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事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

株式会社旭堂 北海道 札幌市 4430001027391
株式会社ＡＶＥＮＩＬ 北海道 札幌市 5430001071562
アルスマエヤ株式会社 北海道 札幌市 2430001001043
株式会社エフィセント 北海道 札幌市 3430001065302
M'sプロデュース株式会社 北海道 札幌市 2180001126642
空間計画株式会社 北海道 札幌市 5010401082235
黒田合資会社 北海道 札幌市 4430003000041
株式会社ＫＴＫ 北海道 札幌市 4430001084086
札幌エービーシー建販株式会社 北海道 札幌市 6430001024148
株式会社札幌麦伸堂 北海道 札幌市 7430001076972
三愛パック株式会社 北海道 札幌市 1430001018955
有限会社サンキ 北海道 札幌市 3430002027978
シンエイホーム株式会社 北海道 札幌市 3430001007106
株式会社スポトレンド 北海道 札幌市 4430001008524
株式会社スマートブレイン 北海道 札幌市 6430001062965
株式会社ＳＵＭｉＴＡＳ 北海道 札幌市 1430001079816
月寒運輸株式会社 北海道 札幌市 9430001010574
ホームテック株式会社 北海道 札幌市 6430001009025
北欧電子株式会社 北海道 札幌市 2430001014664
北斗工機株式会社 北海道 札幌市 8430001014964
有限会社丸辰北斗建材 北海道 札幌市 7430002025458
合同会社Ｒｏｓａ 北海道 札幌市 4430003007549
合同会社Ｃｏｌｚ 北海道 函館市 1440003000951
医療法人社団本間内科医院 北海道 小樽市 1430005012401
特定非営利活動法人くるくるネット 北海道 室蘭市 1430005010207
太田寝装株式会社 北海道 帯広市 8460101000201
株式会社しもの塗装 北海道 帯広市 2460101006419
株式会社ＴＯＳＨＩ 北海道 帯広市 4460101006020
株式会社ナカヤ 北海道 帯広市 3460101004140
株式会社中村陶苑 北海道 北見市 2460301000758
綠豊建設株式会社 北海道 苫小牧市 4430001054064
有限会社沢野豆腐店 北海道 稚内市 7450002010945
有限会社伊藤プロパン店 北海道 紋別市 2450002012541
相田木材株式会社 北海道 富良野市 7450001006333
シンサン自動車株式会社 北海道 森町 8440001006176
千歳林業株式会社 北海道 倶知安町 2430001051781
共立道路株式会社 北海道 栗山町 5430001047265
沢口産業株式会社 北海道 湧別町 8460301002476
双葉商事株式会社 北海道 様似町 9430001055611
光和電建有限会社 北海道 士幌町 2460102005709
株式会社小泉機械店 北海道 別海町 3462501000082
坂本 晴佳 北海道
田中 悠哉 北海道
松本 義彦 北海道
渡部 哲哉 北海道
株式会社原田種苗 青森県 青森市 1420001004527
株式会社津軽衛生公社 青森県 弘前市 3420002013698
株式会社貝塚 青森県 八戸市 2420001005706
奥瀬 博之 青森県
吉田 純一 青森県
有限会社クール・コーポレーション 岩手県 盛岡市 8400002004604
株式会社和かな 岩手県 盛岡市 7400001001727
税理士法人キーファス 岩手県 花巻市 2400005007774
平庄株式会社 岩手県 釜石市 7400001007542
小原 文夫 岩手県
学校法人赤門宏志学院 宮城県 仙台市 8370005003615
株式会社アンカー 宮城県 仙台市 2370001044833
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株式会社オオウチ工芸 宮城県 仙台市 2370001002741
株式会社大槻電機製作所 宮城県 仙台市 4370001007400
Ｇ‐ＧＲＩＰ　株式会社 宮城県 仙台市 9370001041650
有限会社たかはら企画 宮城県 仙台市 2370002018340
冨田マテックス株式会社 宮城県 仙台市 7370001005715
株式会社ＮＯＭＣＯ＆ＣＯ． 宮城県 石巻市 1370301000396
有限会社シェヌー 宮城県 塩竈市 8370602000849
有限会社モンフェイム 宮城県 岩沼市 9370002014688
有限会社ボディーショップ西村 宮城県 大崎市 8370202001041
株式会社Ｍｏｇｅｅ 宮城県 亘理町 3370101001956
有限会社天静いちかわ 宮城県 松島町 2370602000193
株式会社女川観光ホテル 宮城県 女川町 3370301000295
宍戸 博之 宮城県
宮井 靖 宮城県
株式会社東北福祉サービス 山形県 山形市 6390001004690
有限会社美・中川工務店 山形県 山形市 3390002002259
有限会社達商 山形県 鶴岡市 3390002009543
株式会社渡会電気土木 山形県 鶴岡市 9390001007971
株式会社丸松青果 山形県 寒河江市 6390001012215
株式会社カトーコーポレーション 山形県 上山市 9390001004738
有限会社安達自動車 山形県 東根市 9390002012054
株式会社田村食品 山形県 東根市 6120001100153
株式会社メディカルケアファーマシー 山形県 東根市 3390001013513
株式会社三ツ柳道路 山形県 飯豊町 5390001011317
ふじや食材有限会社 福島県 福島市 2380002003060
オフィスチハラ株式会社 福島県 郡山市 1380001019918
有限会社カーフェイス 福島県 いわき市 6380002027031
有限会社まめや 福島県 南相馬市 4380002029137
株式会社ＬＡＮＴＡＳ 福島県 伊達市 8380001029704
株式会社ランドマーク 福島県 伊達市 6380001019624
南総建株式会社 福島県 南会津町 7380001019210
有限会社アイミーサービス 福島県 西郷村 8380002018714
菅野 琢真 福島県
鈴木 弘文 福島県
藤田 泰夫 福島県
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック 茨城県 水戸市 1050001002213
医療法人ＡＧＡＰＥ 茨城県 日立市 7050005007566
ｃｌｏｓ合同会社 茨城県 日立市 3050003005377
有限会社東王観光 茨城県 土浦市 6050002011992
株式会社ＢＦＨＤ 茨城県 土浦市 3050001043899
株式会社メディファーマ 茨城県 土浦市 4050001012960
合名会社青柳鐵店 茨城県 石岡市 1050003000818
有限会社加藤自動車 茨城県 結城市 1050002044510
有限会社佐藤新聞舗 茨城県 牛久市 4050002037676
株式会社暖喜 茨城県 牛久市 6050001029219
株式会社冨山木材 茨城県 牛久市 9050001028119
医療法人醇弘会 茨城県 つくば市 9050005012366
株式会社はりけん 茨城県 つくば市 9050001036468
株式会社千成屋 茨城県 ひたちなか市 6050001006861
日研機器株式会社 茨城県 ひたちなか市 3050001023595
株式会社松崎土木 茨城県 潮来市 7050001021595
有限会社遠藤機械製作所 茨城県 筑西市 2050002043486
株式会社ヤマグチヤ冷蔵 茨城県 筑西市 4050001031671
有限会社花寿司 茨城県 神栖市 3050002027827
株式会社丸や 茨城県 神栖市 8050001022519
有限会社大久保ヂーゼル工業 茨城県 境町 3050002018347
篠木 栄一 茨城県
芝田 貢 茨城県
田上 俊行 茨城県
三起精工株式会社 栃木県 足利市 5060001018642
株式会社マツヤ 栃木県 鹿沼市 2060002020897
有限会社池澤自動車整備 栃木県 小山市 9060002027787
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テレビ小山放送株式会社 栃木県 小山市 8060001014440
有限会社タイセイ光学 栃木県 那須塩原市 6060002024102
有限会社一軒茶屋 栃木県 那須町 7060002022939
岸 広 栃木県
倉持 凌 栃木県
小林 勇治 栃木県
藤沼 孝幸 栃木県
山口 祐史 栃木県
有限会社高橋与商店 群馬県 前橋市 7070002003418
一般財団法人同愛会 群馬県 前橋市 3070005008302
株式会社アスカ 群馬県 高崎市 1070001006063
株式会社エーティークリエイト 群馬県 高崎市 9070002014669
岡崎醤油株式会社 群馬県 高崎市 7070001010274
有限会社金田美装 群馬県 高崎市 1070002009362
有限会社仲沢酒店 群馬県 高崎市 1070002011310
株式会社ＢＩＭ 群馬県 高崎市 5070001034011
株式会社仙道 群馬県 桐生市 1070001038230
須田技巧株式会社 群馬県 伊勢崎市 5070001030992
荻原物産株式会社 群馬県 太田市 7070001018929
有限会社タテノ建装 群馬県 太田市 4070002030002
有限会社花よ志 群馬県 太田市 8070002030576
有限会社宮田工機 群馬県 太田市 5070002031164
特定非営利活動法人あおぞら会 群馬県 沼田市 5070005007442
一般社団法人館林邑楽歯科医師会 群馬県 館林市 9070005006515
有限会社浅岡自動車 群馬県 渋川市 8070002025865
有限会社渋川マツダ 群馬県 渋川市 5070002026412
有限会社神道工業 群馬県 渋川市 4070002027519
株式会社進和工業 群馬県 渋川市 9070001018423
メディカルトータルサービス株式会社 群馬県 藤岡市 5070001024251
株式会社ｂｌｏｏｍ 群馬県 富岡市 3070001029426
群馬スノーアライアンス株式会社 群馬県 みなかみ町 2070001023495
有限会社光輝 群馬県 玉村町 6070002021560
株式会社Ｌｉｎｋ 群馬県 玉村町 3070001027495
大石 和彦 群馬県
鏑木 大輔 群馬県
黒岩 裕一 群馬県
嶋岡 則久 群馬県
有限会社赤城 埼玉県 さいたま市 5030002000180
株式会社オリエンタルスポーツ 埼玉県 さいたま市 9030001131048
一般財団法人埼玉県建築安全協会 埼玉県 さいたま市 5030005000418
ダブルフーズ株式会社 埼玉県 さいたま市 9011301025809
株式会社チャイルドサポート神尾 埼玉県 さいたま市 9030001116684
株式会社ＴＥＡＲ－Ｓ 埼玉県 さいたま市 7021001068464
株式会社Ｎａｈｅｌｅ 埼玉県 さいたま市 4030001106789
バウハウス株式会社 埼玉県 さいたま市 1030001118102
有限会社星名建設 埼玉県 さいたま市 8030002018864
株式会社山本水産 埼玉県 さいたま市 2030001116443
株式会社イトーセーブ 埼玉県 川越市 6030001054334
株式会社小泉建設 埼玉県 川越市 3030001054675
株式会社ＧＢＦ 埼玉県 川越市 7030002078133
株式会社長谷川製作所 埼玉県 川越市 5030001055382
有限会社山﨑電材 埼玉県 川越市 8030002075427
株式会社高遠 埼玉県 熊谷市 3030001088756
川口内燃機鋳造株式会社 埼玉県 川口市 7030001074257
株式会社スマイルトータルサービス 埼玉県 川口市 6030001122727
株式会社成田商店 埼玉県 川口市 9030001073190
株式会社ＨａｎａＰｒｉｍｅ 埼玉県 川口市 1010701034105
マツミ金属株式会社 埼玉県 川口市 2030001077256
三福株式会社 埼玉県 川口市 2030001091711
医療法人仁樹会 埼玉県 秩父市 5030005015390
株式会社木下フレンド 埼玉県 所沢市 8030001023923
株式会社サンナチュラルズ 埼玉県 所沢市 8030001024203
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山田食品産業株式会社 埼玉県 所沢市 8030001025226
特定非営利活動法人東松山ペレーニアスポーツクラブ 埼玉県 東松山市 1030005011914
株式会社アルリア 埼玉県 春日部市 5030001053650
株式会社たつ吉 埼玉県 春日部市 8030001142590
有限会社新井モータース 埼玉県 羽生市 5030002041555
有限会社加藤農機 埼玉県 深谷市 9030002116551
株式会社大慶堂 埼玉県 深谷市 6030001086419
株式会社元気Ｄｉｎｉｎｇ 埼玉県 越谷市 9030001068496
株式会社関根エンタープライズＫＰＳ 埼玉県 越谷市 6030001115020
セントラルインターナショナル株式会社 埼玉県 戸田市 3030001141606
株式会社ＥＲＵＴＬＵＣ 埼玉県 朝霞市 3040001011832
合同会社ＫＡＭＩＡＧＥ 埼玉県 朝霞市 3030003016723
株式会社フクシン 埼玉県 朝霞市 1030001048489
有限会社パワーエクスプレス 埼玉県 和光市 7011402018572
ａｎａｎｔａｙａ合同会社 埼玉県 新座市 5120103004006
