
申請者

所在地
申請者名 施設名

青森県 医療法人 仁泉会 デイサービスセンターにこにこプラザみさわ

青森県 医療法人 仁泉会 デイサービスセンターしろいし

青森県 医療法人 仁泉会 介護老人保健施設しもだ 介護老人保健施設しもだ

青森県 医療法人 仁泉会 デイサービスセンターにこトピア萩野町

岩手県 東磐運送 株式会社 東磐運送株式会社 一関支店

宮城県 株式会社 イーエックス エクストリーム

福島県 松本歯科医院 松本歯科医院

福島県 社会福祉法人 松涛会 特別養護老人ホーム 亀齢荘

福島県 株式会社 ヤマトコーポレーション 株式会社ヤマトコーポレーション

福島県 医療法人 ひろさか内科 医療法人ひろさか内科

福島県 社会福祉法人 あだち福祉会 特別養護老人ホーム羽山荘

福島県 中村歯科医院 中村歯科医院

茨城県 株式会社 梅屋 株式会社梅屋

茨城県 ダイニングバー ホワイトバジル ダイニングバー ホワイトバジル

茨城県 株式会社 一望 筑波山温泉つくばの湯

茨城県 ファミリーカイロプラクティック院 ファミリーカイロプラクティック院

茨城県 株式会社 ワーゼン 株式会社ワーゼン

茨城県 鉄板食堂肉の番人 鉄板食堂肉の番人

茨城県 楽天酒家土浦 楽天酒家土浦

茨城県 茎崎町接骨院 茎崎町接骨院

茨城県 株式会社 椿屋商事 椿屋商事

茨城県 そば処竹前 そば処竹前

茨城県 株式会社 関根商店 和粋喜 隆べえ

茨城県 社会福祉法人 俊真会 認可保育所 ともっこ保育園

茨城県 リストランテ ラチッチャ リストランテ ラチッチャ

茨城県 株式会社 鈴文 鈴文 フューネラルスペース

茨城県 やまびこ弁天 やまびこ弁天

茨城県 カレーうどんZEYO. カレーうどんZEYO.

