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1 ㈲味の昌久 川　口　　　操 77 有竹産業㈱ 有　竹　宏　明
2 ㈱アヅマエネルギー 小　池　幹　雄 78 ㈱アーバンリアルティ 小　林　正　治
3 アイデックス㈱ 山　下　美　紀 79 ㈲旭リビングシステムズ 川　幡　　　勇
4 高鉄交通㈱ 押　田　秀　雄 80 赤江工業㈲ 赤　江　勝　昭
5 浅岡産業㈲ 浅　岡　　　修 81 ㈱　荒　井 荒　井　富　夫
6 ㈱青木製材所 青　木　清　明 82 ㈱アイエムエス 吉　野　　　裕
7 ㈱青木商会 青　木　　　猛 83 ㈲天野植木 天　野　登　正
8 ㈲青木石油 宗　野　冨美子 84 ㈱アップス 鈴　木　達　也
9 ㈲　青　喜 青　木　芳　江 85 アクシス㈱ 樫　崎　　　博
10 ㈲アイ・エス・エフ 朝比奈　　　智 86 ㈲アラヤシキ 佐　宗　正　幸
11 ㈱荒井呉服店 荒　井　哉　子 87 アール企画㈲ 板　谷　　　凉
12 ㈲荒物加島屋 城　所　正　雄 88 ㈲アサカプランニング 糠　信　薫　子
13 ㈲アイエム精機 荒　井　　　勇 89 ㈲アクア電工 鈴　木　　　茂
14 ㈱アート・ハウジング 今　福　利　弘 90 ㈱アストロニクス 遠　藤　俊　明
15 ㈲アシカワ店舗工芸社 芦　川　　　宏 91 ㈱　先　駆 中　根　茂　雄
16 ㈱新井屋商事 新　井　　　登 92 ㈲　愛 宮　下　美保子
17 ㈲天野商店 天　野　　　宏 93 アートビーム㈲ 新　井　　　卓
18 ㈱アペックス 田　中　雅　英 94 ㈱アスワン 字　見　　　博
19 ㈱天野家具 天　野　　　仁 95 ㈱アルニック 野　村　安　宏
20 アルプス運送㈲ 宮　越　正　也 96 ㈲ＫＡＺＥＮ西東京 松　村　幹　江
21 ㈲相川電気商会 相　川　祐　喜 97 ㈲青山電工 青　山　　　正
22 相　沢　㈱ 相　沢　文　雄 98 アートシステム㈱ 有　賀　政　人
23 安藤物産㈱ 安　藤　謙　治 99 ㈲浅井板金工業 浅　井　信　雄
24 ㈲安達石材店 安　達　重　明 100 ㈲旭宣伝 堀　田　　　篤
25 ㈲麻生石材工業 麻　生　伊久雄 101 ㈲アイグラン 岩　田　利　夫
26 ㈲赤坂商店 赤　坂　浩　嗣 102 ㈲安藤建設 安　藤　　　忠
27 ㈱網代園 網　代　邦　子 103 ㈱アゲイン 依　田　明　弘
28 秋間電設㈱ 秋　間　利　久 104 ㈱アプト 大　貫　　　修
29 ㈲青木自動車 青　木　徳　幸 105 ㈲アオキ機工 青　木　洋　征
30 ㈲アジマセラミック 安　島　浩　行 106 ㈲アタック・メカ 内　倉　藤　晴
31 ㈱アサヒ化学研究所 岩　佐　彰　大 107 ㈲アラート・エイト・エイト 小　峰　孝　子
32 ㈲アーヂェントサービス 青　木　久　夫 108 ㈱アイビーサービス 塩　屋　　　勉
33 アイ・コーポレーション㈱ 高　橋　　　晃 109 ㈲アライ倉庫 新　井　浩　一
34 ㈲青木環境サービス 青　木　省　三 110 ㈲新井建設 新　井　與四継
35 旭工業㈱ 小　坂　友　二 111 ㈱阿部組 阿　部　千代吉
36 ㈲青木設備工業 青　木　重　和 112 (NPO) あけぼの会 佐　伯　　　進
37 ㈱アラカルト・フーズ 藤　原　正　俊 113 ㈲アーバンロケサービス 松　尾　正　尊
38 ㈱アトラス広告社 近　藤　　　淳 114 ㈱ヘーゼルナッツ 栗　原　一　志
39 シナリーサクセス㈱ 永　島　寿　子 115 ㈲アクリサービス 久　保　仁　志
40 ㈱アポロ化成 奥　山　勝　彦 116 ㈲アフターメンテナンス工房 谷　澤　英　樹
41 ㈲赤羽鉄工所 赤　羽　孝　弘 117 ㈲アームズ 矢　部　貞　夫
42 ㈲アイク 青　木　一　二 118 ㈲アート・八王子 田　中　瑞　枝
43 ㈲秋山工務店 秋　山　豊　男 119 ㈲アドバンス・クラフト 及　川　智　明
44 ㈲アルミクラフト 今　泉　光　雄 120 ㈱アクティブ・クリエイト 清　水　和　則
45 アルファリオン㈱ 林　　　義　一 121 ＲＦ技研工業㈱ 玉　村　俊　雄
46 アサヒ精巧業㈱ 高　橋　邦　夫 122 ㈲Ａｑｕａ 北　嶋　俊　信
47 ㈱柚木造園 小　杉　真由美 123 ㈲アビリティーホーム 宮　前　孝　仁
48 東ユニホーム㈱ 村　田　一　典 124 ㈱あさひデイサービス 佐　藤　貞　幸
49 ㈲青田時計店 青　田　秀　則 125 アーバンコンクリート㈱ 丸　山　利　行
50 ㈲吾妻商会 佐　藤　暁　子 126 ㈲アステック 廣　谷　昭　雄
51 ㈱アイム 山　口　　　朗 127 ㈲秋間建工 秋　間　恭　助
52 朝倉工業㈱ 朝　倉　栄　治 128 ㈱あさひ建創 佐　藤　貴　志
53 ㈲アルファー 新　井　利　男 129 ㈲あいむケアサービス 鈴　木　勝　啓
54 ㈲　旭　苑 山　下　善　弘 130 ㈱青木万年堂 青　木　正　明
55 ㈱いづみ地所ハウジング 宮　崎　洋　子 131 Ａ’ｓファミリーサービス㈱ 鈴　木　　　明
56 ㈲アイワテクニカルサービス 石　川　洋二郎 132 ㈱アリエス･ディーフォー 江　口　義　勝
57 ㈱ナザレ 田　川　章　江 133 あさひグリーン㈱ 小野寺　　　健
58 ㈲アサミ電気 阿左美　良　祐 134 ㈱アテネ 小　嶺　和　昭
59 秋山電気設備工業㈱ 秋　山　和　夫 135 ㈱昭島輸送 田　中　伸　享
60 ㈱アドニクス 小　島　　　要 136 アイデンタル㈱ 金　山　雄　二
61 ㈲あづまや商店 林　　　雅　和 137 ㈱　健　組 小野田　　　健
62 ㈲アオノ 青　野　道　子 138 アームリンク㈱ 中　嶋　大　貴
63 ㈲新井石材 新　井　　　彰 139 ㈱アプライズ 松　井　直　樹
64 ㈱アペックス 景　山　敏　行 140 渡辺福祉㈱ 渡　邊　正　憲
65 朝日物産㈱ 山之上　　　誠 141 アライアンス社会保険労務士法人 前　村　久美子
66 ㈱葵製作所 長谷川　　　薫 142 ㈱アットイーズ 松　本　典　久
67 ㈱東緑化 佐　藤　文　夫 143 ㈱旭希昇 山　口　早　戸
68 天草産業㈱ 藤　川　富　次 144 ㈱ＲＣ建設 中　村　貴　幸
69 ㈲アイジャクス 木　原　立　春 145 アポロホールディング㈱ 来　間　克　己
70 アイソス㈲ 佐　藤　和　博 146 ㈱ＲＣ　ＣＲＥＡＴＥ 細　野　功　介
71 ㈲明石建築アトリエ 明　石　　　昇 147 ㈱青山興業 青　山　孝　次
72 ㈲アイ・ティ・オー設計 伊　藤　栄　紀 148 ㈱アスク 中　野　聖　子
73 ㈲秋間造園 秋　間　　　隆 149 ㈲井上オートセンター 中　丸　雪　彦
74 (社福)アゼリヤ会 中　山　三　男 150 ㈲磯沼工業 磯　沼　康　雄
75 ㈱葵ヘルパーセンター 谷　津　和　子 151 ㈲岩本花店 岩　本　一　彦
76 あさみ商事㈲ 金　井　　　悌 152 ㈲イワキエンジニアリング 野　口　義　和
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153 ㈲伊藤物産 伊　藤　正　隆 229 ㈲市倉一級建築士事務所 市　倉　泰　政
154 ㈲いとう 伊　藤　雅　彦 230 ㈱石坂工務店 石　坂　昭　雄
155 ㈲飯室機械 飯　室　和　昭 231 ㈲池田電気 池　田　正　明
156 イケウチ㈱ 千　葉　正　行 232 ㈲石川美術工芸 石　川　雅　巳
157 池田織物㈲ 池　田　晃　也 233 ㈲伊世春 杉　本　衛　司
158 ㈱池田工務店 池　田　　　壯 234 ㈲飯嶋塗装工芸飯島建装 飯　嶋　　　隆
159 石井化学産業㈱ 石　井　太　郎 235 ㈲和泉電気 和　泉　宗　周
160 石井商事㈱ 石　井　公　子 236 ㈲井上造園 井　上　和　仁
161 ㈲伊藤祐次商店 伊　藤　俊　輔 237 ㈲イワモトプランニング 岩　本　弥栄子
162 ㈲　彩 秋　山　田美子 238 ㈱イーコム 野　中　和　幸
163 ㈲石川砂利店 石　川　繁　雄 239 ㈲マイテッククリエーション 今　井　勝　義
164 ㈲岩崎鉄筋 岩　崎　盛　司 240 ㈲イデオ自動車電気 井手尾　　　学
165 ㈱イー・ウエスト 上　島　賢　治 241 ㈱インテリアあいはら 相　原　充　洋
166 ㈲泉工業 田部井　佳　一 242 ㈲壱発コーポレーション 西　澤　良　一
167 ㈲池田外柵 池　田　　　洋 243 ㈲ミヤモト企画 宮　本　洋　子
168 (医)社団 青雲会北野台病院 杉　木　雄　治 244 ㈱ｉｓｍ 菅　原　進　治
169 石森染色㈲ 石　森　勝　巳 245 ㈲イガラシ冷熱 五十嵐　達　雄
170 石森石油㈱ 石　森　浩　元 246 ㈱ｉネットワーク 五十嵐　　　勉
171 ㈲石田塗料 石　田　　　明 247 ㈲井田工業所 井　田　重　雄
172 ㈲　一　澤 熊　沢　　　勝 248 ㈱岩木建築 岩　木　　　理
173 ㈲岩倉商事 岩　倉　満　治 249 ㈱イー・クオリティー 青　木　直　人
174 ㈲市川商会 市　川　富　夫 250 ㈱井草企画 井　草　孝　一
175 ㈲伊藤製作所 伊　藤　郁　彦 251 ㈱市川不動産 市　川　　　裕
176 ㈱伊藤工業 伊　藤　勝　幸 252 ㈱イシイサービス 石　井　洋　平
177 ㈱伊勢屋呉服店 秋　葉　多門二 253 ㈱イッパチ 小　澤　一　郎
178 ㈲伊登勢屋商店 中　村　哲　也 254 ㈲　魚　秀 松　島　健　之
179 ㈲煌工房 伊　藤　敦　平 255 内山商事㈱ 内　山　茂　男
180 ㈲伊奈喜 伊　奈　　　稔 256 内田長織物㈲ 内　田　昭　臣
181 ㈲井上コーポレーション 井　上　達　也 257 ㈲内田商店 内　田　善　久
182 ㈲石代生産 石　塚　重　雄 258 ㈱内野製作所 内　野　徳　昭
183 ㈱　井　草 井　草　一　寿 259 ㈲内田ビル 内　田　昌　一
184 ㈱井桁屋 大　貫　文　蔵 260 ㈱うかい　（峰尾 亨 様） 大工原　正　伸
185 ㈲岩崎高尾住設 岩　崎　真　吾 261 プリンタス㈱ 上　野　洋　一
186 ㈲今井康之商会 今　井　克　招 262 ㈲　魚　政 固　山　公　昭
187 アイテレコム㈱ 浅　野　　　武 263 東洋アルチタイト販売㈱ 若　林　　　弘
188 ㈲インフィニット　　 菅　　　　　積 264 ㈱ウドノ医機 鵜　殿　直　子
189 ㈱　岩　武 岩　崎　恭　久 265 ㈲植松建材店 植　松　日出男
190 (資)インターナショナル・アートサービス 高　見　　　透 266 ㈲打越容器 田　所　正　三
191 ㈲石川サッシ 石　川　忠　二 267 ㈱上野製作所 上　野　泰　和
192 ㈲稲毛屋商店 鈴　木　雄　次 268 ㈲ウッド・ベル 鈴　木　幸　三
193 ㈲　石　藤 佐　藤　　　亨 269 ㈲ウエーブス 安　藤　善　朗
194 ㈲井上商事 本　島　佳　与 270 ㈲うしろだ 井　上　正　克
195 (医)社団 鵬友会協和病院 椿　　　雅　志 271 ㈲内田硝子店 内　田　　　弘
196 ㈲岩沢プレス工業 岩　澤　由　衛 272 内田撚糸工業㈲ 内　田　善　治
197 ㈲井上テレビサービス 井　上　高　一 273 ㈲うなぎ高瀬 中　山　佳　和
198 ㈲市川精工 市　川　　　誠 274 内堀梱包運輸㈲ 鈴　木　美由紀
199 ㈲石井工業所 石　井　ユリ子 275 ㈲内田ストアー 内　田　久之助
200 ㈲いけだ 池　田　　　明 276 ㈲宇津木クリーニング 杉　浦　健　一
201 ㈲イシリン 石　鍋　吉太郎 277 ㈲植松工業 植　松　敏　夫
202 ㈱石川鑿泉工業所 石　川　幹　朗 278 上松電気㈱ 上　松　隆　夫
203 井上畜産㈱ 井　上　勝　男 279 内田燃料㈲ 内　田　荘　吉
204 ㈲いそでん 磯　貝　好　英 280 ㈲うめ八 小　磯　道　夫
205 ㈱　石　本 石　本　三　郎 281 内田電設㈲ 内　田　茂　雄
206 ㈱イスズ 安　部　寿　男 282 ㈲ウチヤマキヨシ 内　山　　　清
207 (医)社団 永生会 安　藤　高　夫 283 ㈱大勝運輸 臼　井　　　勝
208 ㈲石塚染工 石　塚　幸　夫 284 ㈲上林建材工業 上　林　章　記
209 イトーハウス㈲ 伊　藤　忠　一 285 ㈲ウォーターキューブ 糠　信　孝　司
210 ㈲いちょうメディカルクラブ 安　藤　淳　一 286 ㈲ウエストバレー 鳥　山　直　行
211 ㈲石川興業 石　川　　　工 287 ㈲内田会計 内　田　良　一
212 石森産業㈱ 石　森　孝　志 288 ㈲内田電気商会 内　田　康　司
213 ㈲一翔建設 高　橋　　　一 289 中日本エクシス㈱ 中　齊　　　昇
214 ㈲一和建設 吉　田　喜一郎 290 ㈱内山石油店 内　山　　　崇
215 ㈲いそま 礒　間　正　裕 291 上野総業㈱ 上　野　博　幸
216 ㈲岩下工務店 岩　下　克　己 292 ㈱ウエマツ 植　松　忠　雄
217 市川造園㈱ 市　川　　　渉 293 ㈱ウェルサポート 安　部　昭　博
218 ㈲石森書店 石　森　康　夫 294 ㈲ウェルテック 長谷川　哲　章
219 井上運送㈱ 井　上　昭　彦 295 ㈱ウィズテック 杉　本　義　郎
