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352 3240001054027 Ｅａｒｔｈ　Ａｒｔ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（株） 早田　功 広島県広島市中区十日市町２－２－３４
399 2011101000547 （株）アーバントラフィックエンジニアリング 鈴木　弘幸 東京都新宿区四谷１－２０
274 4140001019022 アサヒプリテック（株） 中西　広幸 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２１
57 2330001007587 （株）ＲＫＫＣＳソフト 金子　篤 熊本県熊本市中央区九品寺１－５－１１

131 2330001000063 （株）ＲＫＫＣＳ 金子　篤 熊本県熊本市中央区九品寺１－５－１１
173 3240001000253 （株）ＲＣＣフロンティア 野﨑　東 広島県広島市中区基町２１－３
253 3240001014105 （株）ＩＳＣ 園崎　義雄 広島県広島市佐伯区五日市中央４－７－２４
152 6240001020843 （株）あい設計 清水　慶典 広島県広島市東区上大須賀町１０－１６
18 5470001004717 （株）アイ・ティー・シー 堀　修一 香川県高松市上林町３０９－１

288 2120001095991 アイテック（株） 前田　幸治 大阪府大阪市北区梅田１－１３－１
26 1240002026943 （有）青木商店 青木　大 広島県広島市安芸区瀬野町２１７９

266 1240001000288 （株）安芸グリーン企画 谷平　英紀 広島県広島市安佐南区大塚西４－８－３１
382 1240001058632 (株)安芸造園 新庄　浩二 広島県広島市安芸区矢野西１－４２－１３－２０１
23 4240001000376 （株）安芸緑地 仁井内　直太朗 広島県広島市安芸区上瀬野甲２３０３－１
94 3240001000377 安芸緑化建設（株） 谷平　博文 広島県広島市安佐北区落合５－２９－１４－４
58 1240001000271 （株）アクア 織田　正義 広島県広島市西区南観音４－４－１４
91 8240001020651 （株）アクアシステム 森　直樹 広島県広島市安佐南区祇園２－７－１９

387 8120001040851 (株)アコード 福留　純子 大阪府大阪市西区京町堀１－１０－１４
364 1240001025450 旭電機商事（株） 市川　二朗 広島県呉市焼山此原町２０－１－１
324 6010601023987 （株）アサヒファシリティズ 岡崎　俊樹 東京都江東区南砂２－５－１４
197 6011101000700 アジア航測（株） 畠山　仁 東京都新宿区西新宿６－１４－１
358 7020001070001 （株）明日葉 大隈　太嘉志 東京都港区芝４－１３－３
125 1240001029690 （株）アスコン 中原　貴裕 広島県福山市港町１－１５－２７
255 2260001019499 アセス（株） 松永　誠 岡山県津山市中北上１７３１－２
286 7240001003913 （株）アドプレックス 隅川　通治 広島県広島市中区舟入南１－１－１８
281 4240001037757 （株）アマノ 天野　裕 広島県尾道市東尾道４－１
290 3020001019365 アマノ（株） 津田　博之 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５
187 7240001011552 （株）アメニティライフ 藤中　勝俊 広島県広島市南区東雲１－１０－１２
209 3010801000426 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート（株） 尻無濱　秀治 東京都大田区山王１－３－５
228 9180001051009 （株）アルティアセントラル 大石　宇多野 愛知県名古屋市中区栄１－２９－２９
386 3240001000385 アンザイ(株) 西原　州康 広島県広島市西区楠木町３－１０－１５
391 9290001077876 (株)あんしんサポート 古賀　功一 福岡県福岡市城南区飯倉１－６－２５
289 7010401144280 （株）Ｅ．Ｓ　ＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ　ＧＲＯＵＰ 元山　一 広島県広島市中区大手町３－２－１９

5 4040001073062 （株）イーセル 田中　稔道 広島県広島市西区井口５－６－４
236 7010901005494 いであ（株） 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢３－１５－１
334 7240001000885 (株)いとや 小川　嘉彦 広島県広島市中区本通２－７
121 6290801021788 （株）インタラック西日本 竹池　日出人 福岡県北九州市小倉北区浅野２－１７－３８
99 2230001000255 （株）インテック 北岡　隆之 富山県富山市牛島新町５－５

362 9120103002807 ヴィレップス（同） 項　帥 大阪府松原市田井城１－６－２２
46 2240001016390 （株）ウェルウェル 吉村　元亨 広島県広島市西区商工センター３－４－２５

199 5011101016763 （株）ウォーターエージェンシー 榊原　秀明 東京都新宿区東五軒町３－２５
142 5240002001934 （有）宇根本造園土木 宇根本　昇 広島県広島市安芸区矢野南４－１－１
69 2240001025540 （株）エイシン 青山　康雄 広島県呉市東畑１－１－３５

398 6011101002696 （株）エイチ・アイ・エス 矢田　素史 東京都港区虎ノ門４－１－１
159 7260001000735 （株）エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町３－１－２１
85 5240001006562 （株）エヌ・イーサポート 長田　智久 広島県広島市西区己斐本町３－１３－１６

395 7010001064648 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株） 丸岡　亨 東京都千代田区大手町２－３－１
48 6010601032609 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス（株） 沖村　幸彦 東京都江東区豊洲３－３－９

195 8010401021784 ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 菅沼　正明 東京都港区港南２－１５－３
25 6010001135680 NECネッツエスアイ（株） 牛島　祐之 東京都文京区後楽２－６－１

