機設備工業株式会社 和歌山県 和歌山市 4170001001893
株式会社紀和商店 和歌山県 海南市 8170001005874
株式会社太新興産 和歌山県 橋本市 1170001010666
株式会社アドヴァンス 和歌山県 岩出市 4170001008377
株式会社イヌイ 鳥取県 鳥取市 9270001000055
有限会社気高木工製作所 鳥取県 鳥取市 4270002004101
株式会社鳥取大丸 鳥取県 鳥取市 4270001007534
株式会社ケイティフーズ 鳥取県 米子市 4270001007468
金子 明美 鳥取県
有限会社スタッフ 島根県 松江市 3280002001222
税理士法人錦織会計事務所 島根県 松江市 7280005002107
有限会社原田米穀 島根県 松江市 5280002001798
株式会社ＰＲＯＣＥＥＤ 島根県 松江市 7280001007877
有限会社三共塗装 島根県 浜田市 1280002008327
森山商事株式会社 島根県 出雲市 2280001004185
有限会社河野電装 島根県 益田市 6280002009931
有限会社百年くらぶ 島根県 大田市 8280002007990
有限会社島根環境保全センター 島根県 江津市 9280002009177
株式会社ココロエ 岡山県 岡山市 9260001010633
有限会社福成車輛 岡山県 岡山市 5260002008622
リアルエステートさくら株式会社 岡山県 岡山市 2260001034705
株式会社クレーン・ピーエム・センター 岡山県 倉敷市 9260001013207
株式会社ドミンゴ 岡山県 倉敷市 6260001014174
有限会社小椋創建 岡山県 津山市 7260002029823
有限会社建築工房蔵 岡山県 津山市 6260002028248
村井紙器株式会社 岡山県 津山市 9260001020277
アジア友好交流協同組合 岡山県 笠岡市 4260005005667
有限会社西江工務店 岡山県 井原市 2260002025802
有限会社ミズタニ 岡山県 井原市 9260002026133
吉和織物株式会社 岡山県 井原市 6260001018365
大谷工務店株式会社 岡山県 新見市 1260001019137
有限会社中本造船所 岡山県 備前市 2260002031890
有限会社ＦＯＲＥＳＴ　ＷＯＲＫＳ 岡山県 瀬戸内市 2260002032195
有限会社吉井車輌 岡山県 赤磐市 2260002015027
株式会社ショウワコーポレーション 岡山県 美作市 2260001020886
宇田 忠志 岡山県
内田 貴之 岡山県
川上 秀征 岡山県
神田 直幸 岡山県
アオイテクノサービス株式会社 広島県 広島市 5240001014202
株式会社イワキ 広島県 広島市 9240001000990
株式会社ＡＩＬ 広島県 広島市 9240001049319
有限会社オオモト 広島県 広島市 2240002003041
株式会社コンプリート・サークル 広島県 広島市 9240001015337
株式会社スタイン・プランニング・ジャパン 広島県 広島市 6240001018219
有限会社ダグ・プレゼンツ 広島県 広島市 2240002020623
東洋本社株式会社 広島県 広島市 7240001007393
櫟岡電気工事株式会社 広島県 広島市 9240001049475
株式会社轟自動車 広島県 広島市 7240001016972
中村角株式会社 広島県 広島市 4240001007941
猫本タタミ工業株式会社 広島県 広島市 5240001008699
ハーディーズ株式会社 広島県 広島市 7240001050682
株式会社博洋 広島県 広島市 1240001008827
前川印刷株式会社 広島県 広島市 1240001010865
株式会社山建 広島県 広島市 7240001052992
ゆかり屋本舗株式会社 広島県 広島市 2240001015855
有限会社らんぷ 広島県 広島市 6240002026113
有限会社セニヤ 広島県 呉市 7240002034981
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Ｏｒｇａｎ合同会社 広島県 福山市 3240003002082
株式会社カートップ福山 広島県 福山市 8240001030238