220 ㈲飯田工業 飯　田　徹　治 296 ㈲エヌワイ商事 内　田　進　男
221 ㈱石井製作所 石　井　　　孝 297 ㈱エス・アイ・シー 堀　　　博　昭
222 ㈲インテグラル 嶋　根　　　健 298 ㈱　栄　楽 小　野　政　也
223 ㈱石田工務店 石　田　雄一郎 299 栄和織物㈱ 中　山　謙　二
224 ㈱板谷越製作所 板谷越　　　健 300 ㈲エノモト 榎　本　　　正
225 (医)社団 晋和会 村　松　裕　之 301 ㈲越前屋商店 内　田　誠　一
226 ㈱ピース アカウンティング ファーム 西　村　　　享 302 ㈲永都測量設計 山　本　康　弘
227 ㈱イベントサービス飛鳥 蟹　江　　　豊 303 ㈲栄石産業 常　盤　良　成
228 (医)社団 大山整形外科診療所 大　山　　　実 304 ㈱円上クサマ商店 草　間　　　剛
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305 ㈲榎本商会 榎　本　直　樹 381 ㈱大島椿本舗 岡　田　一　郎
306 ㈲アイビー建工 飯　村　泰　輝 382 ㈲オートショップそうと 斉　藤　三　郎
307 エムティエス電気工業㈱ 三　上　　　博 383 ㈲大沢屋商店 熊　沢　　　清
308 ㈱エジソン商会 尾　崎　勝　彦 384 ㈱大谷硝子店 平　田　有　宏
309 (宗)永林寺 小　倉　英　利 385 ㈲オオガキ 大　垣　堯　永
310 エイテック㈲ 石　田　　　実 386 荻野配送㈱ 荻　野　光　春
311 ㈲エイブル精工 岡　田　邦　夫 387 ㈱大野製作所 大　野　秀　美
312 江口設備管理㈲ 江　口　哲　夫 388 ㈲大巻精肉店 八　木　茂　治
313 ㈱エリオニクス 岡　林　徹　行 389 ㈲大曽根建築 大曽根　一　忠
314 武蔵リオン㈱ 雨　宮　一　也 390 ㈲オリエンタルコンサルティング 本　吉　光　子
315 ㈲エム総合経営研究所 室　岡　喜代二 391 ㈲大村屋 安　藤　貞　男
316 ㈱エース技研 佐　藤　宗　宏 392 ㈱大博建設 木　村　武　博
317 アイキャンディ㈱ 福　森　加　苗 393 大成発條工業㈱ 菊　地　範　行
318 ㈱エーデン 八　島　和　美 394 小川綿業㈱ 小　川　博　敬
319 ㈱エクセルシア 関　屋　　　将 395 オリエント技研㈱ 後　藤　康　彦
320 ㈲　英　林 林　　　　　知 396 ㈱小野藤 小　野　次　代
321 ㈱エイム・トータス 伊　藤　　　隆 397 ㈱小笠原 白　石　　　豊
322 ㈱エイ・アイ・シー 来　間　秀　光 398 ㈲小田原屋 森　　　祥　一
323 ㈱エイトライフ 白　井　正　一 399 ㈲百ふく 岡　田　光　平
324 ㈱エイビット 檜　山　竹　生 400 ㈱乙女屋 金　子　陽太郎
325 ㈱エクセル 峯　尾　一　幸 401 ㈲大むら 渡　会　哲　夫
326 ㈲エスティエフ 佐　藤　敏　夫 402 ㈱オー・ティ・ティ・エス 田　中　誠　悦
327 ㈲　槐 井　上　和　成 403 ㈲オフィスめぐみ 伊　達　めぐみ
328 ㈱イー・エム・アイ 曲　渕　恵美子 404 ㈲　尾　川 尾　川　雅　洋
329 ㈲エトワール 小　川　博　敬 405 ㈱オガワ 尾　川　朋　治
330 ㈱エフティアィ 藤　原　　　仁 406 ㈱岡田屋 丹　羽　誠　一
331 ㈱エフエフシー西東京 小　山　　　昇 407 ㈲大多摩型枠工業所 中　川　穣　爾
332 ㈱エイト 白　柳　雅　文 408 ㈲大谷緑園建設 大　谷　真　一
333 ㈲エクステリア双葉 口分田　　　久 409 ㈲小沢製作所 小　沢　孝　志
334 ㈲エクセルサービス 原　　　幸　憲 410 乙津商事㈲ 乙　津　千　幸
335 ㈲エヌ・エム・シー 中　村　　　壮 411 ㈲大志茂 太　田　正　利
336 ㈲遠藤光工務店 遠　藤　光　夫 412 ㈲オオタグリーンリース 太　田　弘　文
337 ㈲英大商事 大神田　芳　子 413 ㈲大久保製作所 大久保　　　悟
338 ㈲エーオーアイ 村　岡　富志明 414 ㈱オルウェイズ 安　藤　弘　之
339 ㈱エコグリーンテクノ 佐　藤　トミ子 415 小山田重機㈱ 小山田　　　昇
340 ㈲エルテックス 小　西　秀　樹 416 ㈱オサダ 長　田　　　豊
341 ㈲エビス 川　村　友美枝 417 ㈲岡部木工所 岡　部　博　則
342 ㈱悦企画 田　口　悦　三 418 ㈱ウッドダム 荻　島　一　光
343 ㈲　永　寿 塚　本　主恵夫 419 ㈲オフィスコム 杉　本　直　彦
344 (宗)円通寺 高　築　光　亮 420 ㈲オンディーナ 峯　岸　千代美
345 パルスモ㈱ 原　嶋　栄　一 421 大久保工務店㈱ 大久保　　　篤
346 ㈲エスアンドエー 関　根　久　男 422 ㈲　大　雅 小　泉　忠　雄
347 ㈱エスエストラスト 杉　本　浩　司 423 ㈲だるま家 小　川　紀　一
348 ㈲エルエイチコンストラクション 井　上　　　守 424 ㈲小倉屋酒店 小　野　久　充
349 ㈱エクステリアハギウダ 萩生田　　　豊 425 ㈲岡田測量 岡　田　大　成
350 ㈲エヌ企画 長　島　クニコ 426 ㈲オカド染色工業 山　口　将　成
351 ㈲エスティアート 高　橋　彰　史 427 オキトロテック㈲ 沖　倉　　　勇
352 ㈲映光道路 小　林　幸　雄 428 ㈱オット 白　柳　直　美
353 ㈱エコネット 小　原　拓　也 429 ㈱オリエント 豊　泉　皖　嗣
354 ㈱Ｈ＆Ｃ 諸　星　隆　之 430 ㈲小澤酒造場 小　澤　道　子
355 ㈲エノモト 榎　本　弘　好 431 ㈲岡地製作所 岡　地　克　己
356 ㈲ＮＩＳ 石　坂　久　夫 432 ㈱小木製作所 小　木　　　猛
357 ㈱エージーテクノス 青　柳　裕　之 433 ㈲双伸測量設計 岡　田　伸　寿
358 エステイター㈱ 寺　嶋　利　兼 434 ㈲オスカ 高　橋　一　夫
359 ㈱エアクリーンシステム 鈴　木　善　則 435 ㈱オーク 三　宮　　　浩
360 ㈲縁足旅行社 伏　屋　広　継 436 ㈲大原織物 大　原　進　介
361 ㈱ソフィア・システム・サービス 黒　部　　　斉 437 ㈲大貫解体工業 大　貫　安　啓
362 ㈱ＨＢＣ 上　野　　　均 438 ㈲大雅運輸 大　澤　成　年
363 ＭＤＭ㈱ 井　上　道　夫 439 ㈱奥野製作所 奥　野　　　満
364 (同) エスケーエーインターナショナル 鈴　木　重　明 440 ㈲エクステリアオガタ 尾　形　信　幸
365 ㈱エスティサービス 坂　本　利　男 441 ㈲おくやま写真館 奥　山　真　一
366 日商住設㈱ 山　門　文　高 442 ㈲太田商店 太　田　恭　弘
367 ㈱永川製作所 永　川　勝　広 443 ㈲オカクワ 大　平　みの理
368 ㈱エスクラフト 松　﨑　仁一郎 444 小澤春美建築設計㈱ 小　澤　春　美
369 ㈱エヌワン環境サービス 野　田　大　雅 445 ㈲大野塗装店 大　野　　　弘
370 ㈱ＮＴ製造 松　井　博　文 446 ㈱オールクライム 高　橋　清　美
371 ＨＰＳ㈱ 山　本　満　春 447 ㈱大山工業 大　山　幸　人
372 ㈱エフォート 上久保　　　司 448 ㈱オーシーテクノ 尾　川　智　洋
373 ㈱榎本建材 榎　本　健　二 449 ㈲オリアン 佐　藤　力　也
374 ㈱Ｍ＆Ｈ ＲＥパートナーズ 樫　崎　　　博 450 ㈲オクトミ 奥　富　孝　弘
375 ㈲エム・エフ 山　田　美智子 451 オールライフ㈱ 相　澤　　　均
376 ㈲エーケン電設 半　澤　健　志 452 ㈲オオイ 大　井　志　郎
377 ㈲オガワ 小　川　浩　史 453 大塚電装機器㈱ 大　塚　叔　朗
378 ㈲アサヒメディアサービス 小　倉　真寿雄 454 ㈱オンリーワン 五　明　徹　也
379 ㈲トータルオフィス 越　智　　　修 455 ㈲オートショップマチダ 町　田　恒　臣
380 ㈱オリエンタルパーツ 本　間　弘　行 456 ㈲オプティコ 近　藤　夕起子



№ 法　人　名 代　表　者 № 法　人　名 代　表　者
457 ㈱小川測量 黒　田　眞　澄 533 ㈲上條商店 上　條　和　浩
458 ㈱ＯＲＴＨＲＯＳ　ＤＥＳＩＧＮ 松　本　隆　司 534 川口電装㈲ 長　田　重　利
459 ㈱ＯＦＦＲＥ 増　田　雅　好 535 ㈲金田企画 金　田　壽　男
460 ㈱オフィス・セイワ 佐　宗　和　美 536 環境リサーチ㈱ 飯　田　哲　哉
461 ㈱ｏｆｆｉｃｅ　Ｚｉｌｌ 刀　根　　　将 537 ㈱勝沢重機 勝　沢　広　行
462 ㈱カタクラ 筒　井　和　彦 538 ㈲金子スポーツ振興八王子 金　子　日出登
463 ㈲亀山商店 亀　山　倶　視 539 ㈲神野商店 神　野　信　彦
464 カミシマ商事㈱ 神　嶋　一　訓 540 ㈲上條工業 上　條　　　武
465 ㈲上條コンクリート 上　條　　　稔 541 ㈲加藤ボディー 加　藤　和　男
466 ㈲加桝屋商店 久　下　　　勝 542 ㈲カワサキ・フリーダム・ナナ 長　尾　和　彦
467 ㈱加増屋商店 小　峰　記世子 543 ㈲割烹まつ井 松　井　政　昭
468 加藤設備工業㈱ 加　藤　雅　明 544 勝沢運輸㈱ 勝　沢　美佐男
469 ㈱金子電気商会 坂　本　芳　彦 545 ㈲カドヤ企画 長　嶋　政　雄
470 ㈲上和泉ビル 小　泉　　　一 546 ㈲カラフル 松　原　正　純
471 ㈲加藤商店 加　藤　一　詞 547 (NPO) 環境活動センター八王子 池　田　丈　三
472 ケイワーク㈱ 加　藤　精　孝 548 ㈱柏木環境保全 柏　木　　　将
473 ㈲川口教材社 川　口　雅　子 549 ㈱柁原製作所 柁　原　正　則
474 ㈱むつみ 遠　藤　益　夫 550 関東エンジ㈱ 関　本　　　久
475 ㈲柿沼積算事務所 柿　沼　幸　夫 551 木村設備㈱ 木　村　真　悟
476 (医)社団 かけい医院 筧　　　正　雄 552 ㈲共栄精密 松　木　哲　也
477 ㈲カトウ建材 加　藤　　　寿 553 ㈲清栄商事 守　屋　清　美
478 ㈱角澤商店 角　澤　重　男 554 ㈲共栄ホーム 吉　田　和　夫
479 川崎ミシン工業㈲ 川　崎　　　晃 555 ㈲共栄ガレージ 斉　藤　高　弘
480 ㈱環境システムサービス 加　藤　美　智 556 協和産業㈱ 山　口　精　治
481 ㈲花月苑 橋　本　雅　史 557 共　友　(資) 齊　藤　高　弘
482 ㈱博栄不動産 小　方　一　博 558 ㈲京南精密 金　子　喜代松
483 ㈲金子自動車 金　子　征　一 559 菊島建設㈱ 菊　嶌　幸　司
484 ㈲かわ邑 川　村　啓　子 560 錦せい商事㈲ 入　山　　　　
485 川麻工業㈲ 川　村　正　義 561 ㈱喜久屋 橋　本　圭　司
486 (宗)観音寺 鈴　木　一　雄 562 ＨＫＴ㈱ 秋　山　　　茂
487 ㈱　河　瀬 河　瀬　　　勝 563 ㈱ケイアイ 北　島　伸　高
488 ㈲柏コーポレーション 小　礒　敏　明 564 ㈲キッチンなかやま 中　山　恒　雄
489 樫実紡織㈱ 樫　崎　亮　一 565 京西電機㈱ 田之倉　　　寛
490 ㈱かんべ 神　辺　和　幸 566 極星会 八　木　惣　助
491 ㈲唐木建具店 唐　木　　　誠 567 ㈱きぬたや 梅　山　雅　史
492 ㈱スピン 笠　井　貴久雄 568 ㈲近郊地所 山　本　德太郎
493 ㈲門倉製作所 門　倉　勝　彦 569 ㈱ソキュアス 川　近　　　充
494 梶原機械㈱ 梶　原　年　男 570 ㈲キタムラ 北　村　和　弘
495 ㈱片平板金 片　平　忠　幸 571 北八王子産業㈱ 坂　本　昌　平
496 ㈲蒲生石材 蒲　生　　　強 572 ㈲キョーエー 小　関　勝　紀
497 ㈲狩谷車体工場 狩　谷　賢　一 573 共栄ハウスサービス㈱ 植　松　秀　元
498 ㈱鎌田鳥山 土　川　建　吉 574 ㈱京フードサービス 野　口　朋　昭
499 ㈱　角　喜 依　田　守　正 575 ㈱金太郎 増　子　辰　美
500 カタヤマ工営㈱ 片　山　方　人 576 ㈲　杏　悠 小宮山　　　毅
501 開土化学㈱ 天　野　信　義 577 ㈲木戸畳店 木　戸　将　士
502 ㈱川島電工社 川　島　博　嗣 578 ㈲協和電設 和　智　誠　一
503 ㈱ガリバー企画 松　崎　敏　雄 579 ㈲木崎オートサービス 木　崎　善　紘
504 ㈲カーペットドクター 高　野　　　毅 580 ㈱　岸　陽 岸　野　功　春
505 ㈱加藤テック 加　藤　総　勇 581 北原建材工業㈱ 松　本　　　隆
506 ㈲ガーデニア 城　定　エミ子 582 ㈱北野技研 松　塚　　　武
507 ㈱川口自動車工業 川　口　善　明 583 ㈱菊池製作所 菊　池　　　功
508 ㈲梶谷歯科商会 梶　谷　幸　男 584 ㈱共栄デザイン 谷　　　良　則
509 ㈲かどや不動産 山　本　昭　治 585 ㈱北園空間設計 北　園　　　徹
510 金子自動車㈱ 金　子　由　典 586 君沢サンヨー㈱ 伊　奈　　　輝
511 ㈲学燈舎フレックス 吉　澤　英　一 587 ㈲北の根 奥　住　宏　助
512 梶原鉄筋工業㈱ 梶　原　久　義 588 きざきＦＰオフィス㈱ 木　崎　海　洋
513 ㈱金正工務店 内　田　　　栄 589 ㈲ケイメディカル 菊　池　洋　子