283 3010401022977 ＮＥＣフィールディング（株） 鈴木　浩 東京都港区三田１－４－２８
282 9010401092148 ＮＸキャリアロード（株） 髙橋　哲哉 東京都港区東麻布１－２８－１３
40 3010401151289 NTT・TCリース（株） 成瀬　明弘 東京都港区港南１－２－７０

248 1010001067912 （株）ＮＴＴドコモ 吉澤　和弘 東京都千代田区永田町２－１１－１
179 2180001016265 ＮＴＴビジネスソリューションズ（株） 上原　一郎 大阪府大阪市北区大深町３－１
254 4120001014405 （株）ＮＴＴフィールドテクノ 桂　一詞 大阪府大阪市都島区東野田町４－１５－８２
346 9120002041377 NDネットサービス(有) 鈴木　宏隆 大阪府堺市堺区神南辺町二丁９０－５
54 9370001020968 （株）エネ・グリーン 谷川　嘉孝 広島県広島市南区稲荷町４－１

145 2160001003901 エネサーブ（株） 井上　博司 滋賀県大津市月輪２－１９－６
194 2240001006697 （株）エネルギア・コミュニケーションズ 渡部　伸夫 広島県広島市中区大手町２－１１－１０
225 1010801001748 （株）荏原製作所 浅見　正男 東京都大田区羽田旭町１１－１
268 3240001036173 （株）エビス 胡　定晃 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜４－２－７８
189 2010001128507 ＦＬＣＳ（株） 近藤　芳樹 東京都千代田区神田練塀町３
214 3240001001474 （株）エフォートシステム 赤羽　泰茂 広島県広島市中区舟入川口町２１－７
134 6280001000115 （株）エブリプラン 肥後　淳平 島根県松江市北陵町４６－６
120 4011101003449 （株）エム・エイチ・アイ 西　寛樹 東京都新宿区高田馬場４－３９－７
232 1240001025558 （株）エムケイ興産 宮下　佳昌 広島県呉市中通１－３－１６
31 6011101023123 （株）エムティーアイ 前多　俊宏 東京都新宿区西新宿３－２０－２

157 7500001005461 （株）えむぼま 森　正彦 愛媛県松山市余戸中４－５－４３
371 6240001014003 (株)エンタープライズシステム二十一 岡　礼次 広島県広島市中区千田町２－７－１７
146 2010001034531 応用地質（株） 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町７
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160 4320001000673 （株）オーイーシー 加藤　健 大分県大分市東春日町１７－５７
49 1240001001765 （株）オオケン 大中　幹夫 広島県広島市南区松川町５－９
38 1010001012983 （株）大塚商会 大塚　裕司 東京都千代田区飯田橋２－１８－４

235 9013201001170 （株）オオバ 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町３－７－１
353 1240001030054 （株）オービス 中浜　勇治 広島県福山市松永町６－１０－１
223 1010001013305 （株）オーヤラツクス 松村　かおり 東京都千代田区麹町１－６－２
400 4240002047870 （株）オガワ 小川　幸久 広島県安芸郡熊野町平谷２－２－６
218 6010701001991 ＯＫＩクロステック（株） 竹内　敏尚 東京都中央区晴海１－８－１１
207 7010401006126 沖電気工業（株） 森　孝廣 東京都港区虎ノ門１－７－１２
36 2500001007909 （株）乙媛印刷社 平山　計介 愛媛県西予市宇和町卯之町２－５３７

401 6240001018697 （株）オプトプランニング 高橋　鈴子 広島県広島市中区八丁堀６－１０
257 4011001005165 （株）オリエンタルコンサルタンツ 野﨑　秀則 東京都渋谷区本町３－１２－１
264 5120001147567 オリエントハウス（株） 川畑　善広 京都市中京区西ノ京東中合町４２
258 6011101004370 （株）会議録研究所 小池　好子 東京都新宿区市谷砂土原町１－２－３４
318 3240002047905 （有）亀谷機工 佐々木　誠 広島県安芸郡坂町坂西１－１３－６
143 7240001036277 （株）かめやクリーナー 金海　義弘 広島県安芸郡海田町大立町１－２３
111 6240002047935 （有）かわおか建興 河岡　祥一 広島県安芸郡坂町植田３－２０－２
175 3240002047896 （有）川手電機商会 川手　昇 広島県安芸郡坂町坂西１－８－１１
226 4240001002166 （株）環境開発公社 栗本　貴志 広島県広島市西区南観音６－１２－２１
292 7240001227301 環境保全（株） 沖山　勇 広島県呉市郷原町２５２７－３９１
123 9240001002079 （株）カンサイ 川本　義二 広島県広島市佐伯区五日市町大字石内４６０
265 2240001002085 （株）関西緑建 牛島　義則 広島県広島市西区田方２－１－１
177 5240001016891 （株）木定 木本　孝 広島県広島市中区大手町１－８－１７
55 4250001003144 （株）ぎじろくセンター 白井　義美 山口県宇部市大字西岐波１５４０－１２
24 1260001001961 （株）議事録発行センター 友野　泰志 岡山県岡山市北区高柳西町１－２３
86 3410001000946 北日本コンピューターサービス（株） 江畑　佳明 秋田県秋田市南通築地１５－３２

107 6011001062543 （株）キャンサースキャン 福吉　潤 東京都品川区西五反田１－３－８
96 1010001100425 （株）ぎょうせい 成吉　弘次 東京都江東区新木場１－１８－１１

278 3240001025688 （株）きんし 地岡　三利 広島県呉市中央６－４－４
81 1120001037978 （株）クボタ 北尾　裕一 大阪府大阪市浪速区敷津東１－２－４７

