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1 北海道 200101 株式会社アイスジャパン 北海道室蘭市中島町４丁目９番２８号

2 北海道 200102 アイビック食品株式会社 北海道札幌市東区東苗穂町１３丁目１番１５号

3 北海道 200103 株式会社エスイーシー 北海道函館市末広町２２丁目１番地ＳＥＣ本社ビル

4 北海道 200104 男山株式会社 北海道旭川市永山２条７丁目１番３３号

5 北海道 200105 北見通運株式会社 北海道北見市豊地９３番地１

6 北海道 200106 株式会社キメラ 北海道室蘭市香川町２４－１６

7 北海道 200107 株式会社釧路製作所 北海道釧路市川北町９－１９

8 北海道 200108 佐藤水産株式会社 北海道札幌市中央区宮の森三条１―５―４６

9 北海道 200109 株式会社サングリン太陽園 北海道札幌市白石区流通センター６丁目１番１８号

10 北海道 200110 株式会社残間金属工業 北海道釧路郡釧路町国誉五丁目１２番地１

11 北海道 200111 株式会社ズコーシャ 北海道帯広市西１８条北１丁目１７番地

12 北海道 200112 株式会社砂子組 北海道空知郡奈井江町チャシュナイ９８７―１０

13 北海道 200113 株式会社田畑建設 北海道江差町字伏木戸町６３４

14 北海道 200114 チトセ浜理薬品株式会社 北海道千歳市泉沢１００７番地８１

15 北海道 200115 株式会社中央ネームプレート製作所 北海道札幌市東区北３９条東１丁目２－１７

16 北海道 200116 株式会社調和技研 北海道札幌市北区北２１条西１２丁目２北大ビジネススプリング３０５

17 北海道 200117 株式会社永澤機械 北海道室蘭市東町３－１－４

18 北海道 200118 菱エステイ島本鉄工株式会社 北海道釧路市仲浜町６－２３

19 北海道 200119 日の出交通株式会社 北海道岩見沢市大和２条９丁目１９−５

20 北海道 200120 フュージョン株式会社 北海道札幌市中央区北４条西４丁目１番地伊藤ビル４階

21 北海道 200121 丸共水産株式会社 北海道稚内市中央４丁目１８番１８号

22 北海道 200122 株式会社萬世閣 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉２１番地

23 北海道 200123 株式会社水野染工場 北海道旭川市大雪通３丁目４８８－２６

24 北海道 200124 株式会社世壱屋 北海道札幌市中央区南５条西１丁目１−１２ヒカリビル９Ｆ

25 北海道 200125 株式会社レアックス 北海道札幌市東区北２４条東１７丁目１番１２号

26 北海道 200126 株式会社ワイエスフーズ 北海道茅部郡森町砂原西４―２３０―１２

27 青森県 200201 株式会社栄研 青森県弘前市藤野１丁目４－１

28 青森県 200202 株式会社大鰐食品加工 青森県南津軽郡大鰐町大字唐牛字戸井頭１６８－８

29 青森県 200203 上北建設株式会社 青森県十和田市穂並町２―６２

30 青森県 200204 株式会社川賢 青森県三沢市岡三沢２―８―７

31 青森県 200205 有限会社キューズテック 青森県上北郡七戸町字森ケ沢１６８－６

32 青森県 200206 倉橋建設株式会社 青森県青森市勝田２―２―１７

33 青森県 200207 株式会社グローバルフィールド 青森県五戸町西ノ沢６－１

34 青森県 200208 株式会社原燃環境 青森県上北郡六ヶ所村倉内字笹崎２７１

35 青森県 200209 株式会社興和 青森県八戸市大字尻内町字尻内河原６５－１

36 青森県 200210 株式会社小坂工務店 青森県三沢市南町４丁目３１－３４６９

37 青森県 200211 株式会社サン・コンピュータ 青森県八戸市北インター工業団地１丁目５－１０

38 青森県 200212 株式会社ジョイ・ワールド・パシフィック 青森県平川市館山前田８５－２

39 青森県 200213 太子食品工業株式会社 青森県三戸郡三戸町大字川守田字沖中６８

40 青森県 200214 株式会社タカシン 青森県平川市町居稲村１９３―１

41 青森県 200215 有限会社テック 青森県青森市大字浪館字泉川２２－６

42 青森県 200216 株式会社東京堂 青森県むつ市小川町１丁目６－１

43 青森県 200217 東和電機工業株式会社 青森県南津軽郡藤崎町榊字和田８８―１

44 青森県 200218 株式会社西田組 青森県青森市大字荒川字柴田１０２－１

45 青森県 200219 株式会社NICHIUN 青森県青森市大字野木字野尻３７番地１２４

46 青森県 200220 ニッコーム株式会社 青森県三沢市南町３丁目３１－２６４０

47 青森県 200221 ハード工業有限会社 青森県八戸市北インター工業団地５丁目２－１６

48 青森県 200222 八戸酒造株式会社 青森県八戸市湊町字本町９

49 青森県 200223 有限会社幡龍 青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津２６５番地

50 青森県 200224 丸井重機建設株式会社 青森県十和田市三本木字千歳森３５７―１

51 青森県 200225 株式会社マルジン・サンアップル 青森県平川市町居南田１７０番地６

52 青森県 200226 三沢エンジニアリング株式会社 青森県三沢市南町３丁目３１－２７７９

53 青森県 200227 三八五流通株式会社 青森県八戸市長苗代字上中坪３５－１

54 青森県 200228 森羽紙業株式会社 青森県五所川原市姥萢字桜木２８－１

55 青森県 200229 株式会社ヨコサワ 青森県十和田市大字藤島字東山１０－２２

56 青森県 200230 株式会社吉田産業 青森県八戸市大字廿三日町２

57 青森県 200231 有限会社ループ 青森県三沢市大字三沢字上屋敷１６３－６３

58 岩手県 200301 アイエスエス株式会社 岩手県滝沢市巣子９５番２スゴテックビル

59 岩手県 200302 赤武酒造株式会社 岩手県盛岡市北飯岡１丁目８番６０号

60 岩手県 200303 有限会社阿部悦三商店 岩手県九戸郡九戸村大字伊保内１３－４７

61 岩手県 200304 株式会社阿部繁孝商店 岩手県二戸市福岡字中町１３

62 岩手県 200305 岩手アパレル株式会社 岩手県遠野市土淵町土淵２２地割２７番地１５

63 岩手県 200306 岩手製鉄株式会社 岩手県北上市和賀町藤根１８地割１４番地

64 岩手県 200307 株式会社岩本電機 岩手県九戸郡洋野町種市１３地割４１番地２５
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65 岩手県 200308 宇部建設株式会社 岩手県一関市三関字桜町４２―１

66 岩手県 200309 有限会社宇部煎餅店 岩手県久慈市３５－１２３－１９

67 岩手県 200310 株式会社エイワ 岩手県釜石市大字平田第３地割６１番地２４

68 岩手県 200311 株式会社釜石電機製作所 岩手県釜石市甲子町第９地割１７１－４

69 岩手県 200312 鎌田水産株式会社 岩手県大船渡市赤崎町字鳥沢１６４－２

70 岩手県 200313 上山製紙株式会社 岩手県一関市千厩町千厩字町浦７５

71 岩手県 200314 株式会社川喜 岩手県釜石市定内町３－１２－１８

72 岩手県 200315 九戸精密株式会社 岩手県九戸郡九戸村大字江刺家１０－３０－２

73 岩手県 200316 さいとう製菓株式会社 岩手県大船渡市赤崎町字宮野５－１

74 岩手県 200317 株式会社十文字チキンカンパニー 岩手県二戸市石切所字火行塚２５

75 岩手県 200318 成和建設株式会社 岩手県花巻市金矢第４地割５２―１

76 岩手県 200319 株式会社大東環境科学 岩手県盛岡市津志田西一丁目２－２３

77 岩手県 200320 株式会社タカヤ 岩手県盛岡市本宮５―５―５

78 岩手県 200321 株式会社津田商店 岩手県釜石市鵜住居町第１０地割３０－１

79 岩手県 200322 株式会社トーノ精密 岩手県遠野市早瀬町３丁目１０番１号

80 岩手県 200323 杜陵高速印刷株式会社 岩手県盛岡市川目町２３番２号

81 岩手県 200324 株式会社中原商店 岩手県盛岡市稲荷町１２番５号

82 岩手県 200325 株式会社ニュートン 岩手県八幡平市大更２－１５４－１９

83 岩手県 200326 株式会社ワイ・デー・ケー 東京都稲城市押立１７０５番地

84 岩手県 200327 株式会社わしの尾 岩手県八幡平市大更第２２地割１５８番地

85 宮城県 200401 株式会社アベキ 宮城県仙台市青葉区二日町１１―１１ＡＮＤＯビル３Ｆ

86 宮城県 200402 株式会社岩沼精工 宮城県岩沼市下野郷字大松原３０５－３

87 宮城県 200403 株式会社ウジエスーパー 宮城県登米市迫町佐沼字中江一丁目７番地の１

88 宮城県 200404 株式会社ウチダ 神奈川県川崎市幸区中幸町３丁目１６

89 宮城県 200405 奥田建設株式会社 宮城県仙台市青葉区八幡６―９―１

90 宮城県 200406 株式会社カネダイ 宮城県気仙沼市川口町一丁目１００番

91 宮城県 200407 北上電設工業株式会社 宮城県石巻市末広町２－１０

92 宮城県 200408 気仙沼ほてい株式会社 宮城県気仙沼市本浜町一丁目４３－１

93 宮城県 200409 株式会社サン・ベンディング東北 宮城県仙台市宮城野区福田町南２―３―５０

94 宮城県 200410 株式会社C&A 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目１６番２３号

95 宮城県 200411 株式会社シグマックス 宮城県仙台市青葉区大町２―１５―２８藤崎大町ビルディング７階

96 宮城県 200412 株式会社白謙蒲鉾店 宮城県石巻市立町二丁目４番２９号

97 宮城県 200413 東亜パッキング工業株式会社 東京都港区西新橋３丁目１０番３号

98 宮城県 200414 株式会社東北イノアック 宮城県遠田郡美里町北浦字二又下２８

99 宮城県 200415 東洋刃物株式会社 宮城県富谷市富谷日渡３４―１１

100 宮城県 200416 トライポッドワークス株式会社 宮城県仙台市青葉区一番町１－１－４１カメイ仙台中央ビル７Ｆ

101 宮城県 200417 株式会社二印大島水産 宮城県気仙沼市百目木９１－２

102 宮城県 200418 株式会社ヒルズ 宮城県柴田郡大河原町堤字五瀬１－２

103 宮城県 200419 株式会社フレッシュおの 宮城県仙台市宮城野区原町三丁目１番２２号

104 宮城県 200420 株式会社堀尾製作所 宮城県石巻市北村字高地谷一２１－２

105 宮城県 200421 株式会社マックス設計 宮城県亘理郡山元町浅生原字作田山２－１０２

106 宮城県 200422 株式会社ｍａｎａｂｙ 宮城県仙台市宮城野区榴岡１－６－３０ディーグランツ仙台ビル５階

107 宮城県 200423 株式会社ミヤックス 宮城県仙台市泉区寺岡１丁目１－３

108 宮城県 200424 株式会社みらい造船 宮城県気仙沼市朝日町７番地５なし

109 宮城県 200425 メルコジャパン株式会社 宮城県亘理郡山元町坂元字大森１番３２

110 宮城県 200426 株式会社モビーディック 宮城県石巻市鹿又字嘉右衛門３４５

111 宮城県 200427 ヤマカノ醸造株式会社 宮城県登米市登米町寺池九日町１

112 宮城県 200428 株式会社ヤマナカ 宮城県石巻市幸町１番３８号

113 宮城県 200429 株式会社ワンテーブル 宮城県多賀城市八幡字一本柳１１７－８

114 秋田県 200501 株式会社青山精工 秋田県鹿角市十和田末広字紀ノ国平４２

115 秋田県 200502 秋田化学工業株式会社 秋田県にかほ市平沢字井戸尻８１番地

116 秋田県 200503 株式会社秋田県酒類卸 秋田県秋田市卸町３―６―６

117 秋田県 200504 新政酒造株式会社 秋田県秋田市大町６丁目２番３５号

118 秋田県 200505 株式会社アルファシステム 秋田県秋田市外旭川字四百刈２－６

119 秋田県 200506 エイデイケイ富士システム株式会社 秋田県秋田市手形字山崎１１０－３

120 秋田県 200507 大森建設株式会社 秋田県能代市河戸川字北西山４８―１

121 秋田県 200508 株式会社協和工業 秋田県にかほ市象潟町字源蔵潟１番地１６

122 秋田県 200509 幸和リース株式会社 秋田県能代市浅内字横道１９―１

123 秋田県 200510 小玉醸造株式会社 秋田県潟上市飯田川飯塚字飯塚３４－１

124 秋田県 200511 株式会社沢木組 秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り２号６―２

125 秋田県 200512 積進工業株式会社 秋田県にかほ市樋目野字中山７

126 秋田県 200513 株式会社大榮木工 秋田県能代市扇田字扇淵１２－２

127 秋田県 200514 株式会社ダイナミックサニート 秋田県秋田市外旭川字三後田１７５

128 秋田県 200515 太平化成工業株式会社 秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナシ山６－１
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129 秋田県 200516 株式会社東北安全ガラス 秋田県秋田市八橋新川向１２―３１

