
企業名 業種 本社所在地

1 アイ‐ウッド（株） 建設業 熊本県

2 （株）アイオス 情報通信業 東京都

3 Ｉ・Ｔ・Ｏ（株） 鉄鋼業，非鉄金属・金属製品製造業 大阪府

4 アイディホーム（株） 建設業 東京都

5 （株）アイノートコンサルタント その他の専門・技術サービス 福岡県

6 （株）アイメックス はん用・生産用・業務用機械器具製造業 広島県

7 アイ・エイチ・ジェイ（株） 小売業 鹿児島県

8 （株）アクセル その他（サービス業） 愛知県

9 アサヒ・エンジニアリング（株） はん用・生産用・業務用機械器具製造業 福岡県

10 （株）朝日工業社 建設業 東京都

11 アズテックコンサルタンツ（株） 建設業 福岡県

12 足立工業（株） 建設業 愛知県

13 アトラス情報サービス（株） 情報通信業 大阪府

14 （株）アドバンストラフィックシステムズ 情報通信業 東京都

15 （株）アルテクス その他（サービス業） 福岡県

16 （株）アルファシステムズ 情報通信業 神奈川県

17 安藤工事（株） 建設業 福岡県

18 （株）アーキテックス 建設業 福岡県

19 アース環境サービス（株） その他（サービス業） 東京都

20 （株）アーネット 情報通信業 大分県

21 イカリ消毒（株） 化学工業，石油・石炭製品製造業 東京都

22 （株）イチケン 建設業 東京都

23 （株）イトーヨーカ堂 小売業 東京都

24 井原築炉工業（株） 建設業 大阪府

25 （株）イング その他（サービス業） 東京都

26 （株）ウチダ 輸送用機械器具製造業 大阪府

27 （株）エイエイエス 情報通信業 東京都

28 栄和設計（株） その他の専門・技術サービス 福岡県

29 （株）エキスパートパワーシズオカ その他（サービス業） 静岡県

30 （株）駅前不動産 不動産取引・賃貸・管理業 福岡県

31 （株）エジソン その他の製造業 東京都

32 エスアールエス（株） その他（サービス業） 東京都

33 （株）エスエスイー 情報通信業 東京都

34 ＳＭＫ（株） 電子部品・デバイス・電子回路製造業 東京都

35 エスビージャパン（株） その他（サービス業） 佐賀県

36 エムエステック（株） 建設業 熊本県

37 （株）エースシステムズ 情報通信業 広島県

38 大石建設　（株） 建設業 長崎県

39 （株）大方工業所 建設業 広島県

40 大阪富士工業（株） はん用・生産用・業務用機械器具製造業 兵庫県

41 大阪府住宅供給公社 建設業 大阪府

42 鳳工業（株） 建設業 大阪府

43 大林道路（株） 建設業 東京都

44 （株）沖電工 建設業 沖縄県
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45 （株）曙設備工業所 建設業 福岡県