茨城県 有限会社 笹川 肉力

栃木県 大林クリニック 大林クリニック

栃木県 橋本歯科医院 橋本歯科医院

埼玉県 学校法人 秋草学園 秋草学園高等学校 秋草記念館

埼玉県 学校法人 昌平学園 昌平中学高等学校 本館・2号館

埼玉県 学校法人 所沢文化幼稚園 所沢第三文化幼稚園

千葉県 株式会社 ホテル三日月 龍宮城スパホテル三日月

千葉県 明和 株式会社 医療法人社団成和心会 東葛クリニック野田

千葉県 医療法人社団 葵会 葵の園・はまの

千葉県 社会福祉法人 柏光会 クイーン509

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



千葉県 株式会社 吉田屋 鴨川館

東京都 三菱電機クレジット 株式会社 特別養護老人ホーム南部陽光苑

東京都 株式会社 ロンド・スポーツ ロンドフィットネスクラブ東大和

東京都 学校法人 恵泉女学園 学校法人恵泉女学園

東京都 株式会社 ピープル セントラル

東京都 三菱電機クレジット 株式会社 特別養護老人ホーム鳥羽陽光苑

東京都 淡路町MHビル 淡路町MHビル

東京都 有限会社 アンジー 美容室アンジー 池上店

東京都 株式会社 小泉 株式会社小泉多摩 本社

東京都 リコーリース株式会社 放課後等デイサービスたんぽぽ 足崎店

東京都 三菱電機クレジット 株式会社 安藤整形外科

東京都 株式会社 古島 新町グレースビル

東京都 社会福祉法人 シルヴァーウィング 特別養護老人ホーム みさよはうす土支田

東京都 株式会社 ショッププランナー国際 本社

東京都 株式会社 ロンド・スポーツ ロンドスクールマックス上北台

東京都 三菱電機クレジット 株式会社 陽だまりの丘片田

東京都 三菱電機クレジット 株式会社 古橋歯科医院

東京都 リコーリース 株式会社 放課後等デイサービスたんぽぽ ひたちなか店

神奈川県 足立税理士事務所 足立税理士事務所

神奈川県 南蛮屋 株式会社 南蛮屋ガーデン

神奈川県 社会福祉法人平塚あさひ会 れんげの郷アネックス

新潟県 三和商事 株式会社 きらめきタウン２００１ 

新潟県 社会福祉法人 阿賀北総合福祉協会 障害福祉サービス事業所 ゆうきの里

新潟県 株式会社 シバタ 株式会社シバタ 新潟支店

富山県 北銀リース 株式会社 日本オートリサイクル株式会社 事務所棟

富山県 株式会社 大昇 祭ばやし滑川店

石川県 株式会社 西鐵工所 株式会社 西鐵工所

石川県 株式会社 みや本 株式会社みや本

石川県 株式会社 満月商事 株式会社満月商事

福井県 株式会社 福銀リース 高齢者・グループホーム アクティブケアー宮崎

福井県 マルチコンピューチィング 株式会社 マルチコンピューティング株式会社 本社

福井県 株式会社 プチモールうちやま プチモールうちやま

山梨県 株式会社サンニチ印刷 株式会社サンニチ印刷

⾧野県 株式会社 あぶらや燈千 湯田中温泉の宿 あぶらや燈千

⾧野県 有限会社 ソットラルベーロ イタリア料理店 ソットオーリオ

⾧野県 ホテルタキモト 株式会社 ホテルタキモト

岐阜県 株式会社 恵那川上屋 恵那川上屋

岐阜県 医療法人 悠信会 小森内科クリニック

静岡県 ファッション おくだ ファッション おくだ

静岡県 株式会社 平出章商店 本社

静岡県 レストラン エポック レストラン エポック

静岡県 U2JAPAN 株式会社 U2JAPAN株式会社

静岡県 有限会社 ウエルマツナガ グループホーム ウエル城北



愛知県 株式会社 インテルグロー SGビル

愛知県 イリヤ化学 株式会社 イリヤ化学株式会社

愛知県 医療法人 一路 林整形外科 医療法人一路 林整形外科

愛知県 フタバ 株式会社 フタバ株式会社

愛知県 株式会社 鶴弥 株式会社鶴弥 本社ビル

愛知県 はせがわ眼科医院 はせがわ眼科医院

愛知県 cut inn Craft cut inn Craft

愛知県 大同特殊鋼 株式会社 築地テクノセンター DCC本館事務所

愛知県 株式会社 ラグーナテンボス フェスティバルマーケット

愛知県 有限会社 安井商店 おかしのチップス渥美田原店

愛知県 有限会社 朋友 うどん おにがしま

愛知県 中京ハウジング 株式会社 株式会社AiO

愛知県 大藪歯科医院 大藪歯科医院

愛知県 医療法人 大志 徳重整形外科クリニック

愛知県 有限会社 ハットリカメラ 服部ビル 1階

愛知県 株式会社 ビジネスホテルかなやま マーレホテル東海

愛知県 永田歯科クリニック 永田歯科クリニック

愛知県 有限会社 安井商店 おかしのチップス豊橋岩田店

愛知県 社会福祉法人 あさみどりの会 れいんぼうワークス

愛知県 有限会社 安井商店 おかしのチップス浜松立野店

愛知県 医療法人 星野耳鼻咽喉科クリニック 医療法人星野耳鼻咽喉科クリニック

愛知県 株式会社 誠 寿町ビル

愛知県 有限会社 安井商店 おかしのチップス豊橋磯辺店

愛知県 珈琲屋らんぷ知多店 珈琲屋らんぷ知多店

愛知県 HAIR  MAKE  AVANTI ヘアーメイク アヴァンティ

愛知県 蔵フードグループ 株式会社 和風キッチン蔵

愛知県 有限会社 BUSH BUSHユメリア徳重店

三重県 社会福祉法人 グリーンセンター福祉会 特別養護老人ホームおおやまだ鶴寿園

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 社会福祉法人 のぞみの里 障がい者サポートセンターのぞみの里

