
許可番号 商号⼜は名称 商号⼜は名称（カナ） 代表者名 代表者名（カナ） 所在地 電話番号 資本⾦額 許可年⽉
第152687号 装建⾦属（株） ソウケンキンゾク 鈴⽊ 健悟 スズキ ケンゴ 東京都江東区⼤島１−２−１−２８０２ 03-6659-5940 500千円 2020/10/30
第152686号 （株）⽇新 ニッシン ⿊⽥ 洋 クロダ ヒロシ 東京都江⼾川区⼤杉５−１８−１１ 03-6231-5472 5,000千円 2020/10/30
第152685号 （有）エレテック エレテック 橋本 学 ハシモト マナブ 東京都江⼾川区南葛⻄１−５−４ 03-3804-0015 3,000千円 2020/10/30
第152684号 ＧＥグリッドソリューション（株） ジーイーグリッドソリューション 中野 正樹 ナカノ マサキ 東京都港区⾚坂５−２−２０ 03-5544-3700 98,000千円 2020/10/30
第152683号 （株）⿊⽥硝⼯ クロダショウコウ ⿊⽥ 康博 クロダ ヤスヒロ 東京都江⼾川区南葛⻄６−１７−１５−７０７号 090-6127-5692 5,000千円 2020/10/30
第152682号 コンフレツカー販売（株） コンフレツカーハンバイ 村上 治 ムラカミ オサム 東京都港区⻄新橋２−１５−４ 03-3519-7151 10,000千円 2020/10/30
第152681号 （株）安本設備 ヤスモトセツビ 安本 宜秀 ヤスモト ヨシヒデ 東京都⾜⽴区⻄新井本町２−６−１６ 03-5837-4273 5,000千円 2020/10/30
第152680号 （株）スマイルクリエート スマイルクリエート 菊永 誠 キクナガ マコト 東京都葛飾区⻄⽔元５−１６−１レガーレ⻄⽔元Ａ 03-6231-3198 1,000千円 2020/10/30
第152679号 （株）ＰＬＡＬＡ プララ 林 ⼀幸 ハヤシ カズユキ 東京都⽇野市平⼭２−１０−６ 050-1205-4013 5,000千円 2020/10/30
第152678号 （株）町⽥⼯業 マチダコウギョウ 町⽥ 博 マチダ ヒロシ 東京都豊島区池袋２−６５−４ 03-3982-4510 5,000千円 2020/10/30
第152677号 （株）セイゴー セイゴー 豊 周作 ユタカ シュウサク 東京都⾜⽴区⼀ツ家２−１０−９−１Ｆ 03-4361-5253 300千円 2020/10/30
第152676号 （株）ＡＬＴＥＱ アルテック 松坂 悠⼈ マツザカ ユウト 東京都新宿区新宿１−８−１１ 03-6709-8868 9,000千円 2020/10/30
第152675号 （株）カラービルド カラービルド 信⽥ 公久 ノブタ キミヒサ 東京都江⼾川区北⼩岩５−２１−７キャピィインプラザ北⼩岩２０９号室 03-5876-8923 2,000千円 2020/10/30
第152674号 （株）クローバーホーム クローバーホーム 河合 史敬 カワイ フミタカ 東京都渋⾕区本町２−２３−１６ 03-3370-5660 5,000千円 2020/10/30
第152673号 名嘉 真⼀ ナカ シンイチ 名嘉 真⼀ ナカ シンイチ 東京都江⼾川区江⼾川６−１６−３０ 03-6661-4910 0千円 2020/10/30
第152672号 （株）藤仁 フジト 藤井 ⽂宏 フジイ フミヒロ 東京都⼤⽥区⼤森北６−４−３１ 03-6404-8927 3,000千円 2020/10/30
第152671号 ⼤亜興業（株） オオアコウギョウ ⼤島 圭介 オオシマ ケイスケ 東京都板橋区徳丸４−１８−５ 03-6794-5513 5,000千円 2020/10/30
第152670号 ⽇⽇検査（株） ニチニチケンサ 佐久間 友章 サクマ トモアキ 東京都⼤⽥区蒲⽥５−３０−１５ 03-3738-0398 50,000千円 2020/10/30