514 ㈱かざま不動産 風　間　勝　利 590 ㈱銀室興業 鈴　木　平八郎
515 ㈲オレンジドア 菅　野　　　茂 591 ㈲北野増田屋 宮　崎　裕　樹
516 日通エネルギー関東㈱ 髙　橋　英　雄 592 ㈲協立自動車整備工業 林　　　憲　一
517 河西工芸㈱ 河　西　成　幸 593 ㈱北野薬局 川　口　泰　男
518 ㈱金林商店  金　林　鐘　一 594 ㈲木村鉄工 木　村　重　美
519 ㈲菅野商会 菅　野　敦　志 595 ㈲清春商事 原　田　文　雄
520 ㈲ＫＡＩ設計 市　川　清　治 596 木村サッシ㈲ 木　村　秀　明
521 ㈲川幡工務店 川　幡　祐　一 597 ㈲キヨヒサ 清　水　アイ子
522 ㈲カナガワ住機器サービス 渡　邉　　　進 598 ㈲木村造園 木　村　　　栄
523 ㈱雅敍造園 田　中　義　德 599 ㈱キトラ電気 木　寅　聡　士
524 ㈱加藤総合住宅 加　藤　洋　司 600 ㈱クワバラ 桑　原　　　廣
525 ㈱加藤ガス設備 加　藤　誠　亮 601 ㈱くまざわ 熊　澤　　　真
526 ㈲学園サービス　拓殖大学購買会 齊　藤　誠　一 602 草柳織物㈱ 草　柳　清　治
527 ㈱桂電工 佐　藤　清　治 603 ㈱ゆうしん 串　田　一　訓
528 亀清産業㈱ 亀　田　慎二郎 604 串田染工㈲ 串　田　耕　一
529 ㈱川久保風呂店 川久保　正　次 605 ㈱工藤商店 工　藤　保　典
530 ㈱　海　苑 井　上　恵　司 606 ㈲クリーン冷熱 智　者　　　実
531 ㈱河野設備 河　野　匡　倫 607 ㈲倉田商店 倉　田　興　人
532 ㈱桂造園 渡　辺　　　保 608 ㈲黒沼特級保険事務所 新　垣　茂　樹
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609 ㈲栗本左官店 栗　本　宥　祉 685 ㈱国分工務店 國　分　　　茂
610 黒須建設㈱ 黒　須　光　隆 686 ㈲コスゲ 小　菅　道　治
611 黒富織物㈱ 黒　澤　真　一 687 グリッターテクノ㈱ 小　林　秀　樹
612 ㈲クワタハウジング 桑　田　　　彰 688 ㈲小林プレス 小　林　　　誠
613 ㈱黒部製作所 黒　部　健　二 689 ㈲越野ボディー 越　野　眞　治
614 ㈲倉田商店 倉　田　行　修 690 ㈱小林自工 小　林　一　仁
615 ㈲クロダ製作所 黒　田　正　浩 691 ㈲小林製作所 小　林　洋　一
616 ㈲工藤塗装 工　藤　興　次 692 (宗)髙楽寺 佐　藤　秀　仁
617 ㈲　日　下 木　下　正　雄 693 ㈱　小　林 小　林　伸　行
618 ㈱クレア 小　野　　　洋 694 小山木材㈲ 小　山　昭　一
619 (学)桑沢学園 田　口　浩　一 695 ㈱Ｋ・Ｂスチール 小　林　一　成
620 ㈲工藤土木 工　藤　　　正 696 ㈲コミヤオート 井　上　二三男
621 ジェットセット㈲ 佐　崎　誠　司 697 ㈱小松急送 小　松　政　人
622 ㈲櫛田製作所 櫛　田　裕　之 698 ㈱小池建材 小　池　　　潤
623 ㈱アステック 馬　場　敏　之 699 小柳織物㈱ 奥　村　忠　男
624 ㈱グランド東京 出　川　雅　夫 700 ㈱寿不動産 常　盤　良　平
625 ㈲　車　家 宮　下　厚　志 701 ㈱古賀建築事務所 古　賀　水　雄
626 ㈱クウセツ 榎　本　虎　一 702 ㈲古宮農蚕機商会 古　宮　泰　造
627 ㈲クルミ 中　島　康　明 703 (宗)子安神社 松　宮　兼　房
628 紅オート販売㈱ 堀　上　則　夫 704 ㈲コウリュウ 浅　井　常　男
629 ㈲クロシマ 黒　島　佳一郎 705 ㈲小林設計事務所 小　林　克　敏
630 ㈲グローバル治 引　地　二　郎 706 ㈲コヤマ軽工業 小　山　昌　則
631 ㈲クマガイ 熊　谷　　　博 707 (医)財団 興和会 右　田　敦　之
632 ㈱国友建設 国　分　英　雄 708 ㈲互栄鍍研工場 高　縄　太　志
633 ㈲黒田工務店 黒　田　好　則 709 (医)財団 青溪会駒木野病院 菊　本　弘　次
634 ㈲クール 小　松　たつ子 710 ㈲こぐま 八　幡　俊　彦
635 ㈲クリーニングオオタケ 大　竹　一　郎 711 ㈱米屋守谷富蔵商店 守　谷　道　子
636 ㈲グリーンライフナカムラ 中　村　郷　秀 712 ㈲　光　洋 赤　坂　芳　美
637 ㈲　黒　沢 黒　沢　和　子 713 ㈲近藤機型製作所 近　藤　　　勲
638 ㈲グランデュール 長　澤　美恵子 714 小園時建設㈲ 小　園　時　治
639 ㈲栗原精機 栗　原　憲　一 715 五建工業㈱ 菅　原　　　孝
640 ㈲グッドホーム 登　坂　智　博 716 晃栄産業㈱ 河　崎　浩　三
641 ㈲クリーンハート 河　合　洋　幸 717 小池運輸商事㈱ 小　池　眞　道
642 ㈱クオリアホーム 関　谷　哲　央 718 ㈲コクボモータース 小久保　春　夫
643 ㈱グルマン 三　木　智　之 719 ㈱珈琲実験室 大　坪　達　也
644 ㈲クライム 平　山　雄　悟 720 広栄電気㈱ 荒　巻　洋　二
645 ㈱クローバー企画 小　澤　勝　弘 721 ㈱コヤタ建材 小谷田　　　栄
646 ㈱クリーンファクトリー 近　藤　芳　弘 722 ㈱コンセント・フリー 清　水　幸　彦
647 ㈱花水木 寺　田　　　晃 723 (宗)高乗寺 細　川　泰　徳
648 ㈲ケーアンドエム 高　橋　道　夫 724 ㈲コスモ精密 林　　　利　彦
649 (宗)桂福寺 加　藤　智　昭 725 ㈲泰平不動産 澤　井　律　彦
650 ㈱経営システムハウス 青　木　　　学 726 ㈲五十番 中　山　堯　行
651 ㈱　建　装 有　竹　　　厚 727 ㈱レミックス 小　林　正　剛
652 ㈱マイスターホーム 橋　本　雄　二 728 ㈲小林工務店 小　林　忠　雄
653 ㈱ケンコー 中　山　　　健 729 (宗)極楽寺 小　澤　憲　珠
654 ㈲ケイ・エム・ティ・プランニング 小　島　　　功 730 (宗)金剛院 山　田　一　眞
655 建治建設㈱ 橋　本　秀　一 731 ㈲　コ　ム 大久保　幸　次
656 ㈲ケイアイ・クリフォート 市　川　健治郎 732 宏和建設㈱ 佐　野　雅　臣
657 ㈲ケアスタッフ 成　川　啓　一 733 ㈲　厚　徳 安　武　一　行
658 ㈲ケイユー製作所 請　川　公　造 734 ㈱コスモ計器 古　瀬　智　之
659 ㈱ケイユー 尾　野　弘　明 735 ㈲小島産商 小　島　満　夫
660 日本アッシュ㈱ 榎　本　雅　之 736 ㈲越高工業 越　高　富　男
661 ㈲ケーワイ企画 吉　永　君　夫 737 ㈱エニシア 小　林　健　護
662 ㈲ケーユー・リバブル 大　渕　浩　美 738 ㈱小池ガラス店 小　池　韶　邇
663 ㈲ケー・コーポレーション 久　保　秀　行 739 ㈱コンデトライ研究所 草　刈　信　行
664 ㈲啓文社 岡　田　啓　里 740 ㈲浩和自動車 小　林　　　孝
665 ケミテック・ワイ・ティ・ティ㈱ 藤　井　　　豊 741 ㈲コリウス 井　上　晴　夫
666 ㈲恵栄インテリア 武　藤　　　栄 742 ㈲高昇プランニング 礒　尾　光　明
667 ㈲ケア・テイカー 竹　縄　正　幸 743 ㈲小礒企業 小　礒　忠　次
668 ㈲Ｋｅｉ．フラワー 池　田　　　勝 744 ㈱鋼和企業 畑　　　　　繁
669 ㈱研設備計画 根　岸　正　人 745 小宮商事㈲ 小　宮　一　秀
670 ㈱ケイズエアシステム 鹿　山　剛　央 746 ㈲小谷田不動産 小谷田　直　樹
671 ㈱ケーアンドエーホーム 中　村　義　行 747 ㈱コムネット 山　口　進　一
672 健幸堂㈱ 吉　田　省　吾 748 ㈲ＫＯＩＫＥ工業 小　池　　　潤
673 Ｋ’セレモサービス㈱ 望　月　浩　介 749 ㈲コピーセンター 内　匠　吉　弘
674 ㈱ケイラインロジテム 影　山　佳　織 750 ㈲光新電設 松　岡　公　司
675 ㈱ケージーカンパニー 近　藤　博　実 751 (医)社団 幸山会 内　山　正　美
676 ㈱京浜アルナ 山　室　政　幸 752 ㈱こばくらインテリア 小　林　秀　雄
677 相　光　㈱ 本　田　義　廣 753 ㈲　込　谷 込　谷　富　子
678 ㈲コトウファマシー 増　井　厚　和 754 ㈲小山米店 小　山　泰　男
679 ㈱コメヤ 澤　本　洋　一 755 ㈲小山自動車 小　山　　　晶
680 ㈲ことぶき洋品店 川　村　雅　一 756 弘洋設備㈱ 大　成　賢　持
681 ㈲コツカ 小　塚　吉　治 757 ㈲コマフラワーショップ 高　麗　　　進
682 西関東機材㈱ 藤　島　廣　明 758 ㈲小松自動車 小　松　康　之
683 ㈲小池商店 小　池　君　明 759 ㈲こやまビル 小　山　たき子
684 ㈱コスモス医工 小　林　壽　男 760 ㈱コスモシステム 高　橋　敬　介
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761 ㈲こしみず 輿　水　幸　司 837 ㈱三栄ハウジング 加　藤　一　生
762 ㈱コナウィンズ 澤　田　光　明 838 三協産業㈱ 渡　部　兵四郎
763 ㈲こみや 込　谷　喜代子 839 ㈲サカショー 南　園　富士夫
764 ㈱河野工務店 河　野　公　秋 840 ㈱　三　甲 林　　　　　巌
765 ㈱肥沼製作所 肥　沼　偉　雄 841 三王工業㈱ 市　川　　　薫
766 ㈱コスモ精密 高　井　和　男 842 ㈲三洋商会 藤　田　昌　子
767 ㈲幸伸タイル工業 高　橋　幸　雄 843 ㈲笹野園 笹　野　倶　子
768 ㈲後藤自動車硝子 後　藤　三　男 844 ㈲三多摩自動車 竹　内　政　裕
769 小熊商店㈱ 陸　　　　　瑶 845 三英印刷㈱ 仙　葉　哲　識
770 ㈲光伸技研 山　田　二　郎 846 ㈲佐野石材工業 佐　野　茂　行
771 ㈱小山石材 小　山　陸　奥 847 ㈲サダ建装 鈴　木　定　二
772 ㈱ＣＯＸ 高　橋　寛　行 848 三和会商店街振興組合 宮　腰　　　満
773 (一社)国際文化教育協会 竹　元　正　美 849 ㈱サンエス 嶌　田　作　蔵
774 コミュニティコネクト㈱ 阿　達　健　司 850 ㈱サイトー技建 斉　藤　文　夫
775 ㈱ＧＯＺＯ 福　士　公　輔 851 ㈲サンテン 三　浦　純　一
776 ㈱　光　洋 金　丸　能　明 852 ㈱三恵建設 矢　作　　　勝
777 ㈱コバヤシ 小　林　義　幸 853 三友リフォームテクノ㈱ 鈴　木　紀　雄
778 こどもプラス㈱ 栁　澤　弘　樹 854 ㈲三和商会 武　内　一　行
779 (公財)八王子市学園都市文化ふれあい財団 村　松　眞貴子 855 ㈲三共社 野　口　雅　生
780 びおら㈱ 齊　藤　万理子 856 ㈲サン総合保険 和　智　　　寛
781 ㈲三宝企画 椙　田　一　男 857 ㈱　三　晃 持　田　和　也
782 ㈲さつきメディカル 津　村　信　彦 858 ㈲サリオマーク 井　上　和　之
783 ㈱さわぶち不動産 志　村　道　雄 859 ㈱ザイコム 安　藤　敏　雄
784 ㈲笹野住設 笹　野　　　博 860 ㈱散田管工 小　阪　雅　士
785 ㈲埼玉屋本店 長谷部　良　幸 861 ㈱サン・インテリア 友　野　弘　記
786 ㈲栄茶屋 峰　尾　一　彦 862 三機商工㈱ 里　園　知　嗣
787 ㈱　坂　福 大　洞　敏　男 863 ㈲佐藤パーツ 佐　藤　加代子
788 ㈱坂本呉服店 坂　本　直　美 864 ㈲サンリットサービス 服　部　博　良
789 ㈲山京商事 大久保　幸　子 865 ㈱坂本実業 坂　本　竜　人
790 ㈱完山金属 完　山　一　範 866 ㈱さなえ 高　橋　博　明
791 ㈲サンエースインテリア 山　下　正　勝 867 ㈲山昇建設 山　本　康　博
792 ㈲　山　峰 山　本　善　一 868 ㈱　三　恵 塚　本　真　也
793 三昭建設㈱ 鈴　木　昭　次 869 ㈲サポートスタッフほほえみ 矢　島　清　子
794 ㈲ササキプランニング 佐々木　　　章 870 三晃エレクトロニクス㈱ 込　谷　重　雄
795 ㈲佐藤材木店 佐　藤　　　敏 871 ㈱サンケイ 保　坂　弘　道
796 ㈱三和設計 佐　藤　武　文 872 サチ・エンタープライズ㈱ 石　川　雅　巳
797 三英電設㈱ 上　條　昇　一 873 ㈱齋藤工務店 齋　藤　良　作
798 ㈲笹野商店 笹　野　鶴　吉 874 ㈲さえら 岸　本　吉　昭
799 ㈲沢井織物工場 沢　井　栄一郎 875 ㈲佐藤ニット 佐　藤　祐　幸
800 ㈱澤田澤吉商店 澤　田　秀　光 876 ㈱　茶　山 伊　藤　　　学
801 ㈱三洋プリント 長谷川　　　博 877 ㈲佐藤鉄筋工業 佐　藤　　　勝
802 ㈱齋藤機工 齋　藤　義　祐 878 ㈱サーパス 高　崎　活　行
803 ㈲先田製作所 先　田　吉　利 879 ㈱サンライト 井　上　輝　久
804 三幸商事㈱ 黒　澤　訓　行 880 坂西精機㈱ 坂　西　宏　之
805 (公財)東京都都市づくり公社 大　原　正　行 881 ㈲佐野自動車 佐　野　利　昌
806 ㈲サトウオリジナル 佐　藤　欽　也 882 ㈲三多摩ユニフォーム 三　田　茂　雄
807 ㈱三成堂 三　浦　和　幸 883 山王テクノアーツ㈱ 田　中　　　祐