130 秋田県 200517 有限会社長沼製作所 秋田県にかほ市院内字下横根２－１

131 秋田県 200518 能代電設工業株式会社 秋田県能代市浜通町１―４５

132 秋田県 200519 響屋大曲煙火株式会社 秋田県大仙市長戸呂字ハサバ長根１番地５

133 秋田県 200520 フォームズ株式会社 秋田県秋田市中通３丁目３－１０秋田スカイプラザ６Ｆ

134 秋田県 200521 株式会社フルヤモールド 秋田県大仙市角間川町字中木内２４４－１

135 秋田県 200522 株式会社三井光機製作所 東京都杉並区和田２－３－３

136 秋田県 200523 むつみ造園土木株式会社 秋田県秋田市山王５―１３―３

137 秋田県 200524 ヨコウン株式会社 秋田県横手市卸町８番１４号

138 山形県 200601 株式会社青葉堂印刷 山形県米沢市アルカディア一丁目８０８－２２

139 山形県 200602 株式会社飯塚製作所 山形県酒田市宮海字中砂畑２７番地の２１

140 山形県 200603 株式会社いそのボデー 山形県山形市西越２５

141 山形県 200604 株式会社伊藤熱処理 山形県山形市銅町１丁目８－３８

142 山形県 200605 株式会社置環 山形県米沢市中田町１５８６

143 山形県 200606 株式会社カトーコーポレーション 山形県上山市阿弥陀地字旱田７０５－１

144 山形県 200607 株式会社カネト製作所 山形県上山市中山５６３３番地

145 山形県 200608 黒澤建設工業株式会社 山形県山形市花楯２―９―２１

146 山形県 200609 株式会社小島洋酒店 山形県米沢市金池８丁目５番１号

147 山形県 200610 株式会社斎藤農機製作所 山形県酒田市両羽町３３２

148 山形県 200611 三條物産株式会社 山形県山形市千歳１―１６―４８

149 山形県 200612 サンフウ精密株式会社 山形県山形市くぬぎざわ西１－５

150 山形県 200613 株式会社山陽精機 埼玉県朝霞市浜崎１丁目２番８号アゴラ２０ビル７Ｆ

151 山形県 200614 サンリット工業株式会社 山形県長井市今泉１３７１

152 山形県 200615 神町電子株式会社 山形県東根市一本木１－１－７

153 山形県 200616 進和ラベル印刷株式会社 山形県上山市蔵王の森１０番地

154 山形県 200617 菅原冷蔵株式会社 山形県酒田市北浜町２番８２号

155 山形県 200618 精英堂印刷株式会社 山形県米沢市八幡原一丁目１番地１６号

156 山形県 200619 株式会社髙橋型精 山形県山形市蔵王松ケ丘一丁目１－３５

157 山形県 200620 竹本産業株式会社 山形県酒田市あきほ町６５５番地の２

158 山形県 200621 株式会社つるかめ 山形県天童市老野森１丁目３－６

159 山形県 200622 株式会社ナガオカ 山形県東根市蟹沢字下縄目１８６３－６

160 山形県 200623 株式会社ナカノアパレル 山形県南陽市郡山１－５８

161 山形県 200624 日新薬品株式会社 山形県天童市万代３―６―２

162 山形県 200625 株式会社半澤鶏卵 山形県天童市大字高擶北２０５０

163 山形県 200626 プレファクト株式会社 山形県東根市野川２５５２

164 山形県 200627 米富繊維株式会社 山形県東村山郡山辺町山辺１１３６

165 山形県 200628 株式会社ホリ・コーポレーション 山形県酒田市京田４丁目５－２

166 山形県 200629 株式会社マイセルフ 山形県東根市中央２―１２―７

167 山形県 200630 丸和熱処理株式会社 山形県天童市清池東２丁目８－２０

168 山形県 200631 株式会社森環境技術研究所 山形県新庄市小田島町７－３６

169 山形県 200632 山形食品株式会社 山形県南陽市漆山１１７６―１

170 山形県 200633 株式会社山形メタル 山形県新庄市大字福田字福田山７１１番地１７

171 山形県 200634 株式会社米沢牛黄木 山形県米沢市桜木町３－４１

172 山形県 200635 有限会社渡辺鋳造所 山形県山形市鋳物町２１

173 福島県 200701 株式会社アクーズ会津 福島県会津若松市千石町４―５０

174 福島県 200702 有限会社飯田製作所 神奈川県横浜市泉区上飯田町８２３番地

175 福島県 200703 株式会社エフコム 福島県郡山市堤下町１３番８号エディソン・エフコムビル

176 福島県 200704 大田精工株式会社 東京都大田区中馬込３丁目２４番６号

177 福島県 200705 加藤鉄工株式会社 福島県福島市岡島字作田入１－２

178 福島県 200706 株式会社カナメ 栃木県宇都宮市平出工業団地３８－５２

179 福島県 200707 株式会社クラロン 福島県福島市八木田字並柳５８

180 福島県 200708 有限会社幸栄 福島県白河市横町３０

181 福島県 200709 株式会社サクラテック 福島県白河市中町８番地

182 福島県 200710 笹の川酒造株式会社 福島県郡山市笹川１丁目１７８

183 福島県 200711 株式会社常磐エンジニアリング 福島県いわき市内郷白水町浜井場１

184 福島県 200712 株式会社スター精機 福島県相馬市中村字荒井町４６番地

185 福島県 200713 株式会社大善 福島県喜多方市字西町２８４０

186 福島県 200714 竹内精工株式会社 福島県いわき市泉町黒須野字江越２４６－１６

187 福島県 200715 有限会社塚原製作所 福島県石川郡浅川町大字簑輪字大代１番地４７

188 福島県 200716 東北旭紙業株式会社 福島県岩瀬郡鏡石町南町３８９

189 福島県 200717 株式会社NAKANO 福島県福島市岡島字作田入５－７

190 福島県 200718 ニダック精密株式会社 福島県相馬市柚木字一ノ坪１０５－８

191 福島県 200719 株式会社福島情報処理センター 福島県郡山市桑野３丁目１８－２４

192 福島県 200720 株式会社ふたば 福島県双葉郡富岡町大字小浜字中央５９２番地
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193 福島県 200721 株式会社北拓 北海道旭川市緑が丘東１条４丁目１番１９号

194 福島県 200722 株式会社ミヤタ 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎村字山神山８番地１

195 福島県 200723 武蔵野精機株式会社 埼玉県さいたま市岩槻区上野６－１２－３

196 福島県 200724 株式会社渡工テクノサイト 福島県伊達郡川俣町大字羽田字向１－１

197 茨城県 200801 アイガ電子工業株式会社 茨城県日立市千石町３－１７－１５

198 茨城県 200802 株式会社あ印 茨城県ひたちなか市沢メキ１１１０－９

199 茨城県 200803 株式会社アトック 茨城県常総市水海道渕頭町２９５２

200 茨城県 200804 株式会社アプリシエイト 茨城県水戸市三の丸１－１－３ステーションフロント水戸７Ｆ

201 茨城県 200805 株式会社安秀工業 茨城県筑西市蒔田２－２番地

202 茨城県 200806 株式会社茨城荷役運輸 茨城県東茨城郡茨城町長岡３４７４－１

203 茨城県 200807 株式会社岩井化成 茨城県坂東市南の台１２６３－２

204 茨城県 200808 株式会社牛久製作所 茨城県牛久市牛久町５０４－１

205 茨城県 200809 ウルノ商事株式会社 茨城県水戸市元吉田町１０７７－２

206 茨城県 200810 海老根建設株式会社 茨城県久慈郡大子町大子１８３５－２

207 茨城県 200811 株式会社ＭＫエレクトロニクス 茨城県水戸市堀町１１６５－９４

208 茨城県 200812 エンケイマカベ株式会社 茨城県桜川市真壁町下小幡３５

209 茨城県 200813 株式会社大倉商事 茨城県ひたちなか市中根１４７６－２

210 茨城県 200814 株式会社大塚製作所 茨城県水戸市谷津町細田１－６４

211 茨城県 200815 岡田鈑金株式会社 東京都大田区新蒲田１－２２－１８

212 茨城県 200816 株式会社カイテキホーム 茨城県つくば市筑穂２丁目３－１

213 茨城県 200817 関東道路株式会社 茨城県筑西市下川島６３５番地

214 茨城県 200818 株式会社グルービー 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西４－１０－６

215 茨城県 200819 株式会社坂場商店 茨城県水戸市本町２―７―８

216 茨城県 200820 株式会社ジェイ・オー・エヌ・七二 茨城県北茨城市関本町富士ケ丘９２２ー５

217 茨城県 200821 十和運送株式会社 茨城県つくばみらい市細代４０８―１

218 茨城県 200822 伸栄工業株式会社 茨城県かすみがうら市上稲吉１７５１番地

219 茨城県 200823 瑞井精工株式会社 茨城県常陸太田市馬場町９４８－１

220 茨城県 200824 株式会社タンゲ製作所 茨城県那珂市向山１２３０－２

221 茨城県 200825 デジタルサーブ株式会社 茨城県水戸市白梅二丁目３番１６号

222 茨城県 200826 株式会社東京電機 茨城県つくば市桜３―１１―１

223 茨城県 200827 東鉱商事株式会社 茨城県日立市幸町１―３―８東鉱ビル

224 茨城県 200828 常磐建設株式会社 茨城県龍ケ崎市２９５７

225 茨城県 200829 株式会社ナムチェバザール 茨城県水戸市末広町２－２－１０

226 茨城県 200830 西山運輸機工株式会社 茨城県結城郡八千代町尾崎３０９―１

227 茨城県 200831 日興建設株式会社 茨城県高萩市安良川９１５―４

228 茨城県 200832 株式会社日昌製作所 茨城県日立市滑川町１－９－１０

229 茨城県 200833 日本エクシード株式会社 茨城県常総市内守谷町４３８２－４

230 茨城県 200834 日本サポートシステム株式会社 茨城県稲敷郡阿見町阿見阿見原４６６６－１７７７

231 茨城県 200835 フォージテックカワベ株式会社 茨城県つくばみらい市野堀４７９－８

232 茨城県 200836 北進産業株式会社 茨城県古河市大山１５１７

233 茨城県 200837 株式会社堀田電機製作所 茨城県日立市石名坂町２－４３－９

234 茨城県 200838 株式会社美鈴 茨城県水戸市五軒町２－１－３７水戸京成パーキングプラザ１Ｆ

235 茨城県 200839 株式会社諸岡 茨城県龍ケ崎市庄兵衛新田町３５８

236 茨城県 200840 株式会社ヤマイチ 茨城県ひたちなか市南神敷台１０－１０

237 茨城県 200841 株式会社ユニキャスト 茨城県日立市大みか町３－１－１２

238 茨城県 200842 株式会社吉田屋 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町５４６

239 茨城県 200843 渡辺食品株式会社 茨城県常総市古間木３５７―２

240 栃木県 200901 株式会社荒川建設 栃木県那須烏山市田野倉１９２―１

241 栃木県 200902 岩澤建設株式会社 栃木県足利市久保田町５６４―１

242 栃木県 200903 株式会社オノプラント 栃木県河内郡上三川町多功２５７０－２

243 栃木県 200904 関東商事株式会社 栃木県河内郡上三川町石田１８００―１

244 栃木県 200905 桑名商事株式会社 栃木県真岡市寺内１４９３－１

245 栃木県 200906 小林酒造株式会社 栃木県小山市卒島７４３－１

246 栃木県 200907 株式会社サカエ工業 栃木県栃木市大平町西野田６１４６１４

247 栃木県 200908 シンテックス株式会社 栃木県さくら市喜連川１１１４

248 栃木県 200909 株式会社雀宮産業 栃木県宇都宮市五代１丁目２番４号

249 栃木県 200910 有限会社スペクトルデザイン 栃木県大田原市湯津上２８５番地１

250 栃木県 200911 株式会社壮関 栃木県矢板市４番地１

251 栃木県 200912 第一酒造株式会社 栃木県佐野市田島町４８８

252 栃木県 200913 株式会社大正光学 栃木県鹿沼市深程１２４

253 栃木県 200914 株式会社タスク 栃木県栃木市惣社町１５１０－１

254 栃木県 200915 株式会社田中電気研究所 東京都世田谷区経堂３丁目３０番１０号

255 栃木県 200916 株式会社ＤＩ・ＳＡＮＷＡ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 栃木県那須塩原市東三島２―８３―１

256 栃木県 200917 株式会社テツカクリエート 栃木県河内郡上三川町大字多功２５７１－２
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257 栃木県 200918 トヨタＬ＆Ｆ栃木株式会社 栃木県宇都宮市平出工業団地３７―２

258 栃木県 200919 中里建設株式会社 栃木県佐野市栃本町１０５１

259 栃木県 200920 中村土建株式会社 栃木県宇都宮市大曽４―１０―１９

260 栃木県 200921 日本自動機工株式会社 埼玉県さいたま市浦和区岸町７－１－７浦和チクラビル

261 栃木県 200922 吉澤石灰工業株式会社 栃木県佐野市宮下町７―１０

262 栃木県 200923 渡辺建設株式会社 栃木県宇都宮市今泉新町１８０

263 群馬県 201001 株式会社アサヒ商会 群馬県高崎市問屋町２－８－２

264 群馬県 201002 石川建設株式会社 群馬県太田市浜町１０―３３

265 群馬県 201003 有限会社石川鉄工所 群馬県太田市上小林町２６１番地３

266 群馬県 201004 伊田繊維株式会社 群馬県桐生市境野町６丁目４２９番地の１

267 群馬県 201005 株式会社栄久 群馬県伊勢崎市境上矢島６７０番地の２

268 群馬県 201006 株式会社エーアイ・コーポレーション 群馬県館林市栄町２１―３４

269 群馬県 201007 株式会社荻野商店 群馬県甘楽郡下仁田町大字下仁田２８

270 群馬県 201008 有限会社かぶら食品 群馬県富岡市南蛇井１４８２

271 群馬県 201009 有限会社きたもっく 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢１９２４－１３６０