第152669号 （株）霞⼯業 カスミコウギョウ 同町 将英 ドウチョウ マサヒデ 東京都⻘梅市今井１−１０１−１ 0428-78-2291 5,000千円 2020/10/30
第152668号 （株）ヤマハン ヤマハン ⼭下 繁市 ヤマシタ シゲイチ 東京都⻄東京市向台町６−９−６ 042-452-7903 3,000千円 2020/10/30
第152667号 （有）カザマ カザマ ⾵間 功⼆ カザマ コウジ 東京都東久留⽶市前沢３−４−１７ 042-474-9063 3,000千円 2020/10/30
第152666号 （株）エムティクリエイト エムティクリエイト 押⾒ 武次 オシミ タケジ 東京都板橋区東坂下１−６−１０ 03-5948-7331 10,000千円 2020/10/30
第152665号 （株）エム・エス・マリン エムエスマリン 峰岸 由美⼦ ミネギシ ユミコ 東京都中央区⼊船１−１−２１ 03-3297-5001 10,000千円 2020/10/30
第152664号 （株）クオリタ クオリタ 藤⽥ 嘉也 フジタ ヨシヤ 東京都渋⾕区桜丘町３０−１２ 03-6416-5840 3,000千円 2020/10/30
第152663号 （株）Ｄ−ｖｉｓｉｏｎ ディーヴィジョン 坪⽥ ⾥美 ツボタ サトミ 東京都江⼾川区南葛⻄４−１３−２１エスポワール＊⻄野７０２ 03-4360-5669 3,000千円 2020/10/30
第152662号 （株）ビルモ ビルモ 新⽥ 裕幸 ニッタ ヒロユキ 東京都江⼾川区江⼾川４−２２−６０ 03-3653-5409 3,000千円 2020/10/30
第152661号 （株）Ｅｎａ・ｆｅｅｌ エナフィール 中⾕ 亜紀⼦ ナカタニ アキコ 東京都品川区⼾越２−５−２２パークヒルズ１０２ 03-3782-0798 3,000千円 2020/10/30
第152660号 （株）國吉建想 クニヨシケンソウ 國吉 啓⼈ クニヨシ ヒロヒト 東京都板橋区徳丸６−４７−８グレイコート４７、２０４ 03-6281-0254 1,000千円 2020/10/30
第152659号 （株）⼤和建材 ダイワケンザイ 尾崎 誠 オザキ マコト 東京都東⼤和市中央１−１５−１１ 04-2561-4503 3,000千円 2020/10/30
第152658号 ホセイン設備（株） ホセインセツビ ホセイン ファルク ホセイン ファルク 東京都⽂京区⽔道１−４−７テクノ⼩桜１０１ 03-3814-3790 5,000千円 2020/10/30
第152657号 （株）アイテックワン アイテックワン 相原 孝⼀ アイハラ コウイチ 東京都練⾺区⽯神井台４−２０−１４ 03-6904-7203 5,000千円 2020/10/30
第152656号 （株）ＥＬ ＪＥＷＥＬ エルジュエル 森 みどり モリ ミドリ 東京都港区⿇布⼗番３−１０−１２シティ⿇布１０３ 03-5419-7751 29,000千円 2020/10/30
第152655号 （株）⽇野設備 ヒノセツビ ⽇野 継⽣ ヒノ ツギオ 東京都⽴川市柏町５−３−４６ 042-511-4396 5,000千円 2020/10/30
第152654号 ⼤⼭建材（株） オオヤマケンザイ 初⾕ 正 ハツヤ タダシ 東京都板橋区⼤⼭町１７−４リブランビル５０５ 03-5926-6778 1,000千円 2020/10/30
第152653号 （株）ＲＯＯＭＳ ルームズ 岩＊ 幸平 イワサキ コウヘイ 東京都⽴川市栄町４−４５−２６ 042-507-3842 500千円 2020/10/21
第152652号 （有）シゲル美装 シゲルビソウ ⼤野 繁 オオノ シゲル 東京都⼋王⼦市美⼭町１７８１−１ 042-659-2425 3,000千円 2020/10/21