有限会社珈琲茶館オービー 埼玉県 八潮市 9030002046906
株式会社ＢＲＯＴＨ 埼玉県 八潮市 2030001135055
八潮製罐株式会社 埼玉県 八潮市 4030001038529
医療法人社団あいゆう会 埼玉県 三郷市 3013405000676
有限会社太朗笑快 埼玉県 蓮田市 7030002023312
合同会社ｎｅｗｍｅ 埼玉県 坂戸市 6030003014583
株式会社スズヤ 埼玉県 吉川市 5030001067964
株式会社蘭 埼玉県 ふじみ野市 9030001058828
株式会社カーサービスネギシ 埼玉県 毛呂山町 4030001070481
有限会社村田自動車工業 埼玉県 吉見町 4030002096682
神山 貢 埼玉県
高 秀虹 埼玉県
小室 和久 埼玉県
佐藤 隆 埼玉県
島田 直樹 埼玉県
高橋 俊文 埼玉県
髙林 忠史 埼玉県
東郷 紫織 埼玉県
林 久枝 埼玉県
藤林 雅記 埼玉県
株式会社エストメディカル 千葉県 千葉市 5040001109055
株式会社ジャパンアイビック 千葉県 千葉市 1040001003402
東京高田株式会社 千葉県 千葉市 8010401136533
株式会社古山薬局 千葉県 千葉市 9040001006760
株式会社リンカン開発 千葉県 千葉市 9021001020654
有限会社松栄工業 千葉県 市川市 6040002034524
株式会社デベロップ 千葉県 市川市 8040001032114
有限会社吉澤製紐所 千葉県 船橋市 9010602033669
株式会社石山 千葉県 木更津市 6040001050373
ＫＡＩ工業株式会社 千葉県 木更津市 5040001090032
社会福祉法人多宝会 千葉県 木更津市 6040005020488
株式会社協和デンタル・ラボラトリー新松戸 千葉県 松戸市 2040001101411
有限会社ティープレイス 千葉県 松戸市 5040002047270
株式会社ＹＥＳ 千葉県 野田市 6040001072731
株式会社上總ボーリング 千葉県 茂原市 3040001059112
株式会社ジョイネット 千葉県 佐倉市 6040001046867
株式会社西川園 千葉県 東金市 3040001057306
有限会社イハラ商会 千葉県 柏市 4040002088919
株式会社Ａｇｅｌｅｓｓ 千葉県 柏市 1040001070616
吉野酒造株式会社 千葉県 勝浦市 8040001075096
株式会社諏訪商店 千葉県 市原市 4040001054112
有限会社八幡屋商店 千葉県 市原市 7040002075559
恒盛株式会社 千葉県 我孫子市 1040001082999
有限会社豊明殿 千葉県 鴨川市 2040002101245
株式会社富士食品 千葉県 君津市 3040001052141
ＮＰＯ法人発達わんぱく会 千葉県 浦安市 5040005004938
丸秀貿易株式会社 千葉県 富里市 5040001106011
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㈱ろくや 千葉県 南房総市 1040001074567
ＥＩＧＩ　ＴＲＡＤＩＮＧ　ＣＯ．株式会社 千葉県 香取市 8040001064264
株式会社高岡商会 千葉県 香取市 2040001064063
有限会社栄樹園 千葉県 多古町 8040002083668
河嶋 敏江 千葉県
河野 賢二 千葉県
佐藤 健一 千葉県
林 幹人 千葉県
宮下 宜嗣 千葉県
横田 秀太郎 千葉県
劉 涛 千葉県
渡邊 敬之 千葉県
アイウェーヴ株式会社 東京都 千代田区 5010001115205
ＩｏＴ－ＥＸ株式会社 東京都 千代田区 1010001129910
株式会社アルファ 東京都 千代田区 7011101090088
株式会社インテリジェンツ 東京都 千代田区 9010001137170
株式会社VIXEE 東京都 千代田区 6011001065117
有限会社エム・アール・シー 東京都 千代田区 4010002008219
グローバルエステート株式会社 東京都 千代田区 9011501024461
株式会社ＣＴＡ 東京都 千代田区 2060001032332
株式会社ＣＭｅｒＴＶ 東京都 千代田区 1010001135644
株式会社ＳＩＧＮＡＴＥ 東京都 千代田区 9010001183388
Ｓｏｃｉａｌ　Ｇｏｏｄ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ株式会社 東京都 千代田区 5010001188903
株式会社ダイニングデザイン 東京都 千代田区 5011401013378
中央資料株式会社 東京都 千代田区 4010001050238
株式会社テクノ樹高 東京都 千代田区 7010001023546
株式会社　東京クリアセンター 東京都 千代田区 7010401020597
東京富嘉商事株式会社 東京都 千代田区 6013301037150
株式会社中商 東京都 千代田区 1010001050133
株式会社Ｐｒｏｖｉｇｅｎｔ 東京都 千代田区 3010001127821
民権企業株式会社 東京都 千代田区 3010001030315
山甚物産株式会社 東京都 千代田区 7210001012058
株式会社アクアパック 東京都 中央区 6040001087440
株式会社ａｎｏｖａ　ｄｅｓｉｇｎ 東京都 中央区 6010001183176
合同会社Ｓ－ＳＰＩＮ 東京都 中央区 4010003032820
エレビスタ株式会社 東京都 中央区 5030001095057
株式会社Ｇｉｎｃｏ 東京都 中央区 5011001119880
有限会社ＧＲＥＥＮ　ＰＬＵＳ 東京都 中央区 8010002047659
グレースグロービー株式会社 東京都 中央区 7020001095758
株式会社ＳａｓＫｉａ 東京都 中央区 5010001189422
株式会社三和広告社 東京都 中央区 9010001044573
株式会社ＪＡＹ　ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ 東京都 中央区 1010001164957
株式会社スーパーホテルクリーン 東京都 中央区 4010001177469
高梨株式会社 東京都 中央区 1010001049448
株式会社ＴＳユニオン 東京都 中央区 4010001158717
株式会社ネオヒューマン 東京都 中央区 4011601020885
株式会社パディ・アジア・パシフィック・ジャパン 東京都 中央区 8011001094634
一般社団法人ベストライフアカデミー 東京都 中央区 7010005028806
ベト屋フーズ株式会社 東京都 中央区 3010001219073
マーサインターナショナル株式会社 東京都 中央区 2010501022003
株式会社Ｍｕｓｅ． 東京都 中央区 1010001175847
ＡＩ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ株式会社 東京都 港区 2020001072043
株式会社ＡＭＢヒトラボ 東京都 港区 7010001201102
有限会社ガレージコパスティック 東京都 港区 2010402029997
株式会社喜一 東京都 港区 2011501009386
株式会社キマタコーポレーション 東京都 港区 9010401086604
株式会社ｃｌｅａｎｓｔｙｌｅ 東京都 港区 5011101090593
公益財団法人人権教育啓発推進センター 東京都 港区 7010405010487
株式会社コパスティックジャパン 東京都 港区 1010402024470
三幸産業株式会社 東京都 港区 3010401098951
ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社 東京都 港区 6010001106335
Ｇ＆Ｒジャパン株式会社 東京都 港区 2010401123578
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ストラテジック・パートナーズ株式会社 東京都 港区 7290001031372
株式会社TAPP 東京都 港区 4010001179787
谷澤工務店株式会社 東京都 港区 5010401156237
株式会社ＴＧ　ｃｏｍｐａｎｙ 東京都 港区 6011601023309
株式会社ｄａｚｚｙ 東京都 港区 1010401080713
株式会社トランスクリエーション 東京都 港区 2010701017587
株式会社Ｔｒａｄｅｒｓ　Ｍａｒｋｅｔ 東京都 港区 2010401095421
ビービーメディア株式会社 東京都 港区 5010401037115
株式会社ファビュラボ 東京都 港区 8010401148264
ブリッジ税理士法人 東京都 港区 3010405003081
香港亭株式会社 東京都 港区 1010401039073
株式会社ＬＩＦＥＳＣＡＰＥＳ 東京都 港区 8010001192282
有限会社ラジャヴェッタ 東京都 港区 5040002072806
リードバンク合同会社 東京都 港区 1190003001942
アーリーバード株式会社 東京都 新宿区 4011001096576
ａｗｏｏ　Ｊａｐａｎ株式会社 東京都 新宿区 7011101083224
エーペックスインターナショナル株式会社 東京都 新宿区 7011101002778
Ａ　Ｒｅｌａｔｉｏｎ合同会社 東京都 新宿区 8011103008186
株式会社エクスオード 東京都 新宿区 7011101049976
エコムーバー株式会社 東京都 新宿区 8011101054406
株式会社ケン・スタッフ 東京都 新宿区 3011101006295
株式会社工画堂スタジオ 東京都 新宿区 9011301008474
株式会社舜日リゾート 東京都 新宿区 7011101089725
日本健康管理株式会社 東京都 新宿区 6011101016283
株式会社富士天嘉 東京都 新宿区 7011101074743
株式会社ヘルシヤ 東京都 新宿区 1011101045535
合同会社ＭＥＬＩＬＩ 東京都 新宿区 6011403002923
株式会社メルクリウスコーポレーション 東京都 新宿区 5011101041852
ＲＡＮＰＳ株式会社 東京都 新宿区 4011101078598
株式会社田中商事 東京都 文京区 6010701033457
ユニバース開発株式会社 東京都 文京区 8011101021810
ＷＯＷ　ＭＥＤＩＣＡＬ株式会社 東京都 文京区 8010001199807
株式会社インターティ・エス・オー 東京都 台東区 2010501023570
株式会社エッジライン 東京都 台東区 9011501014826
株式会社エヌジェー 東京都 台東区 8010501018524
株式会社環境美健 東京都 台東区 6010501002851
キャリアダイバーシティ株式会社 東京都 台東区 4010501045902
システム環境株式会社 東京都 台東区 9010501025610
株式会社たかしコーポレーション 東京都 台東区 9010501045121
東京大西造花装飾株式会社 東京都 台東区 3010501009420
株式会社ブルーカラーズ 東京都 台東区 3011501015359
株式会社ペンギンライター 東京都 台東区 6010501012149
株式会社マンリ 東京都 台東区 5010501032593
森川産業株式会社 東京都 台東区 9010501021295
株式会社コーチャル 東京都 墨田区 3010501020880
矢田製帽有限会社 東京都 墨田区 7010602016477
有限会社六歌仙 東京都 墨田区 4010502015920
株式会社エムジェイファンクション 東京都 江東区 2010601031085
ＫＡＩＺＥＮ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ株式会社 東京都 江東区 1010601046737
株式会社天成 東京都 江東区 6010601055956
株式会社東京エム・アイ商会 東京都 江東区 3010001061178
株式会社東伸社 東京都 江東区 7010001051737
株式会社富市商店 東京都 江東区 5010001052068
株式会社なみき 東京都 江東区 9010601059426
ボトムライン合同会社 東京都 江東区 7010603008028
株式会社アールケーエス 東京都 品川区 3010001133662
大竹建窓株式会社 東京都 品川区 8010701002088
大村技研株式会社 東京都 品川区 4010701002100
環宇株式会社 東京都 品川区 4010701039489
株式会社サウンド・バイ・エス 東京都 品川区 7010701019356
株式会社ジェイエムエス 東京都 品川区 5010701004153
株式会社城南ケンソー 東京都 品川区 9010701024924
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多田国際社会保険労務士法人 東京都 品川区 5010705003250
特定非営利活動法人アジア人文文化交流促進協会 東京都 目黒区 8011005003839
株式会社ジャムプランニング 東京都 目黒区 9011001144074
株式会社葵精螺製作所 東京都 大田区 4010801000094
大倉商工株式会社 東京都 大田区 9010801013562
株式会社グローリー 東京都 大田区 5010801020348
株式会社Ｋ＆Ｇ 東京都 大田区 7010801023670
三友株式会社 東京都 大田区 2011101094481
株式会社玉子屋 東京都 大田区 5010801007163
東京電制工業株式会社 東京都 大田区 7010801007847
桐伸工業株式会社 東京都 大田区 1010801008198
ニーハオ食品株式会社 東京都 大田区 9010801009180
日興電気工業株式会社 東京都 大田区 3010801009302
リテンションマテリアル合同会社 東京都 大田区 7010803001468
ＡＮＤＦＯＯＤ株式会社 東京都 世田谷区 8010901046406