808 ㈱斎藤造園 斎　藤　　　宏 884 サトウ企画㈱ 佐　藤　三　郎
809 ㈲澤村興業 澤　村　浩　二 885 ㈲酒井鉄工製作所 酒　井　浩　文
810 ㈲ヨーコー土地 前　沢　　　光 886 ＴＨＥ ＳＫＹ ａｌｐｈａ㈱ 德　　　祐　吾
811 三多摩燃料㈱ 渡　辺　賢　典 887 ㈱サバイブ 木　内　貴　彦
812 馬場商事㈱ 馬　場　勝　安 888 ㈱　坂　本 坂　本　信　也
813 ㈲サンデン設備 山　下　保　夫 889 ㈲翔研企画 田　中　清　貴
814 ㈲ザトペック 古　里　恵　二 890 (医)社団 継日堂　高尾耳鼻咽喉科医院 田　中　洋　二
815 ㈲三和製作所 田　辺　裕　通 891 (医)社団 清泉会 清　川　重　人
816 ㈲三和精機工業所 原　　　純　一 892 ㈲　昭　栄 八木岡　英　男
817 ㈱ＳＡＮＷＡ 成　澤　隆　吉 893 (医)社団 恵容会　南大沢クリニック 佐々木　容　三
818 ㈲サイテックファクトリー 澤　田　　　剛 894 (医)社団 斗南堂 八王子クリニック 井　藤　尚　文
819 三友建設㈱ 外　池　正　明 895 ㈲志水商店 志　水　伸　正
820 (宗)西蓮寺 薬師寺　浩　兼 896 ㈱清水工房 比　嘉　良　孝
821 佐藤商事㈱ 佐　藤　正太郎 897 ㈱　新　和 堤　　　政三郎
822 ㈱真尾商店 真　尾　邦　俊 898 (医)社団 ＫＮＩ　北原国際病院 北　原　茂　実
823 ㈱坂本電機商会 坂　本　政　夫 899 (医)社団 福神会　柴田産婦人科医院 柴　田　穣　一
824 三省堂印刷㈱ 関　田　敏　之 900 ㈱渋市商店 渋　市　浩　志
825 (医)財団 敬寿会相武病院 秋　山　一　也 901 シャトー電子工業㈱ 城　定　昭　夫
826 ㈲佐々木重機 佐々木　誠　賢 902 ㈱シゲミ 重　美　美希子
827 三友産業㈱ 須　田　和　夫 903 (医)社団 宏誠会 高　山　宏　夫
828 三和興業㈲ 久保田　芳　男 904 ㈲振栄モータース 青　木　　　聡
829 佐藤商事㈱ 佐　藤　忠　隆 905 ㈱真尾工務店 真　尾　留　蔵
830 ㈲サクシード 福　田　三　利 906 ㈱新東京エンジニアリング 田　中　香一郎
831 ㈲さくらや貸衣装店 中　島　雅　人 907 ㈲塩澤商事 塩　澤　誠　二
832 三益化学工業㈱ 清　水　眞一郎 908 ㈱シバタ 柴　田　和　昌
833 ㈱三協メンテナンス 峰　尾　　　一 909 (医)社団 信隆会京王八王子クリニック 末　松　隆　二
834 ㈲ろくざん亭 加　藤　雅　巳 910 (医)財団 仁光会 濵　野　昭　彦
835 ㈲坂爪建鉄工業 坂　爪　幸　男 911 ㈲下田商店 下　田　俊　雄
836 ㈲在宅ケア・サービスセンター 河　西　伊代子 912 ㈲下田メリヤス 下　田　倍　夫
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913 ㈲白子屋 大久保　キヨ子 989 ㈱保険パートナー 鈴　木　洋　満
914 ㈲　下　田 下　田　　　博 990 ㈲ショービ 豊　泉　勝　彦
915 ㈱下島愛生堂薬局 下　島　潤　一 991 ㈲十一丁目茶屋 高　城　正　守
916 ㈱シゲヒロ電機 重　弘　文　登 992 (医)社団 三真会　勝田医院 勝　田　真　平
917 (医)社団 八誠会 赤　上　　　晃 993 (医)社団 清智会　清智会記念病院 横　山　智　仁
918 (医)社団 緑雄会 福　圓　斐　雄 994 (医)社団 玉栄会東京天使病院 玉　谷　青　史
919 ㈲シムラ建具 志　村　昇　二 995 ㈱エフ・ティー・アセット 豊　村　厚　良
920 ジャスコテクノ㈱ 金　子　裕　二 996 ㈲新和工業 塩　田　和　男
921 (宗)真覚寺 丸　田　光　浩 997 ㈲　昌　仁 渡　辺　昌　一
922 ㈲新京商会 近　田　俊　彦 998 (医)社団 敏誠会 吉　田　敏　久
923 ㈲シスコム 長　崎　眞　人 999 ㈱陣馬せんべい本舗 里　吉　雄一郎
924 ㈲酋長の家 大　山　信　義 1000 ㈲新永商事 新　井　貫　仁
925 ㈲進和興業 堀　　　　　進 1001 新日本システム㈱ 小　菅　幸　男
926 ㈱信濃精機製作所 倉　田　　　隆 1002 (医)社団 八九十会 稲　見　浩　平
927 ㈲　伸　和 若　林　さち代 1003 (医)社団 みのり会 加　地　紀　夫
928 ㈱柴田印刷所 柴　田　健　彦 1004 ㈱ジョージア 今　井　　　力
929 ㈱住宅工営 斎　藤　祥　文 1005 (医)社団 俊鈴会 坂　本　直　隆
930 (宗)信松院 西　村　輝　成 1006 ㈲食彩小島 小　島　　　滋
931 ㈱周越テクニカ 五十嵐　　　務 1007 社会保険労務士法人 アイ・ヒューマンリソース・サポート 西　井　裕　幸
932 伸和プリント工業㈱ 山　田　和　夫 1008 (医)社団 春風会 多摩眼科クリニック 井　上　　　博
933 ㈱シー・シー・デー 西　川　良　子 1009 ㈱周和苑 中　村　千　晶
934 ㈲城北自動車解体 石　神　利　次 1010 ㈲シビルトラスト 神之浦　政　彦
935 ㈲伸和電設 小野田　眞　久 1011 ㈲　華　屋 菅　原　太　陽
936 昭和螺子工業㈱ 小　林　　　満 1012 ㈲白鳥建設 白　鳥　　　昭
937 シマムラ食品㈲ 嶋　村　俊　男 1013 ㈱ネクストゲート 相　田　雄　一
938 ㈲あすみ 文　　　政　吉 1014 シュネルトレーディング㈱ 田　中　宏　樹
939 ㈲昇栄ハウジング 林　　　晴　美 1015 ㈲シャフト 渋　谷　太　郎
940 (医)社団 紘信会おがわ歯科医院 小　川　　　充 1016 (医)社団 おなか会 村　井　隆　三
941 新興ビルディング㈱ 田　宮　　　守 1017 (医)社団 慶幸会 降　旗　謙　一
942 ㈲島村電機 島　村　義　孝 1018 シビテック㈱ 大　澤　邦　雄
943 ㈱シンコーハイウェイサービス 坂　本　健　造 1019 ㈱シンクメディア 森　　　大　佑
944 ㈱シーク 島　貫　正　仁 1020 ㈱シマデン 島　村　　　武
945 ㈱新洋建設 渡　辺　信　行 1021 ㈱シムス 竹　迫　　　徹
946 ㈲十字会ケアーステーション 小　関　勝　紀 1022 ㈱　塩 駒　澤　増　彦
947 (医)社団 植木皮膚科形成外科 植　木　　　徹 1023 ㈱Ｃ．Ｌ．Ｒ 瀧　澤　明　美
948 (医)社団 幸助会 野　下　秋　恵 1024 ㈱蛇滝商会 ウエスマンデレックリン

949 ㈱昇栄産業 岩　崎　　　聡 1025 ＳＹＣＡＴＵＳ㈱ 四　方　　　誠
950 ㈱ジャノメサービス 山　本　哲　也 1026 社会保険労務士法人 山本労務 山　本　洋　一
951 ㈱詩林堂 小　柳　次　郎 1027 シーアールボックス㈱ 菊　地　仁　志
952 ㈱　鈴　幻 鈴　木　由布子 1028 ＧＮＡ環境㈱ 砂　山　　　章
953 (宗)少林寺 大　石　創　元 1029 ㈱　正　建 野　嶌　正　男
954 信栄住宅㈱ 佐　孝　昭　昌 1030 ㈱シネマミュージック 加　納　愛　子
955 (医)社団 実穂会　渡辺医院 渡　辺　　　東 1031 ㈱島田電機製作所 島　田　正　孝
956 (医)社団 東慶会 多　賀　哲　也 1032 (医)社団 健心会　みなみ野ハートクリニック 幡　　　芳　樹
957 (医)社団 愛香会 倉　田　道　夫 1033 ジュライ㈱ 石　井　真由美
958 ㈲シー・クルー 原　田　守　康 1034 (同)ＣＦＷ 髙　松　俊　平
959 ㈲シードルデザインハウス 相　原　孝　行 1035 ㈱末広電設 伊　禮　　　康
960 ㈲ジェイ・クリエーション 水　野　　　淳 1036 スズキ美術印刷㈱ 鈴　木　星　一
961 昭和建設㈱ 森　本　三枝子 1037 ㈲杉田石材 杉　田　好　男
962 ㈱シルバービレッジ 石　井　征　二 1038 菅清織物㈱ 菅　沼　美　明
963 ㈱昌和精機 釜　田　重　男 1039 菅沼織物㈱ 菅　沼　雅　芳
964 ㈱幼体連スポーツクラブ 二　宮　一　郎 1040 ㈱鈴木造園 鈴　木　　　優
965 ㈲水上建設 水　上　正　一 1041 ㈲杉嵜工務店 堤　　　彰　彦
966 清水産業㈱ 清　水　武　雄 1042 諏佐織物㈲ 諏　佐　直　巳
967 ㈲島村商店 島　村　幸　治 1043 ㈲　鮨　忠 長谷川　哲　男
968 ジャスコインタナショナル㈱ 中　川　弘　幸 1044 ㈲鈴木クリーニング店 鈴　木　昭　一
969 (医)社団 インフィニティメディカル 近　藤　義　之 1045 ㈲鈴木材木店 鈴　木　順　一
970 ㈲嶋興電子工業 嶋　村　岳　夫 1046 ㈲鈴木商店 鈴　木　　　忍
971 社会保険労務士法人RIMONO・Work-Life・Design 高　橋　邦　名 1047 ㈲鈴木商会 鈴　木　章　生
972 ㈱シマムラ 島　村　浩　一 1048 ㈲末よし鳥肉店 長　沢　　　勇
973 ㈱城定造園 城　定　晴　三 1049 ㈲寿司義 野　沢　信　義
974 伸光技研㈱ 柳　　　清　文 1050 ㈱スミレ薬局 中　嶋　彬　江
975 シーメルテック・エンジニアリング㈱ 佐　藤　鐘　司 1051 砂原興産㈱ 杉　田　盛　彦
976 ㈲　篠　崎 篠　崎　　　徹 1052 ㈲菅野鈑金工業所 菅　野　秀　夫
977 ㈲シブヤ 渋　谷　　　孝 1053 ㈲鈴木合成工業所 鈴　木　　　智
978 ㈱ジャパンテナントシステム 市　瀬　　　朗 1054 ㈲鈴木合金 鈴　木　　　明
979 ㈲ジェイエムシー 相吉澤　　　輝 1055 ㈲鈴矢商事 鈴　木　基　司
980 (医)社団 東光会 八王子山王病院 中　村　　　毅 1056 ㈱スガワラ企画 菅　原　啓　人
981 (医)社団 恵優会　弐番館メディカルクリニック 板　岡　俊　成 1057 ㈱杉本プリーツ 鈴　木　　　昌
982 (医)社団 厚誠会　孫田クリニック 孫　田　誠　三 1058 ㈱杉田商工 石　黒　主　良
983 (医)社団 泰成会 久保寺　　　司 1059 鈴木エンジニアリング㈱ 鈴　木　和　夫
984 ㈲志乃ざき 篠　崎　賢　治 1060 杉本梱包㈲ 杉　本　良　知
985 ㈲　信　年 村　野　健　一 1061 ㈲スズキ事業所 鈴　木　次　仁
986 (医)社団 瑞翔会・健康館高尾医院 関　澤　高　夫 1062 ㈲杉本クリーニング商会 杉　本　重　幸
987 シルバーサポート㈱ 内　山　裕　司 1063 ＭＳ＆ＡＤ事務サービス㈱ 石　黒　真　之
988 (医)社団 若葉会村山歯科 村　山　千代子 1064 ㈱スーパーアルプス 松　本　英　男



№ 法　人　名 代　表　者 № 法　人　名 代　表　者
1065 ㈲オートクラフト 須　藤　秋　雄 1141 ㈱造家工房 武　藤　伸太郎
1066 ㈲スピカ 久　保　英　生 1142 ゾンネボード製薬㈱ 佐　藤　壮　紀
1067 ㈱ステンレス商事 青　山　直　人 1143 ㈲ソービジィー 新　見　雅　一
1068 ㈲杉崎包装資材 杉　崎　忠　久 1144 (学)創価大学 田　代　康　則
1069 スズキホーム㈱ 鈴　木　一　章 1145 総和設備工業㈱ 木　村　正　幸
1070 ㈲洲鎌電設 洲　鎌　義　常 1146 ㈱ソフトユニーク 久　保　典　文
1071 ㈲スリーワン 天　野　進　一 1147 ㈱　造　研 増　淵　　　隆
1072 ㈲鈴木電工 鈴　木　　　勝 1148 ㈱桑都コーポレーション 田　中　康　夫
1073 ㈲須賀電設 須　賀　芳　朗 1149 ㈱相武企業 前　田　定　男
1074 ㈲鈴木鉄筋 鈴　木　　　健 1150 ㈱総合企画恵比寿 田　後　重　喜
1075 ㈱スペースアップ多摩 窪　田　哲　郎 1151 ㈱ソフトテック 谷　口　勝　敏
1076 ㈲鈴屋リビング 鈴　木　良　治 1152 武田ペイント㈱ 武　田　守　弘
1077 ㈱奥田建物管理 奥　田　眞　司 1153 滝山商事㈱ 堺　　　尚　久
1078 スピーダーレンタル㈱ 岡　本　州　雄 1154 多摩金属工業㈱ 浦　野　豊　重
1079 ㈱純和興業 二丹田　純　一 1155 ㈲タノクラ企画 田野倉　　　誠
1080 ㈱セントラル技研 今　村　教　夫 1156 ㈲大輝ハウジング 甲　斐　康次郎
1081 関口電気㈱ 小　泉　幸　文 1157 ㈲多摩サービス 市　川　浩　一
1082 ㈱関根商店 関　根　孝　夫 1158 ㈲タチカワホーム 立　川　忠　治
1083 ㈲千松園 柳　内　秀　夫 1159 多田竜㈱ 多　田　貞　子
1084 成光運輸㈱ 飯　沢　宗　光 1160 多田製粉㈱ 多　田　恵　行
1085 キャピタル交通㈱ 磯　　　博　樹 1161 ㈱ダイエーコンサルタンツ 原　島　　　滋
1086 ㈱セブンホーム 野　崎　　　誠 1162 ㈱高尾印刷 林　　　康　男
1087 ㈱セキコーポレーション 山　木　孝　之 1163 ㈱　大　基 川　名　清　人
1088 (宗)善能寺 今　井　亮　昭 1164 高尾商業(協) 金　子　君　夫
1089 ㈱セイワ 木　島　久　男 1165 高尾登山電鉄㈱ 船　江　栄　次
