
⼤規模感染リスクを低減するための⾼機能換気設備等の導⼊⽀援事業 
⼀次公募 採択者⼀覧 

 
申請者 
所在地 

申請者名 施設名 

宮城県 加茂川啓明電機 株式会社 加茂川啓明電機株式会社 東北⽀店 
秋⽥県 有限会社 伊藤不動産管理 ｶﾌｪ＆ﾗｲﾌﾞﾚｽﾄﾗﾝ（仮称）ﾘﾊﾞｰﾛｰﾄﾞ 
秋⽥県 東光産業 株式会社 東光産業 株式会社 
福島県 福島明星 株式会社 むぎの⾥札幌⻄岡店 
福島県 社会福祉法⼈ 信達福祉会 特別養護⽼⼈ホーム 川俣ホーム 
福島県 個⼈事業主 たく整形外科医院 
福島県 医療法⼈ 峰園会 せんざき医院 せんざき医院 
福島県 個⼈事業主 野⽊⻭科医院 
福島県 医療法⼈ 草野⻭科 草野⻭科 
茨城県 株式会社 ⼀望 ホテル⼀望 
茨城県 株式会社 チャンプホールディングス 株式会社チャンプホールディングス 
茨城県 個⼈事業主 総合⽣花 花市場 
茨城県 ＭＹＫ 株式会社 和⾵創作 仁 
茨城県 個⼈事業主 こうた⻭科クリニック 
茨城県 株式会社 ⾼⻑建設 ⾼⻑建設研修所 
茨城県 有限会社 ⼤和タクシー 有限会社 ⼤和タクシー 
茨城県 株式会社 明建ハウス ホテル明建 
茨城県 ＧＩ 株式会社 桜⼟浦接⾻院 
茨城県 ⼤成ホーム 有限会社 ⼤成ホーム 有限会社 
茨城県 株式会社 エージェントエージェンシー minimini ⼟浦駅前店 
茨城県 個⼈事業主 らぁ麺 ⻤滅の桜 
茨城県 有限会社 オーム 有限会社 オーム 
茨城県 個⼈事業主 ＯＮＥ ＴＷＯ ＯＮＥ 
群⾺県 医療法⼈ ふじあく医院  介護⽼⼈保健施設 ふじあく光荘 
埼⽟県 社会福祉法⼈ 椿寿会 介護⽼⼈福祉施設 良宝園 
埼⽟県 有限会社 祥楽 博多っ⼦ 
埼⽟県 ⼀般社団法⼈ 埼⽟県⾃動⾞整備振興会 ⼤宮事務所 
埼⽟県 社会福祉法⼈ さくら草 アトム 
埼⽟県 個⼈事業主 中華料理ちゃいなちゃいな 
千葉県 個⼈事業主 ⽯井ビル 
千葉県 アムスホテル館⼭ 株式会社 館⼭リゾートホテル 
東京都 三井住友ファイナンス&リース株式会社 恩賜財団⺟⼦愛育会 愛育研究所 



東京都 株式会社 タニタ 株式会社タニタ ⼤阪営業所 
東京都 社会医療法⼈社団 健⽣会 社会医療法⼈社団 健⽣会 相互⻭科 
東京都 社会福祉法⼈ 幸会 みゆき保育園 
東京都 ⼀般財団法⼈ ⽇本建築センター ⼀般財団法⼈ ⽇本建築センター 本部 
東京都 社会福祉法⼈ 幸会 みゆき保育園別棟 
東京都 個⼈事業主 居酒屋 味彩 
東京都 筑波⾷品 株式会社 筑波⾷品 株式会社 
東京都 三菱電機クレジット 株式会社 ⼩野寺医院 