イー・アシスト株式会社 東京都 世田谷区 1010901028740
有限会社イワホリ 東京都 世田谷区 2010902001844
サンライズエージェント株式会社 東京都 世田谷区 7011001114442
税理士法人世田谷税経センター 東京都 世田谷区 9010905001620
株式会社ナカモト 東京都 世田谷区 6010901008795
株式会社アートボード 東京都 渋谷区 4012701012938
アンソレイユ株式会社 東京都 渋谷区 3011001137711
株式会社ｉｋｕｒａ　ＡＩ 東京都 渋谷区 3011001116681
株式会社Ｗｉｄｓｌｅｙ 東京都 渋谷区 1011001096190
株式会社クラリス 東京都 渋谷区 1010401097476
株式会社京王電業社 東京都 渋谷区 2011001007213
一般社団法人健康長寿 東京都 渋谷区 9011005005041
株式会社サンダーバード 東京都 渋谷区 4011001120204
株式会社ＪＵＮＩＯＲ 東京都 渋谷区 9011001132228
医療法人社団タカラ会 東京都 渋谷区 5011005003073
株式会社東亜コンテンツ 東京都 渋谷区 3010101014845
東京オフセット印刷株式会社 東京都 渋谷区 8011001036719
株式会社DOT ONE 東京都 渋谷区 5011001132792
株式会社フォーピープル 東京都 渋谷区 8010401105819
株式会社フォーライン 東京都 渋谷区 9011001047483
株式会社フルール・エムイー 東京都 渋谷区 8011001098387
株式会社ＰｅＰｅ 東京都 渋谷区 1011001141599
ＭＡＶＥＲＩＣＫ株式会社 東京都 渋谷区 6011001126901
株式会社Ｕ．Ｍ．Ａ　Ｇｒｏｕｐ 東京都 渋谷区 9011001109812
株式会社ｌｏｊｕｓ 東京都 渋谷区 2011001105405
株式会社ＹＣ・Ｐｒｉｍａｒｉｌｙ 東京都 渋谷区 3010901023450
株式会社ライズ 東京都 中野区 4011301019559
株式会社河又 東京都 杉並区 6011301001754
株式会社モト・ギャルソン 東京都 杉並区 5011301009030
株式会社イーストシー 東京都 豊島区 9013301035218
エッセンシアライズ株式会社 東京都 豊島区 7010901022044
合同会社エピファニー 東京都 豊島区 6013303003506
株式会社音羽 東京都 豊島区 9013301002390
株式会社経営サポートプラスアルファ 東京都 豊島区 9030001094708
株式会社ＷＴｋｉｔｃｈｅｎ 東京都 豊島区 6013301046317
トヨマ株式会社 東京都 豊島区 9013301028873
ＮＵＷＯＲＫＳ株式会社 東京都 豊島区 4013301044132
株式会社マクスマラシステムズ 東京都 豊島区 2013301020119
ＹＵＮＩ株式会社 東京都 豊島区 3040001114783
株式会社アウルズ・ウイング・コーポレーション 東京都 北区 2011501016614
株式会社ゼロワン 東京都 北区 5011501020844
ニットクメンテ株式会社 東京都 北区 2011501003686
株式会社日乃本錠前 東京都 北区 2011501003934
丸苑株式会社 東京都 荒川区 7011501022070
旭日国際株式会社 東京都 板橋区 2013301027898
共立薬品株式会社 東京都 板橋区 1011401001717
株式会社ＴＯＵ 東京都 板橋区 8011401021031
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パル・ユニット株式会社 東京都 板橋区 4011401005335
株式会社ビームテック 東京都 板橋区 1030001081952
医療法人社団焔 東京都 板橋区 5011405001767
ヤムラ商事株式会社 東京都 板橋区 5011401018261
株式会社夢花 東京都 板橋区 4011401015854
株式会社稲田屋本店 東京都 練馬区 9010001119391
エーエルティー株式会社 東京都 練馬区 2011601008008
プレンティアイデアジャパン株式会社 東京都 練馬区 3011601023311
株式会社アプトデイト 東京都 足立区 8011801005749
株式会社改伸工業 東京都 足立区 9011801006837
協和機工株式会社 東京都 足立区 9011801007091
ＫＭＫＳ株式会社 東京都 足立区 7011801038130
ソリッドゴー株式会社 東京都 足立区 5011001135713
大和産業株式会社 東京都 足立区 1040003008234
株式会社ドンレミー 東京都 足立区 2011801010606
株式会社レジデンシャル不動産 東京都 足立区 1011801025828
株式会社ｅ－ｌｉｆｅ 東京都 葛飾区 4010601048185
医療法人社団圭晋会 東京都 葛飾区 8011805002998
日本モータース株式会社 東京都 葛飾区 3011801003690
株式会社アルバ 東京都 江戸川区 7011701000413
株式会社ウィッシュ・インターライズ 東京都 江戸川区 9040001055650
株式会社ＴＯＫＹＯ２３ 東京都 江戸川区 8011101055404
株式会社ＴＯＫＩＷＡ 東京都 江戸川区 5011801030403
司法書士法人野村事務所 東京都 江戸川区 9011705000886
ムラタ産業株式会社 東京都 江戸川区 3011701007775
株式会社リアルヴィジョン 東京都 江戸川区 5011701015628
株式会社ダンパー 東京都 八王子市 8010101002374
有限会社田中金属工業 東京都 立川市 8012802001472
株式会社ルーデンス立川ウェディングガーデン 東京都 立川市 7012801016365
医療法人社団誠涼会 東京都 武蔵野市 9012405001687
株式会社首藤商店 東京都 昭島市 2012801020529
株式会社高橋商店 東京都 昭島市 3012801007491
株式会社リザルト 東京都 昭島市 1012801016305
山王設備工業株式会社 東京都 町田市 1012301009486
株式会社久美堂 東京都 町田市 7012301002130
株式会社ＨＫトレード 東京都 国分寺市 3012801017879
リバイズ株式会社 東京都 国分寺市 2012801018325
株式会社リバイバル 東京都 福生市 2013101006391
株式会社サンセイ 東京都 武蔵村山市 4012801006682
ＫＧＡ株式会社 東京都 多摩市 1012401036216
明豊トレーディング株式会社 東京都 稲城市 1010701009692
株式会社トシ・コーポレーション 東京都 西東京市 6012701002417
鮎澤 重之 東京都
荒木 宇文 東京都
井畑 信彦 東京都
上田 裕一 東京都
上原 和広 東京都
浦澤 静人 東京都
太田 禎典 東京都
大原 浩史 東京都
荻沼 國明 東京都
加賀谷 佳史 東京都
笠原 利恵 東京都
勝浦 宏明 東京都
神戸 あおい 東京都
菊地 直樹 東京都
木部 修実 東京都
黒川 由佳 東京都
小林 美穂 東京都
佐々城 康隆 東京都
椎名 淳子 東京都
鈴木 俊二 東京都
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鈴木 実穂子 東京都
相馬 みゆき 東京都
高橋 茂明 東京都
豊島 貴彦 東京都
西尾 恵太 東京都
間 清子 東京都
花咲 正道 東京都
濱中 一将 東京都
深澤 智人 東京都
槇 洵 東京都
森 義明 東京都
栁瀬 利之 東京都
山崎 二朗 東京都
山本 幸弘 東京都
横山 都津里 東京都
株式会社アップスアンドカンパニー 神奈川県 横浜市 7020001050622
株式会社伊藤興業 神奈川県 横浜市 4020001016626
株式会社エムズホーム 神奈川県 横浜市 8020001024451
ＡＬＬ　ＳＵＣＣＥＥＤ株式会社 神奈川県 横浜市 1020001100432
河本開発工業株式会社 神奈川県 横浜市 1020001009780
有限会社岸商事 神奈川県 横浜市 4020002018407
株式会社キャメルサービス 神奈川県 横浜市 7020001106903
株式会社順真 神奈川県 横浜市 4020001111666
Ｓｗｅｅｔ　Ｈｉｌｌｓ株式会社 神奈川県 横浜市 6011001129581
株式会社ステラコンサルティング 神奈川県 横浜市 6020001110039
株式会社ＴＨＲＩＶＥ 神奈川県 横浜市 8020001120952
医療法人社団船洲会 神奈川県 横浜市 1020005001577
株式会社たしろ薬品 神奈川県 横浜市 5020001015346
中央環境開発株式会社 神奈川県 横浜市 6020001042281
中央測量技術株式会社 神奈川県 横浜市 9020001020920
株式会社塗装職人 神奈川県 横浜市 7020001047370
株式会社ニーズ 神奈川県 横浜市 9020001105176
合同会社ブリーズ・ビー 神奈川県 横浜市 5020003011814
株式会社マスミ製作所 神奈川県 横浜市 6020001005610
合同会社結心 神奈川県 横浜市 9020003017683
株式会社横浜アーチスト 神奈川県 横浜市 3020001029380
株式会社Ｌａｐｓｉ 神奈川県 横浜市 9040001107534
Ｒｉｋｋａカンパニー株式会社 神奈川県 横浜市 7020001141685
株式会社池田塗装 神奈川県 川崎市 3020001089458
鹿島田薬局有限会社 神奈川県 川崎市 7020002080750
クラフト工業株式会社 神奈川県 川崎市 9020001072656
シンクランド株式会社 神奈川県 川崎市 2020001104390
第一パイプ工業株式会社 神奈川県 川崎市 6020001073566
トルーピー株式会社 神奈川県 川崎市 9011601023925
株式会社Ｆｅｔｅ　ｌｅ　ｍａｒｃｈｅ 神奈川県 川崎市 2020001129330
有限会社宝珍楼 神奈川県 川崎市 4020002084878
丸泉興業株式会社 神奈川県 川崎市 3020001074617
株式会社ブロー 神奈川県 相模原市 6021002023898
株式会社松元組 神奈川県 相模原市 5021001016838
るりこしケア株式会社 神奈川県 相模原市 2021001071010
レイテック株式会社 神奈川県 相模原市 4021001014438
株式会社イタガキ 神奈川県 横須賀市 9021001039959
医療法人久保田歯科医院 神奈川県 平塚市 8021005006824
株式会社Ｒｉｇｈｔ‐Ｔｏｏｔｈ　Ｅｄｕｔａｉｎｍｅｎｔ 神奈川県 藤沢市 5021001046876
株式会社岩田幸司設計事務所 神奈川県 秦野市 9021001022386
株式会社エルフ 神奈川県 秦野市 3021001035773
株式会社アイビーリフォーム 神奈川県 厚木市 8021001045108
オヘソファクトリー株式会社 神奈川県 厚木市 4021001052108
有限会社望月商店 神奈川県 厚木市 7021002033442
株式会社エミナル 神奈川県 大和市 1021001073189
ネクストステージ合同会社 神奈川県 大和市 2021003006682
株式会社林間 神奈川県 大和市 2021001026138
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株式会社リンカン・スタッフサービス 神奈川県 大和市 6021001028411
株式会社ＵＥＸ管材 神奈川県 伊勢原市 4021001020964
株式会社コクエー 神奈川県 伊勢原市 9021001021066
株式会社ベントブルー 神奈川県 寒川町 9020001118376
株式会社マスコー 神奈川県 湯河原町 5021001032034
秋山 多美子 神奈川県
石綿 勇介 神奈川県
泉 裕幸 神奈川県
小川 将仁 神奈川県
沖本 泰平 神奈川県
長田 健吾 神奈川県
小田切 映 神奈川県
清水 義央 神奈川県
関野 裕之 神奈川県
武川 隆 神奈川県
武宮 信寿 神奈川県
中河原 敬夫 神奈川県
中野 稔 神奈川県
濱口 文彦 神奈川県
堀田 和人 神奈川県
三谷 浩一 神奈川県
山崎 修 神奈川県
山崎 一 神奈川県
吉本 寛規 神奈川県
渡邉 佳恵 神奈川県
株式会社アクアデザインアマノ 新潟県 新潟市 3110001008210
株式会社スタジオ嶋田 新潟県 新潟市 5110001006749
株式会社千代田設備 新潟県 新潟市 4110001003318
株式会社日建緑地 新潟県 新潟市 8110001004444
有限会社美粧 新潟県 新潟市 2110002005471
株式会社ファインズ 新潟県 新潟市 8110001004840
株式会社越後天風 新潟県 長岡市 2110001022187
株式会社ミナミ 新潟県 長岡市 1110001029159
株式会社ＥＩＳＥＩ 新潟県 三条市 3110001035618
株式会社田中鉄工所 新潟県 燕市 2110001016387
大和電建株式会社 新潟県 上越市 5110001019817
代々菊醸造株式会社 新潟県 上越市 1110001019614
株式会社リシェス 新潟県 上越市 3110001020842
株式会社羽吹建設 新潟県 南魚沼市 4110001026491
有限会社ゆた 新潟県 湯沢町 7110002034177
江畠 秀世 新潟県
いおざき印刷株式会社 富山県 富山市 8230001000191
株式会社ＶＩＡＬＵＣＥ 富山県 富山市 3230001017835
亀谷塗料株式会社 富山県 富山市 4230001000625
株式会社ＣＨＲＯＮＯＸ 富山県 富山市 6230001018319
ＺＥＮＩＴＨ　ＪＡＰＡＮ株式会社 富山県 富山市 4230001017462
合同会社ゼロゼロエイト 富山県 富山市 6230003001363
大同産業株式会社 富山県 高岡市 9230001010306
