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アイティコム株式会社 北海道 札幌市 9430001036132
株式会社Ｖｉｓｃｏ 北海道 札幌市 6430001075645
株式会社エムジーエス 北海道 札幌市 9430001016654
株式会社小倉クロス 北海道 札幌市 2430001003262
株式会社おまつファミリー 北海道 札幌市 7430001082260
社会福祉法人　風の子会 北海道 札幌市 8430005003674
キャリアフィット株式会社 北海道 札幌市 8430001005229
株式会社健美創 北海道 札幌市 7430001052429
株式会社ジョイプラス 北海道 札幌市 3430001070079
株式会社ＦＯＵＲ ＳＩＤＥ 北海道 札幌市 4430001072264
株式会社プログレス 北海道 札幌市 8430001058739
医療法人社団ブロッサム 北海道 札幌市 3430005004074
株式会社リップス 北海道 札幌市 9430001052476
有限会社リカバリーカーズ 北海道 函館市 6440002007282
株式会社運河の宿ふる川 北海道 小樽市 6430001064508
有限会社越後屋米穀店 北海道 小樽市 5430002053907
旭川石鹸販売株式会社 北海道 旭川市 4450001000223
株式会社オーシャンベーカリー 北海道 旭川市 8450001012660
株式会社エヌ・ケイ・シーソリューション 北海道 帯広市 8460101005241
有限会社辰田商会 北海道 岩見沢市 6430002049425
株式会社桐井産業 北海道 苫小牧市 2430001052854
北栄建設産業株式会社 北海道 紋別市 2450001009497
株式会社金歳堂 北海道 千歳市 7430001043510
株式会社アメニテイ開発 北海道 砂川市 3430001048083
株式会社カミホロ荘 北海道 上富良野町 9450001006463
株式会社ドリームフロンティア 北海道 佐呂間町 5460301002413
株式会社管野組 北海道 遠軽町 9460301002351
株式会社虎杖 北海道 白老町 2430001073173
合同会社土屋機械サービス 北海道 芽室町 8460103001206
株式会社弟子屈町振興公社 北海道 弟子屈町 9460001003220
秋田 康夫 北海道
枝元 まりこ 北海道
小野 兼弘 北海道
野中 昌一 北海道
青菱建設株式会社 青森県 青森市 6420001001172
株式会社ビッグ・ウイング 青森県 弘前市 9420001010641
皆川自動車整備有限会社 青森県 弘前市 1420002014368
有限会社三浦輪業商会 青森県 八戸市 6420002009000
太子食品工業株式会社 青森県 三戸町 3420001006810
医療法人トリプルウィン 青森県 五戸町 7420005007660
岡井 眞 青森県
渡邊 洋平 青森県
株式会社石田商会 岩手県 盛岡市 9400001000264
株式会社ベアレン醸造所 岩手県 盛岡市 6400001004086
有限会社三栄商会 岩手県 大船渡市 7402702000197
喜久盛酒造株式会社 岩手県 北上市 9400001006014
有限会社八沢自動車整備工場 岩手県 一関市 5400502001418
東北土地開発株式会社 岩手県 釜石市 9400001007391
有限会社アイオー浄化槽 岩手県 二戸市 7400002012707
有限会社ホクブプランニング 岩手県 滝沢市 5400002004144
鈴木 至 岩手県
株式会社アースクリーン東北 宮城県 仙台市 6370001002498
青葉化成株式会社 宮城県 仙台市 4370001002509
扇町オートガス協同組合 宮城県 仙台市 1370005000858
税理士法人大内・古川会計事務所 宮城県 仙台市 5370005010309
株式会社キムラ 宮城県 仙台市 7370001014682
株式会社成和電気 宮城県 仙台市 2370001001875
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仙台オーナメント株式会社 宮城県 仙台市 3370001002393
株式会社空地音ハーモニー 宮城県 仙台市 5400601001120
株式会社高平精肉店 宮城県 仙台市 7370001000880
東日本リアルティ株式会社 宮城県 仙台市 9370001045528
宮城十條林産株式会社 宮城県 仙台市 9370001011075
株式会社湧泉会 宮城県 仙台市 5370001021912
株式会社横山味噌醤油店 宮城県 仙台市 9370001012206
協業組合石巻浄化槽管理センター 宮城県 石巻市 8370305000080
株式会社宮富士工業 宮城県 石巻市 7370301001298
株式会社ユタカ産業 宮城県 大崎市 2370201002517
株式会社グリーン企画 宮城県 大河原町 3370101000297
大信電設工業株式会社 宮城県 美里町 6370201000260
野田 清一 宮城県
有限会社たけくま動物病院 秋田県 能代市 8410002010774
株式会社ヒツジヤ 秋田県 大館市 9410001012060
有限会社伊藤漬物本舗 秋田県 湯沢市 8410002008117
オーシャンクロス株式会社 秋田県 湯沢市 1410001005716
株式会社秋田ライフデザイン 秋田県 潟上市 8410001005882
株式会社フォーベル 秋田県 大仙市 2410001010244
平山 美恵子 秋田県
逸見 健明 秋田県
有限会社江口産業 山形県 山形市 8390002000415
株式会社相田商会 山形県 米沢市 7390001009730
有限会社原菊造商店 山形県 米沢市 2390002013249
株式会社斉藤工業所 山形県 酒田市 9390001006255
株式会社片桐製作所 山形県 上山市 7390001004731
有限会社県南エコサービス 山形県 南陽市 2390002014263
有限会社相馬電機 福島県 福島市 2380002001997
福島水産物商業協同組合 福島県 福島市 4380005000367
株式会社あらい屋製麺所 福島県 郡山市 1380001004507
株式会社トクボー 福島県 郡山市 6380002015449
株式会社八幡台やまたまや 福島県 いわき市 2380001012450
株式会社東北機械工業 福島県 須賀川市 5380001020129
株式会社矢澤鋳工所 福島県 二本松市 2030001077578
有限会社コスモ通信 福島県 伊達市 3380002006789
有限会社岡設備工業 福島県 鏡石町 6380002021819
穴田 佳則 福島県
猪狩 光郎 福島県
岡﨑 圭岐 福島県
小野塚 清史 福島県
松永 和夫 福島県
株式会社アトラクティブ 茨城県 水戸市 6050001005566
株式会社ＡＶＡＮＺＡＲＥ 茨城県 水戸市 1050001005414
株式会社一洋マシン 茨城県 日立市 9050001049164
株式会社ワールドテック 茨城県 古河市 8050001018814
合同会社ばんどう 茨城県 古河市 4050003002150
株式会社アクトサイン 茨城県 石岡市 6050001044688
株式会社ホーミック 茨城県 下妻市 4050001013422
有限会社大地 茨城県 常総市 5050002041339
庄司設備工業株式会社 茨城県 常陸太田市 9050001047077
アオハル不動産株式会社 茨城県 つくば市 6050001043112
株式会社Ａｍｏｕｒ 茨城県 つくば市 7050001037245
株式会社川田研究所 茨城県 つくば市 2050002021062
石川商事株式会社 茨城県 鹿嶋市 9050001034711
有限会社秋山自動車販売 茨城県 那珂市 4050002006516
株式会社わたなべ 茨城県 坂東市 6050001014526
有限会社ウィルコーポレーション 茨城県 茨城町 1050002000265
入江 恭平 茨城県
尾崎 英一 茨城県
貝塚 勝哉 茨城県
木村 国世 茨城県
黒沢 智宏 茨城県
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黒田 啓 茨城県
古谷野 宗徳 茨城県
長妻 洋 茨城県
株式会社ＹＥＬＬ 栃木県 宇都宮市 3060001028981
サークル不動産株式会社 栃木県 宇都宮市 7060001032245
有限会社スズメ薬局 栃木県 宇都宮市 5060002005103
有限会社スポーツショップヤマトヤ 栃木県 宇都宮市 1060002005156
公益財団法人栃木県農業振興公社 栃木県 宇都宮市 5060005007583
日本オート玩具株式会社 栃木県 宇都宮市 3060001003407
医療法人ほりえ会 栃木県 宇都宮市 2060005009608
合資会社大和屋商店 栃木県 宇都宮市 9060003000108
医療法人社団隆友会 栃木県 宇都宮市 6060005000991
赤石工業株式会社 栃木県 足利市 4060001018148
蘭と月株式会社 栃木県 足利市 6060001029515
株式会社大島工業 栃木県 栃木市 9060001025206
有限会社ダイトク 栃木県 栃木市 8060002033290
株式会社ベルトレード 栃木県 鹿沼市 4060001026019
株式会社東邦モータース 栃木県 那須塩原市 9060002022482
株式会社　扇屋 栃木県 那須町 1060001011601
二階堂 浩 栃木県
林 邦彦 栃木県
株式会社Ｓ－Ｓｅｒｖｉｃｅ 群馬県 前橋市 8070001033877
公益財団法人ぐんまＹＭＣＡ 群馬県 前橋市 2070005001076
株式会社ドリームツーリストサービス 群馬県 前橋市 6070001032154
株式会社旭コーポレーション 群馬県 高崎市 6070001005408
有限会社アリガ・コーポレーション 群馬県 高崎市 3070002008610
株式会社ｅ．ｃｕｂｅｄ 群馬県 高崎市 9070001034998
株式会社Ａｉｍ　ｈｉｇｈ 群馬県 高崎市 1070001032118
エバーグリーン株式会社 群馬県 高崎市 2070001024733
群馬工商株式会社 群馬県 高崎市 6070001009409
株式会社コシバ 群馬県 高崎市 6070001006901
三朋企業株式会社 群馬県 高崎市 8070001007055
株式会社田中総業 群馬県 高崎市 2070001034930
株式会社駐車場をさがせ 群馬県 高崎市 9070001018547
ネクスト株式会社 群馬県 高崎市 8070001026419
株式会社貿易屋珈琲店 群馬県 高崎市 7070001024984
有限会社山照 群馬県 高崎市 9070002010065
株式会社オダイ 群馬県 桐生市 8070001034248
株式会社ヤマグチ 群馬県 伊勢崎市 7070001013806
ＦＫエンジニアリング株式会社 群馬県 太田市 3070001025697
株式会社スイッチ 群馬県 太田市 5070001030472
有限会社呑竜紙工 群馬県 太田市 4070002030266
株式会社フォーチュン・サークル 群馬県 太田市 4070001029490
株式会社立協製作所 群馬県 太田市 8070002031533
社会福祉法人パースの森 群馬県 渋川市 7070005008901
ガーデンデザインＡｏｋｉ株式会社 群馬県 藤岡市 3070001035903
有限会社早川フードシステム 群馬県 藤岡市 4070002017684
磯貝設備株式会社 群馬県 富岡市 2070001032389
株式会社小川タイヤ商会 群馬県 富岡市 9070001037373
コシバ電機株式会社 群馬県 富岡市 1070001011732
ダイドー建材株式会社 群馬県 富岡市 2070001011814
吉澤林業株式会社 群馬県 富岡市 9070001027564
有限会社えにし 群馬県 安中市 3070002014674
医療法人済恵会 群馬県 安中市 3070005003179
株式会社セント・エルモ 群馬県 安中市 4070001032503
株式会社Ｌｉｖ　ａｒｔ 群馬県 安中市 4070001029103
有限会社西本興業 群馬県 甘楽町 8070002016518
有限会社三木梱包運輸 群馬県 甘楽町 3070002016638
有限会社山崎土木工業 群馬県 甘楽町 7070002016675
株式会社万座亭 群馬県 嬬恋村 6070001024044
株式会社草津観光公社 群馬県 草津町 9070001023745
ウム・ヴェルト株式会社 群馬県 板倉町 8070001021592
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重山 義則 群馬県
原澤 春代 群馬県
茂木 俊朗 群馬県
株式会社アイエフラッシュ 埼玉県 さいたま市 8030001016613
