
申請者
所在地

申請者名 施設名

北海道 茂⽥⽯油株式会社 茂⽥⽯油株式会社 
北海道 one teamホールディングス株式会社 江別市野幌松並町BLD
北海道 ⼤同電設 株式会社 ⼤同電設(株)電設事業部 札幌センター 
北海道  株式会社かね彦 札幌KSビル 
⻘森県 有限会社マルダイ 有限会社マルダイ 
⻘森県 医療法⼈ 仁泉会 デイサービスセンターしんまち 
宮城県 エースユナイテッド株式会社 エースユナイテッド株式会社 
宮城県 医療法⼈ 清仁会 医療法⼈清仁会 ⽯巻腎クリニック 
⼭形県 株式会社 ブロードアイ auショップ⼭形嶋店 
⼭形県 有限会社東根清掃 有限会社東根清掃 
福島県 有限会社宝鮨 有限会社宝鮨 
茨城県 個⼈事業主 ＭＩＫＯＴＯ
茨城県 アプロム株式会社 アプロム株式会社株式会社 
茨城県 個⼈事業主 鉄板や神楽 
茨城県 株式会社湖北 ビジネスホテル湖北 
茨城県 クールロジ株式会社 クールロジ株式会社 
茨城県 株式会社 つくし ビジネスホテルつくし 
栃⽊県 SOMAホールディングス株式会社 マツダアンフィニ両⽑2号店
埼⽟県 株式会社⼾⽥ゴルフクラブ ⻑⽵ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 
埼⽟県 医療法⼈社団望星会 医療法⼈社団望星会 鶴⾒⻄⼝病院 
埼⽟県 プリンゾジャパン株式会社 グスタヴォ⼈形町
埼⽟県 彩ネット株式会社 SaiNetビル 
埼⽟県 プリンゾジャパン株式会社 グスタヴォ神楽坂
埼⽟県 個⼈事業主 （仮称）住まいる 
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 株式会社baseB baseB
千葉県 医療法⼈社団透光会 ⼤栄病院 
千葉県  株式会社 ⾵の抄 ホテル洲の崎⾵の抄 
東京都 株式会社⾜⽴⾃動⾞学校 株式会社⾜⽴⾃動⾞学校 
東京都 株式会社⼀品⾹  ⼀品⾹ 
東京都 社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会 介護⽼⼈保健施設済⽣会くれたけ荘 
東京都 株式会社若葉園 フォーチュンビル
東京都 医療法⼈社団やよい会 医療法⼈社団やよい会 あやせ駅前腎クリニック 
東京都 株式会社池⽥屋⽥中進商店 本池⽥ビル 
東京都 吉陽 吉陽 
東京都 医療法⼈社団仁優会 たけした⻭科 医療法⼈社団仁優会 たけした⻭科 
東京都 医療法⼈社団弘真会 南⼩岩ファミリー⻭科 
東京都 株式会社Ｒｅａｓｏｎ TORICO plus
東京都 ユーロインターナショナル株式会社 ユーロインターナショナル株式会社 横浜⼯場 