金江自動車株式会社 広島県 福山市 9240001044212
コスモ産業株式会社 広島県 福山市 1240001030574
株式会社ｓｏｒａｔｔｏ　ｉ’ｍ 広島県 福山市 3240001043640
美の鶴商事株式会社 広島県 福山市 1240001029559
有限会社くらたストアー 広島県 東広島市 4240002027518
光工業株式会社 広島県 東広島市 3240001022603
株式会社竹内 広島県 廿日市市 9240001028611
株式会社トップ・イン 広島県 坂町 9240001036507
大藤 神榮 広島県
NAUTIYAL DILIP 広島県
藤原 賀子 広島県
有限会社山陰環境整備工業 山口県 下関市 4250002012188
下関水産物精算株式会社 山口県 下関市 3250001005722
有限会社菜の花薬局 山口県 下関市 4250002010299
(有)ティファニー 山口県 宇部市 2250002005227
株式会社アバンセ 山口県 山口市 3250001013659
株式会社アークプラン 山口県 岩国市 3250001013601
有限会社中央土木 山口県 岩国市 3250002018260
有限会社日建設備工業社 山口県 岩国市 9250002018379
有限会社金井石油店 山口県 柳井市 6250002019644
シンセイ自販株式会社 山口県 柳井市 9250001015732
株式会社柳井環境メンテック 山口県 柳井市 8250001012813
有限会社スエカネ紙工 山口県 周南市 9250002014840
株式会社弘津工業 山口県 周南市 3250001014129
有限会社高木商店 山口県 山陽小野田市 7250002007235
株式会社大島電機 山口県 周防大島町 9250001012795
山本 和宏 山口県
有限会社エー・エム・シー 徳島県 徳島市 7480002000522
有限会社ケイエスエムコーポレーション 徳島県 徳島市 2480002006598
株式会社近藤紙店 徳島県 徳島市 4480001000674
株式会社スマイルＦａｃｔｏｒｙ 徳島県 徳島市 3480001010245
日徳三善電機有限会社 徳島県 徳島市 3480002004353
辰巳 雅則 徳島県
有限会社ウエダ医科器械店 香川県 高松市 8470002001157
株式会社ＵＭＯＧＡ 香川県 高松市 6470001012900
交和自動車株式会社 香川県 高松市 1470001007343
株式会社坂井工務店 香川県 高松市 1470001001593
マザー株式会社 香川県 高松市 6470001018187
有限会社百栄商会 香川県 高松市 6470002006950
株式会社ヨシノ 香川県 高松市 8470001004235
株式会社宮武讃岐製麺所 香川県 丸亀市 1470001007698
片岡物産株式会社 香川県 坂出市 9470001008904
株式会社浜田家具 香川県 坂出市 1470001009158
株式会社クルー 香川県 善通寺市 4470001008719
株式会社ドリームガレージ 香川県 さぬき市 1470001012954
株式会社モナミ 香川県 東かがわ市 7470001011546
アーバンプランニング株式会社 香川県 三豊市 5470001014088
有限会社中条建設 香川県 三木町 8470002010678
有限会社エムズファーマシー 香川県 宇多津町 7470002014077
橋本 英明 香川県
特定非営利活動法人しまなみアートファーム 愛媛県 今治市 6500005008412
株式会社波止浜鉄工所 愛媛県 今治市 3500001012156
農業生産法人株式会社ミヤモトオレンジガーデン 愛媛県 八幡浜市 1500001018452
波動法製造株式会社 愛媛県 新居浜市 2010001070948
有限会社タカヨシ工業所 愛媛県 西条市 7500002014305
株式会社ライジングソリューションズ 愛媛県 伊予市 5500001013714
株式会社Ｐｒｏｔｅａ 愛媛県 四国中央市 1500001017990
冨永建設有限会社 愛媛県 西予市 1500002012561
株式会社ぽんぽこらんど 愛媛県 上島町 3500001016388
株式会社久万高原開発 愛媛県 久万高原町 2500001019053