46 （株）柿原組 建設業 福岡県

47 （株）加藤製作所 輸送用機械器具製造業 東京都

48 金子建設（株） 建設業 福岡県

49 （株）カネタニ 小売業 佐賀県

50 （株）　岡工務店 建設業 兵庫県

51 （株）　情報技研 電気・情報通信機械器具製造業 栃木県

52 （株）アーネストワン 建設業 東京都

53 （株）ＷＥＬＭＡ 建設業 福岡県

54 （株）カシワバラ・コーポレーション 建設業 東京都

55 （株）カプコン 情報通信業 大阪府

56 （株）ぎょうせい 情報通信業 東京都

57 （株）ＳＩＣ 複合サービス事業 福岡県

58 （株）東北マツダ 小売業 宮城県

59 （株）日立ハイテクマニファクチャ＆サービス 電子部品・デバイス・電子回路製造業 茨城県

60 （株）ベアールートシステム 情報通信業 熊本県

61 （株）ムラコシ精工（住インテリア事業部） 建設業 東京都

62 （株）りゅうせき 電気・ガス・熱供給・水道業 沖縄県

63 （株）　イズミ 小売業 広島県

64 （株）浅野歯車工作所 輸送用機械器具製造業 大阪府

65 （株）アピリッツ 情報通信業 東京都

66 （株）イシモクコーポレーション その他の製造業 福岡県

67 （株）エムビーエス 建設業 山口県

68 （株）エーアイピー 小売業 福岡県

69 （株）小俣組 建設業 神奈川県

70 （株）コメリ 小売業 新潟県

71 （株）サンテック 情報通信業 愛知県

72 （株）ソルクシーズ 情報通信業 東京都

73 （株）大和システムクリエート 情報通信業 東京都

74 （株）ドラッグストアモリ 小売業 福岡県

75 （株）ナビック 建設業 兵庫県

76 （株）西建設計 建設業 福岡県

77 （株）北勝建設 建設業 沖縄県

78 （株）ホープ 建設業 東京都

79 （株）ユニバーサルコムピューターシステム 情報通信業 東京都

80 苅田建設工業（株） 建設業 兵庫県

81 川北電気工業（株） 建設業 愛知県

82 （株）河建 建設業 福岡県

83 管清工業（株） 建設業 東京都

84 （株）カンセツ はん用・生産用・業務用機械器具製造業 大阪府

85 （株）かんでんエンジニアリング 建設業 大阪府

86 岳南建設（株） 建設業 東京都

87 岐山化工機（株） 建設業 山口県

88 北川精機（株） 鉄鋼業，非鉄金属・金属製品製造業 広島県

89 （株）喜多村石油店 小売業 福岡県

90 キャノン電子テクノロジー（株） 情報通信業 東京都

91 （株）九検 建設業 佐賀県

92 （株）九州エルピー 電気・ガス・熱供給・水道業 佐賀県
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93 （株）九州建産 不動産取引・賃貸・管理業 福岡県

94 九鉄工業（株） 建設業 福岡県

95 （株）九南 建設業 宮崎県

96 （株）協和エクシオ 建設業 東京都

97 協和機工（株） はん用・生産用・業務用機械器具製造業 長崎県

98 旭栄産業（株） 建設業 長崎県

99 極東興和（株） 建設業 広島県

100 キング通信工業（株） 電気・情報通信機械器具製造業 東京都

101 （株）クエリー 情報通信業 東京都

102 （株）クリマテック 建設業 東京都

103 久留米市農業協同組合 複合サービス事業 福岡県

104 （株）桑野設計 建設業 大分県

105 （株）ＫＳＫ九州 情報通信業 熊本県

106 ケーアンドイー（株） 建設業 東京都

107 （株）ケーイーシー その他の製造業 広島県

108 （株）現場サポート その他の製造業 鹿児島県

109 （株）弘電社 建設業 東京都

110 （株）國場組 建設業 沖縄県

111 コスミックビジネス（株） 情報通信業 福岡県

112 小松開発工業（株） 輸送用機械器具製造業 愛知県

113 コムシス（株） 情報通信業 神奈川県

114 コンピューターサイエンス（株） 情報通信業 東京都

115 （株）コーアガス日本 電気・ガス・熱供給・水道業 鹿児島県

116 （株）コーワメックス その他（サービス業） 愛知県

117 五栄土木（株） 建設業 東京都

118 サイバネットシステム（株） 情報通信業 東京都

119 （株）サイバーコネクトツー 情報通信業 福岡県

120 サイバーコム（株） 情報通信業 神奈川県

121 西肥情報サービス（株） 情報通信業 福岡県

122 佐賀信用金庫 金融業 佐賀県

123 佐賀トヨペット（株） 小売業 佐賀県

124 櫻井工業（株） 建設業 東京都

125 （株）桜井製作所 輸送用機械器具製造業 静岡県

126 （株）さなる その他の教育，学習支援業 東京都

127 （株）サムソン はん用・生産用・業務用機械器具製造業 香川県

128 山九（株） 建設業 東京都

129 サンキュウビジネスサービス（株） 建設業 東京都

130 （株）三技協 その他（サービス業） 神奈川県

131 産業振興（株） 鉄鋼業，非鉄金属・金属製品製造業 東京都

132 サンケンフォーキャスト（株） 情報通信業 福岡県

133 （株）サンテック はん用・生産用・業務用機械器具製造業 福岡県

134 （株）サン電工社 建設業 福岡県

135 三和機工（株） 電気・情報通信機械器具製造業 兵庫県

136 サンワテクノス（株） 小売業 東京都

137 三和電子（株） 電気・情報通信機械器具製造業 東京都

138 （株）システック福岡 情報通信業 福岡県

139 （株）システム設計事務所 情報通信業 東京都

140 事業組合システムバンキング九州共同センター その他の専門・技術サービス 福岡県
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141 （株）システムリサーチ 情報通信業 愛知県