272 群馬県 201010 近藤酒造株式会社 群馬県みどり市大間々町大間々１００２

273 群馬県 201011 株式会社サイテックス 群馬県太田市吉沢町６０８番地２

274 群馬県 201012 三朋企業株式会社 群馬県高崎市宮沢町１７９３－１

275 群馬県 201013 株式会社シーエスラボ 東京都豊島区高田３丁目３２番３号不二ビル４階

276 群馬県 201014 株式会社ジュンコーポレイション 群馬県安中市松井田町上増田５３－１

277 群馬県 201015 株式会社翔栄 群馬県伊勢崎市三和町２７１８番地３

278 群馬県 201016 センヨシロジスティクス株式会社 群馬県伊勢崎市西久保町２―２２２―１

279 群馬県 201017 株式会社タノ製作所 群馬県高崎市吉井町池７７９番地１３

280 群馬県 201018 中央自動車倉庫株式会社 群馬県高崎市八幡原町３３７

281 群馬県 201019 東栄化学工業株式会社 群馬県伊勢崎市香林町２丁目１２８４番地

282 群馬県 201020 株式会社内外 群馬県高崎市上豊岡町５６１－８

283 群馬県 201021 有限会社永井製作所 群馬県群馬県邑楽郡邑楽町中野３０６２

284 群馬県 201022 株式会社中沢ヴィレッジ 群馬県吾妻郡草津町大字草津６１８番地

285 群馬県 201023 株式会社BMZ 群馬県利根郡みなかみ町上津１０９３－４

286 群馬県 201024 山口精機株式会社 群馬県富岡市富岡７７９

287 埼玉県 201101 株式会社アヤベ洋菓子 埼玉県川口市新堀１０７０番地５

288 埼玉県 201102 浦和レッドダイヤモンズ株式会社 埼玉県さいたま市緑区美園２－１

289 埼玉県 201103 株式会社エイブルフソー 埼玉県行田市城西５丁目１０番２３号

290 埼玉県 201104 エクセン株式会社 東京都港区浜松町１－１７－１３

291 埼玉県 201105 株式会社かねよし 埼玉県川口市中青木５－３－１７

292 埼玉県 201106 株式会社キャステック 埼玉県加須市豊野台２丁目７１７－６

293 埼玉県 201107 株式会社小金井精機製作所 埼玉県入間市狭山台４－１６－１３

294 埼玉県 201108 小島化学薬品株式会社 埼玉県狭山市柏原３３７―２６

295 埼玉県 201109 後藤精工株式会社 埼玉県さいたま市中央区上峰３－１１－１

296 埼玉県 201110 小原歯車工業株式会社 埼玉県川口市仲町１３―１７

297 埼玉県 201111 サイデン化学株式会社 東京都中央区日本橋本町３丁目４番７号

298 埼玉県 201112 桜井機械株式会社 広島県広島市西区庚午中４－１０－９

299 埼玉県 201113 株式会社ジェイ・オー・シー羽生 埼玉県羽生市小松台１－６０３－３６

300 埼玉県 201114 株式会社シバサキ製作所 埼玉県大里郡寄居町大字桜沢１５６０－３０

301 埼玉県 201115 株式会社シンミドウ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２４４－１都築ビル２階

302 埼玉県 201116 株式会社ソーケンメディカル 東京都豊島区高田１丁目３６番２０号

303 埼玉県 201117 第一倉庫冷蔵株式会社 埼玉県さいたま市南区白幡５―８―１９

304 埼玉県 201118 高橋ソース株式会社 埼玉県本庄市下野堂６０４－７

305 埼玉県 201119 司ゴム電材株式会社 埼玉県蕨市塚越２―１９―２１

306 埼玉県 201120 株式会社トコウ 埼玉県入間市中神９９１

307 埼玉県 201121 TOMOE株式会社 埼玉県川口市東本郷１－７－６

308 埼玉県 201122 株式会社豊島製作所 埼玉県東松山市下野本１４１４

309 埼玉県 201123 平塚製菓株式会社 東京都台東区松が谷４－２８－３

310 埼玉県 201124 豊盛工業株式会社 埼玉県坂戸市にっさい花みず木６－２４－１

311 埼玉県 201125 株式会社ホレスト 埼玉県入間市扇町屋５―６―１４―１

312 埼玉県 201126 マルコーフーズ株式会社 埼玉県深谷市新戒６９７－１

313 埼玉県 201127 丸和工業株式会社 埼玉県北本市宮内５―３５１

314 埼玉県 201128 株式会社武蔵野ロジスティクス 埼玉県入間郡三芳町上富１６７

315 埼玉県 201129 山下ゴム株式会社 埼玉県ふじみ野市亀久保１２３９

316 千葉県 201201 赤星工業株式会社 千葉県市原市八幡海岸通５番地４

317 千葉県 201202 安房運輸株式会社 千葉県君津市中島４１０

318 千葉県 201203 株式会社イワサテック 千葉県船橋市高瀬町６２－４

319 千葉県 201204 株式会社wash-plus 千葉県浦安市猫実１－９－１１－４０１コープ野村浦安

320 千葉県 201205 株式会社オカムラホーム 千葉県八千代市大和田新田７６－４６
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321 千葉県 201206 株式会社起工業 千葉県松戸市上本郷９０４―６

322 千葉県 201207 株式会社カナヤ食品 千葉県銚子市愛宕町３１２０番地

323 千葉県 201208 国際空港上屋株式会社
千葉県成田市成田国際空港内輸入共同上屋ビル（本社：東京都中央区
東日本橋１―１―７　野村不動産東日本橋ビル５F）

324 千葉県 201209 サンレイ工機株式会社 千葉県市川市本北方２－２６－１６

325 千葉県 201210 株式会社芝山農園 千葉県香取市福田５００－２５

326 千葉県 201211 株式会社シンクラボラトリー 千葉県柏市高田１２０１－１１

327 千葉県 201212 株式会社拓匠開発 千葉県千葉市中央区弁天２―２０―２０

328 千葉県 201213 株式会社武井製作所 千葉県松戸市紙敷１５６７

329 千葉県 201214 ちば醤油株式会社 千葉県香取市木内１２０８

330 千葉県 201215 株式会社常磐植物化学研究所 千葉県佐倉市木野子１５８番地

331 千葉県 201216 株式会社ニチオン 千葉県船橋市栄町２－１２－４

332 千葉県 201217 株式会社ニッコー 千葉県浦安市美浜１―９―２浦安ブライトンビル５Ｆ

333 千葉県 201218 株式会社NIPPONIA SAWARA 千葉県香取市佐原イ４７４－８

334 千葉県 201219 株式会社パール技研 千葉県船橋市旭町２－８－３１

335 千葉県 201220 富洋観光開発株式会社 千葉県富津市金谷２２８８

336 千葉県 201221 株式会社プラントベース 岡山県倉敷市白楽町３８２サンライトビル白楽町１０１

337 千葉県 201222 株式会社ホソヤコーポレーション 千葉県佐倉市太田２０５６

338 千葉県 201223 山田電器工業株式会社 千葉県松戸市松飛台５１６

339 千葉県 201224 株式会社ろくや 千葉県南房総市久枝４９４

340 東京都 201301 新井ハガネ株式会社 東京都墨田区２丁目９－８

341 東京都 201302 石川酒造株式会社 東京都福生市熊川１番地

342 東京都 201303 株式会社イチカワ 東京都羽村市神明台４－８－３９

343 東京都 201304 株式会社榎本調剤薬局 東京都立川市富士見町１－３１－１８西立川ＫＩビル１階

344 東京都 201305 株式会社FAプロダクツ 東京都港区新橋５丁目３５番１０号新橋アネックス２階

345 東京都 201306 株式会社エリオニクス 東京都八王子市元横山町３－７－６

346 東京都 201307 小澤酒造株式会社 東京都青梅市沢井２－７７０

347 東京都 201308 株式会社小野電機製作所 東京都品川区平塚２丁目４番１７号

348 東京都 201309 有限会社関鉄工所 東京都大田区大森西６－７－１１

349 東京都 201310 立川精密工業株式会社 東京都羽村市神明台４－４－２１

350 東京都 201311 株式会社玉川繊維工業所 東京都世田谷区松原３丁目４０番７号パインフィールドビル６階

351 東京都 201312 多摩冶金株式会社 東京都武蔵村山市伊奈平２－７７－１

352 東京都 201313 株式会社電子制御国際 東京都羽村市神明台３－３３－６

353 東京都 201314 株式会社東洋ボデー 東京都武蔵村山市伊奈平２－４２－１

354 東京都 201315 日本分析工業株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵２０８

355 東京都 201316 美和ロック株式会社 東京都港区芝３―１―１２

356 東京都 201317 株式会社森清化工 東京都墨田区八広１－３０－９

357 東京都 201318 ＵＴエイム株式会社 東京都品川区東五反田１―１１―１５電波ビル６階

358 東京都 201319 株式会社リガク 東京都昭島市松原町３―９―１２

359 東京都 201320 ロボコム株式会社 東京都港区新橋５丁目３５番１０号新橋アネックス２階

360 神奈川県 201401 アイフォーコム株式会社 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町３－２９－１１アイフォーコム横浜ビル

361 神奈川県 201402 株式会社旭商工社 神奈川県横浜市西区平沼１―７―１０ＹＳＫビル６Ｆ

362 神奈川県 201403 岡谷エレクトロニクス株式会社 神奈川県横浜市港北区新横浜２―３―１９新横浜ミネタビル８階

363 神奈川県 201404 株式会社オギノパン 神奈川県相模原市緑区長竹２８４１番地

364 神奈川県 201405 関東冶金工業株式会社 神奈川県平塚市四之宮３－２０－４８

365 神奈川県 201406 株式会社共栄製作所 神奈川県秦野市曽屋字曽屋原１１４

366 神奈川県 201407 斎藤樹脂工業株式会社 神奈川県綾瀬市吉岡５０７－３

367 神奈川県 201408 株式会社三協 神奈川県横浜市中区北仲通２―１４藤木ビル

368 神奈川県 201409 三宝精機工業株式会社 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町４０５番地

369 神奈川県 201410 株式会社シゲン 神奈川県横浜市中区山下町７０－１３

370 神奈川県 201411 杉本電機産業株式会社 神奈川県川崎市川崎区渡田向町６―５

371 神奈川県 201412 デノラ・ペルメレック株式会社 神奈川県藤沢市遠藤２０２３―１５

372 神奈川県 201413 野口工業株式会社 神奈川県綾瀬市小園９０７番地１

373 神奈川県 201414 株式会社ハリマビステム 神奈川県横浜市西区みなとみらい２―２―１横浜ランドマークタワー１６階

374 神奈川県 201415 株式会社松尾商行 神奈川県相模原市中央区千代田２―１０―１７

375 神奈川県 201416 株式会社マブチ 神奈川県横浜市中区日本大通１７ＪＰＲ横浜日本大通ビル３Ｆ

376 神奈川県 201417 株式会社ムラタ 神奈川県高座郡寒川町一之宮４－１９－１６

377 新潟県 201501 相場産業株式会社 新潟県三条市金子新田１６９１番地５

378 新潟県 201502 青木環境事業株式会社 新潟県新潟市北区島見町３２６５－１５

379 新潟県 201503 昱工業株式会社 新潟県新潟市西区流通センター２―２―３

380 新潟県 201504 株式会社アクアデザインアマノ 新潟県新潟市西蒲区漆山８５５４－１

381 新潟県 201505 株式会社曙産業 新潟県燕市南１丁目２番１１号

382 新潟県 201506 株式会社いせん 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢２４５５

383 新潟県 201507 株式会社ＳＵＳ 新潟県燕市花見３００番地
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384 新潟県 201508 株式会社大倉製作所 新潟県燕市大川津３４３０ー３２１