有限会社能島工機 富山県 黒部市 5230002008138
株式会社石川組 富山県 砺波市 4230001017140
株式会社坂田プラスチックス 富山県 小矢部市 6230001013518
柴田 典明 富山県
杉林 哲男 富山県
濵屋 春幸 富山県
有限会社梅木製作所 石川県 金沢市 7220002001315
株式会社エレックス 石川県 金沢市 6220001007818
株式会社ＣＡＳＣＡＴＡ 石川県 金沢市 4220001008586
株式会社ケーズ 石川県 金沢市 8220001014705
医療法人社団白銀会 石川県 金沢市 7220005003300
有限会社ノニコム 石川県 金沢市 8220002006643
有限会社ふじた酒店 石川県 金沢市 2220002005023
有限会社山龍組 石川県 金沢市 2220002006087
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有限会社よねもと 石川県 金沢市 3220002006268
中野水産加工株式会社 石川県 七尾市 7220001015415
中野商事株式会社 石川県 白山市 3220001008793
株式会社Ｍ．グランデ 石川県 野々市市 9220001021147
株式会社ヴェリテ 石川県 津幡町 7220001019746
清水 敏雅 石川県
医療法人社団大手樹会 福井県 福井市 7210005009579
奥武建設工業株式会社 福井県 福井市 2210001000678
創文堂印刷株式会社 福井県 福井市 8210001001828
株式会社ＹＫＴ 福井県 福井市 9210001017039
有限会社せいわ箸店 福井県 小浜市 1210002013795
株式会社浅穂 福井県 あわら市 9210002007245
株式会社笹岡工業所 福井県 あわら市 2210001007112
株式会社三和商会 福井県 坂井市 3210001007342
姜 慶南 福井県
松葉 亜矢 福井県
株式会社朱宮神仏具店 山梨県 甲府市 4090001001142
公益社団法人山梨県獣医師会 山梨県 甲府市 6090005005971
井筒屋醤油株式会社 山梨県 韮崎市 3090001011019
株式会社アスティオン 山梨県 笛吹市 6011101052956
株式会社零 山梨県 笛吹市 8090001015709
丸藤葡萄酒工業株式会社 山梨県 甲州市 8090001009248
有限会社オプスケーティー 山梨県 昭和町 8090002006252
株式会社熱研メンテナンス 山梨県 富士河口湖町 5090001010332
志村 司郎 山梨県
渡邊 徹 山梨県
株式会社アプローズ 長野県 長野市 3100001000151
株式会社開渡 長野県 長野市 3100002007039
株式会社クライス 長野県 長野市 3100001024183
有限会社Ｂｅｅ’ｓ 長野県 長野市 2100002007849
株式会社北信ポンプ 長野県 上田市 8100001010170
株式会社ミヤマ 長野県 上田市 3100001010935
有限会社木下クリーニング店 長野県 飯田市 1100002036147
林金属工業株式会社 長野県 諏訪市 4100001018580
長野綜合メンテナンス株式会社 長野県 須坂市 3100001005670
株式会社Ｅｕｒｏ　Ｊａｐａｎ　Ａｖａｎｔａｇｅ 長野県 須坂市 8100001007051
浅間エンジニアリング株式会社 長野県 小諸市 3100001008335
株式会社カワカミＰｈａｒｍａｃｙ 長野県 伊那市 7100001026894
合同会社しなの９２８ 長野県 中野市 8100003003296
有限会社和泉屋菓子店 長野県 佐久市 1100002010317
合資会社和泉屋商店 長野県 佐久市 1100003000597
有限会社北原重機興業 長野県 佐久市 1100002010556
株式会社ながのホームケアコンサルティング 長野県 下諏訪町 1100001032519
天龍糧食工業株式会社 長野県 辰野町 4100001021691
株式会社エマ商会 長野県 上松町 3100001017716
株式会社西澤電機計器製作所 長野県 坂城町 5100001011535
滝澤 賢生 長野県
長田 喜久 長野県
望月 崇史 長野県
株式会社アートデポ 岐阜県 岐阜市 4200001036481
株式会社エムクロス 岐阜県 岐阜市 5200001035771
株式会社おく田 岐阜県 岐阜市 3200001000827
特定非営利活動法人ぎふハチドリ基金 岐阜県 岐阜市 6200005012782
株式会社Ｑｕｈａｎ 岐阜県 岐阜市 8200001029093
齋交株式会社 岐阜県 岐阜市 5200001002103
株式会社ジーエイチアール 岐阜県 岐阜市 4200001008308
有限会社貴斗 岐阜県 岐阜市 1200002005579
有限会社高橋新聞店 岐阜県 岐阜市 6200002002828
株式会社マルエム村瀬組 岐阜県 岐阜市 6200001004916
株式会社マルミ 岐阜県 岐阜市 6200001005138
六原建設株式会社 岐阜県 岐阜市 9200001005911
株式会社シンセン 岐阜県 大垣市 4200001013695
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高山米穀協業組合 岐阜県 高山市 3200005009699
株式会社岩田製作所 岐阜県 関市 7200001018956
株式会社長谷川通信工業 岐阜県 関市 8200001019490
有限会社キュービック 岐阜県 瑞浪市 1200002022624
有限会社前川新聞店 岐阜県 瑞浪市 9200002022146
有限会社大野塗装 岐阜県 各務原市 6200002007117
小町酒造株式会社 岐阜県 各務原市 6200001007084
株式会社ワンズ・プランニング 岐阜県 可児市 3200001018613
宮川下流漁業協同組合 岐阜県 飛騨市 1200005010279
有限会社所製作所 岐阜県 本巣市 1200002009646
有限会社遠藤新聞店 岐阜県 下呂市 2200002027597
海津市漁業協同組合 岐阜県 海津市 4200005005722
株式会社工和製作所 岐阜県 垂井町 3200001014777
株式会社田中屋ＦＯＯＤ　ＳＥＲＶＩＣＥ 岐阜県 大野町 1200001016511
有限会社フランボワーズ 岐阜県 北方町 5200002009733
フジカ化成株式会社 岐阜県 川辺町 4200001017507
神谷 育美 岐阜県
河手 裕武 岐阜県
小林 義和 岐阜県
佐藤 忍 岐阜県
永澤 雅和 岐阜県
早川 昭雄 岐阜県
町田 正次 岐阜県
丸山 聖 岐阜県
栁瀬 友香 岐阜県
株式会社ＡＯＩ 静岡県 静岡市 8080001007525
株式会社あすなろ設計事務所 静岡県 静岡市 7080001018011
株式会社マーサ 静岡県 静岡市 3080001021497
株式会社マエザワ 静岡県 静岡市 9080001009165
株式会社Ｃライフサカイ 静岡県 浜松市 5080401018141
株式会社ＪＡＣＫカンパニー 静岡県 浜松市 2080401011520
株式会社高田空設 静岡県 浜松市 2080401021024
南伊豆水産株式会社 静岡県 浜松市 7080101014744
山﨑テキスタイル株式会社 静岡県 浜松市 2080401013327
山崎電機産業株式会社 静岡県 浜松市 7080401005550
有限会社山田接骨院 静岡県 浜松市 8080402008543
有限会社Ａ－ＬＩＮＥ建設 静岡県 沼津市 5080102003888
小原自動車工業株式会社 静岡県 沼津市 1080101000361
株式会社グラビティ 静岡県 沼津市 1200001031238
有限会社宝来屋 静岡県 富士宮市 6080102017251
株式会社浜野精肉店 静岡県 島田市 6080001013236
株式会社山大園 静岡県 富士市 8080101009900
株式会社鈴智工業 静岡県 磐田市 1080401022980
株式会社オフイスエル 静岡県 焼津市 7080001000943
株式会社勝国製茶 静岡県 裾野市 3080101007140
株式会社坂野クレーン 静岡県 御前崎市 5080401015023
有限会社宝山荘ゑびすや 静岡県 伊豆の国市 1080102008619
株式会社ＢＵＩＬＤ－ＳＤＬ 静岡県 函南町 9080101015781
松井建設株式会社 静岡県 小山町 7080101004282
有限会社太田茶店 静岡県 森町 6080402022075
株式会社おさだ製茶 静岡県 森町 3080401017442
石川 輝 静岡県
笠原 博之 静岡県
林 大次郎 静岡県
平野 純也 静岡県
松崎 好美 静岡県
宮島 史高 静岡県
山下 一夫 静岡県
株式会社アーティカル 愛知県 名古屋市 2180001071013
株式会社アイバトレード 愛知県 名古屋市 7180001103026
株式会社旭日 愛知県 名古屋市 8180001105343
株式会社ＥＭＬ 愛知県 名古屋市 4180001072455
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株式会社ＩＳＳＯ商店 愛知県 名古屋市 4180001132201
株式会社ウィングフリーダム 愛知県 名古屋市 6180001101724
株式会社ＶｏｉｃｅＶｏｉｃｅ 愛知県 名古屋市 5180001110057
有限会社ウォッチリペアサービス 愛知県 名古屋市 8180002041637
Ｓ・Ｄ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社 愛知県 名古屋市 7180001137726
エステート・プランニング株式会社 愛知県 名古屋市 6180001108133
株式会社Ｋａｎｋｏｕ 愛知県 名古屋市 6180001064228
株式会社GLITTER 愛知県 名古屋市 6180001117506
ご縁の風合同会社 愛知県 名古屋市 4180003022739
株式会社三和 愛知県 名古屋市 5180001021931
株式会社ＣＣＰ 愛知県 名古屋市 2180001145221
合資会社Ｓｈｅｒｐａ　Ｒｅｐｕｂｌｉｃ 愛知県 名古屋市 1180003016470
株式会社志恩 愛知県 名古屋市 2180001090599
敷島産業株式会社 愛知県 名古屋市 5180001000522
株式会社ＳＹＡＮＤＯＲＡ 愛知県 名古屋市 4180001133521
特定非営利活動法人障がい者みらい創造センター 愛知県 名古屋市 6180005017157
一般社団法人障がい者みらい創造センター 愛知県 名古屋市 7180005017841
新栄産業株式会社 愛知県 名古屋市 6180001010306
神宮ガード株式会社 愛知県 名古屋市 4180001113184
株式会社ＺＵＭＡ 愛知県 名古屋市 8180001123436
株式会社千種 愛知県 名古屋市 2180001000756
センチュリオン税理士法人 愛知県 名古屋市 7180005017750
株式会社創電 愛知県 名古屋市 7180001055738
株式会社ＺＯＳ 愛知県 名古屋市 4180001140732
株式会社ｔｅｎｄｒｅ 愛知県 名古屋市 8180001102720
中央塩乾販売株式会社 愛知県 名古屋市 5180001022211
坪井商事株式会社 愛知県 名古屋市 4180001023920
株式会社テアケ 愛知県 名古屋市 5180001064410
株式会社デンファレ 愛知県 名古屋市 7180001062057
東海時計商事株式会社 愛知県 名古屋市 6180001017532
豊中工業株式会社 愛知県 名古屋市 2180001015465
株式会社ナカガワ 愛知県 名古屋市 3180001015118
株式会社名古屋匠塗装 愛知県 名古屋市 7180001113660
合資会社野口莫大小 愛知県 名古屋市 4180003004547
株式会社林商店 愛知県 名古屋市 9180001118939
一つ山ホールディングス株式会社 愛知県 名古屋市 9180002046800
一般財団法人平林移動集団検診所 愛知県 名古屋市 6180005015706
株式会社Ｖ－ＨＡＮＤＳ 愛知県 名古屋市 8180001076873
富士コーヒー株式会社 愛知県 名古屋市 7180001040228
株式会社藤の花 愛知県 名古屋市 8180001109377
株式会社フリーベル 愛知県 名古屋市 6180001026995
有限会社ふるさと 愛知県 名古屋市 9180002012496
株式会社プログレ 愛知県 名古屋市 1180001060289
マーマレーション株式会社 愛知県 名古屋市 7011001124251
株式会社増田清商店 愛知県 名古屋市 7180001018257
マテック株式会社 愛知県 名古屋市 7180001046761
万兵株式会社 愛知県 名古屋市 1180001040968
株式会社メイエン 愛知県 名古屋市 8180001011194
株式会社安江新聞店 愛知県 名古屋市 6180001069020
株式会社ラムジャック 愛知県 名古屋市 4180001119735
株式会社リレーションズ 愛知県 名古屋市 9180002056642
株式会社ワークジャパン 愛知県 名古屋市 2180001069239
有限会社アーデント 愛知県 豊橋市 1180302006305
株式会社ＴＨＯＲＯＮＧ　ＬＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 愛知県 豊橋市 7180301029540
株式会社ホワイト商会 愛知県 豊橋市 1180301007089
株式会社ミック 愛知県 豊橋市 9180301007296
株式会社アルテック 愛知県 岡崎市 4180301000215
株式会社ダッド 愛知県 岡崎市 7180301001301
株式会社トーワレンテック 愛知県 岡崎市 6180301001599
医療法人緑丘歯科医院 愛知県 岡崎市 2180305000741