133 4260001010191 （株）熊谷興産 丸山　幹雄 岡山県岡山市北区青江５－２２－３４
115 1240001036308 （株）熊野技建 小田原　卓哉 広島県安芸郡熊野町初神１－１０－８
306 4240001005490 （株）クマヒラセキュリティ 今中　英治 広島県広島市南区宇品神田５－２３－２０
356 4240001002892 （株）熊本造園デザイン 熊本　和昌 広島県広島市安佐南区八木３－３－２０
393 6120901009295 クマリフト(株) 熊谷　知哉 大阪府大阪市西区京町堀１－１２－２０
325 3240001002968 蔵田ファイリング（株） 田戸　亨 広島県安芸郡坂町北新地４－２－６１
105 7120001199342 クリアウォーターＯＳＡＫＡ（株） 河谷　幸生 大阪府大阪市中央区船場中央２－２－５－２３３
34 2120001115147 （株）グリーンエコ 岡村　雅明 大阪府大阪市中央区南船場１－１７－１１

316 7240001025783 （株）くれせん 平尾　圭司 広島県呉市西中央４－６－３
212 1240001025764 （株）呉電子計算センター 石田　直樹 広島県呉市本通２－４－１
67 5140001058614 グローリー（株） 三和　元純 兵庫県姫路市下手野１－３－１

171 3012801004191 ＫＳＳ（株） 深澤　重幸 東京都武蔵村山市伊奈平１－７０－２
155 9270001003231 （株）ケイズ 松本　啓 鳥取県米子市両三柳２８６４－１６
44 9290001003205 （株）KRC 畑田　良伊 福岡県福岡市博多区東比恵２－７－１８
79 7010001042703 （株）建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町３－２１－１

339 2010601010650 (株)現代けんこう出版 中野　茂季 東京都墨田区両国１－１２－８
16 3240001003215 （株）こうこく 栗栖　重久 広島県広島市安佐北区亀山７－９－４５
61 7140001011975 神戸綜合速記（株） 藤岡　亮介 兵庫県神戸市中央区北長狭通４－３－８

150 4240001003370 （株）弘法 弘法　敦志 広島県広島市中区千田町１－３－４
311 9010001008669 国際航業（株） 土方　聡 東京都新宿区北新宿２－２１－１
183 7120001063804 国際セーフティー（株） 徳田　穂積 大阪府大阪市北区東天満１－５－１２
260 6010901004126 国土情報開発（株） 羽田　寛 東京都世田谷区池尻２－７－３

6 4240002006109 （株）KODAMA 園崎　寛士 広島県広島市安佐南区祇園１－２８－１０
19 4010001016602 （株）コトブキ 深澤　幸郎 東京都港区浜松町１－１４－５

388 1240002006219 (有)コマツ楽器店 小松　哲郎 広島県広島市中区土橋町４－７
193 6011501006529 （株）サーベイリサーチセンター 藤澤　士朗 東京都荒川区西日暮里２－４０－１０
293 1120001079723 （株）サイネックス 村田　吉優 大阪府大阪市天王寺区上本町５－３－１５
130 9240002032967 （有）サニタリープランニング 豊島　啓司 広島県呉市押込西平町１４－１８
360 8240001004290 （株）ザメディアジョン 前田　政登己 広島県広島市西区横川町２－５－１５
384 5240001004087 サンケイ(株) 荒谷　雄気 広島県広島市西区己斐本町２－６－１９
269 6010001044155 三建設備工業（株） 松井　栄一 東京都中央区新川１－１７－２１
63 5140001068836 三晃工業（株） 山梶　章 大阪府大阪市大正区鶴町２－１５－２６

315 5120001112851 三精工事サービス（株） 畑中　祐介 大阪府大阪市北区池田町１－４３
10 4120001001907 サンテクノサービス（株） 福地　京子 大阪府大阪市北区南森町２－４－３２
41 1240001012779 （株）サンネット 山口　隆法 広島県広島市中区袋町４－２１

276 5240001003717 三洋企業（株） 谷本　次郎 広島県広島市安佐南区祇園２－６－３２
185 9240001003705 山陽空調工業（株） 淺田　博昭 広島県広島市南区大須賀町１９－１３
344 3240001010863 山陽マーク(株) 大多和　康顕 広島県広島市西区楠木町１－２－５
87 2240001005369 （株）サンリフト 田中　信彦 広島県広島市安芸区矢野新町２－３－５

375 7011401012519 三和シヤッター工業(株) 髙山　盟司 東京都板橋区新河岸２－３－５
136 9180001004197 （株）シーエスエス総合舞台 真野　幸明 愛知県名古屋市千種区松軒１－５－１６
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191 2011101064773 （株）ジーエスエフ 善田　高志 東京都新宿区西新宿３－２０－２
12 4240002010440 （有）シーオーエム 石田　隆昭 広島県広島市南区出島２－１３－３５

245 7280001000964 （株）シーズ総合政策研究所 藤原　啓 島根県松江市菅田町１８０
379 7120001055727 ジェイアール西日本コンサルタンツ(株) 土肥　弘明 大阪府大阪市淀川区西中島５－４－２０
381 6240001016346 (株)ジェイ・イー・サポート 佐東　政明 広島県広島市中区八丁堀１５－８
84 8010401067209 （株）ジェイエスキューブ 松田　真人 東京都江東区東雲１－７－１２
43 7010401061823 JFE条鋼（株） 渡辺　敦 東京都港区新橋５－１１－３

118 6490001001273 ジェイエムシー（株） 仁木　真央 高知県高知市葛島４－３－３０
402 2011101029818 （株）ＪＭＣ 坂本　憲志 東京都港区浜松町１－３０－５
51 8010701012863 （株）ＪＴＢ 山北　栄二郎 東京都品川区東品川２－３－１１