神奈川県 奈良建設 株式会社 奈良建設本社ビル 
神奈川県 個⼈事業主 club X 
神奈川県 個⼈事業主 リバティ.A 
新潟県 株式会社 ⼤橋洋⾷器 株式会社 ⼤橋洋⾷器 本社 
福井県 フリックイン福井 株式会社 アズイン⼤府 
福井県 個⼈事業主 お⾷事喫茶ゆかり 
⼭梨県 株式会社 談露館 ホテル談露館 
⼭梨県 ⼀般財団法⼈  ⼈材開発センター ⼈材開発センター 
⻑野県 個⼈事業主 ⼤塚⻭科医院 
岐⾩県 個⼈事業主 あじろ亭 
静岡県 ⼭本建設 株式会社 ⼭本建設 株式会社 本社ビル 
静岡県 株式会社 河村 河村ビル 
静岡県 株式会社 東海コーポレーション 元城町共同ビル 
愛知県 有限会社 ビトルボ ビトルボビル 
愛知県 有限会社 旭洋 ホテル⼩野浦 
愛知県 有限会社 しゃぼん⽟ 有限会社 しゃぼん⽟ 
愛知県 医療法⼈ 梅寿会 梅林⻭科医院 
愛知県 株式会社 アクティブ 株式会社 アクティブ 
愛知県 個⼈事業主 メンズカットショップフジミ 
愛知県 株式会社 共和フーズ グルメ回転すし⼀⼼ 上社店  
愛知県 医療法⼈ 聡誠会 はまじま⻭科医院 はまじま⻭科医院 
愛知県 個⼈事業主 ニューりか 
愛知県 有限会社 滝川⽔道 有限会社 滝川⽔道 
愛知県 株式会社 共和モータース 株式会社 共和モータース 
三重県 株式会社  ⼀志ゴルフ倶楽部 ⼀志ゴルフ倶楽部 
三重県 株式会社 トータルケア・サービス デイサービス満賀⾥苑 
京都府 個⼈事業主 ミニラウンジオオスミ 
京都府 個⼈事業主 ⼿打ち蕎⻨ 楽庵 
京都府 医療法⼈ 清祥会 川上内科 医療法⼈ 清祥会 川上内科 



⼤阪府 株式会社 千輝 エニタイムフィットネス 堺東店 
⼤阪府 株式会社 千輝 エニタイムフィットネス 東住吉店 
⼤阪府 株式会社 セントラルビル 布施駅前セントラルビル 
⼤阪府 株式会社 千輝 エニタイムフィットネス 堺鉄砲町店 
⼤阪府 株式会社 萬輝 エニタイムフィットネス 堺宿院店 
⼤阪府 個⼈事業主 モスバーガー⻄⼼斎橋店 

⼤阪府 
株式会社 
サンドライビングスクール吹⽥茨⽊ 

株式会社 
サンドライビングスクール吹⽥茨⽊ 

⼤阪府 株式会社 Project Ino カジュアルレストラン OUI 
⼤阪府 個⼈事業主 安堂寺ビル 
⼤阪府 有限会社 アールビーエフ be-in 
⼤阪府 個⼈事業主 チトセダンス教室 
⼤阪府 株式会社 たいせい 株式会社たいせい 東⼤阪営業所 
⼤阪府 コーキン化学 株式会社 コーキン化学株式会社 本社 
⼤阪府 グランブルー 株式会社 串かつ焼⾁ぐっさん 
⼤阪府 寺⼝運送 株式会社 寺⼝運送 株式会社 
⼤阪府 有限会社 ⼋雲電機システム 有限会社 ⼋雲電機システム 
⼤阪府 個⼈事業主 カットハウス スパーク 
⼤阪府 個⼈事業主 活旬 うだ川 
兵庫県 株式会社 北野クラブ レストラン北野クラブ 
兵庫県 個⼈事業主 永福電設 
兵庫県 三晃商事 株式会社 三晃商事株式会社 
兵庫県 新光明飾 株式会社 新光明飾 株式会社 
兵庫県 トヨタカローラ兵庫 株式会社 トヨタカローラ兵庫株式会社 ⻄脇店 
奈良県 個⼈事業主 ACT hair creation 

和歌⼭県 社会福祉法⼈ 安原福祉会 あいの⾥悠々 
岡⼭県 社会福祉法⼈ 王慈福祉会 特別養護⽼⼈ホーム 王慈園 
福岡県 株式会社 環境技研 ワン・ツウ・スポーツクラブ中央 
福岡県 落合脳神経外科 落合脳神経外科 
福岡県 個⼈事業主 Beauty Design STARRY 
熊本県 医療法⼈社団 学賢 尾⽥胃腸科 医療法⼈社団 学賢 尾⽥胃腸科 
宮崎県 株式会社 ジェイエイえびの市葬祭 プリエール会館 加久藤斎場 

⿅児島県 株式会社 ⾺酔⽊ ⾺酔⽊ 国分店 
⿅児島県 アサヒ物流 株式会社 アサヒ物流 株式会社 

 