株式会社川合技研 愛知県 一宮市 3180001082645
佐々木商事株式会社 愛知県 一宮市 4180001086983
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株式会社日本エコ・ケア・サービス 愛知県 一宮市 5180001086693
株式会社ケーアールアイ 愛知県 瀬戸市 3180001078800
株式会社エムズカーファクトリー 愛知県 半田市 2180001091944
有限会社榊宗モータース 愛知県 半田市 6180002083400
伸栄サービス株式会社 愛知県 春日井市 6180001078293
株式会社東海典礼 愛知県 豊川市 3180301010330
合資会社本多商店 愛知県 津島市 7180003013446
有限会社カザック 愛知県 刈谷市 3180302021070
有限会社小林合成 愛知県 刈谷市 9180302018243
株式会社ａＳＰＩＲＥ 愛知県 豊田市 5180301031060
株式会社えん 愛知県 豊田市 7180301032098
株式会社豊田健康生活センター 愛知県 豊田市 8180301018872
株式会社　豊田緑化苑 愛知県 豊田市 6180301018957
社会福祉法人常滑市社会福祉協議会 愛知県 常滑市 5180005011879
アルファーシステム販売株式会社 愛知県 稲沢市 5180001079425
株式会社アイ・ジー・エス 愛知県 東海市 9180001094635
合同会社リベロ 愛知県 東海市 2180003020942
株式会社創写舘 愛知県 知多市 4180001094722
合同会社Ｅｔｅｒｎａｌ　Ｓｏｕｌ 愛知県 知立市 5180303004485
株式会社Ｓ．Ｉコントロールズ 愛知県 尾張旭市 5180001090571
株式会社クリップハート 愛知県 尾張旭市 3180001105793
株式会社伊藤商店 愛知県 岩倉市 6180001088094
株式会社横井金属工業 愛知県 北名古屋市 4180001052201
医療法人寿秀会 愛知県 弥富市 3180005017754
株式会社晃伸製機 愛知県 あま市 9180001098264
有限会社塩田新聞舗 愛知県 扶桑町 9180002074933
株式会社エヌテック 愛知県 蟹江町 6180001140854
有限会社マスダ商店 愛知県 東浦町 6180002087343
医療法人岩川歯科医院 愛知県 武豊町 2180005011691
株式会社すこやか 愛知県 幸田町 9180301024829
池田 裕久 愛知県
石川 博隆 愛知県
石黒 隆男 愛知県
伊藤 一也 愛知県
大島 幸一 愛知県
小笠原 崇 愛知県
奥田 浩介 愛知県
小野 まどか 愛知県
加藤 芳和 愛知県
神田 健太郎 愛知県
島田 裕志 愛知県
杉村 直紀 愛知県
鈴木 敬介 愛知県
平良 剛 愛知県
高橋 健太 愛知県
長谷川 圭 愛知県
三宅 塁 愛知県
宮島 徹夫 愛知県
山上 泰幸 愛知県
吉本 春菜 愛知県
税理士法人あおば会計 三重県 津市 8190005010613
有限会社エスネット 三重県 四日市市 7190002019451
株式会社四日市フードサービス 三重県 四日市市 7190001027629
有限会社ホームドライ 三重県 伊勢市 5190002009652
株式会社根本工業 三重県 松阪市 6190001028009
株式会社ＧＡＤ 三重県 桑名市 8190001023230
桑名螺子工業株式会社 三重県 桑名市 8180001029749
株式会社松岡慶熹鋳造 三重県 桑名市 1190001013345
有限会社阪田新聞 三重県 鈴鹿市 6190002007705
有限会社吉井新聞店 三重県 鈴鹿市 4190002007293
Ｒｅｓｏｒａ株式会社 三重県 鈴鹿市 9190001021043
有限会社ベニス自動車工業 三重県 川越町 4190002021872
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有限会社奥伊勢廃材センター 三重県 大紀町 4190002015370
大下 弘和 三重県
菊池 元彦 三重県
西山 るり子 三重県
山﨑 朋子 三重県
株式会社柿本工務店 滋賀県 大津市 1160001003547
有限会社ギャルソン 滋賀県 大津市 1160002004172
有限会社清元楼 滋賀県 大津市 9160002000560
株式会社笹川組 滋賀県 大津市 2160001000799
株式会社ツースリー 滋賀県 大津市 7160001003657
有限会社金山クリーニング 滋賀県 長浜市 9160002006401
合資会社俵彦 滋賀県 長浜市 2160003000491
株式会社コクホウ 滋賀県 長浜市 1160001007408
有限会社アダマス 滋賀県 近江八幡市 1160002007811
株式会社スマートガジェット 滋賀県 近江八幡市 9160001023942
株式会社ＨＩＳＡ 滋賀県 近江八幡市 6160001021560
ＭＩＹＡＫＥＮ株式会社 滋賀県 近江八幡市 5160001019382
株式会社ＬＲＭ 滋賀県 草津市 7160001022228
キムラグリーン株式会社 滋賀県 草津市 3160001012744
株式会社大同 滋賀県 草津市 8160001013696
株式会社フットワーク 滋賀県 草津市 1160002013611
株式会社Ｅｖｅｒ　Ｊｅｗｅｌｒｙ 滋賀県 守山市 6160001020026
有限会社小林住器 滋賀県 栗東市 3160002013089
栗東都市整備株式会社 滋賀県 栗東市 1160001013620
アオキエージェンシー株式会社 滋賀県 野洲市 1160001016061
株式会社コホク 滋賀県 高島市 4160001012140
株式会社八光技研 滋賀県 東近江市 4160001011340
株式会社トノループネットワークス 滋賀県 日野町 8013201015477
猪野 裕介 滋賀県
関 大介 滋賀県
曙産業株式会社 京都府 京都市 3130001013729
株式会社浅田合金製作所 京都府 京都市 7130001009896
株式会社いもぼう平野家本店 京都府 京都市 8130001039950
イリオワン株式会社 京都府 京都市 9130001053629
岩崎電気工事株式会社 京都府 京都市 6130001005946
有限会社ヴォーラ 京都府 京都市 4130002004809
Ｍ＆Ｒ宝の箱合同会社 京都府 京都市 5130003004699
京都地下鉄整備株式会社 京都府 京都市 6130001004188
近畿プレコン株式会社 京都府 京都市 4130001012589
株式会社クラウディアコスチュームサービス 京都府 京都市 3130001024866
株式会社Ｋ’Ｓ 京都府 京都市 7130001064264
コスモテック株式会社 京都府 京都市 5130001017281
株式会社シモジ工務店 京都府 京都市 5130001025788
株式会社ＳＨＯＷ’Ｓ 京都府 京都市 2130001048148
株式会社Ｓｔｕｄｉｏ－８８４．Ｐｒｏ 京都府 京都市 6130002020713
有限会社田中製作所 京都府 京都市 8130002014300
株式会社Ｄ．Ｃ．Ｓ 京都府 京都市 8130001067778
株式会社鳥せいフランチャイズシステムズ 京都府 京都市 1130001015215
直七法衣店株式会社 京都府 京都市 2130001065944
有限会社野村屋 京都府 京都市 6130002012628
株式会社服部食品 京都府 京都市 4130001007069
株式会社Ｂｉｒｉｃｈｉｎａｔａ 京都府 京都市 2130001064401
株式会社ふたば書房 京都府 京都市 6130001003735
株式会社ＰＬＵＳ 京都府 京都市 9130001045799
株式会社ＶＥＬ　ＲＯＳＩＥＲ 京都府 京都市 9140001100553
株式会社北進塗装 京都府 京都市 6130001022495
株式会社マツヤスーパー 京都府 京都市 1130001013359
株式会社丸勝 京都府 京都市 5130001031183
株式会社ユージェーグローイングアップ 京都府 京都市 3130001065101
株式会社ユニス 京都府 京都市 5130001019204
吉田商事株式会社 京都府 京都市 8130001016025
合同会社ライフコミュニケーション 京都府 京都市 2130003004330
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有限会社アキヤマ 京都府 福知山市 8130002032418
有限会社谷牧場 京都府 福知山市 3130002033065
株式会社佐古田電機 京都府 舞鶴市 9130001043415
シカタ管材商会株式会社 京都府 綾部市 9130001041773
有限会社藤 京都府 宇治市 2130002027729
株式会社ヤマサン 京都府 宇治市 4130001033701
株式会社京味食品 京都府 長岡京市 7130001048762
株式会社Ｌｉｐｓ 京都府 長岡京市 1130001045526
株式会社エムズトランスポート 京都府 八幡市 8130001039348
有限会社橋本ガラス建材 京都府 京田辺市 6130002031074
株式会社大北 京都府 京丹後市 5130001042890
株式会社上辻園 京都府 宇治田原町 4130001037891
有限会社巨泉 京都府 宇治田原町 2130002031235
有限会社ＹＳ企画 京都府 京丹波町 3130002001575
大塚 敬 京都府
奥村 拓也 京都府
金澤 正典 京都府
河崎 吉宏 京都府
岸澤 邦和 京都府
小林 紀之 京都府
杉田 純也 京都府
辻岡 秀 京都府
星 勝子 京都府
安田 久理人 京都府
山川 みゆき 京都府
株式会社アーガイル 大阪府 大阪市 2120001170225
株式会社アーステック 大阪府 大阪市 3140001105112
株式会社アイディアルサポート 大阪府 大阪市 5120001186202
株式会社ｉ－ｎｅｔ．ｃｒｅａｔｉｏｎ 大阪府 大阪市 5120001176946
アチハ株式会社 大阪府 大阪市 5120001101284
有限会社ａｄｖａｎｃｅｊｏｉｎｕｓ 大阪府 大阪市 7130002015547
株式会社アメリカンネットサービス 大阪府 大阪市 4180001054742
株式会社ＡＬＩＶＥ 大阪府 大阪市 9120001186000
株式会社アルカディア管財 大阪府 大阪市 7120001111645
株式会社アルファックス 大阪府 大阪市 8120001093965
株式会社イオ・マーケティング 大阪府 大阪市 2120001186725
株式会社イケダコーポレーション 大阪府 大阪市 4120001034238
株式会社一ノ瀬 大阪府 大阪市 1120001041311
伊藤商行株式会社 大阪府 大阪市 8120001098964
株式会社ＩＮＶＩＮＣＩＢＬＥ 大阪府 大阪市 4120001161692
株式会社ヴィジット 大阪府 大阪市 2120001125625
株式会社ヴィンテージ 大阪府 大阪市 5120002042486
栄光株式会社 大阪府 大阪市 4120001230225
株式会社エフエス興産 大阪府 大阪市 9120001245838
合同会社Ｍ＆ＹＵ 大阪府 大阪市 4210003001169
株式会社エリアテック 大阪府 大阪市 2120001107615
株式会社ＬＱジャパン 大阪府 大阪市 2120001227198
株式会社ＬＴＲ 大阪府 大阪市 5010401141833
エンジョイユーアルティー株式会社 大阪府 大阪市 5130001054812
大阪浜美屋ホールディングス株式会社 大阪府 大阪市 8120001058596
一般財団法人大阪府社会保険協会 大阪府 大阪市 7120005003979
株式会社小野料理研究所 大阪府 大阪市 4120001209608
株式会社恩博 大阪府 大阪市 5120001237062
株式会社楓貞舎 大阪府 大阪市 4120001133857
株式会社Ｃａｆｅ　ＡＢＳＩＮＴＨＥ 大阪府 大阪市 2120001142199
株式会社Ｃａｌｍｉａ 大阪府 大阪市 5120001232220
株式会社関西マサル 大阪府 大阪市 5120001119657
きた産業株式会社 大阪府 大阪市 1120001017220
共立工業株式会社 大阪府 大阪市 8120001054843
きららベータ株式会社 大阪府 大阪市 4120001236494
株式会社クリエイション 大阪府 大阪市 7120001237969
株式会社Ｋ’ｓ－ＮＥＸＴ 大阪府 大阪市 8120001203549
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有限会社高麗食品 大阪府 大阪市 5120002009510
株式会社ゴールデンホーム 大阪府 大阪市 3120001161355
有限会社コスモ 大阪府 大阪市 7120002005425
株式会社小西組 大阪府 大阪市 6120001000436
株式会社コニシコーポレーション 大阪府 大阪市 5120001218772
有限会社ゴフクヤサン・ドットコム 大阪府 大阪市 6120002056849
株式会社小緑組 大阪府 大阪市 3120001012319
有限会社コンシス 大阪府 大阪市 7120002041115
株式会社ＳＯＭＥ　ＧＥＴ　ＴＯＷＮ 大阪府 大阪市 3120001198950
株式会社山河企画 大阪府 大阪市 9120001091282
株式会社サンフードクリエイト 大阪府 大阪市 3120001204741
ＣＭＣ株式会社 大阪府 大阪市 7120001160881
Ｓｈｉｓｙｕｏｓｈｉｂｏｒｉ．ｃｏｍ株式会社 大阪府 大阪市 3120901037836
合同会社ＪＡＯ 大阪府 大阪市 8120003018573
株式会社ジャパンロジスティックス 大阪府 大阪市 9120001096620
シャポード株式会社 大阪府 大阪市 9120001081291
株式会社ショウワパーク 大阪府 大阪市 4120001177557
株式会社ＪＩＲＩＴＡ 大阪府 大阪市 8120001196116