142 （株）シブタニ 小売業 大阪府

143 島原ソフトウェア（株） 情報通信業 長崎県

144 シミズ工業（株） 輸送用機械器具製造業 愛知県

145 （福）ねむの木福祉会ねむの木学園 学校教育 静岡県

146 昭和住宅（株） 建設業 兵庫県

147 ショーボンド建設（株） 建設業 東京都

148 白鷺電気工業（株） 建設業 熊本県

149 新生電子㈱ 電気・情報通信機械器具製造業 兵庫県

150 新菱工業（株） 建設業 東京都

151 新菱冷熱工業（株） 建設業 東京都

152 （株）シーアールイー 輸送用機械器具製造業 愛知県

153 （株）ＣＴＩグランドプラニング その他の専門・技術サービス 福岡県

154 （株）シーマコンサルタント その他の専門・技術サービス 福岡県

155 ＪＦＥ鋼板（株） 鉄鋼業，非鉄金属・金属製品製造業 東京都

156 （株）ＪＶＣケンウッド 電気・情報通信機械器具製造業 神奈川県

157 （株）備南自動車学校 その他の教育，学習支援業 広島県

158 ジャパニアス（株） 建設業 神奈川県

159 ジャパンエンジニアリング（株） その他（サービス業） 福岡県

160 ジャパンギャランティサービス（株） 不動産取引・賃貸・管理業 東京都

161 （株）ジャパンテクニカルソフトウエア 情報通信業 東京都

162 （株）ジョインウッド 建設業 兵庫県

163 （株）ジー・エス・ティー その他（サービス業） 神奈川県

164 スウェーデンハウス（株） 建設業 東京都

165 （株）スガテック 建設業 東京都

166 須河車体（株） 輸送用機械器具製造業 京都府

167 （株）スズキ自販京都 小売業 京都府

168 （株）スタジオアリス 小売業 大阪府

169 ＳＵＢＡＲＵテクノ（株） その他の製造業 東京都

170 （株）スリーボンド その他（サービス業） 東京都

171 西菱エンジニアリング（株） その他の製造業 兵庫県

172 セキスイハイム中四国（株） 建設業 岡山県

173 （株）設備総合計画 建設業 福岡県

174 （株）せとうちシステム 情報通信業 岡山県

175 セントラルエンジニアリング（株） その他（サービス業） 神奈川県

176 （株）セントラル情報センター 情報通信業 東京都

177 （株）綜企画設計 建設業 東京都

178 綜合警備保障（株）（ＡＬＳＯＫ） その他（サービス業） 東京都

179 （株）総合設備コンサルタント 建設業 東京都

180 （株）ソフテイ 情報通信業 東京都

181 ソレイユ（株） 情報通信業 東京都

182 大晃機械工業（株） 鉄鋼業，非鉄金属・金属製品製造業 山口県

183 大成温調（株） 建設業 東京都

184 太平ビルサービス（株） 建設業 東京都

185 ＴＡＫＡＳＵＧＩ（株） 建設業 熊本県

186 （株）高田工業所 建設業 福岡県

187 （株）竹内工務店 建設業 熊本県

188 田中商事（株） 卸売業 東京都
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189 タニコー（株） 鉄鋼業，非鉄金属・金属製品製造業 東京都