株式会社ケーアイ 埼玉県 さいたま市 5030001010230
株式会社鯉平 埼玉県 さいたま市 5030001002839
社会福祉法人さくら草 埼玉県 さいたま市 7030005002008
一般財団法人自治医科大学さいたま協栄 埼玉県 さいたま市 2030005019849
医療法人社団善歯会 埼玉県 さいたま市 8030005001017
ＴＡＫＡＤＡ環境株式会社 埼玉県 さいたま市 8030001005302
株式会社ディア・ディ 埼玉県 さいたま市 3030001127877
株式会社ハローフーズ 埼玉県 さいたま市 3030001006866
株式会社フェルゼ伸興 埼玉県 さいたま市 4030001007211
特定非営利活動法人フレンズネットワーク 埼玉県 さいたま市 9030005002402
株式会社末広不動産 埼玉県 熊谷市 2030001084896
株式会社タジマキコー 埼玉県 熊谷市 8030001084981
株式会社八木橋 埼玉県 熊谷市 2030001085291
アイテック株式会社 埼玉県 川口市 6030001082715
株式会社かいたくしゃ 埼玉県 川口市 4030001074276
株式会社割烹かまいち 埼玉県 川口市 4011801022905
株式会社華蓮 埼玉県 行田市 3030001136382
株式会社アシスト 埼玉県 秩父市 7030001091450
サン電子工業株式会社 埼玉県 秩父市 1030001091233
株式会社釜屋 埼玉県 加須市 3030001032986
北部金属株式会社 埼玉県 本庄市 3030001060681
株式会社アジア工研 埼玉県 東松山市 8030001071815
医療法人社団山粋会 埼玉県 春日部市 2030005007861
株式会社ＴＮＳ 埼玉県 狭山市 2030001139080
有限会社宮本工務店 埼玉県 狭山市 6030002034442
有限会社ハタヤスポーツ 埼玉県 深谷市 9030002117095
福地運輸有限会社 埼玉県 深谷市 9030002117137
悠大トランス有限会社 埼玉県 深谷市 3030002117365
株式会社フォルクライン 埼玉県 草加市 5030001101310
株式会社タイガー 埼玉県 越谷市 2030001068305
医療法人社団マハロ会 埼玉県 越谷市 6030005010614
株式会社ＬＩＦＩＸ　ＺＥＲＯ 埼玉県 越谷市 4030001137438
株式会社市川不動産 埼玉県 蕨市 2030001020892
ＨＳＷ株式会社 埼玉県 戸田市 5013301040568
黒猫貿易株式会社 埼玉県 戸田市 9030001115422
株式会社サンワ 埼玉県 戸田市 2030001021437
株式会社 丸栄 埼玉県 久喜市 8030001031249
東和産業株式会社 埼玉県 八潮市 6030001036217
株式会社壽 埼玉県 富士見市 5030001048873
リターンホーム株式会社 埼玉県 三郷市 1030001129850
株式会社愛光 埼玉県 坂戸市 6030001068672
有限会社セラーノ 埼玉県 坂戸市 1013202003735
弓削多醤油株式会社 埼玉県 坂戸市 8030001069000
特定非営利活動法人上福岡障害者支援センター２１ 埼玉県 ふじみ野市 3030005008669
ＢｌｕｅＳｔｙｌｅ株式会社 埼玉県 毛呂山町 8030001069314
株式会社ｙｏｕ　ａｕｔｏ 埼玉県 長瀞町 7030001109260
有限会社川野武次郎商店 埼玉県 宮代町 2030002069665
有限会社三和ツーバイ 埼玉県 松伏町 5030002088943
青木 昇 埼玉県
伊藤 雄介 埼玉県
佐藤 功 埼玉県
佐藤 徹生 埼玉県
里見 一彦 埼玉県
清水 肇 埼玉県
出浦 惠子 埼玉県
中川 志保 埼玉県
初澤 正夫 埼玉県
山名 康彦 埼玉県
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龍前 篤司 埼玉県
株式会社オフィス雅 千葉県 千葉市 5040001082987
医療法人社団春葉会 千葉県 千葉市 1040005001055
特定非営利活動法人千葉県障害者就労事業振興センター 千葉県 千葉市 8040005002039
千葉電力株式会社 千葉県 千葉市 6040001089164
株式会社Ｆａｂｕｌａ 千葉県 千葉市 1040001117383
フェンス工業株式会社 千葉県 千葉市 6040001006474
医療法人社団福寿会 千葉県 千葉市 9040005001171
株式会社ディアナ 千葉県 市川市 5040001058649
株式会社ふくしねっと工房 千葉県 船橋市 1040001021809
株式会社マルトミ 千葉県 船橋市 2040001018779
株式会社嶋田商会 千葉県 館山市 5040001073805
社会福祉法人日本介助犬福祉協会 千葉県 館山市 8090005004402
株式会社シザンスター 千葉県 木更津市 1040001116468
株式会社アヴェール 千葉県 松戸市 6040001034681
株式会社Ａｉｒ 千葉県 松戸市 7040001116594
医療法人社団光匠会 千葉県 佐倉市 5040005007619
工藤電機工業株式会社 千葉県 柏市 2040001065499
株式会社清水メガネ 千葉県 柏市 4040001065745
株式会社助川工務店 千葉県 柏市 8040001065808
テクノサイエンス株式会社 千葉県 柏市 5040001068565
合同会社ｅｎ 千葉県 市原市 9040003014266
岡誠商事株式会社 千葉県 市原市 3040001053676
株式会社ａｒｔｉｓｔａ 千葉県 流山市 6040001113188
信希愛合同会社 千葉県 流山市 3040003016516
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ｔｒａｄｉｎｇ　Ｊａｐａｎ株式会社 千葉県 八千代市 3040001113546
医療法人社団笑空会 千葉県 八千代市 3040005021398
ビソウビルド株式会社 千葉県 鎌ケ谷市 1040001031056
株式会社アップリーチ 千葉県 浦安市 1040001097097
株式会社シルバーウイン 千葉県 浦安市 2040001033803
有限会社藤本鉄鋼商店 千葉県 浦安市 3040002041580
株式会社森田質店 千葉県 浦安市 5040001030070
医療法人社団カルミア会 千葉県 四街道市 5040005021405
特定非営利活動法人セブンエイチ 千葉県 八街市 5040005007536
有限会社朝日不動産 千葉県 香取市 8040002088386
木戸泉酒造株式会社 千葉県 いすみ市 8040001074858
石毛 茂雄 千葉県
河田 直彦 千葉県
佐瀬 友康 千葉県
佐藤 信行 千葉県
塩田 廣重 千葉県
孫 偉民 千葉県
高橋 一平 千葉県
高橋 隆蔵 千葉県
堀内 龍文 千葉県
吉久 祥一 千葉県
株式会社インターテクノロジー 東京都 千代田区 4010001129494
エイターリンク株式会社 東京都 千代田区 9011101092099
株式会社Ａ－Ｌｉｆｅ 東京都 千代田区 3011201020873
株式会社ＹＥＬＬ 東京都 千代田区 4010401080520
株式会社オージーエム 東京都 千代田区 3010601035481
株式会社オトコネイル 東京都 千代田区 7010001163053
一般社団法人外国人日本語能力検定機構 東京都 千代田区 4010005027050
公益財団法人川喜多記念映画文化財団 東京都 千代田区 5010005016721
金門株式会社 東京都 千代田区 3030001107160
株式会社三立 東京都 千代田区 3011701003601
株式会社ＣＣＮグループ 東京都 千代田区 3010001181141
株式会社JAM restaurantコーポレーション 東京都 千代田区 1010001118392
一般社団法人衆栄会 東京都 千代田区 9010005022848
株式会社高荘 東京都 千代田区 4010001021560
ＴＸＰ　Ｍｅｄｉｃａｌ株式会社 東京都 千代田区 4010401133534
株式会社ととっぷ 東京都 千代田区 9010401094672
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株式会社Value 東京都 千代田区 4010001139824
株式会社ピコテックホールディングス 東京都 千代田区 1010001072904
株式会社VISUALBEATS 東京都 千代田区 5010401119193
プレステージ株式会社 東京都 千代田区 1010003025843
有限会社ボイススタイル 東京都 千代田区 5010002050137
株式会社ＭａｋｅＳ 東京都 千代田区 7010001174901
株式会社洋菓子のヒロタ 東京都 千代田区 1010001117097
株式会社ＡＩＴ 東京都 中央区 9290801026009
株式会社Ｇａｌａｘｙホールディングス 東京都 中央区 4010401112100
株式会社銀座セルクブラン 東京都 中央区 5010001099968
株式会社ケンテック 東京都 中央区 2010001165079
株式会社ＣＯＡ 東京都 中央区 6010701039347
興亜産業株式会社 東京都 中央区 8010001043262
秀和ビルメンテナンス株式会社 東京都 中央区 7010001046217
太陽物産株式会社 東京都 中央区 2010001049216
ときわ総合サービス株式会社 東京都 中央区 7010001052644
ナジコイーエス株式会社 東京都 中央区 4010001052969
株式会社西・サービス 東京都 中央区 2010001053606
ノガワケミカル株式会社 東京都 中央区 1010001054035
ＢＰ株式会社 東京都 中央区 1010601053642
株式会社フードリンクグループ 東京都 中央区 6010401076285
株式会社フューチャー・リレーション 東京都 中央区 3010001099342
株式会社ライフアドシステム 東京都 中央区 9010001060216
Ｒａｔｉ株式会社 東京都 中央区 7040001100747
株式会社アトラス 東京都 港区 7011201021678
株式会社インド経済フォーラム 東京都 港区 6010401061007
有限会社エスクワイア 東京都 港区 1011002030405
株式会社エル・クロス 東京都 港区 3010401067717
有限会社大塚美術 東京都 港区 2010402002731
株式会社ＫＡＫＥＡＩ 東京都 港区 8010001191152
株式会社華門商社 東京都 港区 9010501030478
株式会社謙德蕎麦家 東京都 港区 1010401009464
株式会社Ｓａｉｇａ 東京都 港区 2010401115170
Ｃ　ＳＴＹＬＥ株式会社 東京都 港区 3011001131227
ＳＨＩＧＥＴＡ株式会社 東京都 港区 6010401099831
一般社団法人全国旅行業協会 東京都 港区 2010405000427
太平広告株式会社 東京都 港区 4010401079125
ツインピークスジャパン株式会社 東京都 港区 8010401069007
合同会社とも企画 東京都 港区 2010403022200
ドンドラーレ株式会社 東京都 港区 5010401135174
株式会社日本建設新聞社 東京都 港区 8010401083701
株式会社日本色材工業研究所 東京都 港区 1010401022715
株式会社ノムノ 東京都 港区 7020001126083
株式会社ＶＩＥＷ　ＣＲＥＡＴＥ 東京都 港区 1012701015084
藤田商事株式会社 東京都 港区 2010401026038
株式会社Ｆｕｌｌ　ｏａｋ 東京都 港区 9010701037125
株式会社ライブエグザム 東京都 港区 8010401112261
エデン株式会社 東京都 新宿区 5030001127900
京商プロパティー株式会社 東京都 新宿区 6011101017678
株式会社Ｇｒｏｏｗ 東京都 新宿区 8011101089988
株式会社ＪＳＬ 東京都 新宿区 6011101057170
スタースリー株式会社 東京都 新宿区 8011001071360
株式会社日興総業 東京都 新宿区 5012701011550
美容協同組合日本ヘアデザイン協会 東京都 新宿区 2011105001418
株式会社ＨＩＲＡＳＡＷＡ 東京都 新宿区 1010001006705
レガーメ株式会社 東京都 新宿区 4011101085594
株式会社Ｏｎｅ’ｓ　Ｗｉｌｌ 東京都 新宿区 9030001063217
公益財団法人医療機器センター 東京都 文京区 9010005000044
Ｔプロダクト株式会社 東京都 文京区 7010001218154
株式会社テンクー 東京都 文京区 3010001139230
株式会社ＶＨＦ 東京都 台東区 2010501024692
株式会社ウェル 東京都 台東区 2030001035305