株式会社水道産業新聞社 大阪府 大阪市 5120001065389
有限会社西部販売 大阪府 大阪市 3120002065670
医療法人碩生会 大阪府 大阪市 6120005021024
株式会社千田 大阪府 大阪市 9120001082744
有限会社壮克 大阪府 大阪市 6120002054919
株式会社そばよし 大阪府 大阪市 8120001038722
ターミガン株式会社 大阪府 大阪市 2130001064558
医療法人田井内科クリニック 大阪府 大阪市 7120005017962
株式会社Ｔｈｙｍｅ．ＤＥＳＩＧＮＳＴＵＤＩＯ 大阪府 大阪市 4120001234093
株式会社タカヒロ 大阪府 大阪市 7120001131073
ＴＫ企画合同会社 大阪府 大阪市 4120003014353
Ｔ・Ｙカンパニー株式会社 大阪府 大阪市 3120001186179
株式会社ＴｅｒｒａｃｅＨａｔｃｈ 大阪府 大阪市 8120001222128
株式会社Ｄｒ．ＡＱＵＡ 大阪府 大阪市 8120001131997
株式会社トライアウト 大阪府 大阪市 7120001099146
株式会社浪速育松月 大阪府 大阪市 4120001068343
日本重機販売株式会社 大阪府 大阪市 2120001027020
日本土建工業株式会社 大阪府 大阪市 3120001093334
株式会社望ライフパートナーズ 大阪府 大阪市 1120001208645
Ｂｉｒｄ株式会社 大阪府 大阪市 9120001211220
有限会社パール 大阪府 大阪市 1120002001388
株式会社ハイスタンダード 大阪府 大阪市 9120001170301
株式会社Ｈａｐｐｙ　Ｂｒｉｄｇｅ 大阪府 大阪市 2120001177146
株式会社美案社 大阪府 大阪市 2120001169275
株式会社ＰＯＧＯ 大阪府 大阪市 4120001193604
株式会社Ｂ－ＢＲＡＮＤＩＮＧ 大阪府 大阪市 6120001213120
神戸ビジネスサポート株式会社 大阪府 大阪市 9120001136327
株式会社フアイン 大阪府 大阪市 9120001058001
Ｆｏｒ　Ｋｅｙ株式会社 大阪府 大阪市 9120001229337
藤原歯科貴金属株式会社 大阪府 大阪市 9120001025208
株式会社双湖 大阪府 大阪市 8120001178923
札場産業株式会社 大阪府 大阪市 2120001079887
株式会社普通の食堂 大阪府 大阪市 8120001188096
合同会社ｂｌｏｏｍ　ａｇａｉｎ 大阪府 大阪市 2120003016558
株式会社フロンティア企画 大阪府 大阪市 3120001089019
株式会社ボーダレス 大阪府 大阪市 5120001163820
株式会社ポップサーカス 大阪府 大阪市 4120001093721
松本鉱泉株式会社 大阪府 大阪市 9120001004310
株式会社ミツヒロ 大阪府 大阪市 3120001109899
ミューゼ・プラス株式会社 大阪府 大阪市 2120001123918
株式会社メディプラン 大阪府 大阪市 2140001054509
有限会社八洲自動車工業所 大阪府 大阪市 3120002010420
柳川大橋機械株式会社 大阪府 大阪市 3120001100404
株式会社柳川塗装工業所 大阪府 大阪市 1120001071416
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株式会社ヤマカツ 大阪府 大阪市 1120001048050
株式会社山田製作所 大阪府 大阪市 8120001058919
山田洋服株式会社 大阪府 大阪市 2120001091363
株式会社Ｒｉｇｈｔ　Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ 大阪府 大阪市 9120001230179
ライフクリエーション合同会社 大阪府 大阪市 7120003013443
株式会社ライフビューティープロダクツ 大阪府 大阪市 9120001112963
Ｒｅｄｕｘ株式会社 大阪府 大阪市 2120001234104
株式会社Ｒｉｖｅｒｓ 大阪府 大阪市 1120001183467
ＲＥＭＯＤＥＬＡ株式会社 大阪府 大阪市 7120001230107
株式会社Ｌｉｎｘ 大阪府 大阪市 5120001171212
蓮晨貿易株式会社 大阪府 大阪市 4120001207009
有限会社ロブ・クラッシック 大阪府 大阪市 9120002041096
株式会社和上ホールディングス 大阪府 大阪市 3120001162667
株式会社ワン・スター 大阪府 大阪市 8120001170681
医療法人いぶき会 大阪府 堺市 3120105003627
株式会社エイワット 大阪府 堺市 1120101021403
株式会社金子組 大阪府 堺市 1120101001561
たのしい株式会社 大阪府 堺市 1120101028282
株式会社プログレス 大阪府 堺市 5120101009907
株式会社ユニバース 大阪府 堺市 8120101021842
有限会社サンヴァリィ 大阪府 岸和田市 8120102021148
株式会社生活支援センター・ひまわり 大阪府 岸和田市 7120101038870
株式会社モリ 大阪府 岸和田市 9120101051574
株式会社木山合金 大阪府 豊中市 6120901023528
株式会社日宝堂 大阪府 豊中市 6120901029764
株式会社ｍｕｋ 大阪府 豊中市 7120901035126
株式会社ほっとエコライフ 大阪府 吹田市 8120901019111
ＨＡＲＵＮＯ株式会社 大阪府 高槻市 1120901016998
有限会社堀口商店 大阪府 高槻市 5120902011219
チームコンサルティング株式会社 大阪府 守口市 7120001238744
有限会社長崎自動車 大阪府 守口市 9120002081241
株式会社ＳＩＳ 大阪府 枚方市 3120001190032
オワダフーズ有限会社 大阪府 枚方市 2120002075860
株式会社ファストエー 大阪府 枚方市 9120001216839
乾産業株式会社 大阪府 八尾市 1122001017729
株式会社シバデン 大阪府 八尾市 9120101027252
有限会社シャルマ・アンド・シャルマ 大阪府 八尾市 5122002017096
株式会社忠起建匠 大阪府 八尾市 8122001031120
株式会社パッソリンクス 大阪府 八尾市 9122001035681
オフィス・プランナー株式会社 大阪府 泉佐野市 2120101041086
家庭化学工業株式会社 大阪府 富田林市 1120101031369
株式会社ベル 大阪府 寝屋川市 1120001152364
大阪ラバテック株式会社 大阪府 松原市 1120001022170
大阪工管株式会社 大阪府 大東市 4120901023208
有限会社ピザ・サントロペ 大阪府 大東市 9122002012283
アイン食品株式会社 大阪府 和泉市 1120101043364
エム・エム・ケー株式会社 大阪府 和泉市 6120101041181
特定非営利活動法人あそびりクラブ 大阪府 箕面市 8120905003482
合同会社運昌 大阪府 門真市 5480003000977
株式会社エルエフ関西 大阪府 摂津市 7120901030606
株式会社おっきなわ 大阪府 摂津市 7120901016976
株式会社天野福助号 大阪府 東大阪市 8122001000422
株式会社大谷紙工 大阪府 東大阪市 1122001001245
岡村プロテックス株式会社 大阪府 東大阪市 5122001012197
株式会社岡本酒店 大阪府 東大阪市 9122001001320
鹿児島金属株式会社 大阪府 東大阪市 7122001001371
株式会社坂本商会 大阪府 東大阪市 8122001002690
鶴亀温水器工業株式会社 大阪府 東大阪市 9122001012929
株式会社ｔｅｔｏｔｅ 大阪府 東大阪市 2122001026968
合同会社日丸建装 大阪府 東大阪市 5122003002130
株式会社三星 大阪府 東大阪市 4122001007306
水谷工業株式会社 大阪府 交野市 8120001147226
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シマノ株式会社 大阪府 大阪狭山市 3120101027019
株式会社埜田建商 大阪府 大阪狭山市 6120101049968
株式会社アクシズ 大阪府 忠岡町 9120101043282
青木 憲治 大阪府
石橋 優 大阪府
伊藤 慎太郎 大阪府
井上 剣志郎 大阪府
内田 昌宏 大阪府
梅津 洋 大阪府
江本 浩司 大阪府
大原 健司 大阪府
小川 貴大 大阪府
柏 之雄 大阪府
加茂 早佑梨 大阪府
河北 恭子 大阪府
黒江 裕也 大阪府
黒川 建作 大阪府
小池 久実 大阪府
小島 尚美 大阪府
近藤 勢鯨 大阪府
榊原 秀之 大阪府
高田 崇彰 大阪府
高山 義行 大阪府
瀧本 明仁 大阪府
辻田 智秋 大阪府
中塚 健介 大阪府
中塚 惠也 大阪府
中野 眞弘 大阪府
根来 隆雄 大阪府
久田 輝雄 大阪府
本田 武士 大阪府
森下 輝久 大阪府
門口 正美 大阪府
山田 長五郎 大阪府
吉田 秀次 大阪府
若林 建介 大阪府
和田 薫 大阪府
株式会社アイベイト 兵庫県 神戸市 4140001107297
株式会社葵設備 兵庫県 神戸市 8140001113176
アクション・ジャパン株式会社 兵庫県 神戸市 4140001000948
株式会社Ｗｉｎｓｏｍｅ 兵庫県 神戸市 6130001063102
ウェルフェア株式会社 兵庫県 神戸市 3140001024576
Ａ＆Ａアスシード株式会社 兵庫県 神戸市 1140001109957
株式会社オールライト 兵庫県 神戸市 9140001110305
雄山株式会社 兵庫県 神戸市 5140001006754
株式会社岸計器製作所 兵庫県 神戸市 5140001007075
有限会社ケイホワイト 兵庫県 神戸市 6140002018252
神戸プラス工具株式会社 兵庫県 神戸市 7140001004343
コハラゴム株式会社 兵庫県 神戸市 9140001013061
神明精機株式会社 兵庫県 神戸市 7140001004871
株式会社ぜん 兵庫県 神戸市 8140001000473
双和化学産業株式会社 兵庫県 神戸市 9140001013409
有限会社田中総合商事 兵庫県 神戸市 9140002025931
ＴＫエンジニアリング株式会社 兵庫県 神戸市 7140001118746
株式会社灘勝 兵庫県 神戸市 9140001027136
林タオル販売株式会社 兵庫県 神戸市 7140001057085
株式会社ひまわりライフ 兵庫県 神戸市 5140001024764
一般社団法人兵庫県柔道整復師会 兵庫県 神戸市 5140005001529
有限会社ＢＲＩＬＬＡＮＴ 兵庫県 神戸市 8140002026468
北菱商事有限会社 兵庫県 神戸市 4140002012141
株式会社瑞穂商事 兵庫県 神戸市 7140001107229
医療法人社団山田歯科医院 兵庫県 神戸市 7140005022110
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株式会社Ｒｉｓｅ 兵庫県 神戸市 4140001092564
株式会社リーベグ 兵庫県 神戸市 4140001034351
株式会社リング 兵庫県 神戸市 7140001015563
株式会社ヴィーダフル 兵庫県 姫路市 7140001066169
関西ディレクト株式会社 兵庫県 姫路市 9140001064352
株式会社萩原萬商店 兵庫県 姫路市 2140001060688
有限会社森谷の酒屋 兵庫県 姫路市 7140002051302
ワイエスフィルタージャパン株式会社 兵庫県 尼崎市 1120001104027
株式会社吉岡商事 兵庫県 明石市 5140001037130
株式会社カンプロ 兵庫県 西宮市 3140001032918
北辰馬株式会社 兵庫県 西宮市 8140001068461
株式会社大幸メディカル 兵庫県 西宮市 8140001052093
株式会社キャミオジャパン 兵庫県 芦屋市 4140001031258
尼宝物流協同組合 兵庫県 伊丹市 4140005018466
株式会社イケウチ 兵庫県 豊岡市 8140001055807
株式会社ＥＭＩ 兵庫県 加古川市 6140001107279
株式会社光陽 兵庫県 加古川市 5140001045348
株式会社ツタヤ電機 兵庫県 加古川市 4140001044813
一般社団法人高次脳機能障害者サポートネット 兵庫県 宝塚市 9140005021812
有限会社プロレシオ 兵庫県 宝塚市 3140002068390
興殖化学株式会社 兵庫県 三木市 5140001036264
三晃商事株式会社 兵庫県 高砂市 4140001043914
昭和産業株式会社 兵庫県 高砂市 7140001044018
株式会社クリーニング・センターおさき 兵庫県 三田市 2140001066330
有限会社やすたか薬局 兵庫県 三田市 1140002055102
株式会社ハリミツ 兵庫県 丹波市 7140001041254
有限会社山本屋 兵庫県 丹波市 2140002034690
合同会社アワテック 兵庫県 南あわじ市 8140003015577
株式会社チクモグループ 兵庫県 宍粟市 7140001039587
エムエフ株式会社 兵庫県 上郡町 9120001134982
稲葉 隆浩 兵庫県
今井 拓次 兵庫県
上田 直樹 兵庫県
浦野 剛 兵庫県
鍵田 泰範 兵庫県
河井 史生 兵庫県
黒田 光俊 兵庫県
是川 日奈子 兵庫県
橘 明日香 兵庫県
田中 辰弥 兵庫県
谷口 拓也 兵庫県
縄崎 博巳 兵庫県
馬場 優太 兵庫県
土生 浅子 兵庫県
本荘 智康 兵庫県
前田 啓一 兵庫県
前畑 匡佳 兵庫県
山本 和久 兵庫県
山本 秀勝 兵庫県
株式会社新高和 奈良県 奈良市 9150001017730
大和ホーム株式会社 奈良県 奈良市 2150001022522