1090 ㈲善立機電工業所 榊　田　義　則 1166 (宗)薬王院 大　山　隆　玄
1091 ㈲ゼロサン 山　本　浩　之 1167 大和システム運輸㈱ 城　　　康　幸
1092 (医)財団 中山会八王子消化器病院 鈴　木　　　衛 1168 ㈲たまいや 渡　邊　聖　二
1093 西都プレス工業㈱ 森　崎　　　敬 1169 ㈱シムテック 立　石　　　純
1094 ㈱メデック 関　　　和　之 1170 立川建物管理㈲ 立　川　たか子
1095 ㈲瀬沼重機 瀬　沼　秀　明 1171 ㈲高橋家 高　橋　清　士
1096 西武日野モーター㈱ 大久保　正　治 1172 高橋紙器工業㈲ 高　橋　一　宏
1097 ㈲静和興産 国　枝　久　義 1173 タマ・エコサービス㈲ 浅　井　俊　雄
1098 (宗)誓願寺 藤　原　忠　房 1174 ㈱ティージー 滝　澤　公　大
1099 瀬沼木材㈱ 瀬　沼　庄次郎 1175 美ささ不動産㈱ 樫　﨑　　　博
1100 ㈲セーヌ 瀬　沼　行　彦 1176 ㈱田中緑化 田　中　　　太
1101 ㈲青果サトウ 佐　藤　信　忠 1177 ㈱谷口実業 谷　口　和　則
1102 ㈲精密プロダクトツール 深　山　晴　男 1178 ㈲高尾製作所 伊　藤　和　生
1103 ㈱セイホー 青　木　邦　男 1179 ㈱大東製作所 小仁田　勝　義
1104 ㈲西武消防設備 菊　池　武　徳 1180 ㈲大丸屋 長　尾　誠　一
1105 ㈲瀬沼造園 瀬　沼　正　昭 1181 ㈲ダイヤクリーン 宮　崎　健　一
1106 ㈱ゼロイチゴーゼロ 馬　場　れい子 1182 ㈱タックトレーディング 上　島　　　隆
1107 ㈲成光堂印刷 高　足　明　夫 1183 大洋繊維工業㈱ 粟　沢　令　子
1108 ㈲信念フーズ 地　藤　健　史 1184 ㈱多摩緑化 西　野　延　明
1109 ㈲石丁真栄 尾　崎　　　資 1185 ダイシン㈱ 鈴　木　隆　蔵
1110 西友建設㈱ 久冨木　正　和 1186 ㈱嶌田事務所 嶌　田　良　樹
1111 ㈲関根土木 関　根　留　吉 1187 ㈲立川紙器製作所 岡　部　宗　治
1112 ㈱セキュリティハウス西東京 島　村　崇　史 1188 ㈱　豊　栄 岩　井　芳　子
1113 ㈲精美堂 野　口　　　修 1189 (宗)大星教会 宇津木　卯太郎
1114 ㈱セブンドリーム 飯　田　堅　碁 1190 田倉繃帯工業㈱ 田　倉　　　勉
1115 西武電機㈱　　　　（三吉　社長様） 三　吉　　　昭 1191 ㈱多摩アート 古川原　　　正
1116 (宗)善龍寺 澁　澤　光　紀 1192 ㈲田中屋商店 田　中　　　明
1117 ㈲木版画　縁 関　　　直　人 1193 ㈱田中建設 田　中　祥　皖
1118 ㈲　石　忠 石　阪　忠　市 1194 ㈱タマホームサービス 田　中　眞　一
1119 税理士法人 Ｉ＆Ｏ伊藤事務所 伊　藤　則　久 1195 ㈲高野精機 高　野　和　夫
1120 ㈲石彫工芸 鹿　野　重　男 1196 たなべ物産㈱ 田　辺　裕　康
1121 センチュリーゴルフ㈲ 摂　田　伸　彦 1197 ライジングサンコーポレーション㈱ 坂　本　佳　子
1122 ㈱セントラルピラー 井　上　裕　二 1198 ㈲立川商事 立　川　義　行
1123 税理士法人 オンリー・ワン 水　島　栄　司 1199 ㈲田村商店 田　村　啓　介
1124 税理士法人 フォルテッツア 松　本　　　淳 1200 ㈱田村鉄工所 田　村　　　肇
1125 ㈱ゼロ・システムズ 桃　井　光治郎 1201 ㈱武内工務店 武　内　隆　幸
1126 税理士法人 遠藤事務所 遠　藤　雅　己 1202 ㈲田原工業 田　原　泰　貴
1127 税理士法人 だいち 内　田　　　薫 1203 武内運送㈱ 武　内　永　匠
1128 誠尚堂㈱ 飛　沢　誠　一 1204 ㈲たかはし 高　橋　　　武
1129 ㈱ＳＥＩＳＩＮ 杉　沢　清　志 1205 ㈲竹の家 玄　地　正　和
1130 ㈱センゾウ 古　屋　智　弘 1206 ㈲平ゴム工業所 鈴　木　　　恒
1131 相武電設㈱ 久　島　　　洋 1207 ㈱タッチパネル研究所 三　谷　雄　二
1132 ㈲そめや 染　谷　延　子 1208 ㈲宝園藤内製茶工場 藤　内　好　彦
1133 ㈲壮進電設 黒　野　久　夫 1209 (公財)大学セミナーハウス 佐　藤　東洋士
1134 総合美装㈱ 関　向　治　枝 1210 (宗)大蔵院 有　松　孝　真
1135 (宗)相即寺 豊　島　明　裕 1211 ㈱タツミヤ 指　田　　　努
1136 桑都ビル管理㈱ 関　根　　　隆 1212 ㈲だるま堂薬局 根　岸　　　徹
1137 (宗)宗格院 浦　野　信　幸 1213 ㈱タテベ 建　部　好　正
1138 ㈱園商会 園　　　公　夫 1214 ㈱代田清水屋 栗　原　　　一
1139 マルヰガス東京㈱ 滝　島　徳　久 1215 ㈱高尾工芸 川　村　美　紀
1140 ハッコー化学㈱ 村　越　友　典 1216 ㈲シャトル 川　合　隆　雄
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1217 田島建設㈱ 田　島　清　勇 1293 ㈲高月物産 山　口　真奈美
1218 多摩商事㈱ 川　鍋　康　治 1294 ㈱タイヤショップシミズ 天　野　　　勇
1219 ㈱大栄興業 鈴　木　善　行 1295 ㈱たかおさん 松　村　高　雄
1220 たつみや商事㈱ 増　田　克　哉 1296 大都建設㈱ 軽　沢　　　章
1221 ㈲田島自動車整備工場 田　島　国　政 1297 ㈲タカトリ電設 鷹　取　和　男
1222 ㈲多摩開発 萩生田　　　雄 1298 ㈱大東建物管理 坂　本　光　右
1223 大英エレクトロニクス㈱ 渡　邉　真佐男 1299 多摩西部都市開発(協) 田　辺　隆一郎
1224 タカオ木工㈱ 関　澤　啓二朗 1300 (協)高尾パークハイツ名店会 安　田　邦　雄
1225 多田製粉㈱ 倉庫部 多　田　恵　行 1301 タイズホーム㈱ 鈴　木　　　卓
1226 大成交通㈱ 神　田　康　裕 1302 ㈲多摩抜型 新　谷　　　稔
1227 ㈱多摩エージェンシー 田　中　淳　三 1303 ㈲丹澤工務店 丹　沢　正　輝
1228 ㈱　大　盛 村　上　右　次 1304 ㈲タイセイ通信 中　村　正　樹
1229 ㈲高栄建興 高　橋　敏　一 1305 ㈲多田人形店 多　田　益　雄
1230 高橋工業㈱ 高　橋　正　登 1306 ㈲田畑造園 田　畑　　　博
1231 ㈲大栄商事 野　村　嘒　子 1307 大東興建㈱ 後　藤　　　隆
1232 多摩冶金工業㈱ 澤　田　博　幸 1308 ㈲　立　幸 池　田　　　　
1233 ㈱橘屋　東京本社 久　保　良　江 1309 ㈱マリズチョークアート 佐　藤　真　理
1234 ㈱ダイコー 大　野　三枝子 1310 ㈲高市商事 高　橋　幸　長
1235 ㈲たかはし園芸 高　橋　利　雄 1311 ㈲タニヨシ 谷　合　伴　子
1236 太陽薬品産業㈱ 外　川　敦　士 1312 ㈲田中建具店 田　中　真　二
1237 (宗)多賀神社 河　村　大　樹 1313 ㈲田中造園 田　中　道　男
1238 ㈱ダン科学 尾　崎　泰　照 1314 ㈱八王子たか匠 西　谷　元　之
1239 ㈲タカ電子機器 菊　地　　　隆 1315 ㈱ＴＡＫＵＭＩ 瀬　田　　　匠
1240 ㈲田中技工 田　中　輝　幸 1316 ㈲立川建材 立　川　政　義
1241 ㈲多摩ヘルパーセンター 小　山　木の実 1317 ㈲ダイドーオートサービス 大導寺　守　正
1242 ㈱タイアップ 内　田　敏　一 1318 ㈲多摩共聴 小　川　文　雄
1243 ㈲田代倉庫 田　代　イサホ 1319 ㈲第一フィルター工業 佐　渡　和　夫
1244 多摩火薬機工㈱ 児　島　郁　男 1320 ㈲　高　興 石　川　市　郎
1245 ㈲大貫鉄工 大　貫　善　国 1321 ㈱ＴＡＲＩＢＵ 増　田　　　誠
1246 ㈱タマチュウ 及　川　高　徳 1322 ちよだ工機㈱ 鈴　木　茂　男
1247 ㈲大正舎 柳　澤　敏　郎 1323 ㈲チェリィランチ 櫻　井　武　男
1248 ㈲大黒屋丸義商店 北　出　義　則 1324 ㈱千代田ホテル 池　田　年　子
1249 ㈱　大　心 細　川　孝　徳 1325 中央電設運輸㈱ 石　井　義　國
1250 ㈱多摩ニッタンサービス 北　沢　誠　一 1326 千代田商事㈲ 齊　藤　高　弘
1251 多摩防災設備㈱ 玉　置　　　崇 1327 ㈲千島商会 宮　腰　　　満
1252 泰栄電子㈱ 大　杉　晃　一 1328 中央電子㈱ 丸　井　智　明
1253 大日不動産企画㈱ 望　月　久　弘 1329 ㈱中央トラフィック・システム 石　井　　　修
1254 ㈲田中レンテステート 田　中　正　彦 1330 ㈱　ち　の 千　野　雅　章
1255 大東通信建設㈱ 岩　崎　東　治 1331 ㈱ぢどり屋エフシー 鈴　木　敬　子
1256 ㈱竹内工業所 竹　内　好　夫 1332 ㈱チルディー 宮　崎　好　見
1257 ㈱ヒバリ 鷚　野　昭　次 1333 ㈱中央軌道工業 野　尻　孝　司
1258 ㈲大洋不動産 小　林　洋　一 1334 ㈲長栄プラテック 内　田　長　雄
1259 ㈲ダイドープロアクティブ 肌　勢　健　二 1335 中央フジクリーン㈱ 大　塚　勇　治
1260 ㈱ガイア 勝　目　良　幸 1336 ㈱千賀良織 小　山　正　雄
1261 田中通信機㈱ 田　中　廣　美 1337 ㈲中央ラボ 宿　沢　洋　人
1262 ㈱ダイオー 坂　本　澄　雄 1338 ㈱彫刻工房イマイ 今　井　　　清
1263 ㈱大和梱包 城　　　　　保 1339 ㈱チョイス 井　上　英　樹
1264 ㈱大生建設 大豆生田　　進 1340 ㈱つるや 不　破　聖吾郎
1265 ㈱匠グループ 平　沼　北　斗 1341 塚亀織物㈱ 塚　本　道　男
1266 ㈲大一建設 田　中　吉　孝 1342 ㈱　鶴　屋 福　山　雅　巳
1267 大和自動車ガラス㈱ 高　橋　光　康 1343 ㈲恒川商店 恒　川　　　博
1268 ㈱第一グリーン 鈴　木　　　豪 1344 堤商事㈱ 谷　　　靖　夫
1269 ㈲田倉電気 田　倉　賢　吾 1345 ㈲辻野商店 辻　野　豪　治
1270 ㈲ダスキンまつむら 松　村　　　寛 1346 ㈲堤工務店 堤　　　博　俊
1271 ㈱田中テレビサービス 田　中　成　三 1347 つるのフラワー㈲ 鶴　野　　　薫
1272 ㈲高橋設備工業所 高　橋　　　納 1348 ㈱ツカモト 塚　本　富　男
1273 龍埜建設㈲ 佐　藤　　　亮 1349 ㈲津田製作所 中　屋　達　雄
1274 ㈱第一資源 天　井　公　彦 1350 ㈲つくしや 栗　栖　秀　明
1275 ㈱　高　央 下山田　博　之 1351 ㈲ツハコシステム内装 津波古　充　二
1276 ㈱　竹　虎 高　橋　大　作 1352 ㈲土屋ファイナンシャルプランニング 土　屋　順　司
1277 大幸電線㈱ 坂　口　幸　一 1353 壺坂電機㈱ 長　田　宏　二
1278 ㈱　大　志 菊　池　大　輔 1354 ㈲ツールハウス 前　田　恵　三
1279 ㈲武辰建設 武　内　辰　幸 1355 ㈱土屋隆建築設計事務所 土　屋　　　隆
1280 ㈱高津戸電子 高津戸　　　乃 1356 ㈱　翼 岸　野　久　行
1281 高千穂精機㈱ 堀　田　　　滋 1357 ㈱セレモア　（脇谷 様） 粕　谷　　　良
1282 ㈱高野忠工務店 高　野　重　信 1358 出浦液化ガス㈱ 出　浦　　　保
1283 ㈱多摩工業 島　田　康　司 1359 ㈱テクノメイト 芦　田　春　幸
1284 ㈱タクト 大　木　健　次 1360 ㈱データーシステム 西小野　久　雄
1285 ㈲田子内左官建装 田子内　　　学 1361 ㈱デカルジャパン 尾　島　　　剛
1286 ㈱多摩工務店 岡　部　　　敦 1362 ㈱寺田工務店 寺　田　誠　司
1287 ㈱田中測量 田　中　隆　司 1363 テスコ電子工業㈲ 清水谷　勝　之
1288 ㈱ＴＩＥＳ 前　田　宗　則 1364 ㈲　電　装 岡　元　美　夫
1289 大成エレクトロニクス㈱ 朝　倉　俊　宏 1365 ㈲テクニカルサービスオービット 中　島　厚　雄
1290 太陽商事㈲ 小　島　正　敬 1366 ㈲ティーユートラベル 上　野　孝　雄
1291 Ｉ．Ｔ．Ｓ㈱ 市　瀬　　　翔 1367 寺田勝建設㈱ 寺　田　勝　利
1292 ㈲玉光電機工業 玉　井　　　孝 1368 ㈲　田 永　塚　祐　士
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1369 ㈲出浦米穀店 出　浦　敏　充 1445 (NPO) エヌピーオー・フュージョン長池 田　所　　　喬
1370 ㈱テクニカルアート 川　田　敬　治 1446 東通ビジネス㈱ 金　澤　　　栄
1371 ㈱　電　設 細　谷　正　義 1447 ㈱トータル・ケア・サービス 山　崎　孝　博
1372 ㈱テスク 斎　藤　　　勉 1448 ㈱巴建興 櫻　井　康　男
1373 ㈱テクノワープ 松　田　健　司 1449 ㈱　東　朋 鷹　取　久　長
1374 ㈱デイテク 小　林　俊　夫 1450 ㈲東亜インテリア 磯　辺　賢　治
1375 (宗)天満社 鈴　木　　　齋 1451 ㈲東京エンジニアリング 向　井　実　剛