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株式会社ココスナカムラ 東京都 台東区 9010501004218
株式会社センコム 東京都 台東区 7010001048048
大誠有限会社 東京都 台東区 7011502016237
合同会社ハルノ 東京都 台東区 8010503005108
株式会社フォローアップ・ソリューション 東京都 台東区 4010501027917
有限会社モデルアート社 東京都 台東区 6010002015114
株式会社しゅふのちから 東京都 墨田区 7010601044982
株式会社泰宝 東京都 墨田区 1011501024881
大亮合同会社 東京都 墨田区 3010503005021
株式会社ＴＲＡＮＳＡＣＴＩＯＮ 東京都 墨田区 2010601045548
株式会社ヤマギワ 東京都 墨田区 6010601016586
ＡＯＥ株式会社 東京都 江東区 8030001110886
協和電機工業株式会社 東京都 江東区 6010601001828
株式会社グラトリエンジニアリング 東京都 江東区 5010601059099
小高莫大小工業株式会社 東京都 江東区 1010601011914
有限会社マキウチ防水工業 東京都 江東区 7010602028134
加地建設株式会社 東京都 品川区 9010701002302
株式会社三都市アース 東京都 品川区 2010701019534
株式会社ＣＴＳ 東京都 品川区 2010701041208
株式会社ランドワーク不動産 東京都 品川区 4010701004071
アステリア合同会社 東京都 目黒区 5011003007919
株式会社グランデ 東京都 目黒区 1010901015441
三誠エレクトロニクス株式会社 東京都 目黒区 5013201002313
株式会社ジュンアシダ 東京都 目黒区 9013201002771
湘南住宅株式会社 東京都 目黒区 5013201002800
株式会社Ｒａｖａｇｅ 東京都 目黒区 7011001139910
株式会社ｒｅｖｏｌｍ 東京都 目黒区 4011001138469
株式会社カセダ 東京都 大田区 6010801021155
株式会社共販 東京都 大田区 8010801003119
グローバルキャピタル株式会社 東京都 大田区 7010801013151
祥雲国際交流株式会社 東京都 大田区 5020001111558
株式会社Ｄマイルス 東京都 大田区 5010801026857
株式会社パレス 東京都 大田区 7020001138112
株式会社村田精機製作所 東京都 大田区 4010801011760
アライブ税理士法人 東京都 世田谷区 1010905003104
株式会社ＬＥ 東京都 世田谷区 6011001103751
グランピングジャパン株式会社 東京都 世田谷区 4011001133825
西北出版株式会社 東京都 世田谷区 4010901006363
合同会社月の沙漠 東京都 世田谷区 7010903004346
株式会社中村屋酒販 東京都 世田谷区 4010901008814
株式会社紅弥 東京都 世田谷区 3010901019184
株式会社松原松林 東京都 世田谷区 2010901022692
株式会社三輪 東京都 世田谷区 6010901024776
株式会社友福 東京都 世田谷区 8030001131445
株式会社ランディックス 東京都 世田谷区 3010901014739
レッドハウス株式会社 東京都 世田谷区 7010901028710
株式会社アウトソースシステムズ 東京都 渋谷区 4011001135656
株式会社キューブ 東京都 渋谷区 2011001029083
株式会社サンタ通商 東京都 渋谷区 9011001035091
株式会社シースタイル 東京都 渋谷区 1011001048984
株式会社ｓｈｉｚａｉ 東京都 渋谷区 7010001213064
株式会社スマイルリンク 東京都 渋谷区 3010401074234
株式会社ＴＩＡＭ 東京都 渋谷区 2010401096808
合同会社Ｎａｒｉ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 東京都 渋谷区 5011003011078
株式会社ノンストレス 東京都 渋谷区 2011001055344
株式会社ビリーフコーポレーション 東京都 渋谷区 8011001061155
株式会社ＰＯＣＨＡ 東京都 渋谷区 4011001135788
ボンシエル合同会社 東京都 渋谷区 5020003013950
株式会社ＵＳＥＮ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ 東京都 渋谷区 3010701039457
株式会社ＬＥＫＫＥＲ 東京都 渋谷区 3011001099662
株式会社ａｍｂｒ 東京都 中野区 6011001123832
株式会社スキンドライブ 東京都 中野区 5011201018809
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トゥリーウォード株式会社 東京都 中野区 5011001104858
株式会社関東機器 東京都 杉並区 2011301014751
株式会社クドー 東京都 杉並区 1011301002014
株式会社ＣＩＴＲＡＢＡ 東京都 杉並区 9011301026534
株式会社シフトレーディング 東京都 杉並区 3011301008050
株式会社ブラボーデザイン 東京都 杉並区 7010401092810
フリージア株式会社 東京都 杉並区 7011301024572
合縁株式会社 東京都 豊島区 1013301024541
株式会社アップル 東京都 豊島区 4011601021702
國新産業株式会社 東京都 豊島区 8013301017836
株式会社三和企商 東京都 豊島区 5013301004077
株式会社信縁 東京都 豊島区 6013301029973
株式会社真 東京都 豊島区 9010001126561
Ｈａｕｓ　Ｍｅｄｉａｔｉｏｎ株式会社 東京都 豊島区 7010001200186
株式会社ビナコーポレーション 東京都 豊島区 9013301013363
未来貿易株式会社 東京都 豊島区 8013301044764
有限会社タイバー商会 東京都 北区 8011502003531
株式会社トラストリビューション 東京都 北区 8010001182515
株式会社ＲＡＺＵＬＩＴ’ｅ 東京都 北区 9011501026391
株式会社ＫＬ 東京都 荒川区 7030001122899
株式会社スター商事 東京都 荒川区 5011501007098
株式会社アメニシティ 東京都 板橋区 5011401011794
株式会社ミラクル 東京都 板橋区 2010001153785
株式会社盛桜商事 東京都 板橋区 7011401023078
有限会社ＷＡＣ－ＵＰ 東京都 板橋区 9011402018934
株式会社Ｆ．Ｌ．Ｃｌｏｖｅｒ 東京都 練馬区 4011601014961
株式会社春日工務店 東京都 練馬区 5011601002180
有限会社くすりの早宮 東京都 練馬区 8011602003159
有限会社多田自動車工業 東京都 練馬区 9011602006433
株式会社ＢＲＩＮＧＲＯＷ 東京都 練馬区 8011401021733
ミヨシ精機工業株式会社 東京都 練馬区 2011601006738
有限会社武蔵野クリーニング商会 東京都 練馬区 2011602009806
有限会社エスエィチ 東京都 足立区 5011802029799
株式会社ＫＡＴＩＡＲＵ 東京都 足立区 1011801036313
蒲原燃料住宅設備株式会社 東京都 足立区 3011801007015
株式会社ケーエス 東京都 足立区 7011801027182
ｚＦｉｌｍｓ株式会社 東京都 足立区 9010003030316
株式会社大地 東京都 足立区 8011001101753
株式会社トーセキ 東京都 足立区 3011801010068
株式会社トリニティ 東京都 足立区 7011801026060
株式会社リンケージ 東京都 足立区 3011801035998
株式会社イーストオーシャン 東京都 葛飾区 4011801030222
株式会社京葉ゴム工業 東京都 葛飾区 2011801001357
合同会社ＳＡＩ　ＤＥＳＩＧＮ　ＯＦＦＩＣＥ 東京都 葛飾区 8010803002804
有限会社三陽プロモーション 東京都 葛飾区 5010002010140
有限会社ユーシーエス情報 東京都 葛飾区 9011802008213
ＯＳＩ．ＬＡＢＯ合同会社 東京都 江戸川区 3011703001990
株式会社マンション給排水改修センター一級建築士事務所 東京都 江戸川区 4011701021478
ＴＴＣ株式会社 東京都 江戸川区 7010601030413
和美商事合同会社 東京都 江戸川区 5030003014931
医療法人社団向日葵会 東京都 江戸川区 5011705000469
株式会社ポポラマーマ 東京都 江戸川区 8011701007226
Ｍｅｒｃｉ株式会社 東京都 江戸川区 6011701013259
株式会社山喜 東京都 江戸川区 8011701007969
株式会社リバイブ 東京都 江戸川区 4011701013574
株式会社珈琲実験室 東京都 八王子市 3010101001216
有限会社佐藤材木店 東京都 八王子市 9010102002983
シンセン株式会社 東京都 八王子市 4010101011461
株式会社エムシー企画 東京都 立川市 3012801000249
株式会社武蔵製菓 東京都 立川市 7012801001615
株式会社ｄｓ　ｆａｃｔｏｒｙ 東京都 武蔵野市 4010901032640
むさしの税理士法人 東京都 武蔵野市 1012405002230

8 / 25 ページ



2022年11月4日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

株式会社タイエイジャパン 東京都 三鷹市 1012401012670
株式会社ＤＥＭＯＮＺＡＫＫＡ 東京都 三鷹市 3012401033467
株式会社ＨｕｇＲｕｍａ 東京都 三鷹市 4060001033411
有限会社菅谷食品 東京都 青梅市 4013102006232
株式会社和光産業 東京都 府中市 6012401001859
株式会社手紙社 東京都 調布市 7012401022499
株式会社フレックス・ドリーム 東京都 調布市 2012401009864
医療法人社団宏真会 東京都 町田市 4012305000265
株式会社プリンシプル自動車 東京都 町田市 2012301002936
特定非営利活動法人フットボールクラブアンビシオン 東京都 小金井市 3012405003029
株式会社ＯＦＦＩＣＥ　ＭＩＲＡＩ 東京都 国分寺市 3012401023303
ｉｎｇｎｅｘｔ株式会社 東京都 多摩市 4010001177485
株式会社さくら屋 東京都 多摩市 6013401001139
ユニツール株式会社 東京都 多摩市 3013401001661
医療法人社団青優会 東京都 稲城市 8013405000878
株式会社Ｂｉｏｔ 東京都 瑞穂町 1013101005221
有限会社ボーダー 東京都 瑞穂町 8013102003110
有賀 知哉 東京都
井出 英一 東京都
井戸川 聡志 東京都
井畑 敦子 東京都
岩柳 嘉浩 東京都
梅田 静夫 東京都
漆山 雄一 東京都
大石 哲司 東京都
大谷 成弘 東京都
奥倉 健介 東京都
奥津 共子 東京都
奥村 尚威 東京都
小野寺 裕之 東京都
金子 和正 東京都
木下 亨 東京都
楠瀨 雅宣 東京都
河野 慶吾 東京都
今野 邦弘 東京都
篠塚 茂樹 東京都
清水 亮 東京都
下窪 賢至 東京都
関 廣吉 東京都
高林 洋太 東京都
武澤 俊介 東京都
田中 真作 東京都
田中 裕子 東京都
戸松 幹登 東京都
永井 大 東京都
古畑 英子 東京都
松村 友義 東京都
三好 眞知子 東京都
康廣 竜太 東京都
山田 由紀 東京都
合同会社ＩＳＴ 神奈川県 横浜市 3020003016872
株式会社石原興業 神奈川県 横浜市 5020001019537
株式会社伊之助商店 神奈川県 横浜市 1020001022354
エッセンハイム株式会社 神奈川県 横浜市 9020001058597
株式会社ＦＭＳ 神奈川県 横浜市 5021001047503
エボラニ株式会社 神奈川県 横浜市 2011001121311
公益財団法人神奈川県交通安全協会 神奈川県 横浜市 5020005009666
有限会社Ｃｌｉｍｂ 神奈川県 横浜市 5020002077476
ケーエム不動産株式会社 神奈川県 横浜市 4020001137447
株式会社小吉商会 神奈川県 横浜市 9020001116388
株式会社信栄社 神奈川県 横浜市 7020001020476
有限会社信藤 神奈川県 横浜市 2020002021478