日本振興促進合同会社 奈良県 奈良市 3150003001515
合同会社Ｌａ　ｖｉｅ　ｌｅｎｔｅ 奈良県 奈良市 2150003001978
株式会社原田フーズ 奈良県 橿原市 7150001010852
藤田電機工業株式会社 奈良県 生駒市 2150001005163
株式会社旭商会 奈良県 葛城市 2150001012283
株式会社エヴィデンスマネージメント 奈良県 田原本町 2150001011756
奈良日米英語学院有限会社 奈良県 王寺町 1150002009825
キャパトルイシイ株式会社 奈良県 広陵町 7150001012650
南都食糧株式会社 奈良県 大淀町 8150001015875
坂本 和正 奈良県
須﨑 洋一 奈良県
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中村 保 奈良県
村野 幸司 奈良県
株式会社ウェルネス・コート 和歌山県 和歌山市 5170001005258
株式会社ＫＡＳＹＯ 和歌山県 和歌山市 7170001015024
有限会社司焼付塗装 和歌山県 和歌山市 8170002006137
株式会社明成 和歌山県 和歌山市 5170001005407
和歌山電工株式会社 和歌山県 和歌山市 2170001003801
バイカル株式会社 和歌山県 橋本市 5170001010828
株式会社ミモナ 和歌山県 かつらぎ町 3170001012322
医療法人宮本クリニック 和歌山県 有田川町 6170005002812
片渕 琢也 和歌山県
瀨川 正博 和歌山県
日商イプロス株式会社 鳥取県 鳥取市 7270001007894
有限会社ノバ・テクニカルピット 鳥取県 鳥取市 6270002001732
山陰フェンス工業有限会社 鳥取県 米子市 1270002008311
株式会社山陰放送 鳥取県 米子市 7270001003679
打吹商事株式会社 鳥取県 倉吉市 1270001004971
有限会社ダイトク 鳥取県 境港市 5270002007813
智頭町複業協同組合 鳥取県 智頭町 9270005005463
ハウジング松栄有限会社 鳥取県 北栄町 3270002009662
稲田 真哉 鳥取県
白方 美佳 鳥取県
有限会社カーロイヤル荒川 島根県 松江市 2280002002808
有限会社グローバルシステムズ 島根県 松江市 5280002003274
株式会社コナンクリーンシステム 島根県 松江市 4280001002708
島根水道株式会社 島根県 松江市 9280001000921
有限会社宮本食肉店 島根県 松江市 4280002002310
有限会社篠原商店 島根県 出雲市 2280002007146
有限会社ナガサワ 島根県 出雲市 8280002005796
みなとの丘グループ株式会社 島根県 出雲市 1280001006307
有限会社田川精機 島根県 安来市 7280002004774
高井 賢一 島根県
株式会社アサヒ装業 岡山県 岡山市 1260001000030
合同会社ＳＢＩ 岡山県 岡山市 2260003002981
有限会社ＯＤＡ 岡山県 岡山市 1260002014772
公益社団法人岡山県看護協会 岡山県 岡山市 4260005009008
岡山食品容器株式会社 岡山県 岡山市 5260001001149
岡山精電工業株式会社 岡山県 岡山市 6260001001081
有限会社ケイエム総合工芸 岡山県 岡山市 4260002003459
ケーティ工業株式会社 岡山県 岡山市 1260001002258
株式会社岡西建設 岡山県 岡山市 2260001001580
有限会社サン運輸 岡山県 岡山市 9260002004221
田渕建設株式会社 岡山県 岡山市 3260001007180
日本技研建設株式会社 岡山県 岡山市 3260001004987
株式会社ＮＥＸＴ　ＣＵＢＥ 岡山県 岡山市 3260001034786
有限会社ピーアンドピー 岡山県 岡山市 5260002010644
株式会社ｍａ－ｙｕ 岡山県 岡山市 8260001024642
株式会社ヨービ 岡山県 岡山市 1190001018179
アイ・エイチ・ディ協同組合 岡山県 倉敷市 5260005004800
株式会社梶谷硝子店 岡山県 倉敷市 9260001012893
有限会社栗元 岡山県 倉敷市 3260002017906
Ｋ－Ｌｉｎｅ株式会社 岡山県 倉敷市 5260001030528
株式会社スワ商店 岡山県 倉敷市 2260001013725
株式会社コル・グラーティア 岡山県 津山市 4260001028028
合同会社ポゾ 岡山県 津山市 7260003001723
富岡運送株式会社 岡山県 笠岡市 9260001017827
株式会社ＩＫＥＭＯＴＯ 岡山県 総社市 3260001025496
総社タイヤ株式会社 岡山県 総社市 8260001015939
サンエー美工有限会社 岡山県 真庭市 5260002033827
株式会社インテリアノタケ 岡山県 美作市 4260001020728
有限会社にしき園 岡山県 美作市 6260002030617
田辺 孝行 岡山県
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藤井 大輔 岡山県
青山装飾株式会社 広島県 広島市 7240001000241
株式会社イーシーエー 広島県 広島市 4240001057318
エイフク株式会社 広島県 広島市 5240001001299
Ｓ－ＧＡＴＥ株式会社 広島県 広島市 3240001040654
エス．ジー．エンジニアリング株式会社 広島県 広島市 7240001001371
久米産業株式会社 広島県 広島市 3240001002877
株式会社ｇｌａｍｆｅ 広島県 広島市 5240001019515
株式会社クワサコ 広島県 広島市 1240001002994
建築なかがわ株式会社 広島県 広島市 6240001047837
有限会社皓和 広島県 広島市 5240002005902
株式会社さだや 広島県 広島市 1240001004231
山陽マーク株式会社 広島県 広島市 3240001010863
平岡工業株式会社 広島県 広島市 7240001009919
株式会社ユアーズブレーン 広島県 広島市 4240001016496
株式会社ラランジェ 広島県 広島市 5240001021594
合同会社ＩＴセレクション 広島県 呉市 6240003003276
合同会社ＨＡソリューションズ 広島県 呉市 3240003004186
株式会社兼田水産 広島県 呉市 2240001027479
株式会社笹兵衛 広島県 呉市 2240001025937
株式会社ＨＩＴＯホールディングス 広島県 呉市 9240001057321
有限会社西原建設 広島県 三原市 4240002053472
アプコ株式会社 広島県 尾道市 3240001037758
佐藤住設株式会社 広島県 福山市 8240002040822
株式会社福山楽器センター 広島県 福山市 1240001032678
株式会社Ｈｏｍｅ　Ａｓｓｉｓｔ 広島県 福山市 6240001056482
有限会社白星クリーニング 広島県 三次市 1240002030276
久米肥料株式会社 広島県 東広島市 7240001022500
光陽産業株式会社 広島県 東広島市 9240001022515
株式会社ライフエステート 広島県 東広島市 9240001023389
株式会社和幸設計 広島県 東広島市 6240001023029
株式会社ワンフォーオール 広島県 東広島市 8240001037695
有限会社シンセイ 広島県 安芸高田市 9240002031044
株式会社ワキサカ 広島県 江田島市 5240001027179
日本ホームガス協業組合 広島県 海田町 1240005010127
株式会社おか半 広島県 熊野町 4240002047879
株式会社ホテル清風館 広島県 大崎上島町 6240001037458
株式会社セラアグリパーク 広島県 世羅町 1240001038997
占部 圭祐 広島県
河本 恒夫 広島県
杉本 芳樹 広島県
中野 仁貴 広島県
西本 秀子 広島県
水嶋 喜一 広島県
下関畳有限会社 山口県 下関市 7250002009504
株式会社寿美れ 山口県 下関市 5250001005737
株式会社玉林 山口県 下関市 4250001007825
有限会社三宅商店 山口県 下関市 9250002011160
株式会社アービング 山口県 山口市 8250001000264
有限会社原田酒舗 山口県 山口市 1250002001210
株式会社岩川旗店 山口県 萩市 8250001008423
株式会社真栄 山口県 防府市 7250001017739
有限会社金井クリーニング 山口県 岩国市 9250002019030
有限会社　錦秀建設 山口県 岩国市 2250002017916
株式会社ＧＲＡＮＴ 山口県 岩国市 3250001015928
芸防漁業協同組合 山口県 岩国市 8240005007182
株式会社シゴトリンク 山口県 岩国市 4250001017188
有限会社成瀬鉄工 山口県 岩国市 6250002019553
有限会社ＹＯＵＳＨＩＮ 山口県 岩国市 3250002019416
Ｌｉｆｅ　Ｄｅｓｉｇｎ合同会社 山口県 岩国市 7250003001848
有限会社山田屋酒舗 山口県 周南市 1250002015441
兼田 敏貴 山口県

22 / 27 ページ



2022年10月20日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

久野 高嗣 山口県
山本 充 山口県
有限会社伊川彫刻店 徳島県 徳島市 6480002000052
斎藤産業株式会社 徳島県 徳島市 1480001000693
徳島市指定上下水道工事店協同組合 徳島県 徳島市 1480005000797
四国リサイクル株式会社 徳島県 石井町 8480001002568
株式会社小野組 徳島県 那賀町 7480001007023
武知 史人 徳島県
有限会社四国スクリーン工房 香川県 高松市 8470002003327
株式会社多田 香川県 高松市 4470001014171
株式会社ハーモニー 香川県 高松市 7470001014623
株式会社ファイトロニクス 香川県 高松市 2470002008942
株式会社ＭＩＲＡＩＳＥ 香川県 高松市 1470001016773
株式会社パワーネット 香川県 善通寺市 3470001009395
株式会社しのはら時計店 香川県 観音寺市 6470001015993
四国高分子工業株式会社 香川県 三豊市 6470001010251
株式会社Liberta 香川県 宇多津町 7470001015943
白井 陽介 香川県
田尾 善紀 香川県
多田 正則 香川県
永峰 傳 香川県
株式会社アクティブ・アート 愛媛県 松山市 9500001000312
株式会社アベレージ 愛媛県 松山市 7500001005362
有限会社加治井 愛媛県 松山市 5500002001973
株式会社クリエ 愛媛県 松山市 1011001131278
正和商事株式会社 愛媛県 松山市 4500001002189
成商運輸有限会社 愛媛県 松山市 2500002005003
有限会社普川電気 愛媛県 松山市 5500002005743
株式会社ＭＡＨＡＬＯ 愛媛県 松山市 6500001020081
株式会社ハッピースマイル 愛媛県 今治市 4500001013500
昭和建設有限会社 愛媛県 八幡浜市 8500002013272
株式会社クラシングＲ 愛媛県 新居浜市 4500001023581
株式会社大阪屋 愛媛県 西条市 7500002014032
有限会社西日本商事 愛媛県 西予市 7500002012374
細川重機有限会社 愛媛県 内子町 7500002012036
ＳＨＩＮＩＮＧ株式会社 高知県 高知市 5490001009565
株式会社タイシン 高知県 高知市 8490001003912
有限会社丸竹商店 高知県 高知市 2490002004923
徳橋 忠昭 高知県
松下 政和 高知県
アルドーレ株式会社 福岡県 北九州市 9290801019029
株式会社インフォメックス 福岡県 北九州市 4290801011799
株式会社ＳＣＧ 福岡県 北九州市 7290801018759
株式会社ＳＰＳ 福岡県 北九州市 1290801014004
株式会社九州水道修理サービス 福岡県 北九州市 1290801018335
成斗建設株式会社 福岡県 北九州市 1290801012593
株式会社ＤＥＬＴＡマネジメント 福岡県 北九州市 7290801018635
株式会社ビッグベアーズフーヅサービス 福岡県 北九州市 8290801003165
有限会社ブランジェリークラウン 福岡県 北九州市 7290802012950
有限会社三藤鐵工所 福岡県 北九州市 3290802010124
株式会社ライフキット 福岡県 北九州市 2290801018788
株式会社ラステディアス 福岡県 北九州市 5290801021822
茜国際貿易合同会社 福岡県 福岡市 4290003007217
株式会社旭商会 福岡県 福岡市 8290001005895
有限会社アズ企画 福岡県 福岡市 7290002019326
株式会社アンドウフーズ 福岡県 福岡市 9290001073009
イメージフィールド福岡株式会社 福岡県 福岡市 4290001076387
株式会社ヴィガー 福岡県 福岡市 4290001040112
株式会社エイチ．ケイ．ケイ 福岡県 福岡市 2290001030478
株式会社Ａ＆Ｋ．ｃｏｍ西日本 福岡県 福岡市 8290001022775
株式会社ＡＳＡＰ 福岡県 福岡市 1290001084632
株式会社Ａグランド工業 福岡県 福岡市 6290001084883
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株式会社エースフードサービス 福岡県 福岡市 2290001073849
合同会社エスペランサス 福岡県 福岡市 8290003009044