第152651号 （株）タープ不動産 タープフドウサン ⼩林 靖彦 コバヤシ ヤスヒコ 東京都⽂京区本郷３−３２−７ 03-5844-6300 10,000千円 2020/10/21
第152650号 （株）⽊乃久⼯務店 キノキュウコウムテン 中⼭ 達⺒ ナカヤマ タツミ 東京都練⾺区⼤泉学園町５−３３−１４ 03-6904-4405 5,000千円 2020/10/21
第152649号 （株）キャピタル・アート キャピタルアート 秋本 達⼈ アキモト タツト 東京都三鷹市牟礼２−１８−１８ 03-5384-5011 6,000千円 2020/10/21
第152648号 三豊（株） サンポウ ＊林 宜＊ ワカバヤシ ノブヒロ 東京都台東区浅草橋３−３２−５モリタビル６Ｆ−Ｂ 03-5825-4568 5,000千円 2020/10/21
第152647号 中村建設（株） ナカムラケンセツ 中村 茂樹 ナカムラ シゲキ 東京都あきる野市⽜沼１８３−２ 042-558-0554 5,000千円 2020/10/21
第152646号 半⼭⼯業（株） ハンヤマコウギョウ 半⼭ 敏昭 ハンヤマ トシアキ 東京都北区滝野川７−５０−１５−９０４ 03-6903-7152 5,000千円 2020/10/21
第152645号 Ｓｕｒｆ Ｉｎｎｏｖｉｌｉｔｙ（株） サーフイノビリティ 平井 利幸 ヒライ トシユキ 東京都杉並区井草２−１６−１２ 03-5303-9525 10,000千円 2020/10/21
第152644号 Ｐ＆Ｊ（株） ピーアンドジェイ 李 孟東 リー メントン 東京都武蔵野市中町１−１５−５ ７階・８階 0422-50-1710 33,300千円 2020/10/21
第152643号 （株）北⾠ ホクシン 渋⾕ 三郎 シブヤ サブロウ 東京都豊島区巣鴨５−２９−５ 03-3917-2173 10,000千円 2020/10/21
第152642号 （株）クライムライン クライムライン 鈴⽊ 紘⼀ スズキ コウイチ 東京都江⼾川区⻄⼀之江３−１２−３０シンコーポレーションビル１Ｆ 03-5879-3638 1,300千円 2020/10/21
第152641号 （株）ＷＩＳＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ワイズホールディングス ⼭本 洋⼀ ヤマモト ヨウイチ 東京都新宿区⻄新宿４−２−３タイセイ⻄新宿ビル２階 03-6300-6180 5,000千円 2020/10/21
第152640号 セイワエンジニアリング（株） セイワエンジニアリング 正⽊ 太朗 マサキ タロウ 東京都府中市⼩柳町２−１９−１ 042-369-5333 5,000千円 2020/10/21
第152639号 （株）サンテックス サンテックス 朝倉 正⾂ アサクラ マサオミ 東京都中野区新井２−７−１３ 03-6454-0541 5,000千円 2020/10/21
第152638号 （株）ＴＳＧ ティーエスジー 畑中 智志 ハタナカ サトシ 東京都中野区上⾼⽥２−３３−５ 03-5318-9374 1,000千円 2020/10/21
第152637号 （株）幸⼭興業 コウヤマコウギョウ 幸⼭ 裕也 コウヤマ ユウヤ 東京都狛江市東野川２−９−２ 03-5761-5206 2,000千円 2020/10/21
第152636号 （株）ランドハウジング ランドハウジング 五⼗嵐 恭久 イガラシ ユキヒサ 東京都杉並区永福４−１−４ 03-3324-2271 10,000千円 2020/10/21
第152635号 （株）天久 アメク 天久 朝司 アメク チョウジ 東京都⼤⽥区⻄⾺込２−１４−４ 03-5742-0837 2,000千円 2020/10/21