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有限会社ソレイユ 神奈川県 横浜市 2020002056458
天碩貿易株式会社 神奈川県 横浜市 7020001133344
株式会社ＴＲＡＮＳＡＣＴＩＯＮ　ＨＡＮＡＲＥ 神奈川県 横浜市 7010601057679
ブックライフ株式会社 神奈川県 横浜市 8020001024278
医療法人社団ましま歯科医院 神奈川県 横浜市 4020005001855
株式会社美家ファーマシー 神奈川県 横浜市 7020001117603
山本ねじ工販株式会社 神奈川県 横浜市 2020001035909
医療法人社団緑生会 神奈川県 横浜市 3020005001807
グッド株式会社 神奈川県 川崎市 9020001067697
三光ライト工業株式会社 神奈川県 川崎市 6020001069341
有限会社嶋工業 神奈川県 川崎市 8020002106629
医療法人社団神光会 神奈川県 川崎市 2020005013935
株式会社ＳＥＣＴ　ＣＡＲＲＹ 神奈川県 川崎市 4020001064856
株式会社祭 神奈川県 川崎市 2020001070212
株式会社屋島運送 神奈川県 川崎市 7020001123592
株式会社ワールドクリーンプロジェクト 神奈川県 川崎市 4020001101114
有限会社足立不動産 神奈川県 相模原市 8021002017592
株式会社アトラス 神奈川県 相模原市 6021001011185
有限会社サガミ精工 神奈川県 相模原市 5021002020310
株式会社ノイズ研究所 神奈川県 相模原市 6021001014576
株式会社山﨑商事 神奈川県 相模原市 3021001014240
有限会社石黒薬局 神奈川県 横須賀市 3021002062718
合同会社ＡＤＩＸ　Ｄｅｓｉｇｎ 神奈川県 平塚市 5021003009889
株式会社彩 神奈川県 平塚市 3021001045310
システムワークスジャパン株式会社 神奈川県 鎌倉市 7021001009146
株式会社ＳＡＫＡＥ 神奈川県 藤沢市 9021002001991
株式会社フレンテキャリアソリューション 神奈川県 藤沢市 6021001064919
株式会社山長工建 神奈川県 藤沢市 8021001055073
株式会社大村楽器店 神奈川県 小田原市 7021001032461
有限会社タクト 神奈川県 小田原市 1021002061993
株式会社たまや 神奈川県 茅ヶ崎市 3021001007112
医療法人メディスタイル 神奈川県 逗子市 4021005009905
有限会社一の家 神奈川県 秦野市 1021002037408
五洋工業株式会社 神奈川県 秦野市 9021001022510
株式会社ＳＡＮＴＡ　ＣＡＬＡ 神奈川県 厚木市 6021001031002
合同会社ＫＴクリエーション 神奈川県 大和市 3021003009569
株式会社水島商事 神奈川県 大和市 3021001025956
協伸サンテック株式会社 神奈川県 座間市 4020001001297
有限会社佐谷商事 神奈川県 綾瀬市 3021002046365
グローバル産業株式会社 神奈川県 葉山町 9021001041898
株式会社リンショー 神奈川県 大井町 7021001034086
株式会社湯川鉄工所 神奈川県 山北町 3021001034222
市川 清 神奈川県
稲田 勝 神奈川県
圓谷 貴 神奈川県
大山 守彦 神奈川県
岡田 功 神奈川県
金子 要介 神奈川県
毛塚 衛 神奈川県
杉山 昌子 神奈川県
園田 真吾 神奈川県
田淵 俊敬 神奈川県
樋田 大 神奈川県
原 正寛 神奈川県
堀 裕一 神奈川県
山本 一人 神奈川県
社会福祉法人秋葉福祉会 新潟県 新潟市 6110005002025
株式会社ＮＳホールディングス 新潟県 新潟市 9110001004014
株式会社給材 新潟県 新潟市 6110001001674
国際電子工業株式会社 新潟県 新潟市 5110001001956
医療法人仁成会 新潟県 新潟市 7110005000655
スタジョーネ株式会社 新潟県 新潟市 3110001010380
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公益社団法人新潟県観光協会 新潟県 新潟市 2110005014775
有限会社油屋久助商店 新潟県 長岡市 1110002026709
株式会社ｅｃｃｏ 新潟県 長岡市 7110001028535
株式会社　飯塚鉄工所 新潟県 柏崎市 1110001017147
株式会社田辺登商店 新潟県 燕市 8110001015920
合同会社どんぐり村 新潟県 妙高市 2110003004290
有限会社パワーステージ 新潟県 上越市 4110002022432
合同会社ＬＶＣ． 新潟県 佐渡市 2010503006342
有限会社東港工機 新潟県 聖籠町 9110002016735
加藤 征子 新潟県
清田 博俊 新潟県
徳間 保則 新潟県
本間 彰一 新潟県
株式会社ウェルテクノ 富山県 富山市 7230001003600
第一共同印刷株式会社 富山県 富山市 8230001001454
株式会社ディライトアメニティ 富山県 富山市 8230001018903
中田図書販売株式会社 富山県 富山市 6230001002339
北陸交通警備株式会社 富山県 富山市 1230001002938
株式会社ライフエンターテイメント 富山県 富山市 4230001016150
株式会社田開自動車工業所 富山県 高岡市 6230001014540
有限会社丸川商店 富山県 黒部市 7230002008177
小滝 巖 富山県
﨑田 栄輔 富山県
有限会社Ｅ．Ｎ．Ｎ． 石川県 金沢市 1220002008225
株式会社センセーション 石川県 金沢市 3220001022506
株式会社ツカモト 石川県 金沢市 4220001004313
株式会社ティ－・ピ－・オ－ 石川県 金沢市 7220001015035
医療法人社団ハッピー歯科医院 石川県 金沢市 4220005008137
有限会社冨士教材 石川県 金沢市 3220002005154
有限会社蓬莱堂 石川県 金沢市 4220002005203
北陸エアコン株式会社 石川県 金沢市 1220001007938
株式会社マツモト 石川県 金沢市 9220001006635
株式会社マルシン 石川県 金沢市 6220001006712
ミノル産業株式会社 石川県 金沢市 9220001006899
株式会社ミュージッククラブ 石川県 金沢市 3220001006905
株式会社味来コーポレーション 石川県 金沢市 5220001007959
株式会社近藤造船所 石川県 七尾市 4220001015335
株式会社シップワン 石川県 七尾市 4220001015302
株式会社太陽紙業小松 石川県 小松市 2220001012177
有限会社理容セブン 石川県 小松市 9220002011403
守田漆器株式会社 石川県 加賀市 8220001013599
株式会社北紙 石川県 白山市 9220001009398
株式会社高澤品質管理研究所 石川県 能美市 4220001011160
谷内自動車工業株式会社 石川県 能登町 4220001016779
小川 選太郎 石川県
加藤 稔 石川県
北 潤市 石川県
北村 進一郎 石川県
松本 匠平 石川県
有限会社朝日ビル管理社 福井県 福井市 4210002000171
株式会社エル 福井県 福井市 3210001009470
株式会社住空館 福井県 福井市 8210001016735
大日メタックス株式会社 福井県 福井市 8210001001869
株式会社中西商会 福井県 福井市 8210001002586
福井鶏卵販売株式会社 福井県 福井市 3210001003639
敦賀海陸運輸株式会社 福井県 敦賀市 8210001010845
敦賀昆布株式会社 福井県 敦賀市 7210001016736
有限会社ハートブレーン 福井県 あわら市 8210002005035
高橋 亮成 福井県
寺元 義之亮 福井県
中本 和孝 福井県
山本 勉 福井県
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株式会社春木屋 山梨県 甲府市 4090001001761
有限会社鮎川ボイラー商会 山梨県 富士吉田市 8090002011574
公益財団法人南アルプス市スポーツ協会 山梨県 南アルプス市 9090005006001
株式会社スーパークリーク 山梨県 北杜市 1090001015822
開渡工業株式会社 長野県 長野市 7100001000536
有限会社寺沢塗装工業 長野県 長野市 9100002003313
ブンカ印刷株式会社 長野県 長野市 3100001003022
有限会社美ケ原高原荘 長野県 松本市 6100002019304
株式会社ぐるーぶおいる 長野県 松本市 4100001016626
株式会社Ｋ－ＴＲＵＳＴ 長野県 松本市 9100001016167
株式会社信濃インテリア 長野県 松本市 6100001013191
株式会社吉川商工 長野県 飯田市 8100001023461
三印株式会社 長野県 諏訪市 6100001020403
株式会社ＭＡＵＮＡ 長野県 諏訪市 6100001034502
株式会社よしいけ 長野県 中野市 3100001012329
有限会社マルコー 長野県 茅野市 9100002030489
信越ガス株式会社 長野県 佐久市 2100001025760
株式会社信濃ハウジング 長野県 東御市 8100001009799
有限会社ハシャブ 長野県 箕輪町 6100002034939
有限会社吉川新聞販売 長野県 豊丘村 7100002038484
有限会社名木山館 長野県 白馬村 7100002026662
滝沢 隆 長野県
塚本 眞紀子 長野県
務台 道也 長野県
株式会社サン・テンポラリー 岐阜県 岐阜市 3200001006741
サンラリー株式会社 岐阜県 岐阜市 6200001002382
ストロベリーファクトリー株式会社 岐阜県 岐阜市 9200001037120
株式会社西武管商 岐阜県 岐阜市 5200001002796
株式会社中野新聞舗 岐阜県 岐阜市 2200001003855
株式会社みやび屋 岐阜県 岐阜市 8200001012322
有限会社渡辺新聞店 岐阜県 岐阜市 8200002006158
株式会社桑原材木店 岐阜県 大垣市 2200001015891
近藤石灰工業株式会社 岐阜県 大垣市 3200001013597
株式会社ベアーズタウン 岐阜県 大垣市 6200001036637
株式会社Ｌａｎｐｓ 岐阜県 高山市 2200001032532
Ｆ．Ａ．ＷＩＮ株式会社 岐阜県 多治見市 1120102005842
久松製陶株式会社 岐阜県 多治見市 3200001022061
株式会社アメリア 岐阜県 関市 2200001018928
津保川漁業協同組合 岐阜県 関市 4200005007545
有限会社天研工業 岐阜県 関市 5200002018932
株式会社三和燃料 岐阜県 瑞浪市 3200001037794
有限会社テクニカル三友 岐阜県 羽島市 9200002011826
有限会社ますかスポーツ 岐阜県 羽島市 9200002011248
株式会社イノウエ 岐阜県 恵那市 1200001023631
有限会社丸仙化学工業所 岐阜県 土岐市 5200002021622
株式会社起雲社寺建築設計 岐阜県 各務原市 3200001033851
株式会社恒工務店 岐阜県 各務原市 6200001033634
有限会社セイケン 岐阜県 可児市 6200002017990
有限会社髙田水産 岐阜県 瑞穂市 3200002009594
近藤技研株式会社 岐阜県 海津市 2200001015388
株式会社アセンテジャパン 岐阜県 岐南町 4180001085192
有限会社小塚工業 岐阜県 輪之内町 5200002013826
株式会社キサラエフアールカンパニーズ 岐阜県 揖斐川町 5200001017010
加藤 幸長 岐阜県
棚橋 一憲 岐阜県
長縄 利男 岐阜県
中野 幸一 岐阜県
日紫喜 あかね 岐阜県
山下 貴史 岐阜県
おいしい産業株式会社 静岡県 静岡市 3080001021373
株式会社小野田産業 静岡県 静岡市 2080001007786
株式会社草薙薬局 静岡県 静岡市 7080001010496
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株式会社故紙センタートヨタ 静岡県 静岡市 3080001001482
株式会社鈴良 静岡県 静岡市 3080001002316
株式会社インプルーブ 静岡県 浜松市 3080401021394
株式会社ＡＤ 静岡県 浜松市 7080401013116
株式会社東洋鉄工所 静岡県 浜松市 2080401003666
浜松装器工業株式会社 静岡県 浜松市 5080401004083
ヒノン農業株式会社 静岡県 浜松市 7080401014056