385 新潟県 201509 株式会社大菱計器製作所 新潟県長岡市南陽一丁目１２１６番地１

386 新潟県 201510 株式会社小野組 新潟県胎内市西栄町２－２３

387 新潟県 201511 共栄エンジニアリング株式会社 新潟県阿賀野市山倉１９１２－２

388 新潟県 201512 株式会社共栄鍛工所 新潟県三条市尾崎２７８１

389 新潟県 201513 株式会社小林 新潟県長岡市宮下町４２０番地５

390 新潟県 201514 小柳建設株式会社 新潟県三条市東三条１丁目２１番５号

391 新潟県 201515 株式会社サトウ産業 新潟県上越市上名柄３４０－１

392 新潟県 201516 三幸製菓株式会社 新潟県新潟市北区新崎１―１３―３４

393 新潟県 201517 株式会社サンユー印刷 新潟県三条市東光寺３６８９－１

394 新潟県 201518 下村企販株式会社 新潟県燕市小池４８０３－４

395 新潟県 201519 シンコー株式会社 新潟県魚沼市田戸６１－１

396 新潟県 201520 株式会社大建建設 新潟県新潟市東区浜谷町１丁目２－６

397 新潟県 201521 株式会社髙助 新潟県新潟市中央区礎町通四ノ町２１００

398 新潟県 201522 株式会社たかの 新潟県小千谷市大字千谷２８３７－１

399 新潟県 201523 株式会社田中衡機工業所 新潟県三条市福島新田丙２３１８－１

400 新潟県 201524 株式会社中央製版 新潟県三条市下大浦５１８

401 新潟県 201525 テラノ精工株式会社 新潟県長岡市三島新保４２０番地

402 新潟県 201526 株式会社中野科学 新潟県燕市小池５１８１番地３

403 新潟県 201527 中村精工株式会社 新潟県三条市中新３２番２６号

404 新潟県 201528 株式会社新潟食品運輸 新潟県新潟市江南区茗荷谷６７９番地５

405 新潟県 201529 株式会社新潟セイキ 新潟県小千谷市鴻巣１５９３－１

406 新潟県 201530 株式会社野崎忠五郎商店 新潟県三条市塚野目２１４９番地

407 新潟県 201531 株式会社ハイサーブウエノ 新潟県三条市福島新田丙２４０６番地

408 新潟県 201532 原田乳業株式会社 新潟県燕市道金３０４０番地

409 新潟県 201533 株式会社ピーアールシー 新潟県新潟市北区木崎７７８番地４３

410 新潟県 201534 飛田テック株式会社 新潟県上越市中箱井４７―１

411 新潟県 201535 株式会社古川廣吉鉄工所 新潟県長岡市鉄工町１丁目２番５７号

412 新潟県 201536 株式会社松浦製作所 新潟県新発田市荒川２４６５番地

413 新潟県 201537 株式会社マルサ 新潟県三条市新潟県三条市三貫地新田９７２－１

414 新潟県 201538 株式会社ミツヒデ 新潟県五泉市青橋甲５４８番

415 新潟県 201539 有限会社ヤスダヨーグルト 新潟県阿賀野市保田字義京免９４０

416 新潟県 201540 株式会社横井製作所 大阪府枚方市招提大谷２－１７－１

417 富山県 201601 株式会社アイペック 富山県富山市中田１丁目１１３－１

418 富山県 201602 魚岸精機工業株式会社 富山県射水市北高木１１８番地の１

419 富山県 201603 川田ニット株式会社 富山県南砺市城端１３７０

420 富山県 201604 ケーズメタル株式会社 富山県高岡市下麻生字天洞４５２４

421 富山県 201605 株式会社シンコー 富山県富山市馬瀬口９０番地

422 富山県 201606 新日本海重工業株式会社 富山県富山市西宮町１―１

423 富山県 201607 株式会社セイキ 富山県魚津市東山１６７－１番地

424 富山県 201608 株式会社高岡市衛生公社 富山県高岡市材木町７３１

425 富山県 201609 立山電化工業株式会社 富山県高岡市赤祖父５４６

426 富山県 201610 富山鋼機株式会社 富山県富山市大塚９０番地

427 富山県 201611 富山精密株式会社 富山県富山市一本木３３番地

428 富山県 201612 株式会社中村機械 富山県氷見市上泉１４５－１

429 富山県 201613 株式会社ハナガタ 富山県富山市横内４１７

430 富山県 201614 ハリタ金属株式会社 富山県高岡市福岡町本領１０５３―１

431 富山県 201615 株式会社桝田酒造店 富山県富山市東岩瀬町２６９

432 富山県 201616 水口化成株式会社 富山県氷見市柳田１２－１

433 富山県 201617 リードケミカル株式会社 富山県富山市日俣７７番３

434 石川県 201701 株式会社アプラス 石川県加賀市伊切町い１番地１

435 石川県 201702 株式会社甘納豆かわむら 石川県金沢市野町２丁目２４番１１号

436 石川県 201703 石川樹脂工業株式会社 石川県加賀市宇谷町タ１－８

437 石川県 201704 株式会社石川プレート 石川県金沢市福増町北２０４－９

438 石川県 201705 加賀建設株式会社 石川県金沢市金石西１丁目２番１０号

439 石川県 201706 株式会社金沢柿田商店 石川県金沢市湊３―２３―２

440 石川県 201707 栗田ＨＴ株式会社 石川県羽咋市三ツ屋町ニ６６番地１

441 石川県 201708 株式会社小松電業所 石川県小松市国府台５―２０

442 石川県 201709 東和株式会社 石川県能美市吉原釜屋町ワ４８―８

443 石川県 201710 株式会社トーケン 石川県金沢市入江３－２５

444 石川県 201711 株式会社白山 石川県金沢市鞍月２丁目２番地石川県繊維会館１階

445 石川県 201712 馬場化学工業株式会社 石川県金沢市かたつ１２番地

446 石川県 201713 株式会社ほくつう 石川県金沢市問屋町１―６５

447 石川県 201714 マイコック産業株式会社 石川県白山市倉部町２０１６番地
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448 石川県 201715 株式会社マルヰ 石川県加賀市小菅波町２丁目３６

449 石川県 201716 有限会社みやけ食品 石川県七尾市千野町へ部１８番地

450 石川県 201717 ライオンパワー株式会社 石川県小松市月津町ツ５番地

451 福井県 201801 井上商事株式会社 福井県福井市日之出２―１―６

452 福井県 201802 永平寺サイジング株式会社 福井県吉田郡永平寺町東古市２－２２

453 福井県 201803 株式会社永和システムマネジメント 福井県福井市問屋町三丁目１１１番地

454 福井県 201804 株式会社木田屋商店 千葉県浦安市北栄３－３１－３

455 福井県 201805 サカセ・アドテック株式会社 福井県坂井市丸岡町下安田１４－１０

456 福井県 201806 株式会社サンリーブ 福井県鯖江市杉本町１５－２２

457 福井県 201807 田中建設株式会社 福井県越前市本保町２１―１０

458 福井県 201808 株式会社伝食 福井県敦賀市中央町２－２２－３２

459 福井県 201809 株式会社ナカテック 福井県坂井市春江町藤鷲塚３７―９

460 福井県 201810 株式会社ベスト工房 福井県大野市下麻生嶋１１１－１－１

461 福井県 201811 株式会社松川レピヤン 福井県坂井市丸岡町内田第１５号７番地

462 福井県 201812 株式会社マツ勘 福井県小浜市北塩屋１６－５

463 福井県 201813 株式会社マルヤテキスタイル 福井県坂井市春江町金剛寺１－３－２

464 福井県 201814 ヤマウチマテックス株式会社 福井県福井市問屋町２－２２

465 福井県 201815 ヨシダ工業株式会社 福井県鯖江市有定町２－１１－２４

466 福井県 201816 株式会社米澤物産 福井県福井市八重巻中町１－１３

467 山梨県 201901 エルテックサービス株式会社 山梨県笛吹市一宮町国分１０１４―１

468 山梨県 201902 株式会社木次商事 山梨県北杜市高根町箕輪新町９番地の３

469 山梨県 201903 株式会社クリエイティブリゾート 山梨県富士吉田市松山１６０３

470 山梨県 201904 コミヤマエレクトロン株式会社 山梨県南都留郡鳴沢村２２７８

471 山梨県 201905 株式会社清水製作所 山梨県北杜市長坂町大八田４６５４

472 山梨県 201906 株式会社セキコーポレーション 東京都八王子市明神町２丁目９番２２号

473 山梨県 201907 テクノクリーン株式会社 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰１３６７－８

474 山梨県 201908 株式会社土橋製作所 山梨県甲府市住吉４－１９－２９

475 山梨県 201909 株式会社ミラプロ 山梨県北杜市須玉町穴平１１００

476 山梨県 201910 山梨貨物自動車株式会社 山梨県中央市山之神流通団地３２１１―１１

477 長野県 202001 赤田工業株式会社 長野県北安曇郡池田町大字会染６１０８－７５

478 長野県 202002 株式会社上野精機長野 長野県上伊那郡辰野町大字伊那富９３４５

479 長野県 202003 株式会社エイティ 長野県上田市腰越６３５番地１

480 長野県 202004 株式会社エーアイテック 長野県松本市和田４０１０－３１

481 長野県 202005 株式会社エグロ 長野県岡谷市御倉町８番１４号

482 長野県 202006 株式会社エスケー精工 長野県上田市塩川６３０－１１

483 長野県 202007 株式会社協同電工 長野県飯田市中村１２５５番地

484 長野県 202008 株式会社小松製作所 長野県松本市大字今井字松本道７２５６番地１

485 長野県 202009 株式会社コミヤマ 長野県小諸市大字市９５０番地

486 長野県 202010 株式会社桜井製作所 長野県埴科郡坂城町大字中之条８９５

487 長野県 202011 株式会社山翠舎 長野県長野市大字大豆島４３４９番地の１０

488 長野県 202012 株式会社城南製作所 長野県上田市下丸子８６６―７

489 長野県 202013 株式会社ショーシン 長野県須坂市大字小河原２１５６番地

490 長野県 202014 信越明星株式会社 長野県上田市秋和９４２

491 長野県 202015 信州ハム株式会社 長野県上田市下塩尻９５０

492 長野県 202016 信菱電機株式会社 長野県飯田市久米２９番地４

493 長野県 202017 諏訪倉庫株式会社 長野県岡谷市郷田一丁目３番１号

494 長野県 202018 高沢産業株式会社 長野県長野市南千歳１―１５―３

495 長野県 202019 塚田理研工業株式会社 長野県駒ヶ根市赤穂１６３９７―５

496 長野県 202020 東洋精機工業株式会社 長野県茅野市宮川２７１５

497 長野県 202021 株式会社永田製作所 長野県岡谷市大栄町２丁目４－１５

498 長野県 202022 長野テクトロン株式会社 長野県長野市篠ノ井塩崎２３０４番地

499 長野県 202023 株式会社浜島精機 長野県飯田市山本４０７５番地

500 長野県 202024 平澤電機株式会社 長野県伊那市西春近２９００

501 長野県 202025 株式会社フォレストコーポレーション 長野県伊那市小沢７３５２－１

502 長野県 202026 株式会社前田鉄工所 長野県須坂市大字豊丘１３８５－１

503 長野県 202027 松山技研株式会社 長野県上田市長瀬１０５０

504 長野県 202028 丸善食品工業株式会社 長野県千曲市寂蒔８８０番地

505 長野県 202029 株式会社三葉製作所 長野県上田市中央東５丁目１４番地

506 長野県 202030 株式会社ミナミサワ 長野県長野市中越１丁目２番２２号

507 長野県 202031 大和電機工業株式会社 長野県諏訪郡下諏訪町東四王５１９７

508 岐阜県 202101 浅野撚糸株式会社 岐阜県安八郡安八町中８７５－１

509 岐阜県 202102 株式会社鵜舞屋 岐阜県岐阜市東鶉１丁目１番地

510 岐阜県 202103 榎本ビーエー株式会社 岐阜県各務原市蘇原興亜町５－１０

511 岐阜県 202104 大垣精工株式会社 岐阜県大垣市浅西３丁目９２－１
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512 岐阜県 202105 株式会社コパン 岐阜県多治見市光ケ丘２丁目６０番地の１