第152634号 （株）信濃ペイント シナノペイント 信濃 忠利 シナノ タダトシ 東京都⾜⽴区千住⼤川町３６−１９ 03-5244-2585 1,000千円 2020/10/21
第152633号 千葉 幸⼤ チバ コウタ 千葉 幸⼤ チバ コウタ 東京都府中市本宿町３−２２−１コートフレグランス１０２ 042-203-1337 0千円 2020/10/21



第152632号 （株）アシスト＊橋 アシストタカハシ ＊橋 勝雄 タカハシ カツオ 東京都町⽥市⽮部町２８１２−１３ 042-797-8119 1,000千円 2020/10/21
第152631号 ＴＡＨＭ（合） タム 鈴⽊ 敏樹 スズキ トシキ 東京都板橋区⾼島平４−２３−４ 03-4283-3948 5,000千円 2020/10/21
第152630号 （株）⼭晃⼟建 サンコウドケン ⼭⼝ 昌晃 ヤマグチ マサアキ 東京都世⽥⾕区北烏⼭９−２４−８ 03-5314-9624 1,000千円 2020/10/21
第152629号 エースリノベーション（株） エースリノベーション 相川 直之 アイカワ ナオユキ 東京都東村⼭市久⽶川町２−５−４７ 042-397-9704 7,000千円 2020/10/21
第152628号 （株）⽇本メンディング ニホンメンディング 岡⽥ 清美 オカダ キヨミ 東京都中央区⽉島４−１２−１２ 03-6221-5011 1,000千円 2020/10/21
第152627号 ⻑⾕川 勉 ハセガワ ツトム ⻑⾕川 勉 ハセガワ ツトム 東京都⽻村市⽻中２−１１−２６ 042-555-9815 0千円 2020/10/21
第152626号 （株）ＮＯＡＨ ノア ⼟屋 寛典 ツチヤ ヒロノリ 東京都国⽴市北１−７−４ 042-843-0506 4,000千円 2020/10/21
第152625号 （株）明和 メイワ ⾕⼝ 周平 タニグチ シュウヘイ 東京都⼩平市⼩川東町５−２１−１２ 042-343-6881 10,000千円 2020/10/21
第152624号 （株）新⽇本コンサルティング シンニホンコンサルティング 籾⼭ 敦輝典 モミヤマ アキノリ 東京都中野区弥⽣町２−４−９ツナシマ第３ビル５階 03-6300-0809 100,000千円 2020/10/21
第152623号 （株）鳶友信⼯業 トビユウシンコウギョウ ＊橋 勉 タカハシ ツトム 東京都⼋王⼦市元⼋王⼦町２−１８５３−３ 042-673-3590 5,000千円 2020/10/21
第152622号 （株）アステックス アステックス 桜井 克利 サクライ カツトシ 東京都新宿区住吉町１−１９ 03-5925-8537 36,000千円 2020/10/21
第152621号 ⼩野⽥ 久美⼦ オノダ クミコ ⼩野⽥ 久美⼦ オノダ クミコ 東京都町⽥市三輪町２３９−１ 044-989-0993 0千円 2020/10/21
第152620号 ケンソー（株） ケンソー ⽔⾕ 正樹 ミズタニ マサキ 東京都東村⼭市廻⽥町３−８−６−２０１ 042-407-6946 5,000千円 2020/10/21
第152619号 （株）ハウスンプラス ハウスンプラス ＊⽥ 和治 ヨシダ カズハル 東京都台東区浅草橋２−８−１１ 03-5823-4501 10,000千円 2020/10/21
第152618号 （株）ＴＯＫＳ トックス 佐々⽊ 美智⼦ ササキ ミチコ 東京都品川区⻄⼤井２−２３−８ 03-3774-4995 3,000千円 2020/10/21
第152617号 （株）ＹＰＣ ワイピーシー ⼭下 春治 ヤマシタ シュンジ 東京都⽬⿊区下⽬⿊１−３−４ 03-6275-4976 10,000千円 2020/10/21