神奈川県 医療法⼈ 北⻭会 医療法⼈ 北⻭会 おかだ⻭科医院 
神奈川県 和光⾷堂 和光⾷堂 
神奈川県 株式会社F.I.C F.I.C 富⼠ビル本館 
富⼭県 株式会社富⼭⾃動⾞技術研究所 富⼭県中央⾃動⾞学校 
⽯川県 社会医療法⼈財団董仙会 介護⽼⼈保健施設和光苑 東棟 
⽯川県 酒井⼯業株式会社 酒井⼯業株式会社 
⽯川県 ⽰野タクシー株式会社 ⽰野タクシー株式会社 
⽯川県 ⼀般財団法⼈ ⽯川県予防医学協会 ⽯川県予防医学協会 
⽯川県 社会医療法⼈財団董仙会 介護⽼⼈保健施設和光苑 ⻄棟 
⽯川県 ⼩松ウォールアイティ株式会社 ⼩松ウォールアイティ株式会社本社 
⻑野県 有限会社福寿荘 湯の宿 福寿草 
岐⾩県 社会福祉法⼈岐東福祉会 はなみずき苑 
岐⾩県 株式会社アルテック 株式会社アルテック 管理棟 
岐⾩県 株式会社アチュ フィアスケッテリア ア・リーザ 
岐⾩県 医療法⼈ LIFE 市之倉たまおき⻭科 
岐⾩県 個⼈事業主 岡⽥医院 
岐⾩県 登美家⾥泉 茶房とみや 
静岡県 株式会社坂⽥設備 ライフフィットスタジオ 
静岡県 株式会社グランツ デイサービス・スタジオ 
静岡県 ⼤隆⽊内⼯務店株式会社 ⼤隆⽊内⼯務店株式会社 
静岡県 dream do 宮スタジオ 
静岡県 個⼈事業主 やまふく 
静岡県 富⽥電気⼯事株式会社 富⽥電気⼯事株式会社 事務所 
愛知県 丸恒⻘果株式会社 丸恒⻘果株式会社 
愛知県 個⼈事業主 ミュージック・カフェ・バディ 
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愛知県 個⼈事業主 ⾕⼝⻭科クリニック 
愛知県 医療法⼈うちぼり医院 医療法⼈うちぼり医院 
愛知県 個⼈事業主 こうべ⻭科医院 
愛知県 医療法⼈普賢会 おけはざま⻭科クリニック 
愛知県 株式会社 ＦｒｅｅＦｏｏｄ まぐろや⽯亭御器所店 
愛知県 肴ぴ 肴ぴ 
愛知県 株式会社 設幸⼯務店 株式会社 設幸⼯務店 
愛知県 個⼈事業主 東栄⻭科医院 
三重県 株式会社 四⽇市南⾃動⾞学校 四⽇市南⾃動⾞学校 
三重県 株式会社ｎａｇｏｍｉ デイリハセンターナゴミ 
三重県 株式会社ｎａｇｏｍｉ ⾼齢者介護ホームナゴミガーデン 
三重県 個⼈事業主 カラオケ喫茶マドンナ 
滋賀県 株式会社ピソラ ＰＩＳＯＬＡ 堺泉北店 
滋賀県 株式会社ピソラ ＰＩＳＯＬＡ 堺⽯原店 
京都府 有限会社嵯峨⻲屋友永 パティスリー ル・フルティエ祝園店 
京都府 株式会社進耀 （仮称）進耀ビル 
⼤阪府 社会福祉法⼈藍野福祉会 千⾥ニュータウンこども園 
⼤阪府 医療法⼈ 恒昭会 藍野病院 医療法⼈ 恒昭会 藍野病院Ⅽ２病棟 
⼤阪府 秀英商事株式会社 新⼤阪⻄浦ビル 
⼤阪府 株式会社千輝 エニタイムフィットネス 岸和⽥店 
⼤阪府 株式会社ビロー とりかわ権兵衛 ⾙塚店 
⼤阪府 LINK ロイヤルパレスビル 
⼤阪府 株式会社ビロー びっくりドンキー ⼩雑賀店 
⼤阪府 株式会社ビロー びっくりドンキー 岩出店 
⼤阪府 たんぽぽ たんぽぽ 
⼤阪府 株式会社ビロー びっくりドンキー ⾼⽯店 
⼤阪府 ＯＫＯ株式会社 OKO 
⼤阪府 株式会社ビロー びっくりドンキー 岸和⽥店 