八百久青果株式会社 静岡県 浜松市 7080401005476
株式会社ライト 静岡県 浜松市 4080401005727
株式会社Ｌｉｔａ 静岡県 浜松市 8080401021308
株式会社工藤建設 静岡県 沼津市 8080101002392
アオイトランスポート株式会社 静岡県 三島市 7080101005231
有限会社オーミネ倉庫 静岡県 富士宮市 9080102016556
医療法人社団臣香会 静岡県 富士宮市 4080105003606
向栄物流株式会社 静岡県 島田市 9080002015427
庵原興産有限会社 静岡県 富士市 6080102013366
有限会社エミネント 静岡県 富士市 4080102013517
大洋工業株式会社 静岡県 富士市 6080101008961
株式会社ベイシン 静岡県 富士市 6080101000605
株式会社松下工業 静岡県 磐田市 6080401016375
株式会社金時堂 静岡県 裾野市 9080101002169
株式会社セイコークリエーション 静岡県 裾野市 8080101021376
第一金剛株式会社 静岡県 湖西市 5080401006146
修善寺温泉事業協同組合 静岡県 伊豆市 6080105001772
有限会社オガサ自動車 静岡県 菊川市 4080402018406
学校法人南陵学園 静岡県 菊川市 9080405004860
株式会社ＬＡＰＩＳ－ＬＡＺＵＬＩ 静岡県 伊豆の国市 7013201013556
有限会社宿まる文 静岡県 南伊豆町 7080102021541
天池 カンナ 静岡県
池谷 祥之 静岡県
伊藤 摂 静岡県
大角 一郎 静岡県
小出 やす代 静岡県
菅沼 慶史 静岡県
鈴木 愉 静岡県
春田 哲弥 静岡県
村松 里子 静岡県
株式会社アールプレイス 愛知県 名古屋市 7180001136059
一般社団法人愛知県観光協会 愛知県 名古屋市 3180005005008
株式会社秋田屋 愛知県 名古屋市 3180001024606
朝日工業株式会社 愛知県 名古屋市 4180001011479
株式会社アド・ジャパン 愛知県 名古屋市 2180001053192
社会福祉法人池内福祉会 愛知県 名古屋市 8180005002751
磯部運輸倉庫株式会社 愛知県 名古屋市 1180001006052
ｉｎｃｅｎｔｉｖｅ株式会社 愛知県 名古屋市 4180001127408
株式会社ＶＡ 愛知県 名古屋市 3180001134454
株式会社エス・ワイ・トレード 愛知県 名古屋市 8180001101648
株式会社Ｎｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ 愛知県 名古屋市 8180001134367
株式会社ＮＢＡ 愛知県 名古屋市 5180001133132
株式会社ＬＬ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 愛知県 名古屋市 4180001145178
エレベータメンテナンス株式会社 愛知県 名古屋市 8180001048617
株式会社Ａｌｂｅｃ 愛知県 名古屋市 4180001146928
有限会社かどまつ 愛知県 名古屋市 7180002058335
閑林工業株式会社 愛知県 名古屋市 3180001035289
株式会社ＫＩＮＧ． 愛知県 名古屋市 7180001139160
株式会社ＣＲＥＡＦＥ 愛知県 名古屋市 5180001065409
有限会社さくま松花園 愛知県 名古屋市 2180002004236
三恵冶金工業株式会社 愛知県 名古屋市 9180001019518
株式会社清水製作所 愛知県 名古屋市 7180001021995
株式会社スタッフエージェント 愛知県 名古屋市 8180001059977
株式会社ＳＭＡＬＬ　ＷＯＲＬＤ 愛知県 名古屋市 5180001131870
株式会社大樹 愛知県 名古屋市 7180001088696
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株式会社大忠工業 愛知県 名古屋市 4180001053653
株式会社中日材料 愛知県 名古屋市 9180001138342
株式会社ＤＥＮＫＯ 愛知県 名古屋市 1180001060850
有限会社トップエース 愛知県 名古屋市 6180002060548
ドリンクのオータケ合同会社 愛知県 名古屋市 8180003019681
株式会社ピットレー 愛知県 名古屋市 8180001026837
株式会社フラワー・アクト 愛知県 名古屋市 3180001102460
株式会社法研中部 愛知県 名古屋市 1180001040514
株式会社法研中部コネクトワークス 愛知県 名古屋市 8180001136025
松野産商株式会社 愛知県 名古屋市 1180001063903
有限会社まるや本店 愛知県 名古屋市 2180002058182
株式会社もうり調剤 愛知県 名古屋市 1180001089592
ユータック株式会社 愛知県 名古屋市 5180001021262
株式会社ライフアシスト 愛知県 名古屋市 8180001102233
合同会社Ｌｅａｄ　Ｓｍｉｌｅ 愛知県 名古屋市 7180003017166
株式会社リハピネス 愛知県 名古屋市 5180001101312
リラウンド株式会社 愛知県 名古屋市 9180001143887
ｌｏｓｔ　ａｎｄ　ｆｏｕｎｄ株式会社 愛知県 名古屋市 2180001072597
株式会社ワンピース 愛知県 名古屋市 1180001090121
愛知アサヒ販売株式会社 愛知県 豊橋市 2180301005001
坂神工業株式会社 愛知県 豊橋市 6180301005690
パリスパートナー有限会社 愛知県 豊橋市 2180302009265
有限会社安井商店 愛知県 豊橋市 9180302010241
六ツ美養鶏加工協同組合 愛知県 岡崎市 4180305000541
クロストーク株式会社 愛知県 一宮市 9180001106118
株式会社ＢＡＣホールディングス 愛知県 一宮市 9180001086723
有限会社パ・ドゥ 愛知県 瀬戸市 7180002046447
有限会社ケン・ワークス 愛知県 半田市 6180002083359
株式会社Ｔ．Ｓ．Ｂ． 愛知県 半田市 4180001113589
広陽商工株式会社 愛知県 春日井市 9180001074075
有限会社ごとうクリーニング 愛知県 春日井市 4180002070268
有限会社田口商店 愛知県 春日井市 4180002066539
長榮鉄工株式会社 愛知県 春日井市 3180001074452
株式会社デルマー 愛知県 春日井市 5180001081843
株式会社瀬川鉄工所 愛知県 豊川市 4180301009933
株式会社アサノテック 愛知県 津島市 6180002091213
株式会社陣内工業所 愛知県 豊田市 2180301018408
株式会社ふとんのわたまん 愛知県 豊田市 8180301019210
株式会社動力 愛知県 安城市 4180301017333
税理士法人森田経営 愛知県 安城市 6180305008335
カネヤ製綱株式会社 愛知県 蒲郡市 1180301010893
中川産業株式会社 愛知県 犬山市 3180001081630
株式会社総合設備サービス 愛知県 小牧市 9180001077169
株式会社匠建 愛知県 小牧市 1180001075964
モールド工業株式会社 愛知県 小牧市 7180001076593
有限会社東洋エンタープライズ 愛知県 東海市 3180002087858
協和工業株式会社 愛知県 大府市 1180001092448
株式会社ａｓｃｅｎｓｉｏｎ 愛知県 知立市 1180301030702
株式会社ＤＡＰＡＣ 愛知県 知立市 2180301014761
株式会社ＧＥＮＲＯＫＵ 愛知県 高浜市 4180301029808
株式会社テクニカ 愛知県 豊明市 3180002064147
株式会社ナオキ工業 愛知県 清須市 3180001091415
株式会社メイギ物産 愛知県 清須市 8180001027364
有限会社リッチ美容商事 愛知県 清須市 6180002040426
有限会社菊春 愛知県 北名古屋市 5180002040914
株式会社ヨシダ自動車 愛知県 北名古屋市 2180001052203
医療法人旺志会 愛知県 豊山町 4180005005618
社会福祉法人貴徳会 愛知県 大治町 9180005006041
株式会社ブラッシュアッパー 愛知県 美浜町 6180001090249
浅野 義治 愛知県
大谷 麻美 愛知県
織田 栄 愛知県
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神本 波代 愛知県
川村 道徳 愛知県
鳥居 ゆか 愛知県
中村 隆行 愛知県
丹羽 大介 愛知県
野田 恒博 愛知県
花井 謙造 愛知県
廣瀬 時明 愛知県
有限会社加藤新聞店 三重県 津市 1190002000375
株式会社山商 三重県 津市 6190001023769
有限会社馬力 三重県 津市 8190002015482
公益社団法人三重県看護協会 三重県 津市 7190005009920
東海オールセット株式会社 三重県 四日市市 5190001015610
有限会社生川新聞店 三重県 四日市市 5190002021368
有限会社木田工業 三重県 伊勢市 7190002010245
株式会社高正工務店 三重県 松阪市 4190001011486
ＮＯＺＡＷＡカンパニー株式会社 三重県 桑名市 8180001134078
株式会社山下精機製作所 三重県 桑名市 5190001013366
株式会社興栄商事 三重県 志摩市 6190001006641
株式会社プラネットコーポレーション 三重県 伊賀市 3120001088813
ヴィンテージ宮田自動車株式会社 三重県 川越町 7190001016532
有限会社進光堂新聞店 三重県 川越町 1190002020480
株式会社アグリステージ 三重県 明和町 5190001011460
小西 宏 三重県
藤沢 尚士 三重県
近江鍛工株式会社 滋賀県 大津市 3160001000419
株式会社ＩＫＯＵ 滋賀県 彦根市 2120001233527
株式会社ケイファーマ 滋賀県 近江八幡市 2160001011664
株式会社びわこフード 滋賀県 近江八幡市 6160001011438
有限会社酔歌 滋賀県 栗東市 1160002012729
株式会社ＫＡＲＩＹＡ 滋賀県 甲賀市 3160001019970
株式会社Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ　Ｌｉｆｅ　Ｔｈｉｎｋｉｎｇ 滋賀県 野洲市 9160001021533
畑酒造有限会社 滋賀県 東近江市 3160002009772
株式会社東近江ハウジング 滋賀県 東近江市 7160001016510
株式会社オーケーエム 滋賀県 日野町 5160001009813
株式会社オカキブラザーズフーズ 滋賀県 竜王町 2160001017554
有限会社原田繊維工業 滋賀県 愛荘町 6160002008895
小川 和也 滋賀県
村山 光 滋賀県
株式会社ＡＲＵＧＡ＆ＣＯＭＰＡＮＹ 京都府 京都市 9130001054206
株式会社一香 京都府 京都市 7130001031405
株式会社ｕｔｕｗａ 京都府 京都市 8130001062341
株式会社Ｍ’ｓオフィス 京都府 京都市 5130001042222
株式会社開晴亭 京都府 京都市 1130001016832
株式会社カランド 京都府 京都市 6130001023691
川﨑管財株式会社 京都府 京都市 2130001069615
キタガワ釣具株式会社 京都府 京都市 1130001016956
株式会社京色 京都府 京都市 3130001028553
株式会社キョーエース 京都府 京都市 2130001010421
公成建設株式会社 京都府 京都市 2130001017235
交洋ファインケミカル株式会社 京都府 京都市 6130001010582
株式会社さきぞう 京都府 京都市 4130001020856
株式会社大洋建設 京都府 京都市 6130001044168
株式会社千藤 京都府 京都市 8130001006018
株式会社ニッシン 京都府 京都市 8130001011422
一般社団法人Ｆｉｒｓｔ　Ｐｅｎｇｕｉｎ 京都府 京都市 7130005015486
有限会社布夢雅 京都府 京都市 7130002006083
ＭＡＳＴＥＲＭＩＮＤ株式会社 京都府 京都市 9130001026989
有限会社丸屋中川商店 京都府 京都市 6130002006209
株式会社リバーハウジング 京都府 京都市 5130001016093
株式会社みずの 京都府 舞鶴市 8130001043738
株式会社ライフプラスハウス 京都府 舞鶴市 7130001061261
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将光株式会社 京都府 綾部市 1130001041772