147 2010001033475 （株）ＪＥＣＣ 桑田　始 東京都千代田区丸の内３－４－１
2 6500001012640 四国環境整備興業（株） 青野　通久 愛媛県今治市国分１－１－１８

158 7290001013750 （株）システム環境研究所 竹原　潤 福岡県福岡市博多区千代４－３０－２
13 8010701011766 （株）システムハウスアールアンドシー 中堀　雅臣 東京都品川区東大井２－１３－８

239 2240001003868 持続未来（株） 米山　真和 広島県広島市中区基町５－４４
361 4012401019176 シダックス大新東ヒューマンサービス(株) 山田　智治 東京都調布市調布ヶ丘３－６－３
182 7240001014126 （株）ジツタ中国 實田　泰之 広島県広島市中区富士見町１６－２
270 7240001036392 下花物産（株） 下花　眞二 広島県安芸郡坂町横浜中央１－６－３０
137 1240001004999 （株）社会保険研究所 安藤　武史 広島県広島市中区上八丁堀５－１５
89 3130001008274 （株）ジャパンインターナショナル総合研究所 藤原　壮督 京都府京都市右京区西京極西池田町９－５

301 4240001004922 （株）住宅ケンコウ社 菅野　康則 広島県広島市中区本川町２－５－３５
93 5250001008921 周南マリコム（株） 堀　学明 山口県周南市入船町２－３
64 6230001008261 （株）上智 金木　春雄 富山県砺波市千代１７６－１
82 4240001004583 新川電機（株） 新川　文登 広島県広島市中区三川町１０－９
66 1240001004594 （株）新生 森本　孝之 広島県広島市西商工センター７－５－２６

249 9240001004604 （株）新星工業社 佐々木　誠 広島県広島市南区宇品海岸３－８－６０
385 5240001047458 (株)シンセイテクノ 谷本　信正 広島県広島市中区西川口町１３－２－１０１
317 4240001004690 新ツシマ工業（株） 津島　良佳 広島県広島市佐伯区八幡３－２１－８
383 6010801005785 シンレキ工業(株) 田中　正晴 東京都大田区蒲田５－３８－１
238 4240001005111 シンワ無線機販売（株） 内藤　文男 広島県広島市中区東白島町１０－１７

4 6010901011626 （株）水機テクノス 原　毅 東京都世田谷区桜丘５－４８－１６
170 1240001005122 （株）水光エンジニア 溝口　奈留紀 広島県広島市西区中広町２－２３－１５
80 4240002008393 （有）杉山スポーツ 杉山　博規 広島県広島市南区金屋町２－６

376 4010701005061 (株)スポーツテクノ和広 髙松　保雄 東京都品川区南大井３－６－１８
178 8240001024009 （株）ＳＵＭＩＤＡ 隅田　英治 広島県山県郡北広島町今吉田１５２７
224 3080001016530 （株）静環検査センター 徳田　茂 静岡県藤枝市高柳２３１０
378 6240001026064 (株)制服のフジ 河﨑　圭一郎 広島県呉市中通１－１－２１
127 8240001005405 （株）西部防災 山廣　啓太 広島県広島市西区広町２－４－２２
139 3240001005442 （株）清和商会 今野　眞八 広島県広島市中区舟入幸町４－７

8 6011001035920 セコム（株） 尾関　一郎 東京都渋谷区神宮前１－５－１
200 5240002008839 （有）せとうち体器 佐伯　昇 広島県広島市南区出島２－２１－５９
336 7240001005587 ゼネラルスチール(株) 明石　依子 広島県広島市西区商工センター３－５－１２

7 3240001005509 （株）センタークリーナー 大濵　尚 広島県広島市南区出島１－２０－３
117 5240001005589 （株）センビ 中田　義秀 広島県広島市西区庚午南２－３３－２４
222 5290801002046 （株）ゼンリン 髙山　善司 福岡県北九州市小倉北区室町１－１－１
337 3240002023113 (有)総合厨房設計 岡﨑　亮 広島県広島市西区井口３－１－１４
285 6240001005695 （株）創備 金井　香織 広島県広島市安佐南区祇園２－１７－４１－２０２
168 2110001022732 ソリマチ（株） 反町　秀樹 新潟県長岡市表町１－４－２４
22 3240001009220 （株）ソルコム 大橋　大樹 広島県広島市中区南千田東町２－３２

201 6240001004409 （株）ソルコムビジネスサービス 貴舩　賢次 広島県広島市南区皆実町１－１０－２
174 5240001005861 （株）体育社 大野　昌志 広島県広島市中区三川町７－５
75 1010401092221 第一環境（株） 岡地　雄一 東京都港区赤坂２－２－１２

234 7010401017486 第一法規（株） 田中　英弥 東京都港区青山２－１１－１７
103 6120101041611 大栄環境（株） 金子　文雄 大阪府和泉市テクノステージ２－３－２８
11 1011801009384 （株）ダイショウ 金ヶ江　大三 東京都中央区八丁堀２－２１－２

370 8012401019180 大新東(株) 森下　哲好 東京都調布市調布ヶ丘３－６－３
389 6240001006017 (株)大進本店 山本　茂樹 広島県広島市中区鉄砲町１－１５
343 8240001005990 大成リフト製造(株) 岩本　一男 広島県広島市南区上東雲町１９－２
176 3240001006151 （株）タイヨー 元山　琢然 広島県広島市安芸区船越南５－１１－１
216 4120001077476 大和リース（株） 北　哲弥 大阪府大阪市中央区農人橋２－１－３６
169 7240001031229 タカオ（株） 髙尾　典秀 広島県福山市御幸町中津原１７８７－１
14 3010401017011 高千穂商事（株） 牧野　正明 東京都港区虎ノ門５－３－２０－４１５