1376 ㈱ティー・エス・エス・コーポレーション 清　水　照　夫 1452 ㈲東山オフィス 田　倉　洋　雅
1377 ㈲ティーエムスプリング 田　辺　正　美 1453 ㈱東光通商 沖　崎　金　光
1378 ㈲テクニカルエイドシステムズ 塩　畑　博　臣 1454 東洋ハウスサービス㈱ 柏　木　裔　成
1379 ㈲デビュー 小　坂　尚　久 1455 ㈱住まいの東城 中　嶋　廣　一
1380 ㈱ティエムネットワーク 田　中　　　隆 1456 ㈲鳶・土木斎藤 斎　藤　　　武
1381 ㈲デザインランド 下　條　岳　彦 1457 ㈲トーキョートレーダーズタイムズ 小　針　秀　夫
1382 ㈲ティ・エージェント 金　林　京　玉 1458 ㈱トランスパーソナルワークス 木　村　　　豊
1383 ㈲テクノオート 本　田　　　源 1459 ㈲トータク電機 若　栗　卓　夫
1384 ユニバリュー㈱ 織　茂　恒　夫 1460 新開工業㈱ 鈴　木　　　栄
1385 ㈱ティケイワイプロダクツ 原　　　嘉　大 1461 ㈲トライエース 山　下　真　志
1386 ㈲テクノワークス 田　中　正　秀 1462 (公財)東京富士美術館 原　島　健　二
1387 ㈱ＴＲシステム 山　下　裕　介 1463 ㈲東京相互葬祭 茂　腹　典　央
1388 テクノブリッジ㈱ 牛　尾　裕　春 1464 ㈲都南生コンクリート 鈴　木　　　実
1389 ㈱ティーテック 辻　　　貴　志 1465 ㈲鳥久本店 奥　山　桂　司
1390 ㈲デジレクト 五十嵐　貞　治 1466 ㈱東京クオーツ 加　藤　健　二
1391 ㈲ティーアンドビー 三ツ橋　雅　人 1467 (公財)東洋哲学研究所 桐ヶ谷　　　章
1392 ㈲Ｔ．Ｓプロジェクト 田　原　浩　二 1468 東京エレテック㈱ 田野倉　　　清
1393 ㈲ＴＫワーク 竹　林　忠　広 1469 ㈱　東　興 中　川　秀　人
1394 ㈱デプロ 砂　川　昌　順 1470 東京スウィーピング㈱ 市　原　聖　功
1395 デュアルライフ㈱ 亀　田　麻　里 1471 ㈱東和キャスト 朝　日　徹太郎
1396 デザインデポ㈱ 早　川　裕　介 1472 新東和車輌管理㈱ 藤　井　正　人
1397 ㈱ディ．エル．エー 江　藤　仁　治 1473 東通工業㈱ 冨　高　　　健
1398 ＴＭコーポレーション㈱ 鳥　羽　雅　也 1474 ㈲トーホープラン 田　島　清　美
1399 ㈱Ｔｅａｍ加藤 加　藤　博　正 1475 東京八王子青果㈱ 田　中　大　士
1400 ㈱ＴＡＫ 髙　岡　誠　司 1476 日野金属産業㈱ 糟　谷　敏　美
1401 ㈱ＴＨＳ研究所 松　本　　　実 1477 ㈱戸塚組 戸　塚　万　豈
1402 (同)Ｔ－Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ 谷　口　　　偵 1478 ㈱東晃製作所 平　川　　　晃
1403 ㈱ハチオウ 森　　　雅　裕 1479 ㈱ドリーム 山　田　　　猛
1404 日水物流㈱八王子物流センター 石　澤　康　彦 1480 ㈲ドクターオザワ動物病院 小　澤　己久郎
1405 東工サービス㈲ 谷　　　勝　秀 1481 ㈲鳥海産業 千　葉　謙　一
1406 タンタンコーポレーション㈱ 丹　澤　誠　二 1482 ㈲常盤総業 鈴　木　拓　男
1407 東京ゴム商事㈱ 小　俣　治　久 1483 東伸美装㈲ 斎　藤　　　力
1408 ㈱東亜建設 中　島　昭　光 1484 ㈲トワーズ 関　根　正　明
1409 うさぎや㈱ 小　俣　能　範 1485 ㈲鳶高橋工業 髙　橋　信　義
1410 東京ソックス㈱ 田　中　伸　治 1486 ㈱鳶安西工業 安　西　　　勉
1411 東京鉄工㈱ 錦　見　典　臣 1487 ㈱東設工業 木　暮　教　博
1412 ㈱トリアド工房 伊　藤　民　郎 1488 東京スティール㈱ 阿久井　義　人
1413 東京土地建物㈱ 和　智　栄　作 1489 ㈱ドキュメントハウス 本　間　俊　明
1414 ㈱トミコー 冨　山　克　巳 1490 ㈲トラミ 虎　見　邦　範
1415 ㈱日本エネルギー 清　水　良　真 1491 ㈲東京温調 國　弘　倶　之
1416 ㈱トーネン 井　上　泰　明 1492 ㈱ドリームチーム 新　倉　宏　幸
1417 東京ビル興業㈱ 志　村　公　康 1493 ㈱トラスト・セブン 小　林　信　明
1418 東新プラスチック㈱ 高　橋　　　誠 1494 ㈱　陶　冶 平　塚　徳　則
1419 ㈱テージーケー 清　宮　　　仁 1495 ㈱トード・インターナショナル 澤　井　俊　行
1420 ㈱ミナミ紙業 筒　井　孝　好 1496 ㈱コバルトデリバリーセンター 松　原　史　明
1421 ㈲トダソウギョウ 戸　田　敏　之 1497 ㈱トータルプランニング 魚　住　一　満
1422 ㈲和興業 小　俣　元　一 1498 ㈱トライ 大　貫　雅　之
1423 都南石油㈲ 鈴　木　　　篤 1499 ㈲トータル・パブリック 若　槻　和　江
1424 都南建設㈱ 鈴　木　良　一 1500 ㈱Ｔｏｔａｌ　Ｆｏｏｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ 小　川　桂　司
1425 ㈱富芝鋳造所 香　取　和　男 1501 ㈱トリプレット 齋　藤　晋　介
1426 東京セメント工業㈱ 松　崎　秀　雄 1502 ㈱ともえや 木　下　　　肇
1427 ㈱富正不動産 富　田　　　寛 1503 ㈱東京エムシー 濱　中　千世美
1428 ㈱トップ進学塾 伊　藤　　　剛 1504 ㈱ＤＯＮＮＥ＆ＣＯＭＰ 田　中　勇　介
1429 東新緑地㈱ 杉　山　春　夫 1505 ㈲長岡商店 長　岡　秀　明
1430 豊徳開発㈱ 加　藤　政　利 1506 ㈱なか安 宮　崎　昌　久
1431 ㈲志村空調 志　村　光　則 1507 ㈱中村製材所 中　村　正　晴
1432 ㈲常盤鉄筋工業 常　盤　良　一 1508 ㈲中村屋商店 笠　原　康　生
1433 東和プリント工業㈱ 三　村　裕　介 1509 中村産業㈱ 船　津　圭　子
1434 ㈱戸田工務店 戸　田　弘　文 1510 ㈲中村屋木下商店 木　下　昭　男
1435 東八電工㈱ 岡　本　忠　美 1511 ㈲中島酒造場 中　島　千　鶴
1436 (学)東京薬科大学 経理課 楠　　　文　代 1512 ㈲中野工務店 中　野　　　功
1437 ㈱東亜理化学研究所 堀　　　将　晴 1513 ㈲中野屋商店 石　坂　　　清
1438 ㈱スリーボンド 木　下　　　真 1514 ㈱シンカ東京 中　沢　英　太
1439 ㈱　東　建 東　山　久　子 1515 ㈲　中　伸 中　嶋　秀　幸
1440 ㈲東進電機 蒲　　　　　孝 1516 ㈲中木屋工務店 中木屋　典　子
1441 ㈱エースガーデン 田　中　秀　和 1517 ㈱仲野電機製作所 千　野　良　剛
1442 (NPO) 南陽台地域福祉センター 渡　辺　文　夫 1518 内藤鉄工㈱ 内　藤　久　裕
1443 ㈱藤栄設備 藤　原　賢　二 1519 ㈲中村長寿庵 中　村　昭　雄
1444 東和整備㈱ 佐　藤　武　夫 1520 ㈲中野商会 中　野　奉　実
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1521 ㈱永井工務店 永　井　秀　之 1597 ㈲西東京ハーベスト 岸　本　利　朗
1522 永和産業㈱ 永　井　之　啓 1598 ㈱ニューライフ 山　元　将　功
1523 ㈲浪三商店 村　上　　　勉 1599 西東京ＦＰ企画コンサルタント㈱ 田　中　伸　生
1524 ㈲梨本クリーニング店 梨　本　豊　彦 1600 ㈱西嶋建設興業 西　嶋　武　久
1525 中村精密工業㈱ 中　村　精　一 1601 (公財)日本健康アカデミー 古　瀬　智　之
1526 ㈱ケイエヌクリエイト 中　村　忠　雄 1602 ㈱ニコジー 青　木　亮　武
1527 ㈲中村バッテリー 中　村　善　司 1603 ㈱ネットスタッフ 室　井　　　清
1528 ㈲中村自動車整備工場 中　村　一　雄 1604 ㈲ネットサイト 橋　本　晃　慈
1529 ㈲中瀬建築設計事務所 中　瀬　章　夫 1605 埜村工業㈲ 埜　村　秀　機
1530 ㈲中野製作所 高　田　立　雄 1606 ㈲野尻電業 野　尻　敬　子
1531 ㈲中村自動車工業 中　村　　　操 1607 ㈲　野　田 野　田　幸　子
1532 ㈲長島造園 長　島　　　廣 1608 ㈲野口左官店 野　口　良　雄
1533 ㈲　仲　居 林　　　伸　彦 1609 ㈱プリンテック 野　上　光　之
1534 ㈲中嶋技研 中　島　信　人 1610 ㈱野口設備工業 野　口　正　雄
1535 ㈲中薗建材土木 中　園　雄　一 1611 ㈲　野　秀 野　嶋　春　美
1536 ㈲奈良ホンダ 奈　良　長　壽 1612 ㈱ノシロ 能　代　裕　也
1537 ㈲長瀬工業 長　瀬　幸　雄 1613 野口住宅㈱ 野　口　利　夫
1538 ㈲中山ピークゴルフ 伊　藤　幹　雄 1614 ㈲ノボル塗装 石　田　　　登
1539 ㈱ナカツー 加　藤　信　之 1615 ㈲野田電気設備 野　田　吉　康
1540 ㈱ナカノブ 中　野　伸　彦 1616 ㈱野口不動産 野　口　文　男
1541 ㈱ナビコム 飯　田　　　正 1617 ㈱ＮＯＮＴＨＥＯＲＹ 井　上　　　忠
1542 ㈲中野製作所 中　野　粂　治 1618 ㈱野村通信設備 野　村　英　一
1543 ㈲中原設備 中　原　　　修 1619 野田建設工業㈱ 野　田　勇　輝
1544 ㈱ナナマルイチ 岩　澤　正　俊 1620 (宗)八幡八雲神社 柚　井　正　道
1545 ナクトス㈱ 渡　辺　　　浩 1621 ㈱八王子住宅総合サービス 栗　山　益　次
1546 ㈱ナカムラ中古車販売 中　村　省　一 1622 八王子交通事業㈱ 下　田　直　啓
1547 ㈲なのはな 田　澤　あつ美 1623 八王子食糧㈱ 長　嶋　光　代
1548 ㈲なら一工務店 奈　良　享　一 1624 ㈱八王子中央自動車学校 横　井　　　久
1549 ㈱中村工業 中　村　英　樹 1625 八王子工材㈱ 梶　原　民　男
1550 ㈲西川プランニング 西　川　京　子 1626 ㈲八王子三業会館 時　田　宗　作
1551 西東京バス㈱ 宮　坂　周　治 1627 ㈱八王子ゴルフ倶楽部 橋　本　博　司
1552 西　川　㈱ 西　川　誠　治 1628 八王子瓦斯㈲ 滝　島　末　廣
1553 ㈲西田商店 西　田　忠　司 1629 八王子総合卸売センター㈱ 佐　藤　健　彦
1554 日昭企業㈲ 日野沢　信　夫 1630 西都ヤクルト販売㈱ 内　藤　修　一
1555 日本ブレーキ工業㈱ 小　川　　　健 1631 八王子容器㈲ 赤　羽　裕　介
1556 日本分光㈱ 佐　藤　賢　治 1632 ㈲八王子メディカルサービス 水　上　　　眞
1557 日本ヒート加工㈱ 島　田　勝　弘 1633 八王子電機通信工業㈲ 根　津　　　晃
1558 日東スチレン㈱ 関　根　久　生 1634 ハリマハウス㈲ 山　際　康　雅
1559 日熱設備工業㈱ 木　曽　　　貞 1635 多摩信用金庫八王子中央支店 渡　邊　雄　介
1560 日本ビニールコード㈱ 黒　木　　　優 1636 八王子織物工業組合 清　水　利　郎
1561 ㈲ニシノトレード 西　野　貢　右 1637 博和建機㈲ 小山田　博　達
1562 ㈱日本健保 室　伏　克　明 1638 (一財)八王子繊維貿易館 清　水　利　郎
1563 日本電磁工業㈱ 影　島　隆　一 1639 八南交通㈱ 川　和　　　昇
1564 ㈱東和コーポレーション 藤　巻　　　泰 1640 八南教科書供給㈱ 熊　沢　　　宏
1565 ㈱肉の山本 山　本　通　陽 1641 ㈲ワンメイク 長谷川　　　勇
1566 日本バーナーオイル㈱ 馬見塚　　　潔 1642 ㈲羽田運送店 羽　田　三根夫
1567 ㈲日南精機 和　智　康　昭 1643 八　宝　㈱ 関　谷　芳　弘
1568 ㈱日本の心 荒　井　健　一 1644 ㈱ハウスクリニック 田　中　利　治
1569 ㈱日本ハイポックス 三　木　徳太郎 1645 八王子資源化事業(協) 池　畑　英　樹
1570 ㈱　日　生 赤　石　修　一 1646 ㈲ハトヤランドリー 小　嶋　智　一
1571 トモ保険サービス㈲ 遠　山　勇　作 1647 ㈲初兵衛 木　場　憲　二
1572 日本特殊工業㈱ 相　澤　洋　一 1648 ㈲原田工務店 原　田　浩　幸
1573 ㈲日光屋 森　嶋　博　之 1649 ㈲八王子パネル製作所 小野寺　良　光
1574 西川電設工業㈱ 西　川　　　勲 1650 八王子綜合卸売(協) 清　水　　　保
1575 西放射線通り商店街振興組合 前　野　　　清 1651 ㈱八王子印刷 水　長　秀　彦
1576 日本ウェルフェアー㈱ 川　添　　　泉 1652 ㈲馬場・商店 馬　場　　　實
1577 ㈲ニュータウン装飾 朝　野　慎　一 1653 ㈲早川精工 早　川　公　夫
1578 ㈲フロム・ワン 横　倉　由紀子 1654 ㈲橋本要助商店 橋　本　　　修
1579 ㈲二十一世紀食品 菊　地　康　雄 1655 橋　捷　㈱ 橋　本　治　義