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株式会社創苑 愛媛県 砥部町 4500001005844
愛媛建設株式会社 愛媛県 鬼北町 9500001015640
株式会社池田生花店 高知県 高知市 5490001000103
高知中央電気工事業協同組合 高知県 高知市 1490005000193
株式会社常光電機 高知県 高知市 9490001003408
北陵工業株式会社 高知県 高知市 3490001002209
ヨシケンパートナーズ株式会社 高知県 高知市 5490001004715
株式会社大忍自動車 高知県 香南市 7490001006668
愛幸建設株式会社 福岡県 北九州市 8290802012306
北九州興産株式会社 福岡県 北九州市 5290801000842
株式会社Ｇｏｏｖｉｅｚ 福岡県 北九州市 7290801026968
ナカオ産業株式会社 福岡県 北九州市 3290801009324
有限会社増田金物 福岡県 北九州市 9290802005928
溝上酒造株式会社 福岡県 北九州市 8290801009443
朝日国際株式会社 福岡県 福岡市 9120001184598
株式会社イチキ 福岡県 福岡市 8300001006124
株式会社ＥＩＫＩ 福岡県 福岡市 9290001057011
株式会社エキスパートクラブ 福岡県 福岡市 6290001011813
株式会社ＯＦＦ　ＷＨＩＴＥ 福岡県 福岡市 2290001091801
鎌田バイオ・エンジニアリング株式会社 福岡県 福岡市 1290001012279
有限会社吉祥 福岡県 福岡市 3290002010387
合同会社木下内装 福岡県 福岡市 1290003007806
九州農水産物直販株式会社 福岡県 福岡市 9290001071227
株式会社ＫＯＳ 福岡県 福岡市 2290001019991
ケーエム電気株式会社 福岡県 福岡市 8290001062251
株式会社ＣＯＰＡＩＮ 福岡県 福岡市 6290001064010
有限会社シャカ 福岡県 福岡市 1290002011271
有限会社立野企画 福岡県 福岡市 4290002028214
株式会社チヨダ 福岡県 福岡市 8290001001705
株式会社ティーアイ・プロジェクト 福岡県 福岡市 6290001017711
ＴＬＣ株式会社 福岡県 福岡市 6290001034203
ディスティラリー合同会社 福岡県 福岡市 5290003001111
株式会社トランペッツ 福岡県 福岡市 1290001072926
株式会社とり市 福岡県 福岡市 5290001000404
株式会社ＴＲＥＡＴ 福岡県 福岡市 1290001088204
Ｄｒｅａｍｅｒ合同会社 福岡県 福岡市 3290003005840
株式会社ドリーム 福岡県 福岡市 5290001081519
株式会社ドリームグループ 福岡県 福岡市 2290001023028
株式会社博多うち川 福岡県 福岡市 7290001019789
株式会社樋口金十郎商店 福岡県 福岡市 7290001015929
株式会社ヒデコーポレーション 福岡県 福岡市 3290001076165
株式会社ホットライト 福岡県 福岡市 7290001024616
株式会社Ｍｅｒｃｙ＆ｃｏ 福岡県 福岡市 9290001068834
医療法人むらつ歯科クリニツク 福岡県 福岡市 8290005001890
ランカーデザイン株式会社 福岡県 福岡市 1290001088880
株式会社ＲＥＴＲＹ 福岡県 福岡市 4290001085842
株式会社緑和造園 福岡県 福岡市 3290001033901
株式会社日展コーポレーション 福岡県 久留米市 8290001051650
有限会社つくし薬局 福岡県 飯塚市 3290002045755
株式会社元野木書店 福岡県 飯塚市 5290001045762
ダン商事株式会社 福岡県 柳川市 1290001053034
株式会社ＧＡＲＡＧＥ．ＭＩＲＡＣＬＥ 福岡県 八女市 5290001047981
株式会社Ｕ．Ｃ．Ｉ　Ｇｒｏｕｐ 福岡県 八女市 9290001089368
有限会社丸翔急送 福岡県 行橋市 4290802023579
エスケイジャパンセールス株式会社 福岡県 筑紫野市 5290001040631
有限会社かすが機工商会 福岡県 春日市 5290002040688
株式会社チクリョー 福岡県 太宰府市 7290001040935