南丹ガス株式会社 京都府 亀岡市 7130001035728
京成自工株式会社 京都府 城陽市 5130001038336
岩崎システム工芸株式会社 京都府 長岡京市 4130001029880
株式会社レンタ 京都府 長岡京市 6130001030663
株式会社和光 京都府 京丹後市 8130001042938
株式会社クレバー 京都府 久御山町 8130001033383
イーセップ株式会社 京都府 精華町 3130001051910
阪田 広樹 京都府
篠原 渡 京都府
高橋 榮一 京都府
寺尾 智香 京都府
寺口 佳子 京都府
年神 裕樹 京都府
原 英晃 京都府
本城 聡 京都府
株式会社ＡＩＡＤ 大阪府 大阪市 9140001032508
株式会社アイワ・ハウジー 大阪府 大阪市 4122001022189
弁護士法人淺田法律事務所 大阪府 大阪市 1120005017398
株式会社アンドラフ 大阪府 大阪市 2120001204858
株式会社ＵＳＡＧＩ 大阪府 大阪市 3120001198629
株式会社永晃 大阪府 大阪市 7120001132278
Ａ＆Ｔ総合企画合同会社 大阪府 大阪市 9120003017748
株式会社ＡＢ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ　ＣＯＭＰＡＮＹ 大阪府 大阪市 2120001227090
株式会社エクステンド 大阪府 大阪市 5120001112488
合同会社エクラージュ 大阪府 大阪市 8150003000909
オーディエー株式会社 大阪府 大阪市 8120001037617
株式会社河童ヌードル 大阪府 大阪市 2120002002261
株式会社クラヴァーフィアー 大阪府 大阪市 2120001176577
株式会社ＫＯＲ　ＪＡＰＡＮ 大阪府 大阪市 1120001186239
株式会社光明きゃん 大阪府 大阪市 5120001126711
医療法人光有会 大阪府 大阪市 5120005013716
株式会社ゴールドスプリング 大阪府 大阪市 4120001134698
株式会社小林商事 大阪府 大阪市 2120001043307
株式会社サンキ工事 大阪府 大阪市 8120001192544
株式会社サンソウゴウ 大阪府 大阪市 1120001123638
三和商工株式会社 大阪府 大阪市 9120001064684
株式会社ジェイ・エス 大阪府 大阪市 5120001200945
ジェーエイチエル株式会社 大阪府 大阪市 6120001204458
柴谷パッキング工業株式会社 大阪府 大阪市 9120001081135
株式会社Ｊ．Ａ．Ｍ建築企画 大阪府 大阪市 1120001210543
丈野建材株式会社 大阪府 大阪市 5120001035227
株式会社白国木工製作所 大阪府 大阪市 3122001024789
株式会社ＳＱＵＡＲＥ 大阪府 大阪市 6120001140612
株式会社成和工業所 大阪府 大阪市 6120001044598
有限会社センエイ 大阪府 大阪市 8120002046559
株式会社ソシオコーポレーション 大阪府 大阪市 3120001162114
太星食器株式会社 大阪府 大阪市 7120001083463
株式会社タカギ建築工房 大阪府 大阪市 2120001143239
株式会社ディーホークアイ 大阪府 大阪市 1120001170457
ＴＬＶアドバンス株式会社 大阪府 大阪市 7120001196240
株式会社デザイン 大阪府 大阪市 6120001220892
株式会社寺澤 大阪府 大阪市 3120001039089
株式会社天明 大阪府 大阪市 1120001201385
医療法人同友会 大阪府 大阪市 1120005005394
株式会社東和書林 大阪府 大阪市 5120001024601
株式会社ＴＲＩＡＮＣＬＥ 大阪府 大阪市 4120001210689
株式会社ナガイコーポレーション 大阪府 大阪市 1120001021115
株式会社菜花野 大阪府 大阪市 1120001143561
株式会社鳴門寿司 大阪府 大阪市 8120001039299
日建工業株式会社 大阪府 大阪市 3120001018407
株式会社日興開発 大阪府 大阪市 1120001228940
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株式会社日新メンテナンス 大阪府 大阪市 4120001086717
株式会社ＮＥＸＴ　ＬＩＦＥ 大阪府 大阪市 6120001224241
株式会社望コーポレーション 大阪府 大阪市 1120001193441
有限会社長谷川自動車 大阪府 大阪市 3120002028017
株式会社ハッピーハートフル 大阪府 大阪市 2120002081958
株式会社Ｂｕｉｌｄ－ＵＰ 大阪府 大阪市 7120001122774
ＦＵＮＰＯＲＴ株式会社 大阪府 大阪市 5120001163531
株式会社ブッキングリゾート 大阪府 大阪市 8140001090861
プロネット株式会社 大阪府 大阪市 8120001012124
株式会社Ｂｅｌｌ 大阪府 大阪市 1120001231358
有限会社ポログレス 大阪府 大阪市 8120002068405
株式会社Ｍｅｄｉｓｅｒｅ 大阪府 大阪市 2120001123678
株式会社ＵＭＡ 大阪府 大阪市 1120001183426
株式会社ユーワード 大阪府 大阪市 8120001190622
株式会社リンド 大阪府 大阪市 8120001226343
合同会社ＲＡＳＥ 大阪府 大阪市 3120103003281
株式会社アラカワ 大阪府 堺市 4120101049474
株式会社ＡＩＭ 大阪府 堺市 1120101059096
株式会社エル・シー・エス 大阪府 堺市 6120101009708
株式会社大美野開発 大阪府 堺市 9120101058413
株式会社関西建設 大阪府 堺市 4120101021433
株式会社Ｓａｌｖｉａ 大阪府 堺市 6120101058861
ジェイエフエフシステムズ株式会社 大阪府 堺市 4120101024089
株式会社藤吉商店 大阪府 堺市 3120101006154
株式会社ワイズクラフト 大阪府 堺市 7120101056311
辰巳織布株式会社 大阪府 岸和田市 9120101037086
株式会社Ｂ・Ｂカンパニー 大阪府 岸和田市 2120001146150
株式会社音羽 大阪府 豊中市 9120901027385
株式会社山﨑 大阪府 吹田市 2120901019307
株式会社凌雲 大阪府 吹田市 9120001204496
利永興業株式会社 大阪府 貝塚市 7120101038301
株式会社ネクサス分析センター 大阪府 守口市 7120001176515
山中電機工業株式会社 大阪府 守口市 1120001156919
株式会社アスク 大阪府 枚方市 9120001151805
アララト株式会社 大阪府 茨木市 3120901037175
乾刷子工業株式会社 大阪府 八尾市 8122001017739
有限会社大一創芸 大阪府 八尾市 7122002014216
株式会社朋有 大阪府 泉佐野市 5120101040507
株式会社ホノベ電機 大阪府 寝屋川市 9120001016198
株式会社ＮＥＸＴＡＲＴ 大阪府 松原市 8120101053381
冨田建設株式会社 大阪府 大東市 6122001015645
株式会社アノンデザイン 大阪府 和泉市 3120101049673
株式会社ヤマトシステム 大阪府 和泉市 8120101042021
有限会社アマヤマトレーディング 大阪府 箕面市 2120902022276
株式会社デルタファクトリー 大阪府 箕面市 9120901031098
株式会社岡本ガーデン 大阪府 柏原市 3122001020813
株式会社ＢＥＡＴ　ＡＲＴ　ＷＯＲＫＳ 大阪府 柏原市 4122001033302
関西特殊建機株式会社 大阪府 羽曳野市 9120101031989
株式会社空研 大阪府 羽曳野市 1120101032037
モリマーサム樹脂工業株式会社 大阪府 羽曳野市 7120101032089
あずま工芸株式会社 大阪府 摂津市 6120901008941
株式会社泉製作所 大阪府 東大阪市 9122001000462
エムズワン有限会社 大阪府 東大阪市 9122002000825
株式会社ドクターズ・ドック 大阪府 東大阪市 2120901032053
合同会社ファンタイム 大阪府 東大阪市 2120003013423
マルヒロ運輸有限会社 大阪府 東大阪市 4120002023116
ＲＡＹＳ　ＧＡＲＡＧＥ株式会社 大阪府 東大阪市 8122001032060
株式会社レッツ 大阪府 東大阪市 8122001030031
平和製罐株式会社 大阪府 泉南市 1120101047431
株式会社野村工務店 大阪府 交野市 9120001151920
社会福祉法人豊能町社会福祉協議会 大阪府 豊能町 5120905003502
株式会社トワ・エ・アシュエール 大阪府 忠岡町 1120101046053
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株式会社ドイ 大阪府 太子町 2120101031500
石川 昌志 大阪府
石塚 聖美 大阪府
石津 肥朗史 大阪府
井上 強志 大阪府
上原 将志 大阪府
加田 伸一 大阪府
金沢 秀光 大阪府
金田 光秀 大阪府
古賀 幹雄 大阪府
櫻井 勇 大阪府
笹江 賢一 大阪府
志村 雅彦 大阪府
丹下 雅晴 大阪府
辻田 勇也 大阪府
津吉 正和 大阪府
長妻 龍之介 大阪府
中森 裕貴 大阪府
西田 正弘 大阪府
林 正人 大阪府
平田 裕充 大阪府
平野 勝太 大阪府
福島 昭彦 大阪府
細見 博司 大阪府
松村 圭一郎 大阪府
宮田 慶子 大阪府
吉田 誠也 大阪府
吉野 優輔 大阪府
愛奈工業株式会社 兵庫県 神戸市 8140001027681
株式会社ケイズホーム 兵庫県 神戸市 5140002023220
医療法人社団大智会市橋クリニック 兵庫県 神戸市 1140005001870
ツチダ産業株式会社 兵庫県 神戸市 2140001013621
株式会社ドーン 兵庫県 神戸市 9140001018622
合同会社フィオリーレ 兵庫県 神戸市 9140003015089
医療法人社団鳳光会 兵庫県 神戸市 9140005001888
北神運輸株式会社 兵庫県 神戸市 7140002063000
株式会社ホソカワ組 兵庫県 神戸市 3140001090313
有限会社マルケイ 兵庫県 神戸市 6140002002388
株式会社丸祐 兵庫県 神戸市 8140001016908
株式会社リーフィックス 兵庫県 神戸市 4130001034427
株式会社コルム 兵庫県 姫路市 6140001086903
株式会社シノハラ 兵庫県 姫路市 7140001059346
株式会社難波工業 兵庫県 姫路市 3140001103966
株式会社ヒロヤ 兵庫県 姫路市 1140001061258
リノライフサポート株式会社 兵庫県 姫路市 9140001113571
株式会社キャン 兵庫県 尼崎市 6120901017785
株式会社美々樽 兵庫県 明石市 6140001092224
株式会社ウィルコム 兵庫県 西宮市 5140001073596
株式会社ＯＭＡＴＳＵＬＩ 兵庫県 西宮市 6140001114085
日冷工業株式会社 兵庫県 西宮市 4140001069785
株式会社ヤマムラ 兵庫県 西宮市 8140001074666
株式会社Ｙ’ｚ　Ｏｎｅ 兵庫県 西宮市 2140001077716
株式会社ＢＡインターナショナル 兵庫県 芦屋市 5140001092159
合同会社ＳＭＢ 兵庫県 伊丹市 1140003015360
株式会社三喜屋 兵庫県 伊丹市 9140001078963
有限会社山陽義肢研究所 兵庫県 加古川市 7140002035866
株式会社ナオ 兵庫県 加古川市 2140001046092
株式会社カルナ 兵庫県 西脇市 2140001103562
株式会社Ａ　Ｌｉｆｅ　Ｊａｐａｎ 兵庫県 三木市 2140001106755
株式会社ワイズグロウ 兵庫県 小野市 2140001111680
キクヤ株式会社 兵庫県 丹波篠山市 5140001041693
株式会社テクマ 兵庫県 丹波篠山市 2140001041787

18 / 25 ページ



2022年11月4日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

淡路農産食品株式会社 兵庫県 南あわじ市 2140001085520
有限会社コサージュ 兵庫県 淡路市 5140002069263
株式会社野元メンテナンスサービス 兵庫県 稲美町 2140001032935
株式会社マエセキ 兵庫県 太子町 4140001038724
有限会社三楽 兵庫県 香美町 5140002046394
黒田 敦司 兵庫県
谷口 太樹 兵庫県
戸玉 隆 兵庫県
西尾 元成 兵庫県
西口 三貴 兵庫県