第152616号 峯岸 常⼈ ミネギシ ツネヒト 峯岸 常⼈ ミネギシ ツネヒト 東京都⻘梅市友⽥町２−６７５−６ 0428-22-0068 0千円 2020/10/21
第152615号 中井 浩⽂ ナカイ ヒロフミ 中井 浩⽂ ナカイ ヒロフミ 東京都板橋区坂下２−３０−３ 03-3558-2903 0千円 2020/10/21
第152614号 レネックス（株） レネックス ⽯井 鉄也 イシイ テツヤ 東京都港区芝４−１０−１ 03-3455-7337 56,000千円 2020/10/21
第152613号 オルライズ（株） オルライズ 北川 裕貴 キタガワ ヤスタカ 東京都⼤⽥区南六郷３−１９−１８イプセ多摩川緑地７０４ 03-6417-1788 1,000千円 2020/10/15
第152612号 番重 諭 バンジュウ サトシ 番重 諭 バンジュウ サトシ 東京都⼩平市花⼩⾦井南町３−３７−２２−２ 042-427-8820 0千円 2020/10/15
第152611号 （株）デコラホームステージング デコラホームステージング ⼩沼 景⼦ コヌマ ケイコ 東京都世⽥⾕区三軒茶屋１−３３−２０チサンマンション三軒茶屋第⼀１０４号室 03-6411-7323 5,000千円 2020/10/15
第152610号 藤⼯建（株） フジコウケン ⿑藤 良紀 サイトウ ヨシノリ 東京都⻄多摩郡瑞穂町殿ヶ⾕１０３０−５ 042-848-0888 100千円 2020/10/15
第152609号 ⽇本環境サポート（株） ニホンカンキョウサポート 伊藤 孝⾏ イトウ タカユキ 東京都国分寺市⻄恋ケ窪３−６−１１春ビル１Ｆ 042-316-8452 5,000千円 2020/10/15
第152608号 フロンティア（株） フロンティア 本⽥ 廣⼦ ホンダ ヒロコ 東京都調布市下⽯原２−４７−１１ 042-441-8188 30,000千円 2020/10/15
第152607号 Ｇ・Ｂ・Ｉ（有） ジービーアイ 菊池 平三 キクチ ヘイゾウ 東京都板橋区⼤⼭町１２−５ 03-6753-3620 3,000千円 2020/10/15
第152606号 （株）レボリューション・ファクトリー レボリューションファクトリー 丸⼭ 欣久 マルヤマ ヨシヒサ 東京都府中市紅葉丘１−６−２９ 042-306-5645 9,500千円 2020/10/15
第152605号 （株）未来建⼯務店 ミキケンコウムテン 豊⽥ 未来男 トヨダ ミキオ 東京都杉並区清⽔１−１６−７第３野村ビル４０１ 03-6750-8931 5,000千円 2020/10/15
第152604号 ⼋洲産機システム（株） ヤシマサンキシステム ＊＊ 利秀 ヒロセ トシヒデ 東京都港区新橋３−１−１ 03-3507-3100 350,000千円 2020/10/15
第152603号 三菱電機インフォメーションシステムズ（株） ミツビシデンキインフォメーションシステムズ 堀⼝ 彰 ホリグチ アキラ 東京都港区芝浦４−１３−２３ 03-5445-7500 2,600,000千円 2020/10/15
第152602号 （株）零 ゼロ 宮⾥ 流⼠ ミヤサト リュウジ 東京都⻄多摩郡瑞穂町むさし野２−３７−１７ 042-530-5530 5,000千円 2020/10/15
第152601号 （有）⻫藤塗装アーティ サイトウトソウアーティ 齋藤 政尚 サイトウ カズヒサ 東京都東村⼭市久⽶川町３−３８−３０ 042-391-4743 5,000千円 2020/10/15
第152600号 （株）⼭内設備 ヤマウチセツビ ⼭内 喜和 ヤマウチ ヨシカズ 東京都⻄多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎１０３４−３ 0428-32-7302 1,000千円 2020/10/15