株式会社ロジフォース 福岡県 太宰府市 6290001093884
有限会社許山酒販 福岡県 古賀市 2290002035682
合同会社ＳＩＳ　ＪＡＰＡＮ 福岡県 糸島市 7290003003799
株式会社小林酒造本店 福岡県 宇美町 7290001038244
光酒造株式会社 福岡県 粕屋町 3290001038512
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モルトジェンティーレ株式会社 福岡県 芦屋町 5290001089578
有限会社香月建設 福岡県 福智町 7290802024946
阿部 弘昌 福岡県
井川 卓 福岡県
井山 理美子 福岡県
大原 章 福岡県
小河原 広美 福岡県
岡 友之助 福岡県
古賀 一茂 福岡県
堺 武晴 福岡県
塩塚 宗次郎 福岡県
重住 誠 福岡県
下川 大輔 福岡県
末次 弘治 福岡県
筒井 崇 福岡県
藤 義明 福岡県
西別府 茂 福岡県
堀 誠 福岡県
眞名子 泰久 福岡県
水崎 一輝 福岡県
宮﨑 美佳 福岡県
村﨑 健太郎 福岡県
山倉 一隆 福岡県
吉村 薫 福岡県
有限会社坂井商店 佐賀県 佐賀市 4300002000567
株式会社サガキザイ 佐賀県 佐賀市 9300002001759
有限会社西田硝子店 佐賀県 佐賀市 7300002001100
株式会社ブルーム 佐賀県 唐津市 8300001007329
株式会社スエム 佐賀県 伊万里市 5300001005566
古賀 哲昭 佐賀県
服部 武彦 佐賀県
株式会社幸誠工業 長崎県 長崎市 3310001017042
有限会社ひまわり調剤薬局 長崎県 長崎市 5310002004590
県北土地開発株式会社 長崎県 佐世保市 4310001005343
長崎キョードウ株式会社 長崎県 佐世保市 9310001005784
永田産業株式会社 長崎県 佐世保市 1310001005800
有限会社永友商会 長崎県 佐世保市 7310002011016
三川内陶磁器工業協同組合 長崎県 佐世保市 3310005002610
株式会社ゆふ 長崎県 佐世保市 6310001016462
株式会社有明商事 長崎県 諫早市 2310001008257
長崎県骨材協同組合 長崎県 諫早市 6310005004315
株式会社ＦＬＡＰ＆ＣＯ 長崎県 諫早市 6310001016867
株式会社ひかり企画 長崎県 大村市 2310001008892
株式会社平山組 長崎県 大村市 6310001008889
有限会社平戸物産館 長崎県 平戸市 2310002019451
有限会社三枝松商店 長崎県 松浦市 3310002019888
有限会社雲仙福田屋 長崎県 雲仙市 1310002016887
有限会社浜田不動産 長崎県 時津町 5310002007874
井上 春彦 長崎県
嘉村 健一 長崎県
木下 誠 長崎県
西村 蓮 長崎県
株式会社ウェルフェア熊本 熊本県 熊本市 1330001023957
株式会社グランディール 熊本県 熊本市 2330001022751
株式会社スイス洋菓子店 熊本県 熊本市 8330002005527
株式会社まんぞく不動産 熊本県 熊本市 8330001026540
株式会社まきもと経理代行 熊本県 人吉市 1330001027628
株式会社山田組 熊本県 玉名市 2330001011507
有限会社青山 熊本県 山鹿市 8330002018561
有限会社住吉海苔本舗 熊本県 宇土市 6330002024470
合同会社ＡＤＲＥＡ 熊本県 上天草市 5330003007748
合同会社九州プレミアムグルメ 熊本県 合志市 3330003008681
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株式会社丸美屋 熊本県 和水町 7330001011527
有限会社あらい 熊本県 南小国町 5330002023333
株式会社ロイヤルスクエア 熊本県 甲佐町 6330001025585
株式会社球磨建機サービス 熊本県 あさぎり町 5330001016263
鈴木 実 熊本県
合同会社エスペランサランドリー 大分県 大分市 3320003002025
株式会社カートップ大分 大分県 大分市 9320001004356
栗林中小企業経営支援株式会社 大分県 大分市 8320001016823
