
申請者名 施設名

社会福祉法⼈ みやぎ会 デイサービスセンターみやぎ
社会福祉法⼈ みやぎ会 デイサービスセンターばんちょう
株式会社 サンメディックス デイサービスセンターにこトピア雫⽯
公益財団法⼈ シルバーリハビリテーション協会 介護⽼⼈保健施設はくじゅ
医療法⼈ ⻘樹会 介護⽼⼈保健施設サンライフえさし
株式会社 福伸 ⾼齢者複合施設もたいの⾥
医療法⼈ ⻘樹会 介護⽼⼈保健施設ヴィラ加賀野

宮城県 有限会社 彩井美 グループホーム コスモス
秋⽥県 医療法⼈ 吉成医院 吉成医院

有限会社 パドックイレブン 有限会社パドックイレブン
有限会社 ユーミーズコン グランロック
くにさき⼩児⻭科 くにさき⼩児⻭科
根本厚⻭科医院 根本厚⻭科医院
医療法⼈社団 ⻘柳⻭科医院 ⻘柳⻭科医院
医療法⼈ ファミリア⻭科 医療法⼈ファミリア⻭科
医療法⼈ 森宿⻭科医院 森宿⻭科医院
医療法⼈ くにい内科クリニック くにい内科クリニック
株式会社 ウエステック 株式会社ウエステック
倉本建築 株式会社 倉本建築株式会社 事務所
株式会社 イデア 株式会社イデア
中島⻭科医院 中島⻭科医院
三共設備 株式会社 三共設備株式会社
株式会社 CHAN'S からあげ専⾨店たまちゃん
株式会社 CHAN'S 中華そば潤ちゃん
エヌ・アール 株式会社 エヌ・アール株式会社
鶏優酒場 鶏優酒場
株式会社 TWENTY 株式会社TWENTY
勝⽥商事 有限会社 勝⽥商事有限会社事務所
らーめん  いやどうも らーめん  いやどうも
株式会社 ＶＡＧＵＥ 麺や蒼
オリックストラックレンタル⼟浦営業所 オリックストラックレンタル⼟浦営業所
中国酒房 泰⼭ 中国酒房 泰⼭
株式会社 Kou Shin 酒と肴のたか⽊
活⿓⽜久店 活⿓⽜久店
株式会社 トキワ商⼯ トキワ商⼯
鮨処 修 鮨処 修
Bar Re Re Bar Re Re
株式会社 丸紅 ザ・ハウス・オブ・ブランセ
社会福祉法⼈ 筑⽔会 特別養護⽼⼈ホーム筑⽔苑
有限会社 飯野不動産管理 Do Station
鶏串処⼀鶏   鶏串処⼀鶏
株式会社 ⽇本社会機構 つくばらーめん⻤者語
株式会社 ⽇本社会機構 芛堂寺
株式会社 ＶＡＧＵＥ 松阪⽜三重
株式会社 ⽇本社会機構 論露に不⼆
有限会社 フランセ 有限会社フランセ
社会福祉法⼈ あかね会 ケアハウス マイホーム五浦
学校法⼈ 宇都宮海星学園 学校法⼈宇都宮海星学園
⽥崎設備 株式会社 ⽥崎設備株式会社
株式会社 YELL 横浜家系らぁめん辻⽥家⽯橋店
社会福祉法⼈ 智灯会 強⼾こども園
株式会社 ホテル⼀井 ホテル⼀井