第152599号 （株）ダイテックＡＬＰＨＡ ダイテックアルファ 津島 皓輝 ツシマ コウキ 東京都世⽥⾕区喜多⾒７−１−６−＊＊−１０７ 03-5727-8205 2,000千円 2020/10/15
第152598号 （株）ｅシール イーシール 蛭⼦屋 泰三 エビスヤ タイゾウ 東京都狛江市東和泉３−６−１３−２０５ 03-4361-3524 300千円 2020/10/15
第152597号 森興業（株） モリコウギョウ 森 秀樹 モリ ヒデキ 東京都⾜⽴区⾕中３−１８−５−２０５ 03-6802-6695 5,000千円 2020/10/15
第152596号 （株）剛永建設 ゴウエイケンセツ 秋永 剛志 アキナガ タケシ 東京都新宿区岩⼾町１７⽂英堂ビル８階 03-6712-5397 40,000千円 2020/10/15
第152595号 （株）インクラフト インクラフト ⽊村 早⼈ キムラ ハヤト 東京都杉並区⾼円寺北２−３−１５オフィス・アイＢ１０１ 03-3223-7030 2,000千円 2020/10/15
第152594号 三豊化⼯機（株） ミトヨカコウキ 酒井 英嗣 サカイ ヒデツグ 東京都千代⽥区神⽥神保町２−５ 03-3264-0505 30,000千円 2020/10/15
第152593号 （株）ワークス ワークス 丸⼭ 淳 マルヤマ ジュン 東京都⻄東京市⻄原町１−６−１７シティイン⽥無＊１階 042-452-6363 8,000千円 2020/10/15
第152592号 （有）タキ・トソウ タキトソウ 浅井 英介 アサイ エイスケ 東京都⻄東京市⾕⼾町３−３−７ 042-422-9701 3,000千円 2020/10/15
第152591号 （株）⻑⾕川商店 ハセガワショウテン ⻑⾕川 雅⼈ ハセガワ マサト 東京都清瀬市野塩１−１７１−１３拓実ビル１階 042-497-8098 5,000千円 2020/10/15
第152590号 （株）ＴＨＫ ティーエイチケー 武内 要 タケウチ カナメ 東京都町⽥市鶴間５−６−３２−５０２ 042-814-5080 1,000千円 2020/10/15
第152589号 （株）エイチ・エー・ティー エイチ エー ティー 吉⽥ 隆史 ヨシダ タカシ 東京都府中市紅葉丘３−１２−１４ 042-363-9310 10,000千円 2020/10/15
第152588号 墨⽥鉄筋⼯業（株） スミダテッキンコウギョウ 上地 信徳 ウエチ シントク 東京都江⼾川区南篠崎２−４５−２８ 03-6808-0681 30,000千円 2020/10/15
第152587号 佐藤 敬恒 サトウ ノリツネ 佐藤 敬恒 サトウ ノリツネ 東京都⼤⽥区千⿃１−２３−３−４０５ 03-6715-4055 0千円 2020/10/15
第152586号 ＧｌｏｂａｌＶｉｓｉｏｎＭｕｌｔｉｍｅｄｉａ（株） グローバル ビジョン マルチメディア ケニー ・リャオ・ケ ケニー リャオケンニー 東京都港区⾚坂２−２２−２０ 03-6453-9688 5,000千円 2020/10/15
第152585号 （株）ベアライト興業 ベアライトコウギョウ 熊岡 雅則 クマオカ マサノリ 東京都葛飾区お花茶屋３−２６−２０ 03-3838-2208 1,000千円 2020/10/15
第152584号 （株）ＤＥＡＲＷＥＳＴ ディアーウエスト ⽯川 新也 イシカワ シンヤ 東京都⽬⿊区⽬⿊本町５−９−１３ 03-3712-3631 10,000千円 2020/10/15
第152583号 （株）昇京 ショウケイ 菅⾕ 康秀 スガヤ ヤスヒデ 東京都東村⼭市野⼝町２−１−２ 042-313-3996 5,000千円 2020/10/15
第152582号 （有）三裕總合企画 サンユウソウゴウキカク ⾼野 裕輔 タカノ ユウスケ 東京都渋⾕区代々⽊２−１９−１２唐沢第２ビル５０３号 03-3200-3300 3,000千円 2020/10/15