1580 ㈲ニシノギ 西　野　喜　郎 1656 橋　完　㈱ 橋　本　裕　子
1581 ㈱日本トータルライフ 彌　　　信　道 1657 ㈱　濱　中 髙　杉　　　孝
1582 日本包装資材㈱ 小　島　喜代春 1658 ㈱長谷川織物工場 長谷川　裕　幸
1583 税理士法人 西東京会計 加　藤　　　晃 1659 ㈲　花　新 五十嵐　哲　也
1584 日電工事㈱ 宮　本　　　豊 1660 ㈲八王子創健 外　山　芙美代
1585 ㈱西東京不動産鑑定所 山　本　正　光 1661 籏野建設㈱ 籏　野　昭　夫
1586 二大ハウジング㈱ 竹　花　英　二 1662 ㈱白辰化学研究所 髙　山　弘　美
1587 ジャスコエンジニアリング㈱ 吉　川　和　浩 1663 ㈱カーライフハギワラ 萩　原　良　夫
1588 ㈱マネジメントブレインズ 新　美　直　伸 1664 ㈲番場商店 番　場　公　一
1589 ㈱　西　室 西　室　博　史 1665 (宗)梅洞寺 富　岡　孝　宗
1590 ㈲西東京配電 寺　田　　　稔 1666 八王子急便㈱ 熊　谷　庄　一
1591 日本ポリテック㈱ 澁　谷　昌　夫 1667 ㈲英精工 山　口　英　次
1592 ㈲住地ハウジング 金　子　貢　司 1668 ㈱原田商会 原　田　勝　利
1593 西東京生コンクリート㈱ 矢　島　士　郎 1669 ㈱パルサーインターナショナル 井　上　倫　平
1594 ㈲日東工業 有　田　信　和 1670 ㈱林精密工具製作所 小笠原　　　茂
1595 ㈲西東京クレーンワタナベ 渡　辺　和　男 1671 橋本特殊印刷㈲ 橋　本　　　剛
1596 ㈲西野エンタープライズ 西　野　義　夫 1672 ㈱八王子生花市場 鈴　木　良　雄



№ 法　人　名 代　表　者 № 法　人　名 代　表　者
1673 ㈱八王子アイスフードセンター 川　幡　康　成 1749 ㈱ヒラツカ印刷社 平　塚　茂　樹
1674 八王子中央ホンダ販売㈱ホンダカーズ八王子東 曽　根　　　徹 1750 ㈲ひよどり 香　取　尚　二
1675 八王子建物管理㈱ 前　田　節　子 1751 ㈲ヒダカ 岡　　　孝　三
1676 ㈲八王子乗馬倶楽部 細　野　利　昭 1752 ㈱ひまわり 橋　本　悦　子
1677 ㈲橋本産業 橋　本　新　也 1753 ㈱ヒューマン・ライフ 新　谷　文　保
1678 萩生田観光㈱ 萩生田　俊　一 1754 ㈲平山石材 平　山　大　祐
1679 ㈲　花　鈴 鈴　木　一　浩 1755 ㈲美容室フレックス 加　藤　潤　二
1680 ハルズ京晴㈲ 神　山　治　之 1756 ㈱ヒューズ・テクノネット 津　田　欣　範
1681 ㈲はなぶさハウジング 岡　野　真　理 1757 平井絹撚㈱ 平　井　　　博
1682 八王子保健生活(協) 齋　藤　欣　一 1758 ㈲東京幸せ工房 榎　本　幸　枝
1683 八王子商工会議所 田　辺　隆一郎 1759 平嘉工業㈲ 平　野　嘉　一
1684 ㈱八紘エンジニアリング 古宇田　清　二 1760 東山工業㈱ 東　山　　　進
1685 ㈲みるくらぶナンバ 難　波　浩　二 1761 菱美産業㈱ 長　嶋　　　智
1686 ㈱林商会 林　　　正　明 1762 ㈲光産業緑化 松　崎　光　夫
1687 ㈲八王子機熱 福　澤　高　志 1763 平紐工業㈱ 伊藤達男・伊藤直樹

1688 ㈱原口動力 原　口　昭　弘 1764 ㈲平本金型製作所 平　本　信　夫
1689 (社福)八王子心成会 小　林　美　成 1765 ㈲ヒジカタ倉庫 土　方　良　二
1690 八王子農産㈱ 安　斉　孝　之 1766 平和ハウジング㈱ 平　野　　　実
1691 ㈲長谷川商事 長谷川　貴　秀 1767 ㈱聖製作所 新　田　　　豊
1692 ㈲ハウジング北原 北　原　勝　平 1768 ㈲平方産業 平　方　正　孝
1693 ㈲ハウスクリエイト 高　橋　晴　実 1769 ㈱ビーアライブジャパン 勝　沼　孝　司
1694 ハンザワ木工㈲ 半　澤　栄　一 1770 ㈱ＨＤＫ 村　山　裕　幸
1695 ㈱八王子エルシィ 佐怒賀　達　矢 1771 ㈱　肥　後 塩　月　　　学
1696 ハイエストトランスポート㈱ 津々良　誠　一 1772 ㈲菱山マネジメント 菱　山　富美男
1697 ㈱八昇プランニング 小　川　　　誠 1773 日ノ出企業㈱ 小　川　妙　子
1698 ㈱　覇　騎 小　林　美　成 1774 ㈱ヒューマンアイ 桐　生　一　郎
1699 ㈱原島工業 原　島　栄　造 1775 ㈲レシャン 阿　部　玲　子
1700 ㈲橋本オートサービス 橋　本　一　宏 1776 ㈱日商平野 平　野　雅　之
1701 ハギワラ土地建物㈱ 萩　原　昌　代 1777 ㈲平栗表具店 平　栗　秀　夫
1702 羽　田　㈲ 羽　田　鎮　子 1778 ㈱平野造園 平　野　浩　一
1703 ㈲橋山塗装店 橋　本　光　高 1779 ㈱ヒューマン 石　山　政　守
1704 八王子市農業(協) 原　島　元　義 1780 ㈲平野オートボディー 平　野　智　巳
1705 ㈲はしどコーポレーション 大久保　桂　治 1781 ㈲ビジネス・パートナーＴ＆Ｍ 三　上　雅　夫
1706 ㈱橋本屋 峰　尾　　　孚 1782 ㈱平本製作所 平　本　璋　一
1707 ㈱八王子住伸 鈴　木　佳　一 1783 ㈱日野エンジニアリング 遠　藤　正　美
1708 ㈲八王子資源 西　岡　司　郎 1784 ㈱ヒノックス 澤　井　　　功
1709 ㈲花のすずらん 野　嶋　正　路 1785 ㈲比留間石材店 比留間　健　一
1710 八水機工㈱ 笠　原　仁　美 1786 東日本ハウス㈲ 鈴　木　　　勉
1711 ㈱はざまプリント 一　迫　真佐夫 1787 ㈲ビッグハンド 高　橋　　　弘
1712 エキスパート㈱ 髙　橋　　　功 1788 ㈲東八王子薬局 坂　口　芳　文
1713 ㈱ビーエムアドバンス 馬　場　弘　行 1789 ㈱美ショウ 須　藤　宏　子
1714 ㈱八王子装建 西　谷　光　徳 1790 ㈲ヒロミツ 廣　谷　光　紀
1715 ㈲長谷川企画 長谷川　　　都 1791 ㈲琵琶家 瀧　　　勝　之
1716 ㈲肉の菅原 立　石　泰　博 1792 ㈲ビィ・アイ・エス 中　嶋　保　紘
1717 特許業務法人 扶桑国際特許事務所 服　部　毅　厳 1793 ㈱ＨＲＳＥ 広　瀬　賢　豪
1718 (公社)八王子市勤労者福祉サービスセンター 黒　須　弘　道 1794 ㈱　美　飾 村　松　　　茂
1719 ㈱パース 佐　藤　一　介 1795 ㈱平田ハウジング 平　田　重　夫
1720 八王子紙工㈱ 高　橋　　　稔 1796 ㈱ＢＭＥ 大　野　　　匠
1721 ㈱ハッピーマインド 杉　野　福　廣 1797 ㈱菱山電気 菱　山　秀　人
1722 八王子市住宅建設(協) 横　瀬　喜久平 1798 (同) 微細加工研究所 相　澤　龍　彦
1723 パシフィックＷ＆Ｓ㈱ 志　水　洋太郎 1799 ㈱　聖　庭 石　井　陽二郎
1724 ㈱はぎ総合インテリア 萩生田　邦　雄 1800 ㈱平山防水 平　山　直　樹
1725 (公社)八王子観光コンベンション協会 大　野　　　彰 1801 光工業㈱ 西　崎　慎　二
1726 ㈲八南ドラッグ 籏　野　高　一 1802 びんびんホールディングス(同) 吉　田　達　皓
1727 ㈲ハシモトメンテナンス 橋　本　寛　子 1803 ㈱フクダ洋服店 福　田　隆　一
1728 ㈲萩原製作所 萩　原　誠　司 1804 ㈲フィルテック 藤　原　成　利
1729 ㈱ハローズ 漁　野　隆　太 1805 富士プリント工業㈱ 荒　井　眞　澄
1730 ㈲八英電設 八　木　浩　二 1806 ㈲藤田製作所 半　澤　秀　夫
1731 ハギワラ総業㈱ 萩　原　照　久 1807 府川電気㈱ 府　川　邦　雄
1732 (公社)八王子法人会 多　田　充　伸 1808 ㈱富貴堂 村　田　　　玲
1733 ㈲ハナブサ 小　川　英　隆 1809 ㈲トムズ 落　合　正　博
1734 ㈲パインリバー 松　川　　　将 1810 フォトプレシジョン㈱ 石　井　隆　弘
1735 ㈲ハーベストムーン 池　田　洋　美 1811 藤　森　㈱ 藤　森　昌　子
1736 ㈱ウイニングショット 竹　越　　　茂 1812 ㈲福島商店 福　島　一　仁
1737 ㈱パットンファイブ 須　佐　穂　高 1813 ㈲福原食品工業 福　原　伸　一
1738 橋本石油商会㈲ 橋　本　　　孝 1814 双葉産業㈱ 本　間　克比古
1739 (NPO) は　な 津　田　美和子 1815 ㈲フジエンタープライズ八王子 筑　紫　　　学
1740 ㈱ハートフル 根　食　省　三 1816 ㈲福島商事 福　島　賢　吾
1741 八王子不動産(協) 野　口　文　男 1817 ㈱扶桑商事 小　野　二　生
1742 (NPO) はちきたＳＣ 紙　本　　　諭 1818 ㈱プロセスナカムラ 中　村　美恵子
1743 ㈱パルブレッド 網　野　拓　男 1819 ㈱福安工務店 福　安　　　徹
1744 ㈱母の手 石　野　貴　一 1820 ㈲ふじもと薬品 藤　本　賢一郎
1745 梅汀クリーンサービス㈱ 坂　本　満　男 1821 ㈱不二電業社 秋　間　勝　仁
1746 ㈱ハイブリッジ 高　橋　元　樹 1822 福南地所㈱ 田　中　弘　章
1747 ㈱　花　美 岩　本　　　学 1823 フジ通信興業㈱ 藤　村　宗　稔
1748 ㈱八王子エフエム 中　野　健次郎 1824 ㈲降矢設備 山　田　　　博
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1825 ファミリーレンタリース㈱ 鈴　木　國　夫 1901 ㈱細川設備工業所 細　川　正　實
1826 ㈲フリーダム 湊　　　博　行 1902 ㈲堀澤精工 堀　澤　康　浩
1827 富士神苑㈱ 須　藤　正　己 1903 ㈲本田新聞店 本　田　精　一
1828 ㈱富士屋 今　井　　　治 1904 ㈱豊和ハウジング 豊　泉　博　之
1829 ㈲舟橋工業所 舟　橋　　　宏 1905 ㈱ホクエツ 田　中　寛　行
1830 ㈲ニュープランナー 石　井　和　男 1906 ㈲堀内設備工業 堀　内　洋　明
1831 ㈱プリント回路設計 岩　田　雅　之 1907 (宗)本立寺 及　川　玄　一
1832 ㈲藤木興業 藤　木　英　幸 1908 ㈱　萌　栄 原　田　とし江
1833 ㈱　福　徳 佐藤福徳・佐藤　剛 1909 ㈱ホームグラウンド 青　木　徹　矢
1834 ㈱藤井商店 藤　井　信　男 1910 ㈱本田中 田　中　俊　壽
1835 分光計器㈱ 片　倉　啓　一 1911 ㈱ＶＯＬＶＯＸ 林　　　直　美
1836 ㈲プライム 大　森　　　茂 1912 ㈱堀之内出版 佐々木　隆　治
1837 ㈱フラッシュ 鈴　木　雅　徳 1913 (同) 北栄企画 今　泉　　　徹
1838 ㈱ファイブフィールド 新　堀　典　子 1914 ㈲マーキングハウス 平　塚　敏　雄
1839 ㈱芙蓉商会 青　柳　利　明 1915 ㈱まごころ清掃社 高　野　正　道
1840 ㈲渕上設備工業 渕　上　光　雄 1916 ㈱松田技建 松　田　　　仁
1841 ㈱フットライトコーポレーション 亀　田　康　一 1917 丸茂塗装工業㈲ 鈴　木　茂　夫
1842 ㈲古谷電設工業 古　谷　宏　和 1918 ㈱マアクン 加　藤　正　道
1843 ㈱ファスコム 坂　本　明　照 1919 ㈲マスダ建工 増　田　純　彦
1844 ㈱福田建材店 福　田　一　雄 1920 ㈱町田工務店 町　田　佳津子
1845 ㈲フルーツショップ・ひろし 小野沢　　　寛 1921 ㈲　丸　昌 和　田　芙美子
1846 ㈱プロストック 細　谷　憲　男 1922 丸越建設㈲ 甘　瓜　正　夫
1847 ㈲焼き鳥小太郎 蓑　輪　雅　治 1923 ㈲　丸　仁 内　藤　廣　行
1848 ㈱フェニックス 片　井　則　之 1924 ㈲松下組 松　下　英　一
1849 (宗)福傳寺 原　　　観　寿 1925 丸美建設㈱ 山　口　幸　児
1850 ㈱ファラン 竹　中　佐　織 1926 マルカ木材㈱ 加　藤　　　剛
1851 ㈲福田ランドリー 福　田　　　久 1927 ㈱マゴメ 馬　込　和　明
1852 ㈱ブライトケア 秋　山　道　江 1928 ㈲まいと自動車 高　沢　秀　明
1853 ㈱フューチャー・プログレス 鏡　　　澄　夫 1929 ㈲　松　林 松　林　淑　子
1854 ㈱二美建設 二本柳　　　勉 1930 ㈲丸善運動具店 藤　本　高　栄
1855 ㈱武州鳶 五　島　　　学 1931 ㈱アクセル 浅　田　昌　幸
1856 (NPO) りあん 松　崎　規　子 1932 ㈲スターホーム 小　池　　　博
1857 ㈱ｆｏｒｅｖｅｒｎａｎａ　ＢＪＩ 石　坂　晴　代 1933 ㈱いまいづみ 今　泉　恵　子
1858 ㈱ＡＳＡＨＩ 青　田　友　美 1934 ㈲町田商店 町　田　修　一
1859 プロトステート㈱ 清　水　悦　子 1935 ㈲丸屋糸店 曽　我　允　彦
1860 ㈱ぷりま 井　上　花久子 1936 ㈲　丸　吉 宮　道　和　宏
1861 ㈱フェイスフル 文　入　重　鶴 1937 前田化成㈱ 前　田　　　勉
1862 ㈱フロールフィオーレ 櫻　井　小百合 1938 ㈲松崎商店 松　崎　真　司