プロパティワコー株式会社 大分県 大分市 3320001002175
合同会社ホリスト 大分県 大分市 9320003003298
株式会社ユニティーシステム 大分県 大分市 8320001002633
株式会社ローマ 大分県 大分市 3320001014030
有限会社河野土木 大分県 佐伯市 4320002016520
さくら運輸株式会社 大分県 佐伯市 4320001009384
有限会社高木酒店 大分県 津久見市 1320202000657
共和石油株式会社 大分県 豊後高田市 5320001007791
株式会社宇佐建設 大分県 宇佐市 7320001007740
杉田 一壽 大分県
有限会社衛藤商店 宮崎県 宮崎市 9350002000649
株式会社ボンズ・ジャパン 宮崎県 宮崎市 2350001013121
有限会社佐々木スポーツ 宮崎県 都城市 7350002015839
株式会社トーア 宮崎県 都城市 6350001008126
株式会社ヒューマンタウン 宮崎県 都城市 5350001014579
株式会社Ｇｉｆｔ 宮崎県 延岡市 1350001017098
株式会社シートメタルヒラカタ 宮崎県 延岡市 7350001006806
株式会社修電舎 宮崎県 延岡市 9350001006812
三桜電設株式会社 宮崎県 延岡市 4350001007039
株式会社城戸機械サービス 宮崎県 小林市 5350001014249
株式会社工藤興業 宮崎県 高千穂町 2350001007239
蓑輪 誠治 宮崎県
三股 哲也 宮崎県
岩井観光開発株式会社 鹿児島県 鹿児島市 4340001006363
株式会社鹿大丸 鹿児島県 鹿児島市 7340001005874
本坊酒造株式会社 鹿児島県 鹿児島市 6340001003887
医療法人黒木会 鹿児島県 阿久根市 5340005005170
有限会社オフィスＫＣ 鹿児島県 霧島市 8340002015178
株式会社鹿児島イワイ 鹿児島県 いちき串木野市 9340001009254
医療法人尚人会 鹿児島県 南さつま市 5340005005781
株式会社迫田興産 鹿児島県 伊佐市 4340001008228
株式会社ひさご屋百貨店 鹿児島県 姶良市 4340001007923
株式会社ココペリ 鹿児島県 肝付町 1340001014591
アセットウェルフェア株式会社 沖縄県 那覇市 8360001022207
特定非営利活動法人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆい 沖縄県 那覇市 1360005003762
沖縄ニッタン株式会社 沖縄県 那覇市 9360001000450
沖縄未病総合研究所株式会社 沖縄県 那覇市 1360001011967
株式会社からだ元気治療院 沖縄県 那覇市 3360001018036
株式会社サンライズ 沖縄県 那覇市 7360001019427
株式会社玉寄美容商事 沖縄県 那覇市 7360003001580
ブルームーンパートナーズ株式会社 沖縄県 那覇市 5360001018975
有限会社砂田義肢製作所 沖縄県 浦添市 3360002016088
合資会社大光鉱山 沖縄県 名護市 6360003004551
医療法人羽地会 沖縄県 名護市 2360005003241
株式会社すみれ薬局 沖縄県 沖縄市 9360002011876
株式会社ちばり 沖縄県 沖縄市 7360002013998
有限会社ピー・ケイ・シー薬局 沖縄県 沖縄市 2360002012261
株式会社薬正堂 沖縄県 沖縄市 5360001008027
合同会社Ｌｉａｌｉｆｅ 沖縄県 うるま市 2360003009406
有限会社板馬養殖センター 沖縄県 南城市 1360002010745
株式会社リスモプラン 沖縄県 嘉手納町 4360001015668
株式会社ハッピーパンダ 沖縄県 北谷町 6360001023826
株式会社ミライクワハタ 沖縄県 西原町 2360002008838
有限会社みどり食品 沖縄県 八重瀬町 9360002009581
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新垣 淳 沖縄県
安井 一将 沖縄県
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