茨城県

栃⽊県

群⾺県

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
採択者⼀覧（三次公募）

⻘森県

岩⼿県

⼭形県

福島県



Bar CIEL Bar CIEL
有限会社 上⾥葬祭 上⾥聖苑
RAME RAME
鉄板屋 鉄板屋
らぁ麺いちご家 らぁ麺いちご家
⼤⽵材⽊ 合同会社 脇⽥本町ビル
社会福祉法⼈ ⾼栄会 特別養護⽼⼈ホーム 花⽔⽊の⾥
学校法⼈ 所沢⽂化幼稚園 所沢第⼀⽂化幼稚園
株式会社 SSE 昭和堂
株式会社 SSE 平成堂
ココ・ダイニングバー ココ・ダイニングバー
株式会社 たち川 たち川
Yujiro Yujiro
⼩⻨屋 ⼩⻨屋
株式会社 リーテム リーテム東京⼯場
合同会社 MINEMURA 峯村ビル地下1階
JA三井リース 株式会社 介護⽼⼈保健施設のぞみ
有限会社 ビッグドッグジャパン なにわ筋ビル
学校法⼈ ⼤原学園 ⼤原簿記公務員医療福祉保育専⾨学校⽴川校3号館
医療法⼈財団 葛飾厚⽣会 医療法⼈財団葛飾厚⽣会 東⽴病院
⼭⽥化成 株式会社 ⼭⽥ビル
医療法⼈ 信英会 森⼭⻭科医院
三幸産業 株式会社 ラ・ルネサンス・ド・三幸堂ビル
株式会社 河合塾進学研究社 河合塾 四⽇市現役館
株式会社 河合塾進学研究社 岡崎現役館
⼀般社団法⼈ 宍倉ビル 宍倉ビル
医療法⼈財団 南葛勤医協 （医）南葛勤医協 葛⻄みなみ診療所
医療法⼈財団 良⼼会 ⻘梅成⽊台病院 リハビリ棟
株式会社 ロメル 株式会社ロメル
ブレーンバンク 株式会社 四⾕学院 千葉校
株式会社 しまナーシングホーム 介護付有料⽼⼈ホーム しまナーシングホーム⼤森
株式会社 THINKフィットネス ゴールドジムイースト東京
株式会社 THINKフィットネス ゴールドジムノース東京
株式会社 THINKフィットネス ゴールドジム湘南神奈川
三菱電機クレジット 株式会社 親和プロセス本社ビル
中島⾦属箔粉⼯業 株式会社 中島ゴールドビル
株式会社 ロメル インパークス越⾕店
東京⾼速道路 株式会社 北数寄屋ビル
株式会社 カスケード東京 らいおんハートリハビリ温泉デイサービス川尻アネックス
NTT・TCリース 株式会社 株式会社三河機⼯ホールディングス
株式会社 アルテミシア 平安郷デイサービスセンター
株式会社 サンドラッグ サンドラッグ稙⽥店
株式会社 THINKフィットネス ゴールドジム原宿東京
株式会社 チッタ エンタテイメント ラ チッタデッラ
株式会社 和⽥軍団 ゴル家 伊勢佐⽊モール店
プラウドライフ 株式会社 はなことば新横浜
あさひ矯正⻭科医院 あさひ矯正⻭科医院
特定⾮営利活動法⼈ たんぽぽ会 三ツ境たんぽぽ保育園
株式会社 ケアサポート・ヴィラ湘南 SOMPOケア SOMPOケア ラヴィーレ⼤磯
⼀般社団法⼈ 森のきょうしつ「ののはな」 ⼀般社団法⼈森のきょうしつ「ののはな」
社会福祉法⼈ 岡⼭福祉会 岡⼭乳児園
有限会社 クローバー企画 天⼼坊
医療法⼈社団 かさはらクリニック かさはらクリニック

富⼭県 医療法⼈社団 アルペン会 アルペンリハビリテーション病院
株式会社 ⼤和環境分析センター 株式会社⼤和環境分析センター
社会福祉法⼈ ⽩帆会 ⼤根布保育園
社会福祉法⼈ ⽩帆会 ⽩帆台保育園