190 （株）丹青社 その他の専門・技術サービス 東京都

191 第一工業（株） 建設業 東京都

192 （株）第一コンピュータリソース 情報通信業 愛知県

193 （株）第一システムエンジニアリング はん用・生産用・業務用機械器具製造業 愛知県

194 （株）ダイテックス その他（サービス業） 東京都

195 （株）ダイヤコンサルタント 建設業 東京都

196 大和ハウス工業（株） 建設業 大阪府

197 ダン環境設備（株） 建設業 広島県

198 （株）筑邦銀行 金融業 福岡県

199 （株）中央計装 電気・情報通信機械器具製造業 福岡県

200 中央電設（株） 建設業 大阪府

201 （株）中電工 建設業 広島県

202 （株）千代田工業所 建設業 福岡県

203 （株）ツチヨシ産業 卸売業 広島県

204 （株）ツバキ・ナカシマ はん用・生産用・業務用機械器具製造業 奈良県

205 （株）ティエム２ その他の専門・技術サービス 東京都

206 ＴＭＥＳ（株） 建設業 東京都

207 帝国通信工業（株） 電気・情報通信機械器具製造業 神奈川県

208 テイサ産業（株） はん用・生産用・業務用機械器具製造業 大阪府

209 （株）テクノ・カルチャー・システム 情報通信業 福岡県

210 （株）テクノクリエイティブ その他の製造業 熊本県

211 （株）テクノジャパン その他（サービス業） 東京都

212 （株）テクノ情報システム 情報通信業 東京都

213 （株）テクノ菱和 建設業 東京都

214 公益（財）鉄道弘済会 社会保険・社会福祉・介護事業 千葉県

215 （株）　テトラ 情報通信業 東京都

216 寺崎電気産業（株） 電気・情報通信機械器具製造業 大阪府

217 （株）テラル はん用・生産用・業務用機械器具製造業 広島県

218 天生水産（株） 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 佐賀県

219 デサントジャパン（株） 小売業 東京都

220 （株）デザインアーク 小売業 大阪府

221 東亜工業（株） 輸送用機械器具製造業 群馬県

222 （有）東栄工業所 鉄鋼業，非鉄金属・金属製品製造業 大分県

223 東京不動産管理（株） 不動産取引・賃貸・管理業 東京都

224 東芝プラントシステム（株） 建設業 神奈川県

225 東明エンジニアリング（株） その他の製造業 愛知県

226 （株）東洋硬化 鉄鋼業，非鉄金属・金属製品製造業 福岡県

227 （株）東洋工務店 建設業 岡山県

228 （株）東洋シート 輸送用機械器具製造業 広島県

229 鳥栖倉庫株式会社 運輸業，郵便業 佐賀県

230 （株）巴商会 電気・ガス・熱供給・水道業 東京都

231 トランスコスモス（株） 情報通信業 東京都

232 トレックス・セミコンダクター（株） 電子部品・デバイス・電子回路製造業 東京都

233 トーテックアメニティ（株） その他（サービス業） 愛知県

234 ＴＯＴＯプラテクノ（株） 鉄鋼業，非鉄金属・金属製品製造業 福岡県

235 桐和空調設備（株） 建設業 沖縄県

236 中尾工業　（株） 輸送用機械器具製造業 佐賀県
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237 （株）中條工務店 建設業 福岡県