304 9240001019791 タグソリューション（株） 川中　康男 広島県廿日市市木材港南７－４５
233 4240001006191 （株）武内商会 武内　良夫 広島県広島市南区皆実町１－９－４１
341 5120101024369 (株)タケミ・コーポレーション 廣瀨　丈巳 大阪府堺市西区山田二丁１９１－１
198 4240001006398 （株）立芝 田中　修司 広島県広島市西区楠木町２－４－３
251 9260001004197 田中機電工業（株） 田中　一郎 岡山県岡山市北区横井上１６９６－２
50 6240001006438 田中電機工業（株） 田中　秀和 広島県広島市南区大州１－５－２４

365 2010701005879 タニコー（株） 谷口　秀一 東京都品川区戸越１－７－２０
119 3320001001763 （株）地域科学研究所 平井　慎一 大分県大分市東春日町１－１
221 6240001011033 （株）地域計画工房 藤岡　憲三 広島県広島市西区三篠町３－３－３
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374 3280001006627 (株)地域事業再生パートナーズ 今若　明 広島県廿日市市宮内４４３３
302 5011401004138 （株）中央ジオマチックス 田中　尚行 東京都板橋区舟渡３－１５－２２
92 5240001006942 中外テクノス（株） 福馬　聡之 広島県広島市西区横川新町９－１２

156 4240001006530 中国エンジニアリングサービス（株） 井上　久士 広島県広島市南区東雲２－１４－６
97 6240001042821 中国三建サービス（株） 寺本　明男 広島県広島市中区白島中町７－１７

332 3250001003420 中国水工(株) 石崎　一雄 山口県宇部市居能町１－５－３３
28 7240005012729 （一財）中国電気保安協会 小川　司德 広島県広島市東区二葉の里３－５－７

166 4240001006737 中国電設工業（株） 野村　正覚 広島県広島市中区千田町３－１０－５
272 2240001006755 （株）中国ネオ 藤井　謙三 広島県広島市西区庚午北２－６－２８
15 5240001036584 （株）中国日立 小谷　也寸志 広島県安芸郡府中町茂陰１－２－１０

271 5260001007880 中四国ソルト（株） 小山　則之 岡山県岡山市北区十日市西町４－２４
244 9240001006971 （株）中電工 重藤　隆文 広島県広島市中区小網町６－１２
303 5010001050435 （株）長大 野本　昌弘 東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４
184 1240001007011 千代田テクノ（株） 中井　宗隆 広島県広島市佐伯区五日市町大字石内３２８０
363 4290001023926 ＴＩＳ西日本（株） 野中　浩司 福岡県福岡市博多区博多駅東２－５－１
394 7140001084237 （株）ＴＣＥ 相馬　宏至 兵庫県伊丹市北伊丹７－９０－２
204 5060001002844 （株）ＴＫＣ 飯塚　真規 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８
71 9240001012318 （株）データホライゾン 内海　良夫 広島県広島市西区草津新町１－２１－３５

203 - テクノオート坂 縫部　和秀 広島県安芸郡坂町横浜中央１－５－３８
323 7240001026229 （株）手島 手島　孝之 広島県安芸郡坂町小屋浦３－１０－１７
373 5120001067427 デュプロ(株) 辻本　智則 大阪府大阪市北区東天満１－１１－１９
367 9120001098385 テルウェル西日本(株) 山田　邦裕 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央１－７－１２
390 - トイシバ電機 問芝　満樹 広島県安芸郡坂町小屋浦２－４５－９
333 5010001134287 (株)東京商工リサーチ 河原　光雄 東京都千代田区大手町１－３－１
342 6010401015821 東京センチュリー(株) 馬場　高一 東京都千代田区神田練塀町３
29 1010001005285 （株）東京法規出版 菅　国典 東京都文京区本駒込２－２９－２２

231 7010401052137 東芝デジタルソリューションズ（株） 島田　太郎 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－３４
348 4013201004021 東武トップツアーズ(株) 坂巻　伸昭 東京都墨田区押上１－１－２
246 2010501035764 （株）東洋食品 荻久保　英男 東京都台東区上野１－１４－４
162 7240001007402 東洋リフト製造（株） 尼児　秀明 広島県広島市安佐南区伴西４－２２２０－１
153 5240001018450 東和環境科学（株） 平川　剛 広島県広島市中区舟入町６－５
240 6240002011189 （有）ときわ産業 小坂　弘治 広島県広島市安芸区矢野東７－６０－７
284 6240002011180 都市環境サービス（株） 金井　慶一郎 広島県広島市安佐南区祇園２－１７－４１
259 2240001021903 都市環境整備（株） 谷本　次郎 広島県広島市西区西観音町１５－９
144 4010401050341 トッパン・フォームズ（株） 坂田　甲一 東京都港区東新橋１－７－３
314 6240002011387 （有）冨永丹楓園 冨永　紀晶 広島県広島市南区向洋中町５－５
114 4240001023781 （株）トモ企画 保田　智典 広島県東広島市黒瀬町南方１９９－１３４
52 3240001026381 （株）内海開発 山口　恒 広島県呉市広大新開２－４－２

196 3120001018349 （株）中西製作所 中西　一真 大阪府大阪市生野区巽南５－４－１４
88 1320001010898 （株）ナカノ 中野　陽一 大分県中津市大字野依７０２－１