三重県 学校法人 伊勢整容学園 伊勢理容美容専門学校

三重県 社会福祉法人 太陽の里 特別養護老人ホームまごころ苑

三重県 社会福祉法人 四日市福祉会 垂坂山ブルーミングハウス

三重県 中日臨海バス 株式会社 大阪堺支店 別棟

三重県 中日臨海バス 株式会社 大阪堺支店 本館

三重県 医療法人 いせ山川クリニック 医療法人 いせ山川クリニック

三重県 株式会社 田室塗装 株式会社田室塗装 本社

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

滋賀県 株式会社 ピソラ PISORA 泉佐野店

京都府 株式会社 入柿水道 株式会社入柿水道

京都府 学校法人 同志社 同志社びわこリトリートセンター革袋館

京都府 田中飼料 株式会社 田中飼料株式会社



京都府 株式会社 ブリッジ 株式会社ブリッジ

大阪府 社会福祉法人 豊悠福祉会 社会福祉法人豊悠福祉会 新館

大阪府 プレリーシミズ 株式会社 プレリー銀座ビル

大阪府 株式会社 立花商店 ＴＭＭビル

大阪府 富士開発 株式会社 ARROW松原店

大阪府 株式会社 キリン堂 キリン堂魚住店

大阪府 社会医療法人 協和会 伏尾クリニック

大阪府 社会福祉法人 豊年福祉会 特別養護老人ホーム明星

大阪府 宮前ビル 宮前ビル

大阪府 医療法人 土井外科胃腸内科 医療法人 土井外科胃腸内科

大阪府 三友ビル 三友ビル

大阪府 株式会社 現代広告社 現代神戸ビル

大阪府 株式会社 ビロー BIFITNESS 泉佐野店

大阪府 株式会社 ふぐ好 ふぐ好北新地店

大阪府 社会福祉法人 豊悠福祉会 社会福祉法人豊悠福祉会 本館

大阪府 津田産業 株式会社 津田産業株式会社 九州支店

大阪府 KARAOKE  壱 KARAOKE  壱

大阪府 株式会社 R&Aホールディングス RISE HAIR BRAND COCOO

大阪府 大阪府整容国民健康保険組合 大阪府整容国民健康保険組合

大阪府 株式会社 ふぐ好 ふぐ好池田本店

大阪府 株式会社 R&Aホールディングス RISE HAIR BRAND hanare

大阪府 医療法人 雅会 医療法人雅会 南野耳鼻咽喉科

大阪府 株式会社 ビロー とりかわ権兵衛 泉佐野店

大阪府 株式会社 わだち 和Dinningわだち

大阪府 株式会社 キリン堂 キリン堂生野林寺店

大阪府 株式会社 R＆Aホールディングス Wharf West 箕面船場店

大阪府 大阪市高速電気軌道 株式会社 Osaka Metro九条ビル

大阪府 株式会社 晃電社 株式会社晃電社 事務所

兵庫県 学校法人 高丸学園 幼保連携型認定こども園高丸幼稚園

兵庫県 大阪富士工業 株式会社 大阪富士工業株式会社

兵庫県 社会福祉法人 千鳥会 特別養護老人ホーム千鳥会ゴールド

兵庫県 日空工業 株式会社 日空工業株式会社

兵庫県 金澤産業 株式会社 金澤産業株式会社 本社

兵庫県 医療法人 資生会 医療法人資生会 松本内科

奈良県 南都リース株式会社 進学塾”関西“真美ヶ丘教室

奈良県 社会福祉法人 徳眞会 障害福祉サービス事業所 たけのこ園

和歌山県 ワイズヘアーエノモト ワイズヘアーエノモト

和歌山県 株式会社 アイス 株式会社 アイス

和歌山県 医療法人 健佑会 医療法人健佑会 上富田クリニック

和歌山県 中北クリニック 中北クリニック

和歌山県 医療法人 洗心会 玉置病院 医療法人洗心会 玉置病院

和歌山県 株式会社 まえだ住宅設備 株式会社まえだ住宅設備 事務所

鳥取県 医療法人社団 三樹会 医療法人社団三樹会 吉野・三宅ステーションクリニック



島根県 株式会社 出雲東郷電機 株式会社出雲東郷電機 2号館

岡山県 医療法人 岡山奏和会 撫川クリニック 医療法人岡山奏和会 撫川クリニック

岡山県 医療法人社団 清和会 笠岡第一病院

岡山県 日東物産 株式会社 日東物産株式会社

岡山県 吉和織物 株式会社 吉和織物株式会社

岡山県 株式会社 A・M・Yカンパニー 大衆海鮮酒場わをん

岡山県 勝部町内会 勝部公民館

広島県 社会福祉法人 広島市手をつなぐ育成会 多機能型事業所よこがわ