野口 昌子 兵庫県
野中 尚 兵庫県
東 秀亮 兵庫県
細見 裕之 兵庫県
南林 繁良 兵庫県
山川 健悟 兵庫県
太洋エンジニアリング株式会社 奈良県 奈良市 8150001001280
有限会社松阪商会 奈良県 奈良市 3150002001706
株式会社ラジゲートコーポレーション 奈良県 奈良市 1120001182675
康電工業株式会社 奈良県 大和高田市 4150001019574
安田プラスチック株式会社 奈良県 橿原市 7150001011025
有限会社山口建築 奈良県 橿原市 6150002007799
医療法人ブリエ会 奈良県 上牧町 8150005006672
太陽企業株式会社 奈良県 大淀町 1150001015857
十津川観光開発株式会社 奈良県 十津川村 3150001015707
大谷 和弘 奈良県
島田 明 奈良県
有限会社住貨配送センター 和歌山県 和歌山市 8170002000073
有限会社立野商店 和歌山県 和歌山市 2170002002380
有限会社谷村塗装工業 和歌山県 和歌山市 6170002002427
株式会社阪和総合防災 和歌山県 和歌山市 9170001006970
レイズ・エンタープライズ株式会社 和歌山県 和歌山市 2170001012273
株式会社ワコウ 和歌山県 和歌山市 1170001003637
有限会社ジャニス 和歌山県 海南市 9170002006318
有限会社マルタニ 和歌山県 海南市 8170002006772
有限会社プレズィール・キムラ 和歌山県 岩出市 2170002008394
株式会社小原久吉商店 和歌山県 湯浅町 2170001007100
株式会社むさし 和歌山県 白浜町 2170001009146
有限会社若竹商事 和歌山県 那智勝浦町 6170002011543
荒井 康之 和歌山県
神農 亮州 和歌山県
小山 芳史 和歌山県
佐々木 弘樹 和歌山県
株式会社タイヨー通信システム 鳥取県 鳥取市 1270001007231
公益社団法人鳥取県看護協会 鳥取県 鳥取市 6270005000475
昭和ウインドウ株式会社 鳥取県 米子市 3270001003311
株式会社フローインターナショナル 鳥取県 米子市 7270001004520
株式会社美なと亭 鳥取県 境港市 8270001006929
株式会社ダブルノット 鳥取県 八頭町 5270001007401
株式会社グリーンスポットＦ 島根県 浜田市 7280001008173
有限会社重本経営会計事務所 島根県 出雲市 2280002005546
有限会社みのり商会 島根県 益田市 5280002010361
アクアシステム株式会社 島根県 安来市 3280001002378
堀江化工株式会社 島根県 江津市 9280001004617
楫野 良平 島根県
株式会社ＳＡＮＫＯ 岡山県 岡山市 1260001011746
株式会社清水運送 岡山県 岡山市 6260001029164
株式会社ＨＯＰＥＨｏｌｄｉｎｇｓ 岡山県 岡山市 6260003001864
有限会社鞠子建設 岡山県 岡山市 2260002009482
岡本製甲株式会社 岡山県 倉敷市 9260001012852
倉一建基株式会社 岡山県 倉敷市 4260001028936
倉敷帆布株式会社 岡山県 倉敷市 8260001015674
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株式会社バイクプラザヤマノ 岡山県 倉敷市 6260001014422
有限会社ハッカ美容室 岡山県 倉敷市 4260002020462
株式会社ひなた 岡山県 倉敷市 3260001034266
株式会社吉岡エンタープライズ 岡山県 倉敷市 9260001016928
有限会社昴不動産 岡山県 津山市 4260002028613
エム・シー・ロード株式会社 岡山県 笠岡市 1260001017660
株式会社グリーン 岡山県 笠岡市 6260001017722
中国興業株式会社 岡山県 笠岡市 2260001017809
有限会社寿シッピング 岡山県 備前市 6260002031573
有限会社長谷川商店 岡山県 備前市 1260002031933
株式会社岩藤工務店 岡山県 赤磐市 7260001007846
有限会社福本工務店 岡山県 真庭市 7260002034212
株式会社徳永こいのぼり 岡山県 和気町 3260001021297
森 哲也 岡山県
吉田 宏展 岡山県
株式会社アイ・スタイル 広島県 広島市 9240001050169
アイワ産業株式会社 広島県 広島市 9240001000256
大保電業株式会社 広島県 広島市 9240001006113
有限会社キクプランドゥー 広島県 広島市 8240002004422
株式会社クロリス 広島県 広島市 5240001042616
株式会社児玉電工 広島県 広島市 4240001003610
三弘電設株式会社 広島県 広島市 2240001003975
株式会社Ｇ　ｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎアーキテクツ 広島県 広島市 1240001018256
株式会社志和工業 広島県 広島市 4240001016827
株式会社ゼフィールコミュニケーションズ 広島県 広島市 2240001015863
株式会社たけや 広島県 広島市 8240001042811
有限会社たじま酒販 広島県 広島市 1240002009881
トレンドワン・ペストコントロール株式会社 広島県 広島市 9240001053980
平賀金属工業株式会社 広島県 広島市 1240001009957
有限会社フジヤマ自動車 広島県 広島市 2240002025515
ライフデザイン株式会社 広島県 広島市 9240001044014
有限会社垣内義肢製作所 広島県 尾道市 6240002050294
株式会社ＡＺＵＭＡ 広島県 福山市 8240001042935
Ａ．Ｍ．Ｃ．株式会社 広島県 福山市 5240001049058
クラタ食品有限会社 広島県 福山市 9240002040350
株式会社瀬良忠建設 広島県 福山市 6240001031114
有限会社土井商事 広島県 福山市 9240002045663
株式会社鳴海 広島県 福山市 6240001044140
ビッグボーン商事株式会社 広島県 福山市 3240001041322
株式会社藤原建材店 広島県 福山市 3240001033749
株式会社ミツボシコーポレーション 広島県 福山市 8240001033612
有限会社山崎センイ 広島県 福山市 3240002046849
共和電設株式会社 広島県 三次市 2240001024419
餅田建機株式会社 広島県 世羅町 8240001046184
木村 三恵 広島県
木本 順子 広島県
佐藤 真 広島県
堂本 直義 広島県
中村 謙一 広島県
アイリスホーム株式会社 山口県 下関市 8250001014727
株式会社エミアス 山口県 下関市 5250001005159
有限会社田中醤油醸造場 山口県 下関市 8250002009882
はまの宝石株式会社 山口県 下関市 4250001006174
山口視聴覚機器株式会社 山口県 山口市 7250001000554
株式会社ロータリーコーポレーション 山口県 防府市 2250001002349
株式会社キンシュウ 山口県 岩国市 2250001019260
株式会社武藤 山口県 岩国市 6250002018687
安藤建設株式会社 山口県 長門市 6250001008251
岡寺産業株式会社 山口県 周南市 8250001008720
有限会社マサオカ創建 山口県 周南市 3250002015340
弘中 精一 山口県
村田 道明 山口県

20 / 25 ページ



2022年11月4日

事業者名 都道府県 市区町村 法人番号

株式会社ときわ 徳島県 徳島市 3480001001517
有限会社佐藤松 徳島県 鳴門市 7480002010496
株式会社こうれい社 徳島県 小松島市 8480001007930
有限会社　阿波食品 徳島県 阿波市 8480002010149
共栄造機株式会社 徳島県 松茂町 7480001005266
社会福祉法人徳島県心身障害者福祉会 徳島県 上板町 3480005003575
尾上 一喜 徳島県
木下 茂紀 徳島県
湯浅 善任 徳島県
有限会社植村鉄工所 香川県 高松市 1470002001213
有限会社國方工務店 香川県 高松市 1470002002442
高松商工会議所 香川県 高松市 7470005001064
株式会社ＴＡＫＵＭＩ 香川県 高松市 4470001006185
株式会社ひだまり不動産 香川県 高松市 1470001005768
株式会社プラスワンインターナショナル 香川県 高松市 1470001005446
株式会社まるくに石工房 香川県 高松市 6470001006695
株式会社古市建設 香川県 丸亀市 2470001008547
川東 清樹 香川県
寺嶋 真 香川県
株式会社プロテジェ 愛媛県 松山市 8500001019238
合同会社ＨｏｒＮ 愛媛県 松山市 2500003002544
有限会社卜部蒲鉾店 愛媛県 今治市 1500002017825
株式会社ジェイギフト 愛媛県 今治市 2500001011687
西南建設株式会社 愛媛県 宇和島市 6500001015619
有限会社南海電業社 愛媛県 宇和島市 4500002022962
有限会社ミヤケ電工 愛媛県 宇和島市 7500002023198
有限会社住吉産業 愛媛県 大洲市 6500002012160
克建株式会社 高知県 高知市 4490001004682
一般社団法人高知医療再生機構 高知県 高知市 3490005001941
有限会社住環境工房ひまわりホーム 高知県 高知市 4490002007759
株式会社テレビ高知 高知県 高知市 1490001001518
有限会社パッケージ高知 高知県 南国市 2490002011886
有限会社山本鉄工所 高知県 南国市 3490002012058
有限会社幡多重機 高知県 四万十市 2490002008528
廣田 惇介 高知県
株式会社架け橋 福岡県 北九州市 5290801025014
有限会社信工ホーム 福岡県 北九州市 4290802012061
株式会社酔笑 福岡県 北九州市 7290801022629
株式会社鶴田号工作所 福岡県 北九州市 2290801002420
株式会社ｄｅｃｏｒａｔｉｏｎ 福岡県 北九州市 2290801024308
株式会社ＨＡＣＯＴＡＳ 福岡県 北九州市 7290801027371
株式会社ランクルーズ 福岡県 北九州市 5290801011963
株式会社アイフィール 福岡県 福岡市 7290001058597
株式会社ＡＳＯジャパン 福岡県 福岡市 5290001016053
株式会社ｕｐ 福岡県 福岡市 3290001074177
有限会社あぷろ 福岡県 福岡市 1290002042614
アンダス株式会社 福岡県 福岡市 7290001024137
株式会社ｉｍｇ． 福岡県 福岡市 1290001093848
インフィニア株式会社 福岡県 福岡市 5290001089289
エイチ・マリー株式会社 福岡県 福岡市 8300001005340
株式会社ＳＴＳ　ＲＡＹＳ 福岡県 福岡市 7290001032115
株式会社エデュコ 福岡県 福岡市 3290001079639
株式会社ＮＢＹ 福岡県 福岡市 8290001088734
Ｆ＆Ｇ合同会社 福岡県 福岡市 7290003007172
株式会社ＦＳＥ 福岡県 福岡市 1290001085936
株式会社Emon 福岡県 福岡市 8290001058555
大井産業株式会社 福岡県 福岡市 5290001012011
株式会社かぶきや 福岡県 福岡市 1290001055352
河野産業株式会社 福岡県 福岡市 9290001012313
株式会社ＧＩＶＥ 福岡県 福岡市 2290001079870
九州電器販売株式会社 福岡県 福岡市 8290001002892
金輝合同会社 福岡県 福岡市 7290003006686
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Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｃｒｏｓｓ株式会社 福岡県 福岡市 2290001093590
一般社団法人グローバル和活和育 福岡県 福岡市 6290005017492
株式会社ＣＲＯＳＳＩＮＧ　ＮＥＸＥＬ 福岡県 福岡市 4290001091972
株式会社さくら 福岡県 福岡市 3290001070176
有限会社三秀セロファン印刷 福岡県 福岡市 6290002015458
株式会社ＣＬＳ 福岡県 福岡市 1290001085622
株式会社シュトウ 福岡県 福岡市 6290001087242
合同会社ＧＩＯＲＮＯ 福岡県 福岡市 9240003003439
有限会社白石工務店 福岡県 福岡市 5290002002449