188 1240001007936 （株）ナカムラ 中村　豊 広島県広島市西区東観音町５－３１
102 7430001056297 （株）ナガワ 高橋　修 東京都千代田区丸の内１－４－１
320 4240001036528 西谷建工産業（株） 西谷　弘一 広島県安芸郡坂町小屋浦１－３－６
167 7120001105366 （株）西日本水道センター 工藤　清 大阪府大阪市淀川区宮原２－１０－９
190 7120001077523 西日本電信電話（株） 森林　正彰 大阪府大阪市都島区東野田町４－１５－８２
267 8290801002984 西日本フードサービス（株） 西村　繁 福岡県北九州市小倉南区下城野３－３－２
113 3010001025868 （株）ニチイ学館 森　信介 東京都千代田区神田駿河台４－６
53 9240001023769 （株）日航コンサルタント 愛須　友行 広島県東広島市西条中央１－１７－９

312 9010001063474 日清医療食品（株） 菅井　正一 東京都千代田区丸の内２－７－３
369 9260001005220 日進測量(株) 松枝　正剛 岡山県岡山市中区清水３６６－２
230 2220001004983 日成ビルド工業（株） 上田　秀樹 石川県金沢市金石北３－１６－１０
326 7010401157737 日通リース＆ファイナンス株式会社 小林　淳一 東京都港区海岸１－１４－２２
154 4010401022860 日本通運（株） 齋藤　充 東京都千代田区神田和泉町２
129 7010401022916 日本電気（株） 森田　隆之 東京都港区芝５－７－１
359 8320002008646 （有）日本一安い罠の店 三重野　丈一 大分県由布市挾間町来鉢２９９６－２
291 7120001040927 （株）日本インシーク 小林　祐太 大阪府大阪市中央区南本町３－６－１４
164 8011105005330 （一社）日本家族計画協会 北村　邦夫 東京都新宿区市谷田町１－１０
116 2010001016851 日本工営（株） 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４
74 2011101016254 日本光電工業（株） 萩野　博一 東京都新宿区西落合１－３１－４
35 8120001135239 日本国民食（株） 市川　敏一 東京都中央区日本橋堀留町２－４－３

215 1430001020886 日本コムテック（株） 北村　司 北海道札幌市中央区南八条西１３－３－６０
372 7010701023218 日本システムケア(株) 家近　茂 東京都品川区東品川２－３－１２
217 4010001062217 日本水工設計（株） 本名　元 東京都中央区勝どき３－１２－１
62 1240001032884 （株）日本総合科学 近本　陽一 広島県福山市箕島町南丘３９９－４６
78 8010801009041 日本調理機（株） 齊藤　有史 東京都大田区東六郷３－１５－８

149 3012401012867 日本無線（株） 小洗　健 東京都三鷹市牟礼６－２１－１１
250 5120001073004 日本メンテナスエンジニヤリング（株） 田伏　重成 大阪府大阪市北区同心１－７－１４
350 1011001037021 (株)ネクシィーズ 大前　成平 東京都渋谷区桜丘町２０－４
65 2400001001723 Ｎｅｘｔ-ｉ（株） 松浦　千尋 愛知県名古屋市中村区名駅２－３５－２２

351 1011001015010 パーソルテンプスタッフ(株) 木村　和成 東京都渋谷区代々木２－１－１
128 9430001029672 （株）ＨＡＲＰ 近藤　晃司 北海道札幌市中央区北一条西６－１－２
298 8240001008754 （株）ハイエレコン 上田　康博 広島県広島市西区草津新町１－２１－３５
161 3280001003731 （株）バイタルリード 森山　昌幸 島根県出雲市萩杼町２７４－２
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357 5180001014753 葉隠勇進（株） 大隈　太嘉志 東京都港区芝４－１３－３
33 4120101021722 （株）橋田舞台設備 橋田　伸俊 大阪府堺市美原区真福寺７７－１

237 8013401001509 パシフィックコンサルタンツ（株） 重永　智之 東京都千代田区神田錦町３－２２
68 5013201004656 （株）パスコ 島村　秀樹 東京都目黒区東山１－７－１
37 3240005003269 税理士法人　長谷川会計 長谷川　一彦 広島県広島市西区庚午中２－１１－１

151 3010001129215 パナソニックコネクト（株） 樋口　泰行 東京都中央区銀座８－２１－１
305 6240001048554 （株）ピアノ夢工房 渡邊　朋唯 広島県呉市本町１３－１８
220 9240001031739 （株）ビーシーシー 関谷　洋 広島県福山市光南町３－６－１０
83 1120901008079 （株）ピーシー販売 堀本　和幸 大阪府摂津市鳥飼銘木町１５－２１

206 5120001024989 ひかりのくに（株） 岡本　功 大阪府大阪市天王寺区上本町３－２－１４
186 6010701025710 （株）日立システムズ 柴原　節男 東京都品川区大崎１－２－１
294 7010001008844 （株）日立製作所 小島　啓二 東京都千代田区丸の内１－６－６
275 2010001027031 （株）日立ビルシステム 光冨　眞哉 東京都千代田区神田淡路町２－１０１
262 3290001015973 日之出水道機器（株） 浅井　武 福岡県福岡市博多区堅粕５－８－１８
42 4240002048605 日の丸環衛工業（有） 高山　浩一 広島県安芸郡府中町鹿籠２－１７－１２

396 7180001040070 表示灯（株） 徳毛　孝裕 愛知県名古屋市中村区名駅４－２－１１
95 1240001009924 （株）ヒラオカユニ 吉田　範子 広島県広島市中区広瀬北町８－９