⼤阪府 株式会社ビロー びっくりドンキー 泉佐野店 
⼤阪府 MSニューマン株式会社 コメダ珈琲店 泉⼤津店 
⼤阪府 株式会社ビロー 串カツ⽥中 岸和⽥店 
⼤阪府 植⽥基⼯株式会社 植⽥基⼯株式会社 
⼤阪府 個⼈事業主 Ｇｒｅｅｄ 
⼤阪府 ⼭装株式会社 ヤマソーインテリアサービス／⼭装株式会社 
⼤阪府 株式会社ソレールサービス 株式会社ソレールサービス 本社 
⼤阪府 株式会社 彩 回転寿司喜楽岡本店 
⼤阪府 ⽇研電気 株式会社 ⽇研電気株式会社 
⼤阪府 個⼈事業主 ジャズ喫茶サブ 
⼤阪府 有限会社ケムズ 有限会社ケムズ 
⼤阪府 株式会社ＤＡＩＭＯＮ 株式会社ＤＡＩＭＯＮ 
⼤阪府 個⼈事業主 Crice Nikko 東豊中 
⼤阪府 個⼈事業主 オオツジ堂⼭ビル 
兵庫県 株式会社 正起産業 株式会社 正起産業 
兵庫県 アイ.エス.エス株式会社 アイ.エス.エス 
兵庫県 個⼈事業主 としま⻭科矯正⻭科
兵庫県 株式会社ＴｕｍＤｒａ TumDra2 
兵庫県 株式会社コミクト デイサービスらしく1号館 
兵庫県 有限会社 樹苑 御影ジェンヌ 
兵庫県 個⼈事業主 211
兵庫県 ⼀級建築⼠事務所 株式会社鷲尾⼯務店 ⼀級建築⼠事務所 株式会社鷲尾⼯務店事務所 
奈良県 ACT hair creation ACT hair creation 
島根県 社会福祉法⼈ 島根整肢学園  社会福祉法⼈ 島根整肢学園 東部島根医療福祉センター 
広島県 株式会社⻯建設 株式会社⻯建設 本社 
広島県 有限会社栗川商店 料亭 久⾥川 
広島県 畑建設株式会社 畑建設株式会社 
広島県 有限会社ホームリビング 有限会社ホームリビング 
⾹川県 有限会社 エムコレクション エムコレクション丸⻲店 
⾹川県 ジャパンエネルギーマネジメント株式会社 ジャパンエネルギー社屋 
福岡県 宇美町 宇美町庁舎 
福岡県 株式会社 新希望 株式会社 新希望 ケア・ラポート 
福岡県 株式会社ネオ・アーデント BambooDA 原⽥北店 
福岡県 焼⿃や道 焼⿃や道 
福岡県 株式会社ネオ・アーデント ARRTYARRTY 那珂川店 
福岡県 S.O.E.S SOLEIL-toulnesol- 
福岡県 株式会社ネオ・アーデント BambooDA ⼤佐野店 
福岡県 epic diners 株式会社 YAKINIKU ニクキュウ 
福岡県 株式会社ネオ・アーデント BambooDA 美しが丘店 
福岡県 株式会社ネオ・アーデント BambooDA 原⽥店 
福岡県 株式会社NANAʼｓ NANA's Nail 
佐賀県 社会福祉法⼈ 守屋福祉会 特別養護⽼⼈ホーム 昌普久苑 
⻑崎県 mellow mellow 



⻑崎県 株式会社 ＦＬＡＰ＆ＣＯ フラップ⻑崎店
⻑崎県 lunch & bar ロビンソン lunch & bar ロビンソン 
⻑崎県 個⼈事業主 天ぷら居酒屋朱々 浜⼝店 
⻑崎県 個⼈事業主 リフレッシュサロンN・T 
⻑崎県 合資会社 プルスト 天ぷら居酒屋朱々 住吉本店 
⻑崎県 居酒屋くぅ 居酒屋くぅ 
宮崎県 社会福祉法⼈ 慈恵会 やすひさ幼児園 
宮崎県 株式会社ゆとりお 上平野事務所 

⿅児島県 株式会社朝の海 朝の海ビル 
沖縄県 個⼈事業主 くろ・だるま