238 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京（株） 建設業 東京都

239 （株）ナカムラ 小売業 鹿児島県

240 中村建設（株） 建設業 岡山県

241 （株）長崎ケーブルメディア その他（サービス業） 長崎県

242 （株）名古屋東通 その他の専門・技術サービス 愛知県

243 南栄リース（株） 不動産取引・賃貸・管理業 鹿児島県

244 （株）ニシコン 情報通信業 福岡県

245 西日本技術開発（株） 建設業 福岡県

246 （株）西村製作所 はん用・生産用・業務用機械器具製造業 京都府

247 日産工機（株） 輸送用機械器具製造業 神奈川県

248 日本電設工業（株） 建設業 東京都

249 日本トーター（株） 生活関連サービス業，娯楽業 東京都

250 （株）ニフコ 化学工業，石油・石炭製品製造業 神奈川県

251 日本運搬機械（株） はん用・生産用・業務用機械器具製造業 広島県

252 日本工業検査（株） 建設業 神奈川県

253 日本コンピュータ・ダイナミクス（株） 情報通信業 東京都

254 日本自動化開発（株） 情報通信業 東京都

255 日本設備工業（株） 建設業 東京都

256 日本総合システム（株） 情報通信業 東京都

257 日本通信エレクトロニック（株） 電気・情報通信機械器具製造業 東京都

258 （株）日本テレメッセージ 情報通信業 福岡県

259 日本データスキル（株） 情報通信業 神奈川県

260 （株）日本パーカーライジング広島工場 鉄鋼業，非鉄金属・金属製品製造業 広島県

261 日本ヒルティ（株） その他（サービス業） 神奈川県

262 日本メックス（株） 建設業 東京都

263 ネッツトヨタ鹿児島（株） 小売業 鹿児島県

264 ネットソフト（株） 情報通信業 東京都

265 能美防災（株） 電気・情報通信機械器具製造業 東京都

266 長谷川体育施設（株） 建設業 東京都

267 （株）八神 建設業 大阪府

268 （財）発電設備技術検査協会 学術・開発研究機関 東京都

269 （株）ハローデイ 小売業 福岡県

270 パーパス（株） その他の製造業 静岡県

271 肥薩おれんじ鉄道（株） 運輸業，郵便業 熊本県

272 日立自動車交通（株） 運輸業，郵便業 東京都

273 日立物流コラボネクスト（株） 小売業 東京都

274 日比谷総合設備（株） 建設業 東京都

275 （株）ビジネス情報テクニカルシステムズ 情報通信業 東京都

276 ＰＩＫＡ＆ＰＩＫＡヒューマン（株） その他（サービス業） 広島県

277 （株）ファイナンシャルブレインシステムズ 金融業 東京都

278 （株）ファイブ その他の専門・技術サービス 福岡県

279 （株）フィード 建設業 東京都

280 福岡大城農業協同組合 複合サービス事業 福岡県

281 （有）福岡なべしま 宿泊業，飲食サービス業 福岡県

282 福屋建設（株） 建設業 福岡県

283 フジケンエンジニアリング（株） 建設業 愛媛県

284 冨士コンベヤー（株） はん用・生産用・業務用機械器具製造業 福岡県
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285 富士ソフト（株） 情報通信業 神奈川県

286 （株）フジタ 建設業 東京都

287 フジタ自動車工業（株） 輸送用機械器具製造業 香川県

288 富士古河Ｅ＆Ｃ（株） 建設業 神奈川県

289 藤本工業（株） 建設業 山口県

290 藤山庭園 農業，林業 福岡県

291 不動設計（株） その他の製造業 長崎県

292 古河ＡＳ（株） 輸送用機械器具製造業 滋賀県

293 （株）ブイテックス 電気・情報通信機械器具製造業 東京都

294 ブリヂストンソフトウェア（株） 情報通信業 東京都

295 （株）プレナス 宿泊業，飲食サービス業 福岡県

296 （株）プロシード 情報通信業 神奈川県

297 （株）放送技術社 情報通信業 東京都

298 （株）ホンダカーズ宮崎南 小売業 宮崎県

299 前澤工業（株） はん用・生産用・業務用機械器具製造業 埼玉県

300 （株）前原設計事務所 建設業 熊本県

301 （株）間口 その他の専門・技術サービス 大阪府

302 マスプロ電工（株） 情報通信業 愛知県

303 松尾建設（株） 建設業 佐賀県

304 マツダ（株） 輸送用機械器具製造業 広島県

305 美里建設（株） 建設業 福岡県

306 （株）三井ハイテック 電気・情報通信機械器具製造業 福岡県

307 三菱電機ホーム機器（株） 電気・情報通信機械器具製造業 埼玉県

308 （株）峰製作所 はん用・生産用・業務用機械器具製造業 東京都

309 ＭＵＴＯＨホールディングス（株） 電気・情報通信機械器具製造業 東京都

310 村本建設（株） 建設業 大阪府

311 （株）メディアネットワーク その他（サービス業） 東京都

312 （株）メーカーズ 小売業 福岡県

313 （株）百田工務店 建設業 福岡県

314 矢崎総業（株） はん用・生産用・業務用機械器具製造業 東京都

315 ヤシマ工業（株） 建設業 沖縄県

316 山口トヨタ自動車（株） 小売業 山口県

317 （株）ヤマダホームズ 不動産取引・賃貸・管理業 群馬県

318 大和開発（株） 建設業 宮崎県

319 ヤマト科学（株） 小売業 東京都

320 ヤマトシステム開発（株） 情報通信業 東京都

321 （有）　道下組 建設業 福岡県

322 （有）ＩＣＳＳＡＫＡＢＥ 建設業 福岡県

323 豊トラスティ証券（株） 金融業 東京都

324 （株）夢テクノロジー その他の専門・技術サービス 東京都

325 （株）横山工業所 建設業 広島県

326 吉川工業（株） 鉄鋼業，非鉄金属・金属製品製造業 福岡県

327 吉原建設（株） 建設業 宮崎県

328 米谷建設（株） 建設業 愛媛県

329 米盛建設（株） 建設業 鹿児島県

330 理水化学（株） 電気・ガス・熱供給・水道業 大阪府

331 琉球開発（株） 建設業 沖縄県

332 （株）菱友システムズ 情報通信業 東京都
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333 菱和設備（株） 建設業 静岡県

334 リョーエイ（株） はん用・生産用・業務用機械器具製造業 愛知県

335 （株）ワット・コンサルティング その他（サービス業） 大阪府

336 （株）ワールドシステムコンサルタント 情報通信業 東京都
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