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医療法⼈ ⿇⽣整形外科病院 ⿇⽣整形外科病院
ちいさなログカフェ ふらわ ちいさなログカフェ ふらわ

青森県 医療法⼈ 仁泉会 妙⽔苑デイサービスセンター
株式会社 ⽇本眼科医療センター 仙台本社
錦エステート 株式会社 錦ケ丘ヒルサイドモール
株式会社 佐⽵モータース 佐⽵モーターブライト仙台東

秋田県 株式会社 エクセルコーポレーション ホテルエクセルキクスイ
福島明星 株式会社 むぎの⾥仙台岩切店
⽮内クリニック ⽮内クリニック
株式会社 ⼩泉東関東 株式会社⼩泉東関東 千葉営業所
株式会社 ⼩泉東関東 株式会社⼩泉東関東 本社
株式会社 ⼩泉東関東 株式会社⼩泉東関東 守⾕営業所
atoto(アトート） atoto(アトート）
ラーメン⿓郎 ラーメン⿓郎
株式会社 鈴⽂ 華鳳殿
株式会社 イーズ 数理進学予備校イーズ
有限会社 笹川 ステーキハウス クックバーン
鶏々 鶏々
株式会社 はないちコーポレーション 居酒屋 はないち
株式会社 ホテル⼭久 ビジネスホテル⼭九
株式会社 アオイオト カツレツカフェ アオイオト
株式会社 古賀 株式会社古賀 M&D熊本事業所
株式会社 古賀 株式会社古賀
医療法⼈社団 育⼼会 岩間こどもクリニック
医療法⼈ 昭友会 埼⽟森林病院
社会福祉法⼈ さくら草 さくら草コスモス

千葉県 株式会社 PET BREEDER 株式会社PET BREEDER
株式会社 シモジマ east side tokyo
アムス・インターナショナル 株式会社 アムスビル
児童発達⽀援事務所 あゆみ 児童発達⽀援事務所 あゆみ