第152581号 ⼤津産業（株） オオツサンギョウ ⼤津 章 オオツ アキラ 東京都⽻村市富⼠⾒平１−７−１６ガレージハウス富⼠⾒平＊号室 042-507-7052 1,000千円 2020/10/15
第152580号 ⾼橋⼯業（株） タカハシコウギョウ ⾼橋 ⼀則 タカハシ カズノリ 東京都新宿区⻄落合２−９−１７ 03-6339-9762 200千円 2020/10/15
第152579号 （株）Ｓｔｕｄｉｏ Ａ スタジオエー ⼩野⽥ 幸男 オノダ ユキオ 東京都豊島区東池袋２−５６−３−２０１ 03-6883-6962 5,000千円 2020/10/15
第152578号 （株）卯⽉綜合企画 ウヅキソウゴウキカク ⼟⽥ 哲 ツチダ テツ 東京都品川区⻄五反⽥５−１−３ヘリオスビル１Ｆ 03-6420-3591 3,000千円 2020/10/15
第152577号 （株）クラスリード クラスリード ⽵ノ上 幸則 タケノウエ ユキノリ 東京都江⼾川区⿅⾻５−２９−３ ２階 03-6796-0147 9,000千円 2020/10/15



第152576号 （株）Ｔｅａｍ チーム ＊畑 耕次 セバタ コウジ 東京都江東区⻲⼾８−１４−６ 03-3683-1772 5,000千円 2020/10/15
第152575号 岩切 修 イワキリ オサム 岩切 修 イワキリ オサム 東京都江⼾川区中葛⻄３−２４−２ 03-3675-5789 0千円 2020/10/15
第152574号 （株）修護 シュウゴ 池⽥ 和彦 イケダ カズヒコ 東京都荒川区⻄⽇暮⾥２−２８−４ 03-5604-5208 10,000千円 2020/10/15
第152573号 丹美堂ジェンツ（株） タンビドウジェンツ ⼩能 正太郎 コノウ ショウタロウ 東京都⽂京区⼩⽯川５−３−４ラ・ヴェリエール⽂京ビル７階 03-6240-0758 10,000千円 2020/10/15
第152572号 ＡＥＬＥ（株） エーイーエルイー 永島 徹三 ナガシマ テツゾウ 東京都品川区上⼤崎２−２５−５ 03-6417-0057 5,000千円 2020/10/5
第152571号 織建（株） オリケン 織笠 稔 オリカサ ミノル 東京都⼋王⼦市堀之内３−１２−２ 042-682-2033 500千円 2020/10/5
第152570号 （株）河原⼯務店 カワハラコウムテン 河原 栄⼆ カワハラ エイジ 東京都⾜⽴区南花畑２−４７−５ 03-3860-0799 10,000千円 2020/10/5
第152569号 エレクシード（株） エレクシード 中俣 祥⼀ ナカマタ ショウイチ 東京都練⾺区早宮３−５８−３ロックヒル豊島園１Ｆ 03-6914-8217 5,000千円 2020/10/5
第152568号 （株）アールテック アールテック 仙⽥ 実 センダ ミノル 東京都町⽥市能ケ⾕５−２−１０グレイス柿⽣Ｂ 042-860-2867 5,000千円 2020/10/5
第152567号 （株）みかつら電機 ミカツラデンキ 三＊ 博志 ミカツラ ヒロシ 東京都国⽴市⻄１−１１−１６富⼠ビルＮＯ．１−１階Ｃ 042-843-0426 3,000千円 2020/10/5
第152566号 （有）エフ・システム エフシステム 涌井 秀新 ワクイ ヒデシン 東京都江⼾川区⻄葛⻄８−１１−４ 03-3687-2768 3,000千円 2020/10/5
第152565号 ズック（株） ズック ⼭本 俊裕 ヤマモト トシヒロ 東京都⾜⽴区中央本町２−２５−５−１０１ 03-5888-5901 5,000千円 2020/10/5
第152564号 安藤 ⼤輔 アンドウ ダイスケ 安藤 ⼤輔 アンドウ ダイスケ 東京都杉並区永福３−２１−１０ 03-6768-0306 0千円 2020/10/5