513 岐阜県 202106 佐伯綜合建設株式会社 岐阜県加茂郡川辺町上川辺１６４３

514 岐阜県 202107 株式会社関ケ原製作所 岐阜県不破郡関ケ原町関ケ原２０６７

515 岐阜県 202108 DAISEN株式会社 岐阜県中津川市駒場町２番２５号

516 岐阜県 202109 株式会社タカイコーポレーション 岐阜県美濃市棚洞３１８９－１

517 岐阜県 202110 株式会社東洋化学 岐阜県関市下之保４９２７－２

518 岐阜県 202111 中島産業株式会社 愛知県瀬戸市東古瀬戸町３５番地

519 岐阜県 202112 西川産業株式会社 岐阜県可児市土田４５４１

520 岐阜県 202113 丹羽鋳造株式会社 岐阜県岐阜市岩田東１丁目１５番地

521 岐阜県 202114 株式会社ハイテム 岐阜県各務原市テクノプラザ２―１０

522 岐阜県 202115 株式会社樋口製作所 岐阜県各務原市金属団地４４

523 岐阜県 202116 豊実精工株式会社 岐阜県加茂郡富加町羽生２１４６番地２

524 岐阜県 202117 矢橋大理石株式会社 岐阜県大垣市赤坂町２７３

525 岐阜県 202118 株式会社吉川工務店 岐阜県中津川市小川町２―８

526 静岡県 202201 アイティーオー株式会社 静岡県浜松市浜北区５４８０

527 静岡県 202202 株式会社荒畑園 静岡県牧之原市布引原２５７

528 静岡県 202203 株式会社イーシーセンター 静岡県富士市五貫島９１９

529 静岡県 202204 いなばペットフード株式会社 静岡県静岡市清水区由比北田１１４―１

530 静岡県 202205 株式会社イハラ製作所 静岡県浜松市北区新都田４丁目４－４

531 静岡県 202206 株式会社内山刃物 静岡県浜松市中区領家３丁目８番１号

532 静岡県 202207 金子歯車工業株式会社 静岡県富士市厚原２９１番地の４

533 静岡県 202208 菊地工業株式会社 静岡県榛原郡吉田町住吉３３１５

534 静岡県 202209 株式会社共和工機 静岡県駿東郡長泉町上土狩字奥原７１６

535 静岡県 202210 協和工業株式会社 静岡県湖西市吉美３４００

536 静岡県 202211 株式会社紀和産業 静岡県湖西市新居町新居１９８４－２

537 静岡県 202212 株式会社クラベ 静岡県浜松市南区高塚町４８３０

538 静岡県 202213 株式会社クレマコーポレーション 静岡県駿東郡長泉町東野八分平２７０－１７

539 静岡県 202214 株式会社コーチョー 静岡県富士市厚原字川窪２９５

540 静岡県 202215 株式会社小林製作所 静岡県富士市水戸島２丁目１－１

541 静岡県 202216 小松工業株式会社 静岡県磐田市豊岡６１１５－５

542 静岡県 202217 株式会社三共 静岡県浜松市南区田尻町２０３－１

543 静岡県 202218 三共食品株式会社 静岡県焼津市惣右衛門４２３

544 静岡県 202219 三生医薬株式会社 静岡県富士市厚原１４６８

545 静岡県 202220 株式会社サンワネッツ 静岡県袋井市堀越３５０―１

546 静岡県 202221 シーラック株式会社 静岡県焼津市高新田４５－１

547 静岡県 202222 有限会社静岡木工 静岡県榛原郡吉田町住吉３２１７－１

548 静岡県 202223 芝原工業株式会社 静岡県磐田市匂坂中１６００－３０

549 静岡県 202224 株式会社鈴勝 静岡県焼津市吉永１９１５

550 静岡県 202225 株式会社セイショー 静岡県磐田市鎌田３０２番地

551 静岡県 202226 株式会社関本管工 静岡県島田市船木３９１０－１

552 静岡県 202227 大建産業株式会社 静岡県浜松市南区恩地町６５０番地

553 静岡県 202228 株式会社ダイショープレイン 静岡県静岡市葵区慈悲尾１１－１

554 静岡県 202229 株式会社中遠熱処理技研 静岡県掛川市薗ケ谷８４０－１

555 静岡県 202230 株式会社チューサイ 静岡県焼津市上新田１０１９番地

556 静岡県 202231 東西工業株式会社 静岡県藤枝市横内１０８６－１

557 静岡県 202232 中村建設株式会社 静岡県浜松市中区中沢町７１―２３

558 静岡県 202233 仲山貴金属鍍金株式会社 静岡県浜松市北区新都田１丁目９番４号

559 静岡県 202234 羽立化工株式会社 静岡県湖西市新所４４９４－３０

560 静岡県 202235 有限会社平野鋳造所 静岡県掛川市遊家３３６－１５

561 静岡県 202236 株式会社プラントシステム 静岡県静岡市清水区宍原６２５－１０

562 愛知県 202301 愛知株式会社 愛知県名古屋市東区筒井３－２７－２５

563 愛知県 202302 朝日理化株式会社 愛知県西尾市西浅井町尾ヶ山５番地９６

564 愛知県 202303 アルメック株式会社 愛知県豊明市前後町三ツ谷１３６１

565 愛知県 202304 ウチダ株式会社 愛知県名古屋市中区橘１―１６―３７

566 愛知県 202305 株式会社エムアイシーグループ 愛知県西尾市道光寺町東縄６５番地

567 愛知県 202306 大橋運輸株式会社 愛知県瀬戸市西松山町２－２６０

568 愛知県 202307 株式会社川本製作所 愛知県名古屋市中区大須４―１１―３９

569 愛知県 202308 KTX株式会社 愛知県江南市安良町地蔵５１

570 愛知県 202309 建設ゴム株式会社 愛知県名古屋市昭和区阿由知通４―１８―４

571 愛知県 202310 株式会社五合 愛知県春日井市大手町４－８－１０

572 愛知県 202311 三和興産株式会社 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字柳原２８０番地

573 愛知県 202312 眞和興業株式会社 愛知県江南市安良町池尻８０番地

574 愛知県 202313 株式会社鈴木化学工業所 愛知県額田郡幸田町大字六栗字左右作２番地１

575 愛知県 202314 株式会社セキソー 愛知県岡崎市日名北町１番地３



選定地域
PR資料
コード

事業者名 本社所在地

576 愛知県 202315 大洋産業株式会社 愛知県大府市大東町二丁目２５番地

577 愛知県 202316 高砂電気工業株式会社 愛知県名古屋市緑区鳴海町杜若６６

578 愛知県 202317 辰巳屋興業株式会社 愛知県名古屋市昭和区白金３―２０―１５

579 愛知県 202318 中京化成工業株式会社 愛知県刈谷市今岡町西吹戸１０－１

580 愛知県 202319 株式会社中京メディカル 愛知県名古屋市熱田区三本松町１２－１３中京ビル６Ｆ

581 愛知県 202320 株式会社テルミック 愛知県刈谷市小垣江町永田４７番地

582 愛知県 202321 東洋精鋼株式会社 愛知県弥富市馬ヶ地３丁目１９５番地１

583 愛知県 202322 中日本炉工業株式会社 愛知県あま市木折八畝割８

584 愛知県 202323 名古屋メッキ工業株式会社 愛知県名古屋市瑞穂区牛巻町４番６号

585 愛知県 202324 株式会社西浦化学 愛知県蒲郡市浜町１３番地３

586 愛知県 202325 布目電機株式会社 愛知県名古屋市中川区大当郎２丁目１１０７番地

587 愛知県 202326 株式会社萬乗醸造 愛知県名古屋市緑区大高町字西門田４１番地

588 愛知県 202327 日高工業株式会社 愛知県刈谷市一里山町柳原７番地１

589 愛知県 202328 株式会社フジキカイ 愛知県名古屋市中村区亀島二丁目１４番１０号

590 愛知県 202329 株式会社フジトランスコーポレーション 愛知県名古屋市港区入船１―７―４１

591 愛知県 202330 株式会社ヘルスビューティー 愛知県名古屋市南区菊住２－５－８

592 愛知県 202331 堀江織物株式会社 愛知県一宮市高田字七夕田２８

593 愛知県 202332 株式会社マエショウ 愛知県西尾市吉良町宮迫樫木３１番地１８７

594 愛知県 202333 株式会社マルワ 愛知県名古屋市天白区平針４丁目２１１

595 愛知県 202334 株式会社ヤマキ 愛知県西尾市寺津町四ノ割横道西１０番地１

596 愛知県 202335 株式会社山田製作所 愛知県あま市花正七反地１９番地

597 愛知県 202336 由良海運株式会社 愛知県名古屋市港区名港２―５―６

598 愛知県 202337 余合ホーム＆モビリティ株式会社 愛知県名古屋市中川区八熊通５丁目３４番地

599 愛知県 202338 株式会社レーザックス 愛知県知立市新林町小深田７番地

600 三重県 202401 旭電器工業株式会社 三重県津市白塚町２８５６

601 三重県 202402 株式会社オクムラ 三重県松阪市曲町６３７番地１

602 三重県 202403 おぼろタオル株式会社 三重県津市上浜町三丁目１５５番地

603 三重県 202404 栗田精工株式会社 三重県桑名市大字北別所１５８２

604 三重県 202405 株式会社佐野テック 三重県三重郡菰野町大字千草５０５１－９

605 三重県 202406 三惠工業株式会社 三重県鈴鹿市上野町字助町４８番地

606 三重県 202407 清水清三郎商店株式会社 三重県鈴鹿市若松東３－９－３３

607 三重県 202408 株式会社主婦の店 三重県尾鷲市瀬木山町１１－５７

608 三重県 202409 株式会社トピア 三重県鈴鹿市一ノ宮町１４７７―１

609 三重県 202410 有限会社ノア 三重県鳥羽市安楽島町１２６８番地１９

610 三重県 202411 長谷製陶株式会社 三重県伊賀市丸柱５６９番地

611 三重県 202412 藤井撚糸株式会社 三重県四日市市羽津町２０－１４

612 三重県 202413 株式会社フジ技研 三重県三重郡菰野町大字杉谷１６４５番地の３

613 三重県 202414 平和製粉株式会社 三重県津市河芸町東千里４９５－１

614 三重県 202415 三重重工業株式会社 三重県員弁郡東員町大字山田字北前塚３７１０番地

615 三重県 202416 ヤマモリ株式会社 三重県桑名市陽だまりの丘６―１０３

616 滋賀県 202501 大阪ウェルディング工業株式会社 大阪府茨木市安威２－２０－１１

617 滋賀県 202502 グラッソ株式会社 滋賀県近江八幡市鷹飼町５６０－１洗心ビル１Ｆ

618 滋賀県 202503 甲陽興産株式会社 滋賀県甲賀市大原市場９２２番地

619 滋賀県 202504 サガワ産業株式会社 滋賀県栗東市下鈎６７９番地

620 滋賀県 202505 株式会社澤村 滋賀県高島市勝野１１０８番地３

621 滋賀県 202506 サンテクノス株式会社 滋賀県彦根市甲田町１１番地

622 滋賀県 202507 株式会社ジェリフ 滋賀県野洲市市三宅１０１３

623 滋賀県 202508 滋賀特機株式会社 滋賀県大津市におの浜４―１―２５

624 滋賀県 202509 株式会社大兼工務店 滋賀県東近江市佐生町１５０番地

625 滋賀県 202510 辻プラスチック株式会社 滋賀県東近江市五個荘奥町１６０番地

626 滋賀県 202511 株式会社テクナート 滋賀県草津市西大路町２番２１号

627 滋賀県 202512 株式会社ナカサク 滋賀県湖南市高松町１

628 滋賀県 202513 夏原工業株式会社 滋賀県彦根市高宮町２６８８―１

629 滋賀県 202514 株式会社ピーダブルビー 滋賀県草津市矢橋町１５３０－３１

630 滋賀県 202515 株式会社マスイ 滋賀県東近江市御園町４０５－２

631 滋賀県 202516 株式会社メディカルフロント 滋賀県草津市野路東１丁目１番１号立命館大学ＢＫＣインキュベータ

632 滋賀県 202517 ヤマナカセラダイン株式会社 京都府京都市左京区北白川上池田町２０－２

633 滋賀県 202518 ライトケミカル工業株式会社 滋賀県野洲市三上前田川原２２５１

634 京都府 202601 株式会社アール
京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町６２３番地第１１長谷ビル
６階

635 京都府 202602 株式会社アイケイエス
京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町５３８ヤサカ烏丸御池ビ
ル３Ｆ

636 京都府 202603 アテック京都株式会社 京都府宇治市槇島町十八５２－２

637 京都府 202604 有限会社アドバンク 京都府京都市南区吉祥院嶋野間詰町５２

638 京都府 202605 株式会社アラキ工務店 京都府京都市右京区梅津高畝町５２番地の２
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639 京都府 202606 株式会社伊と幸 京都府京都市中京区御池通室町東入竜池町４４８－２伊と幸ビル

640 京都府 202607 上原成商事株式会社 京都府京都市中京区御池通烏丸東入仲保利町１９１

641 京都府 202608 カンケンテクノ株式会社 京都府長岡京市神足太田３０―２

642 京都府 202609 コスメディ製薬株式会社 京都府京都市南区東九条河西町３２

643 京都府 202610 株式会社阪村エンジニアリング 京都府京都市伏見区淀木津町４１６

644 京都府 202611 佐川印刷株式会社 京都府向日市森本町戌亥５―３

645 京都府 202612 佐々木化学薬品株式会社 京都府京都市山科区勧修寺西北出町１０番地

646 京都府 202613 株式会社佐藤喜代松商店 京都府京都市北区平野宮西町１０５

647 京都府 202614 三共精機株式会社 京都府京都市南区吉祥院九条町４９番地

648 京都府 202615 株式会社三笑堂 京都府京都市南区上鳥羽大物町６８

649 京都府 202616 株式会社シオノ鋳工 京都府与謝郡与謝野町字金屋１９１７－１

650 京都府 202617 株式会社進々堂 京都府京都市中京区竹屋町通寺町東入藤木町３３番地

651 京都府 202618 株式会社大興製作所 京都府京都市南区久世中久町６７６

652 京都府 202619 株式会社ＴＣＩ研究所 京都府京都市上京区竪社北半町２０３

653 京都府 202620 株式会社陶葊 京都府京都市東山区泉涌寺東林町３８

654 京都府 202621 東英産業株式会社 京都府相楽郡精華町精華台９丁目１番地１

655 京都府 202622 株式会社ナールスコーポレーション 京都府京都市西京区御陵大原１－３９京大桂ベンチャープラザ南館

656 京都府 202623 株式会社名高精工所 京都府宇治市槇島町中川原２８

657 京都府 202624 株式会社ナンゴー 京都府宇治市白川川上り谷８０番地３６

658 京都府 202625 株式会社西田製作所 京都府向日市森本町高田２４番地

659 京都府 202626 株式会社ヒロミツ製作所 京都府京田辺市大住池ノ端６番地の１

660 京都府 202627 福島鰹株式会社 京都府京都市中京区堺町通御池上ル扇屋町６６５番地

661 京都府 202628 株式会社ＦＵＫＵＤＡ 京都府京都市山科区大宅向山６番地

662 京都府 202629 プラスコート株式会社 京都府久世郡久御山町森川端９１－１

663 京都府 202630 株式会社古川製茶 京都府宇治市五ヶ庄上村５９

664 京都府 202631 ホリゾン・インターナショナル株式会社 京都府京都市南区久世大藪町５１０

665 京都府 202632 株式会社MonozukuriVentures 京都府京都市下京区中堂寺粟田町９３ＫＲＰスタジオ棟Ｂ１０２号室

666 大阪府 202701 株式会社アオキ 大阪府東大阪市高井田中５－７－３

667 大阪府 202702 朝日エティック株式会社 大阪府大阪市福島区福島７―１５―２６大阪ＹＭビル４Ｆ

668 大阪府 202703 アベル株式会社 大阪府八尾市南太子堂１－１－４２

669 大阪府 202704 植田基工株式会社 大阪府茨木市下井町１１－３

670 大阪府 202705 株式会社ウチノ 大阪府大阪市西区安治川２丁目１番４０号

671 大阪府 202706 株式会社内村 大阪府大阪市西区立売堀３―６―１０

672 大阪府 202707 株式会社エイワット 大阪府堺市美原区多治井２０－１

673 大阪府 202708 株式会社エネアーク関西 大阪府大阪市中央区備後町３―６―１４アーバネックス備後町ビル４Ｆ

674 大阪府 202709 株式会社オーツー 大阪府八尾市楠根町２－１－１

675 大阪府 202710 株式会社大波機械製作所 大阪府大阪市大正区泉尾７－５－４７

676 大阪府 202711 岡本無線電機株式会社 大阪府大阪市浪速区日本橋４―８―４

677 大阪府 202712 株式会社ＮＳＣ 大阪府豊中市利倉１－１－１

678 大阪府 202713 木村石鹸工業株式会社 大阪府八尾市北亀井町２丁目１番３０号

679 大阪府 202714 株式会社九櫻 大阪府柏原市上市３丁目１１番２１号

680 大阪府 202715 株式会社クロセ 大阪府高石市高砂２－２－５

681 大阪府 202716 光昭株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町２―４―１１クラボウアネックスビル１３階