株式会社西部技術コンサルタント 福岡県 福岡市 8290001014054
大栄木材株式会社 福岡県 福岡市 9290001014268
弁護士法人大明法律事務所 福岡県 福岡市 9290005018050
株式会社タナップデザインオフィス 福岡県 福岡市 6290001087738
株式会社チカラ 福岡県 福岡市 3290001030510
株式会社デイズ 福岡県 福岡市 5290001065942
東福食品有限会社 福岡県 福岡市 1290002005389
株式会社トラストホーム 福岡県 福岡市 4290001059532
一般社団法人ドリームフード 福岡県 福岡市 2290005018230
有限会社ハートストリングス 福岡県 福岡市 2290002031946
株式会社ハミングバーズ 福岡県 福岡市 7290001071476
株式会社ＢＡＮ’ＤＥＭＩＣ 福岡県 福岡市 4290001065662
株式会社ピークスマインド 福岡県 福岡市 5290001058137
株式会社ピービー・プランニング 福岡県 福岡市 9290001028004
秒ｄｅプリント株式会社 福岡県 福岡市 9290001046154
株式会社フェリーズ 福岡県 福岡市 9290001089327
合同会社福岡カレードットコム 福岡県 福岡市 4290003010823
公益社団法人福岡県産業資源循環協会 福岡県 福岡市 3290005013684
福岡商事株式会社 福岡県 福岡市 4290001016095
株式会社冨士機 福岡県 福岡市 9290001041122
株式会社宝縁 福岡県 福岡市 1290001035817
株式会社山口油屋福太郎 福岡県 福岡市 6290001017100
株式会社ユースフル 福岡県 福岡市 1290001030660
株式会社ユーモア 福岡県 福岡市 6290001091797
株式会社ライジングコーポレーション 福岡県 福岡市 5290001070430
ラインビルマネジメント株式会社 福岡県 福岡市 2290002015486
有限会社ラグマート 福岡県 福岡市 2290002026681
株式会社Ｌｕｖｉ 福岡県 福岡市 8290001088115
株式会社大牟田食販 福岡県 大牟田市 3290001054229
株式会社イーアンドイーホテル 福岡県 久留米市 1290001050956
株式会社Ｇｒｏｕｎｄ Ａ ｆｉｅｌｄ 福岡県 久留米市 2290001082486
ジョイ・インターナショナル株式会社 福岡県 久留米市 6290001070875
株式会社ヒューマンリンク 福岡県 久留米市 3290001075274
社会福祉法人拓く 福岡県 久留米市 2290005010294
株式会社まる優 福岡県 久留米市 1290001067199
青木ホルモン株式会社 福岡県 飯塚市 6290001070867
三和硝子株式会社 福岡県 飯塚市 5290001045556
株式会社ティ・スリー 福岡県 飯塚市 4290001072535
株式会社ベスト 福岡県 田川市 4290801019462
公益財団法人筑後市文化振興公社 福岡県 筑後市 7290005008656
株式会社江頭仏壇店 福岡県 大川市 8290001052665
株式会社ジュエルノヨリ 福岡県 行橋市 2290801015240
株式会社広田建創 福岡県 筑紫野市 1290001042160
株式会社クリアード・Ｆ 福岡県 大野城市 7290001093826
株式会社玄海 福岡県 宗像市 2290001036970
ＭＨスカイ合同会社 福岡県 古賀市 9290003009365
イーグルハウス株式会社 福岡県 朝倉市 9290001043944
社会福祉法人慈久福祉会 福岡県 みやま市 6290005011207
株式会社ｔｔｔ 福岡県 糸島市 5290003005938
医療法人拓医会 福岡県 那珂川市 1290005003266
原プロパン瓦斯有限会社 福岡県 志免町 7290002036841
ＳＳＳ株式会社 福岡県 須恵町 5290001090577
新世界株式会社 福岡県 須恵町 1290001032104
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デーヴィージャパン株式会社 福岡県 須恵町 3290001039527
株式会社レックス 福岡県 大刀洗町 2290001050609
石橋 昌季 福岡県
泉 幸三 福岡県
上村 眞壽美 福岡県
江口 美香 福岡県
大江 健史 福岡県
岡本 高太郎 福岡県
金村 有吾 福岡県
上提 政明 福岡県
河上 泰英 福岡県
久保 雄樹 福岡県
黒川 雅紀 福岡県
古賀 丈二 福岡県
齋藤 彰 福岡県
坂井 友和 福岡県
境 知之 福岡県
末藤 千香子 福岡県
田代 哲也 福岡県
棚田 健治 福岡県
丹所 理寛 福岡県
鶴田 浩範 福岡県
鳥越 善次郎 福岡県
中山 功 福岡県
原 和宏 福岡県
稗田 幸司 福岡県
松浦 伸一郎 福岡県
緑川 健太 福岡県
元山 常次 福岡県
株式会社Ｓｗｉｔｃｈ 佐賀県 佐賀市 3300001003720
株式会社大和建設 佐賀県 佐賀市 4300001000816
有限会社原田製樽所 佐賀県 佐賀市 8300002001735
株式会社Ｒｅｌａｘ　Ｔｉｍｅ 佐賀県 佐賀市 2300001011501
ＹＭスペース株式会社 佐賀県 佐賀市 4300001008413
株式会社諸泉 佐賀県 唐津市 3300001007374
株式会社大村屋 佐賀県 嬉野市 1300001005322
有限会社エスプレス工業社 佐賀県 神埼市 1300002004182
青山 貴博 佐賀県
江越 淳 佐賀県
松永 友幸 佐賀県
有限会社井川実業 長崎県 長崎市 8310002000364
株式会社Ｎ　Ｌａｂ 長崎県 長崎市 1310001014719
株式会社ＫａｂｕＫ　Ｓｔｙｌｅ 長崎県 長崎市 9310001015379
社会福祉法人　恵風会 長崎県 長崎市 7310005001682
有限会社たけがわ犬猫病院 長崎県 長崎市 9310002002995
東長崎車体合同会社 長崎県 長崎市 6310003002519
株式会社安かっちゃん 長崎県 佐世保市 8310001015157
株式会社おひさま 長崎県 諫早市 1310001012994
ジスコ不動産株式会社 長崎県 諫早市 1310001007986
株式会社長崎日調 長崎県 諫早市 5310001008072
株式会社ＮＩＣＫ’Ｓ　ＭＥＡＴ 長崎県 諫早市 5310001015795
株式会社ＨｍＪ 長崎県 五島市 4310001017140
一般社団法人南高医師会 長崎県 雲仙市 7310005005089
長崎セルフペイント株式会社 長崎県 長与町 1310001003382
株式会社和建設 長崎県 時津町 4310001003272
株式会社森商店 長崎県 東彼杵町 1310001013497
角西 政倫 長崎県
帯刀 俊典 長崎県
山下 浩一 長崎県
有限会社有明会計センター 熊本県 熊本市 5330002000514
株式会社Ｗｉｌｌ 熊本県 熊本市 7330001007376
有限会社　エクセルバランス 熊本県 熊本市 5330002001363
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有限会社浩和コーポレーション 熊本県 熊本市 7330002014801
株式会社ザッパージャパンベーシス 熊本県 熊本市 9330001002061
株式会社城南興産 熊本県 熊本市 5330001013038
株式会社すがコーポレーション 熊本県 熊本市 9330001005675
髙橋・德永税理士法人 熊本県 熊本市 9330005008476
株式会社中村屋 熊本県 熊本市 9330003007819
橋本醤油株式会社 熊本県 熊本市 2330003000680
株式会社プラスワン 熊本県 熊本市 6330001023969
株式会社モイスティーヌ・エンジェル 熊本県 熊本市 5330001010745
リバテープ製薬株式会社 熊本県 熊本市 4330001010515
合同会社ＲＥＶＥＲＯ 熊本県 熊本市 3330003007568
株式会社丸光商事 熊本県 玉名市 9330001011500
有限会社園田教材社 熊本県 合志市 2330002017115
株式会社猿渡工務店 熊本県 和水町 6330001024059
有限会社吉祥 熊本県 南小国町 4330002023350
医療法人教栄会 熊本県 山都町 9330005009152
株式会社武田建設 熊本県 水上村 2330001016126
新立 美咲 熊本県
松本 武弥 熊本県
森 浩勝 熊本県
山本 一郎 熊本県
株式会社ＥＡＭＤ 大分県 大分市 5320001017691
有限会社金子自動車整備工場 大分県 大分市 3320002001928
株式会社一刀竜 大分県 別府市 6320001017344
株式会社ＳＳコーポレーション 大分県 別府市 5320001012602
有限会社ホテルニュー松実 大分県 別府市 2320002012406
株式会社やまよし 大分県 別府市 6320001006628
株式会社ＴＯＰ　ＨＯＭＥ 大分県 中津市 2320001010856
株式会社オオツカ 大分県 日田市 1320001009973
株式会社ＯＴＯＧＩＮＯ 大分県 日田市 9320001010239
日田合同椎茸株式会社 大分県 日田市 9320001010156
有限会社福伸急送 大分県 臼杵市 7320202000437
福伸物流有限会社 大分県 臼杵市 7320202000420
溝部工業株式会社 大分県 宇佐市 9320001007755
有限会社源屋 大分県 豊後大野市 6320002018523
株式会社亀の井別荘 大分県 由布市 7320001004069
有限会社酒井商店 大分県 国東市 2320002015202
ムサシ工業株式会社 大分県 国東市 5320001008328
猪熊 拓也 大分県
時枝 康治 大分県
株式会社スーパー大浦 宮崎県 都城市 5350001008044
株式会社Ｒｅｖｉｖｅ．Ｒ 宮崎県 都城市 8350001017240
有限会社正一 宮崎県 えびの市 3350002018622
ケイエイツー株式会社 宮崎県 三股町 4350001013045
尾﨑 真紀 宮崎県
株式会社ｅ‐Ｎｅｘｔ． 鹿児島県 鹿児島市 4340001016387
株式会社エレケアサービス 鹿児島県 鹿児島市 8340001011211
株式会社シーファクトリー 鹿児島県 鹿児島市 4340001022336
医療法人慈紘会 鹿児島県 鹿児島市 6340005001144
有限会社鶴田酒店 鹿児島県 鹿児島市 1340002006332
株式会社Ｌｉｖｏｌｖｅ 鹿児島県 鹿児島市 7330001028348
株式会社第一鹿屋青果地方卸売市場 鹿児島県 鹿屋市 5340001013994
株式会社中央電機 鹿児島県 鹿屋市 1340001014807
有限会社蒲地電氣 鹿児島県 枕崎市 8340002023767
有限会社おかどめ 鹿児島県 西之表市 6340002019593
有限会社清姫温泉 鹿児島県 霧島市 4340002013581
有限会社光星 鹿児島県 霧島市 6340002014479
福山黒酢株式会社 鹿児島県 霧島市 5340001007468
有限会社有村工業 鹿児島県 姶良市 7340002015501
金城 亮 鹿児島県
松元 輝夫 鹿児島県
八代 和彦 鹿児島県
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沖縄広告株式会社 沖縄県 那覇市 1360001005770
キセキノ株式会社 沖縄県 那覇市 7360001028270
有限会社シンセリティー 沖縄県 那覇市 1360002009878
農業生産法人株式会社千寿 沖縄県 那覇市 1360001027229
株式会社ＳＯＯＮＥＳＳ 沖縄県 那覇市 1360001028251
美ら海管理企画株式会社 沖縄県 那覇市 1360001027377
有限会社マンゴハウス 沖縄県 那覇市 1360002005729
株式会社ワイズ・ブラザーズ 沖縄県 那覇市 1360001022898
株式会社丸内 沖縄県 宜野湾市 5360002017084
株式会社愛知金属工業 沖縄県 糸満市 1360001000020
株式会社沖縄観光開発 沖縄県 糸満市 3360001006734
金秀バイオ株式会社 沖縄県 糸満市 3360001005232
沖縄ＳＶ株式会社 沖縄県 豊見城市 8360001020284
株式会社沖繩イゲトー 沖縄県 南城市 2360001006504
株式会社喜屋武材木店 沖縄県 今帰仁村 9360001025349
ＣＯＣＯＮＵＴＳＢＥＡＣＨＣＬＵＢ株式会社 沖縄県 北中城村 3360001026807
有限会社ｍｔｓ 沖縄県 西原町 6360002009923
株式会社ＹＡＥＳＥ 沖縄県 八重瀬町 7360001011672
新垣 勇起 沖縄県
外間 正悟 沖縄県
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