エヌケイ・アール株式会社 福岡県 福岡市 5290001074258
株式会社ＦＲＨ 福岡県 福岡市 8290001083223
エフコネクト株式会社 福岡県 福岡市 1290001059064
オーガニック・ランド株式会社 福岡県 福岡市 1290001020579
株式会社オオタカ 福岡県 福岡市 3290001076157
株式会社大野保険 福岡県 福岡市 3290001030840
オリオン商事株式会社 福岡県 福岡市 1290001000969
牛心フーズ株式会社 福岡県 福岡市 2290001007146
有限会社来島 福岡県 福岡市 8290002010374
有限会社コアシステム 福岡県 福岡市 1290002008012
株式会社ＣｏＣｏｒｏ 福岡県 福岡市 4290001090339
サンシン商事株式会社 福岡県 福岡市 7290001013387
Ｇ＆Ｓ合同会社 福岡県 福岡市 5290003010888
新世紀株式会社 福岡県 福岡市 6290001083118
株式会社ＳＰＩＱＵＥ 福岡県 福岡市 1290001088179
全信通商株式会社 福岡県 福岡市 7290001069363
株式会社継 福岡県 福岡市 6290001071923
有限会社ディアンドケイ 福岡県 福岡市 7290002030654
株式会社ｄｏｄｏ 福岡県 福岡市 8290001075609
株式会社トリップ 福岡県 福岡市 9290001082661
株式会社ナガノ 福岡県 福岡市 1290001055427
株式会社ネクストイノベーション 福岡県 福岡市 8290001083512
株式会社パールハウス 福岡県 福岡市 3290001015759
ハンエー地建株式会社 福岡県 福岡市 5290001001971
株式会社ビーフォース 福岡県 福岡市 6290001095963
福糧運輸株式会社 福岡県 福岡市 7290001032932
株式会社プリミティブ・ドライブ 福岡県 福岡市 6290001022158
ポストアンドポスト株式会社 福岡県 福岡市 9290001076969
堀川船舶株式会社 福岡県 福岡市 7290001062392
株式会社マリングループ 福岡県 福岡市 8290001026413
丸松セム株式会社 福岡県 福岡市 6290001004081
南天神不動産株式会社 福岡県 福岡市 9290001027534
宗像総合開発株式会社 福岡県 福岡市 8290001071384
株式会社Ｍｅｌ．ＬＡＢ 福岡県 福岡市 4290001093523
株式会社ラージシャイン 福岡県 福岡市 4290001057528
株式会社侶丹 福岡県 福岡市 2290001004333
株式会社花エステート 福岡県 大牟田市 8290001064388
株式会社エイト企画 福岡県 久留米市 6290001074240
株式会社ゆう建設工業 福岡県 久留米市 8290001050883
株式会社ＬｉｋｅＬａｂ 福岡県 久留米市 2290001064880
株式会社トータルトランスポートサービス 福岡県 飯塚市 4290001046274
株式会社ＦＯＲＷＡＲＤ 福岡県 飯塚市 3290001067528
株式会社Ｏｃｔａｇｏｎ　Ｐｌａｎｎｉｎｇｓ 福岡県 柳川市 5290001085718
株式会社ＴＬＣ 福岡県 柳川市 8290001066590
医療法人永江医院 福岡県 柳川市 1290005011178
株式会社山口電気 福岡県 八女市 4290001047545
株式会社ＷＡＫＩ総研 福岡県 大川市 6290001054936
株式会社レイオブホープ 福岡県 筑紫野市 2290001057587
合同会社Ｑ・Ｏ・Ｌサポート 福岡県 春日市 6290003005185
株式会社クロノス 福岡県 大野城市 5290001034245
株式会社吉田釣具店 福岡県 宗像市 2290002035542
株式会社Ｋ２ｓｅｒｖｉｃｅ 福岡県 福津市 9290001037715
株式会社Ｋ２ｓｅｒｖｉｃｅ．Ｒ 福岡県 福津市 6290001080098
有限会社フジノ香花園 福岡県 那珂川市 1290002028497
有限会社大耕建設 福岡県 志免町 8290002038341
有限会社三谷空調 福岡県 須恵町 7290002038160
合同会社ココロス 福岡県 新宮町 3290003008034
株式会社グリーン藤川 福岡県 粕屋町 4290001039617
株式会社ミムゴ 福岡県 粕屋町 9290001024936
有限会社アクアシティ 福岡県 水巻町 9290802016999
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合同会社三本松 福岡県 岡垣町 3290803002707
特定非営利活動法人にこり 福岡県 岡垣町 4290805009138
有限会社トライ食品 福岡県 筑前町 1290002044247
株式会社サンユー商事 福岡県 大刀洗町 1310001007747
一村 敏行 福岡県
岩坂 英和 福岡県
岩崎 正裕 福岡県
上ノ町 哲 福岡県
大野 梓 福岡県
梶原 悟 福岡県
川述 修 福岡県
久原 浩 福岡県
黒岩 剛史 福岡県
坂井 秀彰 福岡県
重松 秀樹 福岡県
篠﨑 元哲 福岡県
陣内 賢太郎 福岡県
菅沼 康二 福岡県
田熊 裕輔 福岡県
竹下 誠 福岡県
寺田 猛 福岡県
虎清 琢間 福岡県
鳥飼 浩一 福岡県
長本 伸哉 福岡県
平脇 祐子 福岡県
松畠 ふみ子 福岡県
南 栄 福岡県
宮﨑 幸二 福岡県
株式会社高太 佐賀県 佐賀市 5300001000311
株式会社東与賀建設 佐賀県 佐賀市 6300001000995
農事組合法人兵庫共同生産者組合 佐賀県 佐賀市 5300005006668
株式会社明治屋クリーニング 佐賀県 佐賀市 7300001001010
有限会社浜崎貨物 佐賀県 唐津市 8300002010835
山坂設備ガス株式会社 佐賀県 唐津市 4300001007381
医療法人裕仁会 佐賀県 小城市 9300005002993
株式会社香永 佐賀県 神埼市 8300001011818
文山製陶有限会社 佐賀県 有田町 4300002008486
株式会社ミゾカミ 佐賀県 白石町 5300001011457
大石 貴稔 佐賀県
大串 修司 佐賀県
笹部 悠二 佐賀県
前川 憲大 佐賀県
有限会社井上商店 長崎県 長崎市 3310002000492
株式会社Ａｉｒ－ｓｈｉｐ 長崎県 長崎市 3310001016705
有限会社錦昌号 長崎県 長崎市 8310002004126
税理士法人草野・弥永税理士事務所 長崎県 長崎市 7310005007804
山道水産株式会社 長崎県 長崎市 1310001002285
エースハウス株式会社 長崎県 佐世保市 4310001009559
有限会社木宮不動産商事 長崎県 佐世保市 5310002009689
株式会社九州トレンドクリエイト 長崎県 佐世保市 6310001017089
株式会社モア 長崎県 佐世保市 1310001007615
森塚不動産株式会社 長崎県 佐世保市 7310001007477
増田青果株式会社 長崎県 島原市 6310001011769
株式会社伸工舎 長崎県 諫早市 7310002015215
医療法人にしぐち歯科クリニック 長崎県 諫早市 2310005008138
株式会社ネクスト・プラス 長崎県 諫早市 7310002014852
株式会社ライムイシモト 長崎県 諫早市 6310001008212
株式会社ナガスイ 長崎県 大村市 9310001008845
長崎県有家手延素麺協同組合 長崎県 南島原市 6310005005271
田﨑 純也 長崎県
田中 勇佑 長崎県
宮本 篤 長崎県
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株式会社黒田海運 熊本県 熊本市 7330001016906
株式会社三栄テレコム 熊本県 熊本市 5330001001901
株式会社ＣＩサポート 熊本県 熊本市 4290001056959
株式会社下川薬局 熊本県 熊本市 2330001002407
株式会社美創 熊本県 熊本市 1330001007745
株式会社ＦＡＵＳＴ 熊本県 熊本市 3330001017916
株式会社ＨＯＳＨＩＫＯ　Ｌｉｎｋｓ 熊本県 熊本市 2330001025250
丸長自動車工業株式会社 熊本県 熊本市 1330001004412
南九州税理士会 熊本県 熊本市 7330005001631
株式会社ライズ 熊本県 熊本市 6330001023713
合同会社ＬｉｎｏＬｅａ 熊本県 熊本市 5340003002888
株式会社坂本食糧 熊本県 八代市 5330001013855
華の荘リゾート株式会社 熊本県 人吉市 4330001015951
株式会社ブライダルマックス 熊本県 天草市 3330001015589
株式会社カネイチ 熊本県 合志市 4330001009367
株式会社歩不動産 熊本県 大津町 8330002015939
株式会社プレシード 熊本県 嘉島町 3330001012727
合同会社Ｅプラスケア 熊本県 錦町 1330003006596
内山 貴博 熊本県
川口 昌子 熊本県
城 祐一郎 熊本県
橋本 英樹 熊本県
林田 和也 熊本県
株式会社安東石材店 大分県 大分市 4320001006092
株式会社千麗花 大分県 大分市 7320001014274
株式会社ソメヤ 大分県 大分市 8320001003020
株式会社フリーワイ 大分県 大分市 1320001015988
株式会社ユウセイ薬局 大分県 大分市 2320001013173
株式会社ユノカ 大分県 大分市 8320001002798
有限会社榮建リフォーム・システム 大分県 別府市 1320002010798
株式会社松秀 大分県 別府市 9320002012481
有限会社田中醤油店 大分県 中津市 2320002020788
株式会社もり山 大分県 中津市 3320001011366
有限会社高嶋紙器 大分県 日田市 2320002019186
アミナカフーズ株式会社 大分県 宇佐市 1320001007886
有限会社サンセイ 大分県 宇佐市 2320002014716
株式会社東藤建設 大分県 豊後大野市 6320001009671
勝浦 光春 大分県
松井 和政 大分県
宮本 剛 大分県
株式会社ＯＦＡ 宮崎県 宮崎市 9350001011473
株式会社Ｔｈｒｅｅ　Ｗｉｎ 宮崎県 宮崎市 2350001016149
セントラル住宅有限会社 宮崎県 宮崎市 2350002002528
江夏商事株式会社 宮崎県 都城市 9350001007868
合同会社ＳＡ・Ｔｅ黒潮 宮崎県 延岡市 1350003002940
有限会社渡辺青果 宮崎県 小林市 3350002018309
有限会社日吉産業 宮崎県 日向市 8350002010863
社会医療法人暁星会 宮崎県 西都市 8350005001926
株式会社山本組 宮崎県 高原町 4350001009943
日豊輸送株式会社 宮崎県 国富町 5350001001321
有限会社吉野運送 宮崎県 国富町 4350002007244
南九州有機産業株式会社 宮崎県 都農町 3350001005679
あさひ税理士法人 鹿児島県 鹿児島市 8340005008484
有限会社勝進工業 鹿児島県 鹿児島市 1340002004963
医療法人カム歯科クリニック 鹿児島県 鹿児島市 9340005008070
ふじ商事株式会社 鹿児島県 鹿児島市 4340001003740
株式会社太 鹿児島県 鹿児島市 4340001021123
株式会社旭電設 鹿児島県 鹿屋市 7340001014834
西文社印刷株式会社 鹿児島県 鹿屋市 5340001014332
株式会社平岩熱学 鹿児島県 出水市 3340001011819
医療法人誠真会 鹿児島県 薩摩川内市 8340005005572
株式会社ラフォーレリミテッド 鹿児島県 薩摩川内市 4340001020620
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株式会社佛壇の古屋鋪 鹿児島県 日置市 3340001007098
株式会社妙見石原荘 鹿児島県 霧島市 1340001008081
若潮酒造株式会社 鹿児島県 志布志市 3340001015324
有限会社アドヴァンスランド 鹿児島県 奄美市 7340002021854
有限会社本家文旦堂 鹿児島県 姶良市 5340002016154
特定非営利活動法人夢協働やまだ 鹿児島県 姶良市 6340005004642
柚木崎 勉 鹿児島県
有限会社まるとく商事 沖縄県 那覇市 8360002004195
久米仙酒造株式会社 沖縄県 那覇市 6360001002367
株式会社ディーズプランニング 沖縄県 那覇市 1360001020308
合同会社結－ｙｕｉ 沖縄県 那覇市 2360003011122
合同会社ＯＡＳＩＳ　ＬＥＱＵＩＯ 沖縄県 浦添市 3360003009149
有限会社しろま製菓産業 沖縄県 浦添市 4360002015881
医療法人尊和会 沖縄県 浦添市 3360005000386
株式会社リゾートマジック 沖縄県 浦添市 2360001025074
株式会社沖縄美健販売 沖縄県 糸満市 8360001021068
リゾーツ琉球株式会社 沖縄県 豊見城市 8360001004790
株式会社レンタリース沖縄 沖縄県 豊見城市 5360001029080
合同会社ふわり 沖縄県 うるま市 6360003006060
株式会社松山商事 沖縄県 うるま市 1360001007684
就労支援サービス株式会社 沖縄県 南城市 1360001020381
有限会社新垣塗装 沖縄県 中城村 5360002014528
大成企業株式会社 沖縄県 西原町 9360001025357
医療法人ひまわりの会 沖縄県 西原町 3360005001062
株式会社Ｐａｙｋｅ 沖縄県 西原町 7360001018833
株式会社ＪＰコーポレーション 沖縄県 南風原町 4360001011717
金城 吉孝 沖縄県
日髙 宏紀 沖縄県
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