247 3240001025779 ビルックス（株） 藤井　聖 広島県呉市阿賀南１－８－４９
9 9240001009917 （株）ヒロエー 石田　文優 広島県広島市南区出島２－１３－３５

354 6240001057687 ひろぎんエリアデザイン（株） 前田　昭 広島県広島市中区紙屋町１－３－８
39 7240005012431 （一財）ひろぎん経済研究所 水谷　泰之 広島県広島市中区銀山町３－１

124 8240001009950 広交産業（株） 佐島　弘晃 広島県広島市南区出島１－３４－４０
338 4240001010020 (株)ひろし本店 武田　信治 広島県広島市南区東雲１－５－２０
279 6240001009085 広島アイホー調理機（株） 芳賀　泰至 広島県広島市西区大芝３－１８－１４
101 5240001009094 広島駅弁当（株） 中島　和雄 広島県広島市東区矢賀５－１－２
243 2240001009205 広島ガス（株） 松藤　研介 広島県広島市南区皆実町２－７－１
208 5240001021834 広島ガステクノ・サービス（株） 池上　博文 広島県広島市南区皆実町２－６－１９
241 4240001036569 広島ガス東部（株） 七種　猛 広島県安芸郡府中町浜田３－４－２６
76 2240005000969 （一財）広島県環境保健協会 佐藤　均 広島県広島市中区広瀬北町９－１

313 8240005012752 （一財）広島県集団検診協会 住吉　寛 広島県広島市中区大手町１－５－１７
47 6240001009655 広島県薬業（株） 吉村　元亨 広島県広島市西区商工センター３－４－２５

126 6240001021809 広島自動車無線（株） 田村　秀治 広島県広島市中区上八丁堀３－６
122 4240001009384 （株）広島情報シンフォニー 寺尾　昌彦 広島県広島市東区牛田新町２－２－１
295 3240001009286 広島綜合警備保障（株） 山田　積 広島県広島市安佐南区西原８－３４－３
331 7240002013011 (有)広島入力情報処理センター 玉野　佳子 広島県広島市東区矢賀新町１－６－１４
109 3240001009690 （株）広島リバイン 廣森　久志 広島県広島市西区横川町２－１０－１３
181 1240001017514 深川医療器（株） 深川　竜 広島県広島市西区商工センター４－１５－１７

1 3240001010120 富士企業（株） 眞継　昭 広島県広島市佐伯区楽々園４－６－１９
138 5240001010135 （株）富士産業 赤田　悟 広島県広島市南区出島２－９－２０
340 8120001088619 富士産業(株) 栗田　隆志 大阪府大阪市住之江区南港北２－１－１０
180 4240001010136 藤システムズ（株） 藤山　雄治 広島県広島市西区中広町２－２２－３
30 2011401007325 富士フイルムシステムサービス株式会社 井上　あまね 東京都板橋区坂下１－１９－１
27 9240001012813 富士ゼロックス広島（株） 加藤　喜之 広島県広島市南区稲荷町２－１６

205 9010401086851 フジ地中情報（株） 深澤　貴 東京都港区海岸３－２０－２０
263 5010001006767 富士通Ｊａｐａｎ（株） 砂田　敬之 東京都港区東新橋１－５－２
310 6020001066941 （株）富士通ゼネラル 斎藤　悦郎 神奈川県川崎市高津区末長３－３－１７
297 7260002029294 フジテクノ（有） 三好　加納 岡山県津山市田熊１７８６－３
213 7240001010166 （株）不二ビルサービス 濵野上　隆志 広島県広島市西区楠木町４－８－１２
349 1011101015050 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株) 旗生　泰一 東京都江東区豊洲２－２－１
72 3010401026945 （株）フジマック 熊谷　光治 東京都港区南麻布１－７－２３

280 6010001055706 扶桑電通（株） 有冨　英治 東京都中央区築地５－４－１８
141 4240001010433 復建調査設計（株） 來山　尚義 広島県広島市東区光町２－１０－１１
335 - Ｂｒｏｏｋｇａｒｄｅｎ 小川　亮介 広島県安芸郡坂町植田４－１－５－１０２
345 4240001032031 (株)プロテック 永井　健三 広島県福山市南蔵王町６－１８－４０
261 3010001088964 文化シャッターサービス（株） 中島　省吾 東京都豊島区西巣鴨４－１４－５
32 1260001011820 （株）ベネッセコーポレーション 小林　仁 岡山県岡山市北区南方３－７－１７

210 6030001012597 （株）ボーダーリンク 安井　康真 埼玉県さいたま市大宮区下町２－１６－１
327 5240001010787 ホクエイ設備工業(株) 小田　克仁 広島県広島市安佐南区緑井８－３－６
219 9240001010791 北辰映電（株） 國本　佳宏 広島県広島市中区上幟町８－３９
70 8240001010801 ホシザキ中国（株） 大場　則夫 広島県広島市中区土橋町１－１３