682 大阪府 202717 株式会社光伸 大阪府八尾市竹渕東１－２３

683 大阪府 202718 ゴウダ株式会社 大阪府茨木市上郡２―１３―１４ゴウダＣ＆Ｅビル４Ｆ

684 大阪府 202719 株式会社高洋商会 大阪府岸和田市岸の丘町２－８－４０

685 大阪府 202720 株式会社左文字特殊印刷 大阪府大阪市東住吉区今林２丁目３－２７番地

686 大阪府 202721 サラヤ株式会社 大阪府大阪市東住吉区湯里２―１―８

687 大阪府 202722 株式会社山洋 大阪府富田林市中野町東２－２－６

688 大阪府 202723 シーホネンス株式会社 大阪府大阪市東成区深江北３－１０－１７

689 大阪府 202724 神藤タオル株式会社 大阪府泉佐野市日根野２５７７－１

690 大阪府 202725 株式会社スタッフ 大阪府門真市新橋町１－４

691 大阪府 202726 Suprieve株式会社 大阪府大阪市北区梅田１－１２－１２東京建物梅田ビル１１階

692 大阪府 202727 株式会社スリーエフ技研 大阪府門真市岸和田１－３－１１

693 大阪府 202728 成光精密株式会社 大阪府大阪市港区波除１－４－３５

694 大阪府 202729 大一電機株式会社 大阪府大阪市東成区玉津２丁目１８－４０

695 大阪府 202730 大正精工株式会社 大阪府枚方市春日西町１－２０－１

696 大阪府 202731 大丸鋼材株式会社 大阪府大阪市西区九条１丁目２８番７号

697 大阪府 202732 大和紙料株式会社 大阪府大阪市大正区三軒家東２－９－１０

698 大阪府 202733 タカラベルモント株式会社 大阪府大阪市中央区東心斎橋２―１―１

699 大阪府 202734 株式会社チュチュアンナ 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央１―１０―２

700 大阪府 202735 株式会社土井商店 大阪府大阪市大正区三軒家東２－３－１５

701 大阪府 202736 株式会社友安製作所 大阪府八尾市神武町１－３６

702 大阪府 202737 名和株式会社 大阪府大阪市都島区東野田町４－２０－８
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703 大阪府 202738 能勢酒造株式会社 大阪府豊能郡能勢町吉野３５８

704 大阪府 202739 長谷川工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀２－１－１

705 大阪府 202740 寿精版印刷株式会社 大阪府大阪市天王寺区上汐６丁目４－２６

706 大阪府 202741 久門紙器工業株式会社 大阪府枚方市春日西町２丁目２５－５

707 大阪府 202742 フジ矢株式会社 大阪府東大阪市松原２－６－３２

708 大阪府 202743 平安伸銅工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目２２－１７西船場辰巳ビル４階

709 大阪府 202744 米島フエルト産業株式会社 大阪府大阪市都島区網島町７番１０号

710 大阪府 202745 抱月工業株式会社 大阪府交野市幾野６－４８－１

711 大阪府 202746 株式会社北海鉄工所 大阪府岸和田市臨海町２０番地の１８

712 大阪府 202747 港製器工業株式会社 大阪府高槻市唐崎中３－２０－７

713 大阪府 202748 森興産株式会社 大阪府大阪市中央区南船場１丁目４番１１号モリビル４階

714 大阪府 202749 山本ビニター株式会社 大阪府大阪市天王寺区上汐６丁目３番１２号

715 大阪府 202750 若水技研株式会社 大阪府東大阪市中新開２丁目９番５号

716 兵庫県 202801 株式会社大野社 兵庫県神戸市北区山田町小部惣六畑山５－３

717 兵庫県 202802 株式会社岡田金属工業所 兵庫県三木市大村５６１番地

718 兵庫県 202803 株式会社カサタニ 大阪府大阪市淀川区三津屋中３丁目２番３４号

719 兵庫県 202804 柏原加工紙株式会社 兵庫県丹波市柏原町柏原１５６１

720 兵庫県 202805 株式会社絆工房 兵庫県豊岡市日高町浅倉２４３

721 兵庫県 202806 株式会社北村工務店 兵庫県姫路市神子岡前１丁目１番１５号

722 兵庫県 202807 株式会社キド 兵庫県洲本市納２０１

723 兵庫県 202808 旭光電機株式会社 兵庫県神戸市兵庫区荒田町１－２－４

724 兵庫県 202809 キング醸造株式会社 兵庫県加古郡稲美町蛸草３２１

725 兵庫県 202810 株式会社御所坊 兵庫県神戸市北区有馬町８５８

726 兵庫県 202811 佐藤精機株式会社 兵庫県姫路市余部区下余部２４０－６

727 兵庫県 202812 サワダ精密株式会社 兵庫県姫路市広畑区吾妻町１丁目３９番地

728 兵庫県 202813 サンアロイ工業株式会社 兵庫県神崎郡福崎町高橋２９０－４４

729 兵庫県 202814 三伸工業株式会社 兵庫県神戸市長田区二番町２丁目２－１

730 兵庫県 202815 三陽金属株式会社 兵庫県三木市鳥町３０１－１

731 兵庫県 202816 三陽工業株式会社 兵庫県明石市大久保町江井島１３８８

732 兵庫県 202817 シバタ工業株式会社 兵庫県明石市魚住町中尾１０５８番地

733 兵庫県 202818 嶋本ダイカスト株式会社 兵庫県神戸市西区見津が丘２丁目３番地６

734 兵庫県 202819 株式会社シュゼット・ホールディングス 兵庫県西宮市久保町５－１６ハーバースタジオ４３南館

735 兵庫県 202820 株式会社洲本整備機製作所 兵庫県洲本市宇山１－４－６

736 兵庫県 202821 株式会社セイコー 兵庫県神戸市西区室谷２丁目７番地３

737 兵庫県 202822 株式会社セイバン 兵庫県たつの市龍野町片山３７９－１

738 兵庫県 202823 大洋興業株式会社 兵庫県姫路市広畑区東新町３―１０３

739 兵庫県 202824 太陽刷子株式会社 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町１９－１８

740 兵庫県 202825 東播染工株式会社 兵庫県西脇市高田井町２２４

741 兵庫県 202826 特殊梯子製作所有限会社 兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町４番１３号

742 兵庫県 202827 日本ワヰコ株式会社 大阪府大阪市生野区小路３丁目６番２号

743 兵庫県 202828 ハードグラス工業株式会社 兵庫県伊丹市北伊丹７－７９

744 兵庫県 202829 株式会社ハマダ 兵庫県姫路市網干区新在家１２６１―１２

745 兵庫県 202830 深江化成株式会社 兵庫県神戸市西区室谷２－２－７

746 兵庫県 202831 株式会社ブレイン 兵庫県西脇市鹿野町１３５２

747 兵庫県 202832 株式会社横山基礎工事 兵庫県佐用郡佐用町真盛３８５―２

748 兵庫県 202833 株式会社横山建設工業 兵庫県加東市東実１０５－２６０

749 奈良県 202901 池木プラスチック株式会社 奈良県香芝市今泉７６５

750 奈良県 202902 株式会社池田工業社 奈良県宇陀市榛原萩原２４６０

751 奈良県 202903 有限会社井上企画・幡 奈良県奈良市川上町２２３

752 奈良県 202904 株式会社ＭＳＴコーポレーション 奈良県生駒市北田原町１７３８

753 奈良県 202905 株式会社M.T.C 奈良県大和高田市大字大谷１２２番地

754 奈良県 202906 株式会社桶谷 奈良県吉野郡吉野町新子３１７

755 奈良県 202907 昌和莫大小株式会社 奈良県北葛城郡広陵町大字百済１３６９番地１

756 奈良県 202908 株式会社伸和鉄工所 大阪府大阪市平野区平野東４－４－３４

757 奈良県 202909 株式会社タナベ 奈良県磯城郡田原本町千代８２８番地

758 奈良県 202910 テクノス株式会社 奈良県奈良市法蓮町１９７番地の１

759 奈良県 202911 株式会社トーマ 奈良県大和高田市東雲町１３―４

760 奈良県 202912 株式会社ニット・ウィン 奈良県葛城市木戸１９５－７

761 奈良県 202913 フジパック株式会社 奈良県北葛城郡広陵町南郷３２０

762 奈良県 202914 株式会社フルックス 奈良県大和郡山市池沢町２３０

763 奈良県 202915 株式会社みやまえ 奈良県生駒郡平群町西宮２―１２―３６

764 奈良県 202916 名阪食品株式会社 奈良県桜井市吉備４５２－７

765 奈良県 202917 ヤマヤ株式会社 奈良県北葛城郡広陵町疋相９７－１

766 奈良県 202918 株式会社吉川製作所 奈良県大和高田市田井１６６―４
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767 和歌山県 203001 アドバン工業株式会社 和歌山県和歌山市栄谷８８２番地

768 和歌山県 203002 株式会社アワーズ 大阪府松原市丹南３丁目２番１５号

769 和歌山県 203003 浦島観光ホテル株式会社 三重県南牟婁郡紀宝町成川８５６

770 和歌山県 203004 株式会社ODEC 和歌山県有田市野４１６－２

771 和歌山県 203005 株式会社オプラス 和歌山県和歌山市小倉４１１―１８

772 和歌山県 203006 堅田漁業協同組合 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田２５２１

773 和歌山県 203007 カネマサ莫大小株式会社 和歌山県和歌山市小雑賀１２９番地

774 和歌山県 203008 紀陽除虫菊株式会社 和歌山県海南市下津町上１１３５

775 和歌山県 203009 協和プレス工業株式会社 和歌山県紀の川市長田中３４５－７

776 和歌山県 203010 株式会社酒本運送 和歌山県有田郡有田川町中井原３１２

777 和歌山県 203011 株式会社サンコー 和歌山県海南市大野中７１５

778 和歌山県 203012 有限会社島本化繊起毛工場 和歌山県和歌山市市小路２２７－５

779 和歌山県 203013 相互タクシー株式会社 和歌山県和歌山市松島２２２

780 和歌山県 203014 中田食品株式会社 和歌山県田辺市下三栖１４７５―１３０

781 和歌山県 203015 南海砂利株式会社 和歌山県橋本市学文路１９１―２

782 和歌山県 203016 南海スチール株式会社 和歌山県和歌山市雑賀崎２０１７番地６

783 和歌山県 203017 西村工業株式会社 和歌山県和歌山市築港５―７―４

784 和歌山県 203018 株式会社西村物産 和歌山県有田市宮崎町２３０５

785 和歌山県 203019 福原ニードル株式会社 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田２７５３番地の１

786 和歌山県 203020 株式会社プラス 和歌山県田辺市宝来町１７―１２プラス本社ビル

787 和歌山県 203021 株式会社丸和 和歌山県和歌山市坂田３４８

788 和歌山県 203022 株式会社ヤマサ脇口水産 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町築地６－６－９