東京都

神奈川県

新潟県

⽯川県

埼⽟県

埼⽟県



株式会社 ⻄野⼯務店 株式会社⻄野⼯務店
仲村家具 有限会社 The N's 仲村の家具

⼭梨県 株式会社 ⼩泉中部 株式会社⼩泉中部 佐久営業所
株式会社 みやび屋 花串庵MIYABI⻑良店
CANVAS CANVAS
株式会社 ⻄尾組 株式会社⻄尾組
医療法⼈社団 シー・オー・アイ いしだ眼科
株式会社 ⻑⾕川 しおん会館
ラ・フォンテ ラ・フォンテ
遠州夢咲農業協同組合 JA遠州夢咲  本店別館
株式会社 呉⽵荘ホテルズ 豊橋ステーションホテル
タナカ燃料 株式会社 タナカ燃料株式会社
タナカ燃料 株式会社 タナカ燃料株式会社
学校法⼈ 国際教育機構 認定こども園わかば幼稚園
清⽔スポーツ整形外科 清⽔スポーツ整形外科
⼀般財団法⼈ 神⼭復⽣会 神⼭復⽣業院
株式会社 呉⽵荘 エースイン刈⾕
静鉄タクシー 株式会社 静鉄タクシー株式会社 本社営業所
静鉄タクシー 株式会社 静鉄タクシー株式会社 本社営業所
株式会社 ＫＴＳオペレーション 沼津リバーサイドホテル
社会福祉法⼈ 知多学園 むらさき野苑南陵デイサービスセンター
株式会社 蒲郡クラシックホテル 蒲郡クラシックホテル
シンコー 株式会社 シンコー株式会社
四軒家整形外科クリニック 四軒家整形外科クリニック
宮の森クリニック 宮の森クリニック
瀬⼾商⼯会議所 瀬⼾商⼯会議所
株式会社 タチヤ タチヤ⽊曽岬店
めん処 登起乃庵  めん処 登起乃庵
社会福祉法⼈ 信⻯会 信⻯こどもの森児童館
有限会社 Fuerteひまわり 第１ショートステイひまわり
医療法⼈ ⽟⽯産婦⼈科 医療法⼈⽟⽯産婦⼈科
東洋プラント 株式会社 東洋プラント株式会社
社会福祉法⼈ わかたけ ⽣活介護事業所わかたけ萩の⾥
社会福祉法⼈ ⻘⼭福祉会 特別養護⽼⼈ホームいがの⾥
しのぎ⽿⿐咽喉科クリニック しのぎ⽿⿐咽喉科クリニック
しがぎんリース・キャピタル 株式会社 堅⽥イトマンスポーツクラブ
⼀哲 合同会社 お好み焼きはここやねん⻑浜店
ＥＬＬＹ 株式会社 サービス付き⾼齢者向け住宅 すてら
井上内科 井上内科
そば切り 天笑 そば切り天笑
株式会社 髙尾鉄⼯所 株式会社髙尾鉄⼯所
板前料理 ぐる芽 板前料理 ぐる芽
社会福祉法⼈ 仁景会 すみれ苑
ディー・エフ・エル・リース 株式会社 NSIパールブリッジスイミング
株式会社 TWレストラン 和楽⼼ 枚⽅店
株式会社 現代広告社 現代神⼾ビル４階５階
株式会社 EXPAND-AID 百⾆⿃サンキューリハビリデイサービス
⼤元気 株式会社 6年４組池袋校
株式会社 エクセディ商事 株式会社エクセディ商事 ETCビル
学校法⼈ 茨⽊学園 茨⽊みのり幼稚園
社会福祉法⼈ ぽぽんがぽん 社会福祉法⼈ぽぽんがぽん
⻄部エンジニアリング 株式会社 ⻄部エンジニアリング株式会社
社会福祉法⼈ ほっこり福祉会 ほっこりの⾥
⽩ハト⾷品⼯業 株式会社 ⽩ハト⾷品⼯業株式会社 本社
お好み焼き でん お好み焼き でん
医療法⼈ 健河会 河村クリニック 医療法⼈健河会河村クリニック
社会福祉法⼈ めぐみ保育園 めぐみ保育園

滋賀県

⼤阪府

岐⾩県

静岡県

三重県

愛知県

福井県



株式会社 わだち 九州⼲物市場わだち
⽩浜エネルギーランド 株式会社 ⽩浜エネルギーランド株式会社
社会福祉法⼈ライフサポート協会 地域⾃⽴⽣活⽀援センターなごみ
株式会社 コントロールズ機器 株式会社コントロールズ機器