392 5011101088852 母子モ(株) 宮本　大樹 東京都新宿区西新宿３－２０－２
242 4240001010879 （株）マイティネット 小尻　郁男 広島県広島市西区草津新町１－２１－３５
140 7240001010983 松岡クリーナー（株） 川上　良子 広島県広島市南区出島３－１－１５
202 7240001004928 松電産業（株） 岡田　幹憲 広島県広島市西区楠木町１－７－７
165 5010001007344 （株）松村電機製作所 松村　秀一 東京都文京区根津２－１２－１
132 7240001011180 丸伸企業（株） 金島　聖貴 広島県広島市安佐北区三入南１－１３－１４
347 3010501014528 (株)マルゼン 渡辺　恵一 東京都台東区根岸２－１９－１８
404 2240001028279 （株）マルニアステリア 山藤　孝 広島県廿日市市下平良２－１－６６
397 3240001011226 （株）丸猫 猫島　充識 広島県広島市安佐南区中筋３－２７－２６
329 3240001011283 丸美弁当(株) 武田　智美 広島県広島市東区曙１－３－２１
21 8010001029410 丸茂電機（株） 丸茂　英津子 東京都千代田区神田須田町１－２４

172 5240001011298 三浦技研工業（株） 三浦　健一 広島県広島市南区出島２－４－５５
104 8190001008702 三重中央開発（株） 平井　俊文 三重県伊賀市予野字鉢屋４７１３
60 1120001016214 ミザック（株） 柾木　隆弘 大阪府大阪市北区堂島浜１－４－１６

227 4010701026198 みずほ東芝リース（株） 丸山　伸一郎 東京都港区虎ノ門１－２－６
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56 4210001004017 三谷コンピューター（株） 後　淳也 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１－１３
308 8240001022813 （株）三井開発 三井　崇裕 広島県東広島市八本松町原４７９２
287 2240001011425 （株）三葉ポンプ 筒井　敏之 広島県広島市中区舟入南３－１３－３
330 4010001049866 三菱ＨＣキャピタル(株) 柳井　隆博 東京都千代田区丸の内１－５－１
20 5010001030412 三菱電機ビルソリューションズ（株） 松本　匡 東京都千代田区有楽町１－７－１

296 4240001011431 （株）みづま工房 田中　竜二 広島県広島市南区宇品海岸３－５－２８
322 - 三登モータース 三登　博之 広島県安芸郡坂町植田４－２－１２
90 3240001011449 ミドリ安全南広島（株） 田辺　和広 広島県広島市安芸区船越南２－１－８

299 7270001003596 三保電機（株） 小松　忠司 広島県広島市西区大芝１－２４－１９
319 5240001011579 （株）宮本造園 宮本　武利 広島県広島市東区馬木４－９６５－１８
100 6180001041350 （株）名豊 小池　武史 愛知県名古屋市中区松原２－２－３３
73 8010401075293 メタウォーター（株） 山口　賢二 東京都千代田区神田須田町１－２５

256 6290001017026 メディアインターナショナル（株） 江口　揚 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－３３
366 8240001011865 八洲管理(株) 佐藤　秀雄 広島県広島市西区東観音町１９－１
98 8240001028166 安田金属（株） 安田　秀吉 広島県廿日市市木材港北４－６０

252 2250001000831 （株）山産 伊東　洋 山口県山口市小郡下郷２１８９
3 7240002048783 （有）ヤマダ工業 山田　春時 広島県安芸郡坂町横浜中央１－３－１

368 2070001036729 (株)ヤマダデンキ 上野　善紀 群馬県高崎市栄町１－１
277 1010001092605 ヤマト運輸（株） 長尾　裕 東京都中央区銀座２－１６－１０
211 5010401030061 （株）大和速記情報センター 津田　健司 東京都港区新橋５－１３－１
108 4240001037385 （株）ヤマワキ 大松　康彦 広島県竹原市新庄町２９
45 3010001088790 （株）URリンケージ 西村　志郎 東京都江東区東陽２－４－２４

148 8010601024653 ユニアデックス（株） 田中　建 東京都江東区豊洲１－１－１
110 7240001026674 ユニオンフォレスト（株） 森澤　大司 広島県呉市中央２－５－１５
135 3280001000794 （株）吉谷 長見　秀男 島根県松江市東朝日町２３３－４
59 4010601042650 （株）ライズファクトリー 戸田　その子 東京都千代田区飯田橋２－１－４

273 5240002037037 （有）ライフワーク 正木　徳康 広島県廿日市市地御前５－２１－３６－５０３
380 2260001021736 (株)ラインズオカヤマ 松井　正之 岡山県備前市伊部１７２２－１
163 9010001031943 ランドブレイン（株） 吉武　祐一 東京都千代田区平河町１－２－１０
309 3013301039380 リエスパワーネクスト（株） 青木　博幸 東京都豊島区東池袋４－２１－１
321 3240001012538 理研産業（株） 久保田　勝彦 広島県広島市中区大手町４－６－２７
307 1010001110829 リコージャパン（株） 木村　和広 東京都大田区中馬込１－３－６
328 7010601037788 リコーリース(株) 中村　徳晴 東京都千代田区紀尾井町４－１
192 1290001017278 （株）リサーチアンドソリューション 清見　光生 福岡県福岡市博多区上呉服町１２－３３
77 4120001071999 理水化学（株） 森川　浩 大阪府大阪市北区南森町１－４－１０
17 8260001007077 （株）両備システムズ 松田　敏之 岡山県岡山市南区豊成２－７－１６

377 7240001012666 レーンマーク工業(株) 井上　幸久 広島県広島市安佐北区安佐町大字飯室字森城６８６４－１８
403 1240001056041 和可奈エンジニアリング（株） 金高　智之 広島県広島市中区大手町１－１－２０
112 7240001012443 （株）脇地産業 脇地　隆之 広島県広島市安芸区上瀬野南１－１９４３－２
229 3240001012389 （株）和広商会 久保　英範 広島県広島市東区光町２－４－２２
355 5240001039901 （株）ワタナベミュージックラボ 渡邊　朋子 広島県三原市城町２－２－３
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