789 和歌山県 203023 株式会社豊工業所 和歌山県和歌山市雑賀崎２０２１―９

790 和歌山県 203024 ワコン株式会社 和歌山県紀の川市中井坂３６１

791 鳥取県 203101 株式会社アークス 鳥取県東伯郡北栄町東園３１６―３

792 鳥取県 203102 アイエム電子株式会社 鳥取県鳥取市山城町６―４０

793 鳥取県 203103 株式会社石田コーポレーション 鳥取県米子市米原８丁目１番３２号

794 鳥取県 203104 株式会社オーク 鳥取県境港市竹内団地２０８－３

795 鳥取県 203105 有限会社岡田商店 鳥取県境港市幸神町３５３

796 鳥取県 203106 岡田電工株式会社 鳥取県米子市西福原６―６―１０

797 鳥取県 203107 株式会社勝原製作所 鳥取県鳥取市南栄町２番地

798 鳥取県 203108 株式会社門永水産 鳥取県境港市昭和町１２－２７

799 鳥取県 203109 有限会社河島農具製作所 鳥取県米子市道笑町２丁目６１番地

800 鳥取県 203110 株式会社グッドスマイルカンパニー 東京都千代田区外神田３丁目１６番１２号アキバＣＯビル

801 鳥取県 203111 サンイン技術コンサルタント株式会社 鳥取県米子市昭和町２５番地１

802 鳥取県 203112 有限会社山陰クリエート 鳥取県米子市和田町２１６２番地１

803 鳥取県 203113 株式会社三協商会 鳥取県鳥取市南吉方１―４７

804 鳥取県 203114 株式会社大昇食品 鳥取県境港市昭和町１２―２２

805 鳥取県 203115 ダックス株式会社 鳥取県米子市両三柳３０９

806 鳥取県 203116 株式会社タブチ 鳥取県鳥取市南栄町３３－６

807 鳥取県 203117 株式会社中海テレビ放送 鳥取県米子市河崎６１０

808 鳥取県 203118 株式会社はなふさ 鳥取県鳥取市賀露町南１丁目８－１０

809 鳥取県 203119 日ノ丸産業株式会社 鳥取県鳥取市今町２―２６２

810 鳥取県 203120 株式会社ホクサン 鳥取県米子市河崎１２１５―４

811 鳥取県 203121 株式会社丸合 鳥取県米子市東福原２―１９―４８

812 鳥取県 203122 有限会社山本精機 鳥取県岩美郡岩美町浦富６１０－７

813 鳥取県 203123 株式会社米子青果 鳥取県米子市両三柳１９３－１

814 島根県 203201 有限会社旭養鶏舎 島根県大田市波根町２２１－１

815 島根県 203202 浅利観光株式会社 島根県江津市浅利町７２

816 島根県 203203 株式会社アリオン 島根県出雲市今市町１２３８－２

817 島根県 203204 株式会社出雲技研 島根県出雲市江田町２６７―１

818 島根県 203205 株式会社ＭＣセキュリティ 島根県松江市北稜町５１番２

819 島根県 203206 株式会社オーサン 島根県邑智郡川本町大字南佐木２８２－１

820 島根県 203207 有限会社小川商店 島根県大田市温泉津町ロ６５

821 島根県 203208 株式会社コガワ計画 島根県益田市安富町３３３０番地１

822 島根県 203209 株式会社山陰中央新報セールスセンター 島根県松江市嫁島町１―２７

823 島根県 203210 株式会社タカハシ包装センター 島根県島根県浜田市原井町３０５０－３４

824 島根県 203211 瀧川産業株式会社 島根県出雲市大津町２０３２

825 島根県 203212 株式会社玉造温泉まちデコ 島根県松江市玉湯町玉造４６番地４

826 島根県 203213 株式会社トガノ建設 島根県出雲市白枝町８３９―２

827 島根県 203214 中村ブレイス株式会社 島根県大田市大森町ハ１３２

828 島根県 203215 株式会社ひろせプロダクト 島根県安来市広瀬町下山佐３５６－３

829 島根県 203216 株式会社フクダ 島根県出雲市斐川町沖洲１０８０

830 島根県 203217 株式会社藤井基礎設計事務所 島根県松江市東津田町１３４９
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831 島根県 203218 株式会社マツケイ 島根県松江市乃木福富町７３５―２１１

832 島根県 203219 株式会社ミック 島根県松江市学園南２－１０－１４

833 島根県 203220 株式会社美都森林 島根県益田市美都町都茂１０７６

834 島根県 203221 有限会社銘板センター山陰 島根県松江市西川津町２５１９

835 島根県 203222 株式会社ユニコン 島根県松江市東朝日町２９

836 岡山県 203301 井原精機株式会社 岡山県井原市上出部町４３１－３

837 岡山県 203302 オーエム産業株式会社 岡山県岡山市北区野田３－１８－４８

838 岡山県 203303 岡山ガス株式会社 岡山県岡山市中区桜橋２―１―１

839 岡山県 203304 株式会社岡山製紙 岡山県岡山市南区浜野１―４―３４

840 岡山県 203305 小田象製粉株式会社 岡山県岡山市南区妹尾７６７－４

841 岡山県 203306 株式会社化繊ノズル製作所 大阪府大阪市北区西天満６－３－１７みなと梅田ビル

842 岡山県 203307 金田コーポレーション株式会社 岡山県玉野市田井６丁目７番６号

843 岡山県 203308 株式会社協同 福井県坂井市丸岡町八ヶ郷第２６号１４番地１

844 岡山県 203309 協和ファインテック株式会社 岡山県岡山市東区金岡西町９４８－９

845 岡山県 203310 株式会社コニック 大阪府東大阪市菱江３－１５－２０

846 岡山県 203311 小橋工業株式会社 岡山県岡山市南区中畦６８４

847 岡山県 203312 株式会社ジャパンブルー 岡山県倉敷市児島味野４０４７－８

848 岡山県 203313 株式会社ショウエイ 岡山県美作市古町７０１－１

849 岡山県 203314 株式会社すえ木工 岡山県津山市八出２４４−１

850 岡山県 203315 大和クレス株式会社 岡山県岡山市中区藤原光町２－７－２

851 岡山県 203316 高橋金属株式会社 岡山県井原市木之子町３７０１－１６

852 岡山県 203317 株式会社タック 岡山県備前市吉永町南方１０７３

853 岡山県 203318 株式会社ニッカリ 岡山県岡山市東区西大寺川口４６５－１

854 岡山県 203319 藤森運輸株式会社 岡山県倉敷市児島田の口７丁目６－１９

855 岡山県 203320 水島機工株式会社 岡山県倉敷市水島西通１丁目１９３６－１２

856 岡山県 203321 株式会社ミスターサービス 岡山県岡山市中区桑野１１０－２

857 岡山県 203322 明大株式会社 岡山県倉敷市曽原４８４－１

858 岡山県 203323 横山製網株式会社 岡山県瀬戸内市邑久町虫明３１３３

859 岡山県 203324 株式会社ラピート 岡山県岡山市中区原尾島三丁目５番６号

860 岡山県 203325 株式会社レーザマックス 岡山県岡山市南区西市１１７－８

861 岡山県 203326 株式会社WORK SMILE LABO 岡山県岡山市南区福浜町１５－１０

862 広島県 203401 アクト中食株式会社 広島県広島市西区草津港２－６－６０

863 広島県 203402 株式会社EVENTOS 広島県広島市中区舟入中町４－３５

864 広島県 203403 株式会社オーエイプロト 広島県東広島市黒瀬町クリエイトパーク８－２

865 広島県 203404 大木建設株式会社 広島県福山市新市町戸手６２６―１

866 広島県 203405 株式会社キーレックス 広島県安芸郡海田町南明神町２―５１

867 広島県 203406 株式会社久保田鐵工所 広島県広島市安芸区中野１丁目６番１号

868 広島県 203407 篠原テキスタイル株式会社 広島県福山市駅家町大字中島甲７０３

869 広島県 203408 株式会社ソアラサービス
広島県広島市中区広瀬北町３－１１和光広瀬ビルソアラビジネスポート４
階

870 広島県 203409 堂本食品株式会社 広島県広島市安佐南区伴中央４丁目１８番地２号

871 広島県 203410 東洋プラント株式会社 広島県福山市東手城町１－２－３７

872 広島県 203411 株式会社白鳳堂 広島県安芸郡熊野町城之堀７－１０－９

873 広島県 203412 株式会社バルコム 広島県広島市安佐南区中筋３－８－１０

874 広島県 203413 株式会社ヒロタニ 広島県東広島市志和町志和堀１１５３―１０

875 広島県 203414 深江特殊鋼株式会社 広島県福山市曙町二丁目３番１７号

876 広島県 203415 ベバストジャパン株式会社 広島県東広島市田口研究団地５―１０

877 広島県 203416 株式会社マリモ 広島県広島市西区庚午北１―１７―２３

878 広島県 203417 株式会社山口製作所 広島県安芸高田市向原町戸島２４８９

879 広島県 203418 株式会社山本製作所 広島県尾道市長者原１丁目２２０－１９

880 広島県 203419 ヤマモトロックマシン株式会社 東京都千代田区丸の内２―４―１　丸の内ビルディング９０３区

881 広島県 203420 株式会社ユニタック 広島県尾道市美ノ郷町本郷字新本郷１－６０

882 広島県 203421 株式会社レニアス 広島県三原市沼田西町小原２００―７６

883 広島県 203422 株式会社ワイテック 広島県安芸郡海田町曽田３―７４

884 山口県 203501 株式会社アースクリエイティブ 山口県宇部市大字妻崎開作１３１９番地１

885 山口県 203502 アサヒ工業株式会社 山口県下松市大字平田１２２―７

886 山口県 203503 株式会社岩中製作所 山口県岩国市旭町３丁目５－３３

887 山口県 203504 株式会社オカダ電気 山口県宇部市船木３８３９番地の１

888 山口県 203505 吉南株式会社 山口県宇部市大字善和字上瀬戸原１８９―７

889 山口県 203506 古賀産業株式会社 山口県下関市彦島迫町１－４－１０

890 山口県 203507 周南マリコム株式会社 山口県周南市入船町２－３Ｍａｒｉｃｏｍビル

891 山口県 203508 白井興業株式会社 山口県光市島田２丁目２７番１号

892 山口県 203509 株式会社伸和精工 山口県宇部市山中７００－２１

893 山口県 203510 住吉工業株式会社 山口県下関市長府扇町１―２３
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894 山口県 203511 西峰テクノス株式会社 山口県光市小周防１１０２番地４

895 山口県 203512 株式会社安成工務店 山口県下関市綾羅木新町３―７―１

896 山口県 203513 山口産業株式会社 山口県宇部市琴芝町１―１―２５

897 山口県 203514 ヤマネ鉄工建設株式会社 山口県長門市日置上８８５

898 徳島県 203601 アクサス株式会社 徳島県徳島市山城西４―２

899 徳島県 203602 四国電気工業株式会社 徳島県徳島市佐古一番町１８―５

900 徳島県 203603 株式会社セツロテック 徳島県徳島市蔵本町３丁目１８番地の１５藤井節郎記念医科学センター

901 徳島県 203604 株式会社大一器械 徳島県徳島市川内町平石若宮３４０

902 徳島県 203605 株式会社電脳交通 徳島県徳島市幸町３丁目１０１番地リーガルアクシスビル４Ｆ

903 徳島県 203606 株式会社はなおか 徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須１６２―９

904 徳島県 203607 株式会社山全 徳島県三好市池田町白地井ノ久保９２９－２

905 香川県 203701 葵機工株式会社 香川県高松市朝日町３丁目７番５号

906 香川県 203702 株式会社ウチダ 香川県丸亀市垂水町３００１番地の２

907 香川県 203703 株式会社エムケーインデクト 香川県木田郡三木町大字池戸甲６３９―１

908 香川県 203704 株式会社カワイ 香川県高松市栗林町３丁目１１番２８号

909 香川県 203705 株式会社北四国グラビア印刷 香川県観音寺市粟井町７５５

910 香川県 203706 興亜産業株式会社 香川県丸亀市蓬莱町２

911 香川県 203707 光洋産業株式会社 香川県坂出市築港町２―７―１２

912 香川県 203708 株式会社サンテック 香川県綾歌郡綾川町陶１００４－３５

913 香川県 203709 島産業株式会社 香川県観音寺市中田井町１番地

914 香川県 203710 昭和紙工株式会社 香川県観音寺市豊浜町和田甲２３７番地１

915 香川県 203711 ずゞや株式会社 香川県高松市香川町大野１６９３番地１

916 香川県 203712 株式会社総合開発 香川県高松市丸の内１１―１０

917 香川県 203713 大成薬品工業株式会社 愛媛県四国中央市柴生町４６８番地２

918 香川県 203714 株式会社パブリック 香川県観音寺市大野原町福田原２４１―１

919 香川県 203715 プロテノバ株式会社 香川県東かがわ市西村１４８８番地１

920 香川県 203716 株式会社三好鉄工所 香川県仲多度郡多度津町西港町１６番地１０

921 香川県 203717 株式会社森孵卵場 香川県観音寺市大野原町大野原１８３４

922 香川県 203718 勇心酒造株式会社 香川県綾歌郡宇多津町２２１２

923 香川県 203719 吉原食糧株式会社 香川県坂出市林田町４２８５－１５２

924 愛媛県 203801 朝日共販株式会社 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜６５２―１