新潟県 社会福祉法⼈ 苗場福祉会 健康倶楽部つどい デイサービスセンターポプラ
北銀リース 株式会社 中野商事株式会社
⽴⼭町役場 岩峅保育所
株式会社 堀川商店 ⾦澤 ⼈形の堀川
株式会社 ホンダサロン⽯川 ホンダカーズ⽯川⻄ ⼊江店
株式会社 加賀屋 ハーバーハウス
株式会社 富⼠精⼯本社 株式会社 富⼠精⼯本社（製造部棟）
株式会社 かんぜん 本社事務所
有限会社 呉服の鈴屋 呉服の鈴屋
華陽紙業 株式会社 華陽紙業株式会社
プントミーノ プントミーノ
医療法⼈ 明萌会 ウエルネス⾼井 クリニック
医療法⼈社団 清秀会  滝⼾医院
医療法⼈社団 厚正会 しまづ整形外科 医療法⼈社団 厚正会 しまづ整形外科
株式会社 牧野製袋 パッケージプラザ静岡南店
有限会社 松尾薬局 松尾薬局
社会福祉法⼈ 聖隷福祉事業団 聖隷健康診断センター
株式会社 有楽 ウェルケア伊⾖⾼原
豊川商⼯会議所 豊川商⼯会議所
ジャパンレンタカー 株式会社 ジャパンレンタカー株式会社 本社ビル
株式会社 丸万 BEST M&K
学校法⼈ セムイ学園 東海医療科学専⾨学校
株式会社 三晃社 三晃錦ビル
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にしかわデンタルクリニック にしかわデンタルクリニック
株式会社 ごきげんライフ 岡崎南上地眼科クリニック
有限会社 平⼭ショップ 有限会社平⼭ショップ
医療法⼈ ゆとりす ごうクリニック
有限会社 丸幸 丸幸加⼯場 直売所
鈴⽊⽪フ科 鈴⽊⽪フ科
株式会社 シマウマ 株式会社シマウマ
社会福祉法⼈ ⽩壽会 特別養護⽼⼈ホーム豊野みかんの⾥
社会福祉法⼈ 正寿会 ケアハウスかざはや苑
株式会社 四⽇市南⾃動⾞学校 四⽇市南⾃動⾞学校
社会福祉法⼈ 正寿会 ⾵早の郷
ホワイト⻭科 ホワイト⻭科
株式会社ボーンフリー ボーンフリースーパーショップ
株式会社 ⽔⼝福祉社 かふか甲南セレモニーホール
岡崎⻭科医院 岡崎⻭科医院
有限会社 賞嵐観光 嵐⼭ぎゃあてい
社会福祉法⼈ 宇治⽥原むく福祉会 障害福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ-うじたわら
株式会社キリン堂 キリン堂加古川粟津店
株式会社キリン堂 キリン堂⼤久保店
株式会社 キリン堂 キリン堂氷室店
ヘアサロンOrchestra ヘアサロンOrchestra
社会福祉法⼈ こばと会 グループホームたんぽぽ
⼒⼠料理 天籟⼭ ⼒⼠料理 天籟⼭
ＫａｓｈｉＫａｓｈｉ ＫａｓｈｉＫａｓｈｉ
社会福祉法⼈ 裕榮福祉会  花たちばな認定こども園
株式会社 ビロー とりかわ権兵衛 岸和⽥店
株式会社 OSW ⽥中ビル
合同会社 今村 おいしい居酒屋 今家
社会福祉法⼈加古川ひまわり福祉会 加古川ひまわり福祉会保育園
浅野神経内科クリニック 浅野神経内科クリニック217号室
スカイジャパン 株式会社 兵庫県姫路市東夢前台3丁⽬62
有限会社 グローバルシステム 住吉南グローバルファーマシー薬局
株式会社 クインオート （株）クインオート 篠⼭⾃動⾞総合センター
社会福祉法⼈ ネバーランド福祉会 ケアハウス ネバーランド
株式会社 加美乃素本舗 株式会社 加美乃素本舗 マヤビル
医療法⼈社団 中⽥⻭科医院 中⽥⻭科医院
ありい⻭科 ありい⻭科
浅野神経内科クリニック 浅野神経内科クリニック
社会福祉法⼈ 東栗栖社会福祉協会 東栗栖保育園
奈相流通 株式会社 介護付有料⽼⼈ホーム ききのもり奈良駅前
株式会社 オガタビル 株式会社オガタビル
グランソール奈良 グランソール奈良
奈良県⾃動⾞⾞体整備協同組合 奈良県⾃動⾞⾞体整備協同組合
株式会社 三弘部品 株式会社 三弘部品
夢⼯房とらや 夢⼯房とらや
株式会社 ⼭⻑商店 株式会社⼭⻑商店
Modal 1001 Nights Modal 1001 Nights
アンドリゾート 株式会社 かつうら御苑
社会福祉法⼈ ⼭陰家庭学院 放課後等デイサービス事業所 みのりの家
⼭陰総業 有限会社 ⼭陰総業有限会社事務所棟
岡⼭スズキ⾃動⾞ 株式会社 岡⼭スズキ⾃動⾞本社
株式会社 シマダオール プロショップシマダ
有限会社 ヒロシゲ⽂庫 宮脇書店総社店、W-FIT24
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社会福祉法⼈ かぶと会 グループホーム泰⼭⽊
中国化⼯ 株式会社 中国化⼯株式会社 厚⽣棟
有限会社 ビクトリー観光 ビクトリー本店
医療法⼈ 宗⻫会 須波宗⻫会病院
⻄條商事 株式会社 ⻄條商事株式会社本部
⻄條商事 株式会社 ショージ下⾒店
株式会社 伯和 株式会社伯和本部
⻄條商事 株式会社 プロマート⻄條店
株式会社 伯和 ツインビクトリースロット
⻄條商事 株式会社 ショージ世羅店
有限会社 フランコジャパン ガビアーノ
医療法⼈社団 加藤会 ⾼陽中央病院
株式会社 シーエックスアール 株式会社シーエックスアール 本社ビル
株式会社 SKYコーポレーション 三⽥クリニック
株式会社 伯和 磯松ビクトリー
社会福祉法⼈ りじょう福祉会 りじょう認定こども園
社会福祉法⼈ 似島学園 児童養護施設 似島学園
⻄條商事 株式会社 ショージ⽩市駅前店
ひろぎんリース 株式会社 元町ふれあいセンター
学校法⼈ 聖和学園 幼保連携型認定こども園サムエル幼稚園
株式会社 伯和総業 株式会社伯和総業事務所
合同会社 ＯＨＡＮＡ 放課後等デイサービスNOAH
株式会社 オリエンタルホテル ⼩野⽥オリエンタルホテル
有限会社 吉崎労務管理事務所 有限会社吉崎労務管理事務所
株式会社 東⾕ 株式会社東⾕
社会福祉法⼈ 友情会 ケアハウスえんじゅ
⼤和観光 株式会社 ロイヤルガーデンホテル
有限会社 錦屋商店 ニシキヤ ⽯井店
社会福祉法⼈ 愛育会 吉野川育成園
社会福祉法⼈ 清⾒福祉協会 せいけんじこども園
株式会社 たまや たまや郡家店
ドゥコミュニケーション 有限会社 美容室 HAIR-DO
株式会社 たまや たまや三⽊店
株式会社 レスパスコーポレーション ⾒奈良天然温泉 利楽
株式会社 さくらんぼ 株式会社さくらんぼ
タイセイ株式会社 タイセイ株式会社 ビル
有限会社 アイ おんせん館いずみの湯
学校法⼈ 福岡海星⼥⼦学院 海星⼥⼦⾼等学校
ヘアー＆リラックス ソファ ヘアー＆リラックス ソファ
PUBLIC HAIR NICO PUBLIC  HAIR  NICO
医療法⼈ 愛⽣会 愛⽣記念病院
学校法⼈ 九州学院 学校法⼈九州学院 3号館
社会福祉法⼈ 紘健会 特別養護⽼⼈ホーム 福寿荘
医療法⼈ 福寿会 医療法⼈福寿会 ⽇野病院 ゆふいん⾵⾹
⼤分県医療⽣活協同組合 ⼤分県医療⽣活協同組合 在宅総合センターすこやか
えびの市農業協同組合 えびの市農業協同組合
有限会社 美⼤ グループホーム⼤河
美容室 SAIKA 美容室 SAIKA
有限会社 なかよし商事 カラオケ⻘⼤将
株式会社 東条設計 株式会社東条設計
有限会社 スカイピーシー チャイナワン天⽂館店
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