広島県 有限会社 さいき 東広島さいき やすらぎ会館

広島県 勝原商事 株式会社 リサイクルショップ リ・バース三原店

広島県 株式会社 都 ヴェルデュ都

広島県 社会福祉法人 本永福祉会 特別養護老人ホーム御園寮 北棟

広島県 医療法人 すこやか会 森近内科 医療法人すこやか会 森近内科

広島県 株式会社 鞆スコレ・コーポレーション 景勝館漣亭

広島県 株式会社 ゼネコス 株式会社ゼネコス

広島県 西広島ショートコース 株式会社 西広島ショートコース株式会社

広島県 株式会社 純正食品マルシマ 株式会社 純正食品マルシマ

広島県 社会福祉法人 芸北福祉会 特別養護老人ホーム寿光園

広島県 中国セラミックス 株式会社 中国セラミックス株式会社

広島県 有限会社 ケンキ商事 有限会社ケンキ商事 重井工場

広島県 有限会社 ＴＭ・クロックワーク 汀邸遠音近音

広島県 有限会社 扶桑プランドゥ 有限会社扶桑プランドゥ

広島県 医療法人 仁医会 井口病院 医療法人仁医会井口病院

広島県 株式会社 都 ステーキ懐石都春日

広島県 まえおか歯科医院 まえおか歯科医院

広島県 備三タクシー 株式会社 備三タクシー株式会社 本社事務所

広島県 株式会社 カルム Calm hair 栗原店

山口県 医療法人 松寿会 介護老人保健施設 好日苑

山口県 有限会社 瀬戸内保温 有限会社瀬戸内保温

徳島県 医療法人 小浜内科 医療法人小浜内科

徳島県 社会福祉法人 わかば会 川内わかば認定こども園

徳島県 株式会社 おりひげ 株式会社おりひげ

徳島県 株式会社 ディーディーインテックス 株式会社ディーディーインテックス本社

香川県 学校法人 穴吹学園 せとうち観光専門職短期大学

香川県 医療法人社団 みずた内科 医療法人社団みずた内科

香川県 社会福祉法人 若草福祉会 ひまわりこども園

香川県 株式会社 きむら 新鮮市場きむら国分寺店

香川県 社会福祉法人 香川県百華福祉会 勅使百華こども園

愛媛県 医療法人 啓樹会 医療法人啓樹会みやうち医院

愛媛県 旭町内科クリニック 旭町内科クリニック

愛媛県 CCH 株式会社 クライミングスタジオブレイブ

高知県 株式会社 乾総合仏壇仏具流通センター 乾仏具店 土佐道路店

高知県 株式会社 乾総合仏壇仏具流通センター 乾仏具店 松山本店



高知県 株式会社 乾仏具店 乾仏具店 知寄町店

高知県 株式会社 乾仏具店 乾仏具店 高知本店

高知県 丸正興業株式会社 ホテル ワンナイン

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

福岡県 西部ガステクノソリューション 株式会社 八仙閣 志免店

福岡県 株式会社 グリーンプラス 医療法人うえの病院

福岡県 社会福祉法人 すみれ育成会 すみれアクティブセンター

福岡県 有限会社 オピウム  OPIUM HAIR MAKE

福岡県 医療法人社団 誠和会 医療法人社団誠和会牟田病院

福岡県 岩田整骨院 岩田整骨院

福岡県 株式会社 原鶴温泉観光ホテル小野屋 ホテルパーレンス小野屋

福岡県 医療法人 吉村病院 医療法人吉村病院

佐賀県 ダイレックス 株式会社 ダイレックス 筑紫野店

佐賀県 株式会社 メリーランド セントラルホテル伊万里

佐賀県 ダイレックス 株式会社 ダイレックス 柳川南店

佐賀県 将栄建設 株式会社 将栄建設 株式会社

⾧崎県 医療法人 耕雲会 おおつる内科医院 医療法人耕雲会 おおつる内科医院

⾧崎県 社会福祉福祉法人 秀峯会 特別養護老人ホームつばきの里

⾧崎県 LIFE・DESIGN 株式会社 ショートステイ王樹

熊本県 医療法人 むすびの森 あきた病院

熊本県 医療法人社団 清心会 春日クリニック

熊本県 玉木旅館 玉木旅館

鹿児島県 株式会社 朝の海 朝の海ビル

鹿児島県 社会福祉法人 照島会 特別養護老人ホーム潮風園

鹿児島県 株式会社 オーリック 本社

鹿児島県 有限会社 タンポポ福祉館 グループホームタンポポ福祉館

沖縄県 社会福祉法人 中陽福祉会 うるま市障がい者支援センターあやはし苑

沖縄県 ＨＭＪ 株式会社 アグーしゃぶしゃぶみるく 沖縄 那覇本店