兵庫県 もりぐち⻭科クリニック もりぐち⻭科クリニック
良家 株式会社 良家株式会社 橿原店
株式会社尾河 Le BENKEI
特定⾮営利活動法⼈ ポエム ふれあいセンター「ポエム」
社会福祉法⼈ 浜⽥福祉会 特別養護⽼⼈ホーム美川苑
社会福祉法⼈ 浜⽥福祉会 グループホーム美川の郷
医療法⼈ たかはしクリニック 医療法⼈たかはしクリニック
⾏成治療院 ⾏成治療院
株式会社 トラストワン 株式会社トラストワン（本社）
株式会社 トラストワン 株式会社トラストワン（事務所）
株式会社 ⾳茶屋 株式会社⾳茶屋
社会福祉法⼈ 和福祉会 特別養護⽼⼈ホーム庄の⾥
株式会社 ⻄建設 ㈱⻄建設 事務所・貸事務所
有限会社 坪井総合管理 坪井⽪膚科泌尿器科医院
社会福祉法⼈ 平成会 あおぞら⼯房
社会福祉法⼈ アンダンテ ジョイ・ジョイ・ワーク引野
ひろぎんリース 株式会社 清⽔ヶ丘⾼等学校
社会福祉法⼈ 原⽥ヒカリ会 特別養護⽼⼈ホームひかり苑
株式会社 やまねフーズ 株式会社やまねフーズ
合同印刷機材 株式会社 合同印刷機材株式会社
社会福祉法⼈ むつみ会 向島ケアハウス
社会福祉法⼈ まほろばの⾥沖美 まほろばの⾥沖美
医療法⼈社団 聖仁会 ⼾⾕医院
株式会社 A&C 天然温泉宮浜べにまんさくの湯
再⽣本舗 合同会社 再⽣本舗合同会社
医療法⼈ 仁康会 港町クリニック
ハルクホールディングス 株式会社 ハルクホールディングス本社ビル
株式会社 原⽥屋 原⽥屋ビル
株式会社 ⽡そばたかせ ⽡そばたかせ南本館

徳島県 株式会社 ⾕⼝兄弟商会 新祖⾕温泉ホテルかずら橋
社会福祉法⼈ 松寿会 特別養護⽼⼈ホーム 松ケ浦荘
株式会社 三好製作所 J.A.M FACTORY
株式会社 たまや たまや春⽇店
社会福祉法⼈ 醍醐福祉会 平⼭こども園
株式会社 琴平グランドホテル 琴平グランドホテル桜の抄
株式会社 ⾼松マリーナー 株式会社⾼松マリーナー
うえた町整⾻院・整体院 うえた町整⾻院・整体院
株式会社 きむら 新鮮市場きむら丸⻲三条店
株式会社 きむら 新鮮市場きむら 国分寺店

愛媛県 有限会社 ⻄条ステーションホテル 有限会社⻄条ステーションホテル
⾼知県 株式会社 乾総合仏壇仏具流通センター 乾仏具店 四万⼗店

医療法⼈社団 誠和会 医療法⼈社団誠和会牟⽥病院北館
社会福祉法⼈ 久住会 ケアハウスくらじの郷
⻄部ガステクノソリューション 株式会社 ⻄部ガスリアルライフ北九州株式会社 千代事業所
有限会社 太陽牧場 豊前屋 官べえ
合同会社 EAST デイサービスリハビリセンターEASTサテライト事業所
医療法⼈ ⽯井リハビリクリニック 医療法⼈ ⽯井リハビリクリニック
Axis弥⽣が丘駅前校 Axis弥⽣が丘駅前校
HairBooth FiveStar HairBooth FiveStar
美容室アスク 美容室アスク
アイ・ケイ・ケイ 株式会社 キャナルサイドララシャンス
アイ・ケイ・ケイ 株式会社 ララシャンス太陽の丘
アイ・ケイ・ケイ 株式会社 アイ・ケイ・ケイ（株）グランバンベール

広島県

⼭⼝県

⾹川県

福岡県

佐賀県

奈良県

島根県

岡⼭県

⼤阪府



有限会社 恵光堂 有限会社恵光堂
医療法⼈ 桜⼗字 桜⼗字病院
中華厨房 唐朝 中華厨房 唐朝
Ｔ＆Ｄリース 株式会社 天草エネルギー株式会社
RIN SYAN RIN SYAN
株式会社 清流荘 ⼭⿅温泉 清流荘
⼤分⼩松フォークリフト 株式会社 ⼤分⼩松フォークリフト株式会社
みやわき⼩児科 みやわき⼩児科
ダイニングレストランふわふわ ダイニングレストランふわふわ
有限会社 岩⾒商事 有限会社岩⾒商事
奥⽥事務所 奥⽥事務所
株式会社 とみや 株式会社とみや
学校法⼈ 錦城学園 学校法⼈錦城学園幼保連携型認定こども園錦城幼稚園
有限会社 エスアールファクトリー 有限会社エスアールファクトリー
株式会社 グリーンホテル福住 グリーンホテル福住
株式会社 センテイ 株式会社センテイ
株式会社 三倉⾷品 株式会社三倉⾷品
沖縄ヤクルト 株式会社 ヤクルトコミュニティプラザ沖縄
医療法⼈ かなの会 コザクリニック

（敬称略）

熊本県

⼤分県

⿅児島県

沖縄県