925 愛媛県 203802 アビリティーセンター株式会社 愛媛県新居浜市坂井町２―３―１７新居浜テレコムプラザ７階

926 愛媛県 203803 有限会社ＳＰＣ 愛媛県新居浜市多喜浜６―１―３９

927 愛媛県 203804 愛媛製紙株式会社 愛媛県四国中央市村松町３７０番地

928 愛媛県 203805 株式会社大亀製作所 愛媛県松山市小栗５―９―８

929 愛媛県 203806 大森商機株式会社 愛媛県松山市空港通３丁目９番６号

930 愛媛県 203807 岡田電機株式会社 愛媛県四国中央市三島朝日２－２０－２

931 愛媛県 203808 株式会社キクノ 愛媛県松山市大手町１丁目８番地８

932 愛媛県 203809 株式会社サンヨ 愛媛県四国中央市三島宮川２丁目３－１６

933 愛媛県 203810 仙味エキス株式会社 愛媛県大洲市平野町野田７７９番地２

934 愛媛県 203811 株式会社田口工業所 愛媛県新居浜市沢津町１―２―４５

935 愛媛県 203812 トーヨー・ロジテック株式会社 愛媛県四国中央市村松町８８

936 愛媛県 203813 株式会社日本キャリア工業 愛媛県松山市東垣生町９８０－５

937 愛媛県 203814 萩尾機械工業株式会社 愛媛県新居浜市松の木町１番１７号

938 愛媛県 203815 株式会社二神組 愛媛県松山市竹原２―１―１９

939 愛媛県 203816 丸三産業株式会社 愛媛県八幡浜市松柏丙８３１

940 愛媛県 203817 三木特種製紙株式会社 愛媛県四国中央市川之江町１５６

941 高知県 203901 井上石灰工業株式会社 高知県南国市稲生３１６３－１

942 高知県 203902 株式会社小谷穀粉 高知県高知市高須１―１４―８

943 高知県 203903 株式会社ケアマックスコーポレーション 高知県高知市上町２―６―９

944 高知県 203904 株式会社高知電子計算センター 高知県高知市本町４―１―１６高知電気ビル

945 高知県 203905 有限会社繁春鉄工所 高知県南国市大埇乙２１０５－３

946 高知県 203906 四国運輸株式会社 高知県高知市布師田字金山３９３６―１

947 高知県 203907 大容基功工業株式会社 高知県高知市高須新町２―１５―７

948 高知県 203908 田中石灰工業株式会社 高知県高知市五台山３９８３

949 高知県 203909 ツカサ重機株式会社 高知県高知市長浜５０３３―２１

950 福岡県 204001 一番食品株式会社 福岡県飯塚市伊川１１１５

951 福岡県 204002 オーエーセンター株式会社 福岡県北九州市小倉北区宇佐町２－１０－１

952 福岡県 204003 株式会社サニクリーン九州 福岡県福岡市博多区半道橋１―１７―４１

953 福岡県 204004 株式会社七洋製作所 福岡県糟屋郡宇美町若草２－１３－５

954 福岡県 204005 株式会社しんこう 福岡県北九州市小倉南区上曽根新町１３番地の３

955 福岡県 204006 株式会社新生堂薬局 福岡県福岡市南区中尾３丁目１２番１７号

956 福岡県 204007 株式会社ダイチ 福岡県大牟田市四山町１０１－１７

957 福岡県 204008 株式会社太平環境科学センター 福岡県福岡市博多区金の隈２－２－３１
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958 福岡県 204009 株式会社タカギ 福岡県北九州市小倉南区石田南２―４―１

959 福岡県 204010 株式会社ドーワテクノス 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石３―５

960 福岡県 204011 中島物産株式会社 福岡県大牟田市不知火町２丁目７番地１

961 福岡県 204012 ニッポンロジ株式会社 福岡県福岡市東区蒲田２―３８―３

962 福岡県 204013 株式会社冨士機 福岡県福岡市博多区博多駅東１―１０―３０冨士機博多駅東ビル

963 福岡県 204014 芙蓉開発株式会社 福岡県福岡市博多区山王１－１０－２９

964 福岡県 204015 三好食品工業株式会社 福岡県田川市伊加利２１９９―１

965 福岡県 204016 柳川冷凍食品株式会社 福岡県柳川市西蒲池１０２７番地１０２８番地

966 福岡県 204017 株式会社ヤマウ 福岡県福岡市早良区東入部５―１５―７

967 福岡県 204018 龍宮株式会社 福岡県うきは市吉井町新治２７８

968 福岡県 204019 株式会社レベルファイブ 福岡県福岡市中央区薬院１－１－１薬院ビジネスガーデン

969 佐賀県 204101 ありた株式会社 佐賀県西松浦郡有田町立部乙１０―１

970 佐賀県 204102 ケイエスケイツール株式会社 佐賀県佐賀市久保田町久保田１５１２

971 佐賀県 204103 株式会社東和 佐賀県佐賀市高木瀬西６―９―３

972 佐賀県 204104 株式会社ニシキ 佐賀県鳥栖市酒井西町６３４番地１

973 佐賀県 204105 株式会社まんてん 佐賀県佐賀市鍋島町森田９６４－２

974 佐賀県 204106 牟田建設株式会社 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲１７５６

975 佐賀県 204107 吉田刃物株式会社 佐賀県多久市南多久町大字花祭２８０８

976 佐賀県 204108 レグナテック株式会社 佐賀県佐賀市諸富町大字山領２６６番地１

977 長崎県 204201 大阪鋼管株式会社 長崎県佐世保市針尾北町８１３―１

978 長崎県 204202 株式会社上山建設 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷８４９―１

979 長崎県 204203 株式会社九州テン 長崎県佐世保市小佐々町葛籠２７８―１８

980 長崎県 204204 株式会社ケンコー 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷１０００―２１６

981 長崎県 204205 佐世保港湾運輸株式会社 長崎県佐世保市万津町７番４７号

982 長崎県 204206 三貴工業株式会社 長崎県雲仙市吾妻町田之平名１０６―１５

983 長崎県 204207 中興化成工業株式会社 東京都港区赤坂２－１１－７

984 長崎県 204208 株式会社チョープロ 長崎県西彼杵郡長与町高田郷６２―１

985 長崎県 204209 株式会社津田水産 長崎県佐世保市東浜町１０５０－１０

986 長崎県 204210 株式会社藤進 長崎県長崎市竹の久保町２０―９

987 長崎県 204211 長崎空港ビルディング株式会社 長崎県大村市箕島町５９３

988 長崎県 204212 長崎県養鶏農業協同組合 長崎県長崎市大橋町３番２６号

989 長崎県 204213 有限会社蜂の家 長崎県佐世保市日野町１１２３番地２

990 長崎県 204214 ハマックス株式会社 兵庫県姫路市夢前町寺４７３－２

991 長崎県 204215 株式会社古川電機製作所 長崎県佐世保市大和町３４２番地１

992 長崎県 204216 株式会社丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２―１０

993 長崎県 204217 山下医科器械株式会社 福岡県福岡市博多区下川端町２―１博多座・西銀ビル１０階

994 長崎県 204218 流体テクノ株式会社 長崎県佐世保市常磐町１－７ジブラルタ生命ビル６階

995 熊本県 204301 藍の村観光株式会社 熊本県上天草市大矢野町登立９１０

996 熊本県 204302 株式会社アマケンテック 熊本県天草市河浦町今田３０６１番地

997 熊本県 204303 株式会社アントルメ菓樹 熊本県熊本市東区東野１丁目５－５

998 熊本県 204304 岩田建設株式会社 熊本県下益城郡美里町遠野２６８－１

999 熊本県 204305 株式会社岩田コーポレーション 熊本県熊本市北区和泉町１６８－１８

1000 熊本県 204306 株式会社エーブル 熊本県八代市新港町３―９―８

1001 熊本県 204307 株式会社くまさんメディクス 熊本県熊本市北区下硯川町２２０５

1002 熊本県 204308 熊本県酪農業協同組合連合会 熊本県熊本市東区戸島５―１０―１５

1003 熊本県 204309 光進建設株式会社 熊本県熊本市東区御領２―２８―１

1004 熊本県 204310 株式会社興農園 熊本県熊本市北区植木町鐙田１４６２

1005 熊本県 204311 シントワールド株式会社 熊本県八代市奈良木町２４３６－１０

1006 熊本県 204312 株式会社セイブクリーン 熊本県合志市御代志１５３８番地１

1007 熊本県 204313 DAIZ株式会社 熊本県熊本市中央区南熊本５－１－１テルウェル熊本ビル７Ｆ

1008 熊本県 204314 株式会社大福物流 熊本県上益城郡甲佐町白旗１９００―１

1009 熊本県 204315 株式会社テクノクリエイティブ 熊本県熊本市中央区神水２―９―１ＴＥＣＨＮＯーＣＲＥＡＴＩＶＥビル

1010 熊本県 204316 株式会社どんどんライス 福岡県筑後市長浜７２９－１

1011 熊本県 204317 株式会社永田パン 熊本県熊本市北区貢町松の本５６１

1012 熊本県 204318 株式会社ヒライホールディングス 熊本県熊本市西区春日７丁目２６－７０

1013 熊本県 204319 株式会社明和不動産 熊本県熊本市中央区辛島町４―３５ラ・シック辛島

1014 大分県 204401 株式会社オーイーシー 大分県大分市東春日町１７―５７

1015 大分県 204402 大分航空ターミナル株式会社 大分県国東市安岐町下原１３大分空港内

1016 大分県 204403 大分石油株式会社 大分県大分市王子港町１―１４

1017 大分県 204404 九州ナノテック光学株式会社 大分県速見郡日出町大字藤原２３９３番地

1018 大分県 204405 新成建設株式会社 大分県大分市豊饒２―１―６

1019 大分県 204406 株式会社菅組 大分県豊後高田市香々地４０８９

1020 大分県 204407 株式会社テクノコンサルタント 大分県大分市三佐一丁目５番１４号

1021 大分県 204408 豊國建設株式会社 大分県大分市城崎町１―３―２８
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1022 大分県 204409 株式会社ホックス 大分県速見郡日出町大字川崎４２６０―１

1023 大分県 204410 柳井電機工業株式会社 大分県大分市弁天二丁目７番１号

1024 大分県 204411 株式会社ヤマジン 大分県佐伯市米水津大字色利浦字関網１８０８番地７

1025 大分県 204412 由布合成化学株式会社 東京都大田区中央４丁目３５－８

1026 宮崎県 204501 有明産業株式会社 京都府京都市伏見区東菱屋町４２８番２

1027 宮崎県 204502 植松商事株式会社 宮崎県宮崎市橘通西４―２―３０

1028 宮崎県 204503 江坂設備工業株式会社 宮崎県宮崎市橘通西５―２―３３

1029 宮崎県 204504 えびの電子工業株式会社 宮崎県えびの市大字上江６７０番地

1030 宮崎県 204505 株式会社大森淡水 宮崎県宮崎市塩路２３００

1031 宮崎県 204506 キムラ漬物宮崎工業株式会社 宮崎県児湯郡新富町大字上富田８９３５

1032 宮崎県 204507 九州北清株式会社 宮崎県小林市東方４０６６―２５

1033 宮崎県 204508 旭進興業株式会社 宮崎県延岡市別府町３９０３―２

1034 宮崎県 204509 株式会社志多組 宮崎県宮崎市高千穂通１―４―３０

1035 宮崎県 204510 株式会社清水製作所宮崎 宮崎県都城市金田町２８１５番地

1036 宮崎県 204511 株式会社新海屋 宮崎県延岡市北浦町古江字鶴山２９３１番地３６

1037 宮崎県 204512 道本食品株式会社 宮崎県宮崎市田野町甲１６６７

1038 宮崎県 204513 株式会社パシック 宮崎県延岡市緑ヶ丘二丁目７番２４号

1039 宮崎県 204514 株式会社花菱塗装技研工業 宮崎県延岡市大武町３９番地７０

1040 宮崎県 204515 株式会社MUSASHI 宮崎県宮崎市橘通西５丁目１－２３矢野興業ビル２階

1041 宮崎県 204516 株式会社山崎産業 宮崎県延岡市貝の畑町２９０３

1042 鹿児島県 204601 株式会社栄電社 鹿児島県鹿児島市下荒田１―３６―２４

1043 鹿児島県 204602 有限会社エール 鹿児島県指宿市開聞十町１２９－２

1044 鹿児島県 204603 鹿児島ケース株式会社 鹿児島県日置市吹上町与倉４９５４－１９

1045 鹿児島県 204604 有限会社鹿児島油脂工業 鹿児島県日置市伊集院町寺脇８７

1046 鹿児島県 204605 株式会社川北電工 鹿児島県薩摩川内市矢倉町４３１１―１

1047 鹿児島県 204606 株式会社共進組 鹿児島県鹿児島市易居町１１―１９

1048 鹿児島県 204607 サツマ酸素工業株式会社 鹿児島県鹿児島市東開町３―４２

1049 鹿児島県 204608 三州産業株式会社 鹿児島県鹿児島市南栄４丁目１１番地２号

1050 鹿児島県 204609 株式会社大新 鹿児島県指宿市西方２７８８―１

1051 鹿児島県 204610 農業生産法人有限会社十津川農場 鹿児島県肝属郡南大隅町根占横別府４８７番地１

1052 鹿児島県 204611 日研高圧平和キドウ株式会社 鹿児島県鹿児島市東開町４―２６

1053 鹿児島県 204612 株式会社フレッシュ青果 鹿児島県鹿児島市東開町１３―３８

1054 鹿児島県 204613 株式会社本坊商店 鹿児島県鹿児島市錦江町８―５６

1055 鹿児島県 204614 株式会社マルハチ・テクノロジー 鹿児島県枕崎市白沢北町８００

1056 沖縄県 204701 株式会社沖縄ホーメル 沖縄県中城村字当間７５８

1057 沖縄県 204702 共和産業株式会社 沖縄県那覇市前島１―９―７

1058 沖縄県 204703 拓南商事株式会社 沖縄県うるま市字州崎８番地２

1059 沖縄県 204704 南島酒販株式会社 沖縄県中頭郡西原町兼久２７７

1060 沖縄県 204705 株式会社ノイズ・バリュー社 沖縄県那覇市銘苅２－４－３５アーバンプラネットビル３Ｆ
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