第152563号 （株）秋情報通信 アキジョウホウツウシン 秋⼭ 知宏 アキヤマ トモヒロ 東京都練⾺区南⼤泉４−３９−２９ 03-6676-3919 1,000千円 2020/10/5
第152562号 ⽇本ステップ（株） ニホンステップ ⼭⽥ 誠也 ヤマダ セイヤ 東京都東⼤和市仲原４−１１−３ 042-516-8656 20,000千円 2020/10/5
第152561号 ジック（株） ジック 松下 実 マツシタ ミノル 東京都中野区本町１−３２−２ 03-5309-2117 250,000千円 2020/10/5
第152560号 （株）ＲＣ建設 アールシーケンセツ 中村 貴幸 ナカムラ タカユキ 東京都⼋王⼦市⼤和⽥町６−２１−１７茜ハイム１Ｆ 042-652-9022 5,000千円 2020/10/5
第152559号 （株）ワン・チーム ワンチーム 駒井 京⼦ コマイ キョウコ 東京都中央区新川２−２４−２ビコービル３階 03-6858-7835 3,000千円 2020/10/5
第152558号 ⼤⾨塗⼯（株） ダイモントコウ ⼤⾨ 勝 ダイモン マサル 東京都葛飾区⽔元３−７−４越川ハイム１０２ 03-3609-8188 4,000千円 2020/10/5
第152557号 共⽴（株） キョウリツ 井上 正⽂ イノウエ マサフミ 東京都⼤⽥区東蒲⽥２−４−１０ 03-3735-4140 5,000千円 2020/10/5
第152556号 （株）育建 イクケン ⼩森 ⺠⼈ コモリ タミト 東京都板橋区⾚塚４−３３−２１ 03-6318-3634 1,000千円 2020/10/5
第152555号 （株）Ｐ２Ｃ ピーツーシー 中川 正也 ナカガワ セイヤ 東京都府中市⽩⽷台１−２１−１マイキャッスル府中⽩⽷台９０２ 042-334-8354 10千円 2020/10/5
第152554号 （株）ＡＲＵＭ．ＥＣ アルムイーシー 村＊ 博 ムラサキ ヒロシ 東京都港区南⻘⼭２−４ー１５ 03-6447-2682 5,000千円 2020/10/5
第152553号 （株）ＢʼｓＤＥＳＩＧＮ ビーズデザイン ⾺場 ⾼志 ババ タカシ 東京都新宿区住吉町３−１１ 03-6380-4649 10,000千円 2020/10/5
第152552号 （株）やぐち ヤグチ ⾕⼝ 喜⼀ タニグチ ヨシカズ 東京都杉並区⾼円寺南４−４２−６ 03-3312-3111 10,000千円 2020/10/5
第152551号 （株）本間建匠 ホンマケンショウ 本間 道紀 ホンマ ミチノリ 東京都⼤⽥区⻄糀⾕２−１３−７ 03-6423-9874 3,000千円 2020/10/5
第152550号 七尾商店（合） ナナオショウテン 七尾 信弘 ナナオ ノブヒロ 東京都板橋区熊野町１６−３−１００２ 03-6318-7709 1,000千円 2020/10/5
第152549号 （株）Ｓ−ＯＮＥプロダクト エスワンプロダクト ⾚澤 克仁 アカザワ カツヒト 東京都練⾺区下⽯神井２−１０−１２ 03-6767-7612 1,000千円 2020/10/5
第152548号 （株）⼭⼝電気⼯事 ヤマグチデンキコウジ ⼭⼝ 尚志 ヤマグチ ヒサシ 東京都⼋王⼦市⻑房町６１−１１ 042-664-0360 3,000千円 2020/10/5
第152547号 東都管理⼯業（株） トウトカンリコウギョウ 野村 正樹 ノムラ マサキ 東京都新宿区揚場町１−３グロリアビル５Ｆ 03-3269-4172 10,000千円 2020/10/5
第152546号 （株）徳原塗装 トクハラトソウ 徳原 禎 トクハラ タダシ 東京都東村⼭市多摩湖町２−１９−１ 042-392-6627 5,000千円 2020/10/5