1863 富士総合設備㈱ 髙　橋　盛二郎 1939 ㈲松枝工業 池　田　輝　久
1864 ㈱ファイン 酒　井　大　仁 1940 ㈱松坂商店 松　坂　明　子
1865 ㈱ファンタ 井　上　健　司 1941 ㈱丸藤コーポレーション 加　藤　一　仁
1866 フジプリグループ㈱ 荒　井　勇　輝 1942 ㈱増田禎司商店 増　田　太　郎
1867 ㈲ベルク電機 山　下　智　弘 1943 ㈲マチダ 町　田　和　夫
1868 ㈲平野工業 平　野　房　雄 1944 ㈱マイスター 山　本　康　司
1869 平成電機㈱ 平　出　智恵子 1945 ㈱丸新プロテック 新　海　正　人
1870 ㈱ベグジャパン 三　浦　一　郎 1946 マルエム工業㈱ 栗　原　政　行
1871 ㈱シナプス 九　原　慎　介 1947 ㈱マエダ　　＊2021年度休会 前　田　猪佐雄
1872 ㈲ヴェールの丘 石　井　昌　義 1948 ㈲丸栄商店 志　村　又　治
1873 ㈱ＢＥＬＬ　ＷＯＯＤ 前　田　雅　恵 1949 ㈱　丸　芝 浅　川　立　憲
1874 弁護士法人 木村雅一法律特許事務所 木　村　雅　一 1950 マルイミート㈱ 内　田　伊太郎
1875 ㈱ベストキャディー 別　所　正　義 1951 アクセル㈱ 居　蔵　研　志
1876 ベストロジコム㈱ 小　松　朋　央 1952 ㈱マルカネ 村　木　　　務
1877 弁護士法人 福澤法律事務所 福　澤　武　文 1953 ㈲マスタープラン 井　上　裕　二
1878 ㈲細野商店 細　野　政　利 1954 ㈱　松　永 松　永　崇　宏
1879 ㈲堀田製作所 堀　田　勝　義 1955 ㈲松永設備 松　永　光　男
1880 ㈲ホクト 鳥　塚　英　樹 1956 ㈱松村地所 松　村　光　雄
1881 ㈱　細　野 細　野　純　広 1957 ㈱まろん 芳　賀　誠　司
1882 本間染色工業㈱ 本　間　義　明 1958 ㈱マーキュリーエンタープライズ 佐　藤　　　謙
1883 ㈱星薬品 宇津木　　　繁 1959 ㈲　政　井 井　上　政　治
1884 ㈱保木野発条 保木野　茂　宏 1960 マルマス住建㈱ 増　島　　　宏
1885 ホーム寝具ドライ㈲ 安　川　　　脩 1961 ㈲政道建設 中　川　　　学
1886 ㈲堀内ハウジング 堀　内　和　則 1962 ㈱丸幸建設工業 今　井　三　郎
1887 (宗)法泉寺 藤　本　宗　信 1963 ㈲マツモト 松　本　政　一
1888 ㈲豊栄金属 風　間　　　透 1964 ㈲マルカネ 野　口　龍　弥
1889 (宗)宝珠寺 水　野　直　樹 1965 ㈱松原内装 松　原　光　一
1890 (宗)法妙寺 神　蔵　義　一 1966 ㈱マック警備 高　橋　洋　一
1891 ㈲豊栄タイヤ商会 清　水　　　豊 1967 ㈱マルイ薬品 佐　伯　理　香
1892 ㈲ホンダショップ八王子遠藤 小　坂　智　章 1968 ㈲マネージサポート 岡　本　恭　子
1893 ㈱北斗ツーリスト 坂　下　幸　夫 1969 ㈲マイクロ・デバック 桂　井　順　司
1894 ㈲細谷製作所 細　谷　公　一 1970 ㈱マイソフト 大　沢　　　徹
1895 ㈲北誠社 佐　藤　利　美 1971 ㈲ポッパナ 中　野　智　行
1896 豊崎ビル管理㈱ 豊　崎　エミ子 1972 ㈲増島製作所 増　島　貴　志
1897 ㈲　芳　友 高　木　和　男 1973 ㈱マルティ 石　川　太　一
1898 ㈲ホットライン 小　原　三津子 1974 ㈱マルト 池　戸　時　男
1899 (宗)宝泉寺 藤　本　大　胘 1975 ㈲マエダ写真店 前　田　忠　利
1900 (宗)宝樹寺 早　川　喜　之 1976 ㈱マーケットボックス 中　嶋　洋　介
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1977 ㈱マン・マシンインターフェース 関　口　哲　也 2053 ㈲めじろ台テニスクラブ 小　坂　　　彰
1978 ㈱松原防災 松　原　　　淳 2054 ㈲目黒製作所 大　宮　功　一
1979 ㈲三矢商事 菱　沼　喜三郎 2055 ㈱　明　宝 堀　越　孝　明
1980 ㈲三木屋 清　水　文　雄 2056 ㈱明和製作所 堀　越　　　章
1981 三喜電機㈱ 三　田　喜　孝 2057 ㈱メルヘン 原　田　純　子
1982 三田石油㈱ 三　田　文　親 2058 ㈲明晃土建 鈴　木　哲　郎
1983 三浦薬品㈱ 三　浦　美智子 2059 ㈱メルシー・フラワー 大　間　岩　夫
1984 ㈱スリーエイト 三　浦　達　明 2060 ㈲メディア 桜　井　青　磁
1985 水越設備㈱ 水　越　健　夫 2061 ㈲明新工業 隅　田　明　男
1986 宮野商工㈱ 宮　野　幹　雄 2062 ㈱メイホウテック 川　村　武　志
1987 美山産業㈱ 瀬　沼　聞　多 2063 明伸企画㈲ 平　沢　智恵子
1988 ㈱ミノル商事 橋　本　　　実 2064 ㈲森設備工業 森　　　正　人
1989 ㈱　宮　雅 飯　田　妙　子 2065 ㈲森たたみ店 森　　　靖　典
1990 ㈱レジャーハウスミヤザキ 宮　崎　充　啓 2066 ㈱森下官業 森　下　誠　一
1991 ㈲アミネックス 峯　尾　一　幸 2067 ㈲森田藤吉商店 森　田　克　明
1992 ㈲　三　蔵 立　川　哲　也 2068 森屋建設㈱ 森　屋　義　政
1993 南多摩運送㈱ 岸　本　孝　行 2069 (社福)萌の会 持　田　伸　子
1994 ㈲ミネトーヨー住器 峰　岸　豊　和 2070 ㈲もちとし 楢　本　康　司
1995 ㈱ミナカミ 水　上　浩　司 2071 ㈱森崎工業 森　崎　和　春
1996 ㈲水先案内 小　湊　智　明 2072 ㈲諸星電機 久保田　春　光
1997 三笹産商㈲ 笹　野　桂　宏 2073 ㈲元八建築設計測量事務所 五　味　泰　昭
1998 ㈱ミユキ印刷 鈴　木　富　久 2074 ㈲元八金物店 戸　倉　行　男
1999 ㈱宮本農機 宮　本　弥三雄 2075 ㈲守屋建装 守　屋　明　俊
2000 ㈲峰岸工務店 峰　岸　章　義 2076 ㈲森住建設 森　住　和　弘
2001 ㈱美和木工所 天　野　克　明 2077 ㈲森田製作所 森　田　安　一
2002 ㈲宮博工務店 宮　本　秀　博 2078 ㈱諸星板金 諸　星　真　人
2003 ㈲ミツヤ 伊　藤　　　満 2079 ㈲諸岡塗装工業 諸　岡　昭　久
2004 ㈱三谷建設 三　谷　直　司 2080 ㈱元本郷小島電気 小　島　良　夫
2005 ㈲宮越建設 宮　越　芳　孝 2081 ㈲山口管工 山　口　高　志
2006 ㈱南出工機 南　出　修　宏 2082 ㈲ヤマグチ 山　口　武　秀
2007 ㈱みどり地所 松　尾　直　義 2083 ㈲ヤマロク本店 榎　本　雅　明
2008 三橋木材工業㈱ 三ツ橋　幸　久 2084 ㈲ヤマニ商店 清　水　幸　義
2009 ㈱宮川ホンダサービス 宮　川　恵美子 2085 ㈲やまき 青　木　敏　郎
2010 ㈲美山合成 広　田　　　清 2086 山口商事㈲ 山　口　久　子
2011 ㈱村川産業 村　川　恭　史 2087 ㈱カーテック山崎 山　崎　好　広
2012 ㈱みやび 落　合　美由紀 2088 ㈲山正製作所 山　田　邦　男
2013 ㈲ミレックス 西　田　佐　利 2089 ㈱ヤコー 高　田　大　輔
2014 三玉運送㈲ 馬　場　總　和 2090 山田産業㈱ 山　田　詔太郎
2015 三豊精工㈱ 平　　　　　智 2091 ㈲山田モータース 山　田　　　篤
2016 ㈱ミヤハラ 宮　原　康　行 2092 ㈱ヤマギシ 山　岸　伸　嘉
2017 ㈲三沢建築設計室 三　沢　秀　光 2093 ㈲ヤマミツ電機製作所 山　下　和　美
2018 ㈲みのわ 箕　輪　武　志 2094 山栄興産㈱ 杉　山　岳　也
2019 ㈲峰尾豆腐店 峰　尾　　　勝 2095 ㈲山川家具店 山　川　　　渉
2020 宮本金属㈱ 宮　本　秀　雄 2096 ㈱山本興業 山　本　　　隆
2021 ㈲ミノル興産 根　津　　　稔 2097 ㈲ヤマザキスポーツ 山　崎　幸　雄
2022 ㈱水島石材 水　島　敏　彦 2098 ㈲山中亭 山　中　伸　夫
2023 ㈱三津井製作所 井　上　博　之 2099 ㈱やまびこケアセンター 君　島　信　郎
2024 ㈱みやび 佐　藤　雅　俊 2100 ㈲八百秀商店 内　田　宜　秀
2025 ㈱宮下重機 宮　下　　　桂 2101 ㈱ヤスダ電器 安　田　芳　行
2026 (宗)妙観寺 真　上　典　章 2102 ㈲　八　木 八　木　富美男
2027 ㈱ミヤモト工芸 宮　本　一　男 2103 ㈲八木板金 八　木　幸　太
2028 ㈱　宮　美 宮　原　真　吾 2104 ㈲山豊化成 山　田　勝　己
2029 ㈱ムラウチ 村　内　壽　一 2105 矢崎織物㈲ 矢　崎　利　昭
2030 ㈱武蔵文化財研究所 長谷川　　　渉 2106 ㈲矢島染物店 矢　島　國　彦
2031 ㈱武蔵野商事 渡　邉　文　男 2107 山五金属㈱ 山　田　恭　之
2032 ㈱ムラタ 村　田　　　薫 2108 ㈱山本工務店 山　本　周　広
2033 武蔵産業㈱ 中　島　始　広 2109 ヤマニシ電子㈱ 木　下　　　久
2034 武桑不動産㈱ 柏　谷　恵美子 2110 ㈱　八　木 八　木　隆一郎
2035 ㈲村野工業所 村　野　満　宏 2111 ㈲ヤマドメ 矢　島　穂　波
2036 ㈲割烹むら山 村　山　岩　夫 2112 ㈱ワイ・アール・シー 榎　本　行　雄
2037 ㈲ムラノ企画 村　野　圭　子 2113 ヤマシン工業㈲ 山　田　新　一
2038 ㈱武蔵野ゴルフクラブ 小宮山　義　孝 2114 ㈲山重電工 山　口　進　一
2039 むさし産業㈱ 小　林　恵　美 2115 山一商事㈱ 山　口　　　覚
2040 ㈱ムラウチ・ホビー 志　村　伊知郎 2116 ㈲山﨑モータース 山　﨑　　　剛
2041 ㈲村田興業 村　田　　　仁 2117 大和石材㈱ 大　和　正　直
2042 ㈱ムサシ 藤　本　政　史 2118 ㈲山英建設 山　口　正　己
2043 ㈱村内ファニチャーアクセス 村　内　健一郎 2119 ㈱ヤマガタ鉄筋 山　形　栄　造
2044 ㈲向井建材産業 向　井　久　子 2120 ㈲山一製作所 山　下　晴　久
2045 群企画㈱ 奈　良　道　雄 2121 やま商㈱ 竹　中　浩　之
2046 ㈱夢現舎 飯　田　公　司 2122 ㈱山田屋 小野田　君　子
2047 (公財)村内美術館 村　内　道　昌 2123 ㈱山口建材 山　口　和　恵
2048 ㈲マイライフ 小　柳　哲　郎 2124 ㈱山豊建設 山　本　芳　男
2049 ㈲　明　光 林　　　和　男 2125 ㈲山室アルミ 山　室　博　幸
2050 ㈱メレック 吉　山　幸　彦 2126 ㈲谷嶋石材工業 谷　嶋　厚　司
2051 ㈱メイハン商事 瀧　沢　明　男 2127 ㈲八木電気商会 八　木　一　朗
2052 ㈲メタルスピード 落　合　裕　治 2128 ㈲八田野工業所 八田野　重　一
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2129 山一電機㈱ 保　々　佐　吉 2205 ㈱リースキン西東京 遠　藤　尚　孝
2130 ㈲　山　善 古　屋　昌　利 2206 ㈲リヴュリット 小　川　正　司
2131 ㈱山田スプリング製作所 山　田　三　雄 2207 ㈲リカーヴィラ・アイザワ 相　澤　清　隆
2132 ㈲山口商事 山　口　春　彦 2208 (宗)了法寺 中　里　勝　孝
2133 ㈲ヤマックス 山　田　秀　春 2209 ㈱リラテック 田　中　正　司
2134 ㈲安田畳店 増　岡　文　男 2210 リオンサービスセンター㈱ 篠　原　啓　介
2135 ㈲野猿オート 泉　　　邦　夫 2211 ㈱リフォハウス 大　田　　　優
2136 八木染色㈲ 八　　木　　　 2212 ㈲緑友社 稲　田　　　昴
2137 ㈲ヤマヨシ 吉　見　善　明 2213 ㈲リュウセイ 岡　田　竜　次
2138 ㈲山本金属 山　本　和　久 2214 ㈱リファテック 髙　橋　良　介
2139 ㈲有喜堂本店 峯　尾　　　進 2215 ㈱ルーミング 山　中　一　郎
2140 ユニオントロイダル㈱ 松　澤　陽　一 2216 ㈲ルアク商事 伊　藤　裕　司
2141 ㈲ゆり織 植　竹　興志雄 2217 ㈲Ｒｏｏｍｓ 田　中　午一朗
2142 豊建築㈲ 田　中　　　豊 2218 ㈱ルルドコーポレーション 小　山　優　子
2143 ユーキャン㈱ 安　藤　　　磐 2219 ㈱ジェイレンタル 福　島　秀　男
2144 豊産業㈲ 荒　井　幸　男 2220 ㈲レイノ 今　村　智　信
2145 ㈱ユニホールディングス 枝　松　研　二 2221 レオハウジング㈱ 横　山　瀬　如
2146 ㈱ユーノスプリング 武　藤　精　孝 2222 ㈱連設計 塚　本　繁　子
2147 ㈱裕登商事 (キッチンヒロ) 古　川　美　弘 2223 ㈲レオパオラ 浅　川　晴　子
2148 ㈲ユーキ電子製作所 町　田　　　登 2224 レインボー造型企画㈱ 前　澤　　　範
2149 ㈲ユウキ製作所 松　本　貴　秀 2225 ㈱レプトンベル 小　磯　朋　之
2150 ㈲ユアサ機械 湯　浅　良　介 2226 レマリ企画 (同) 五十嵐　滿里子
2151 ㈲友花園 土　屋　典　美 2227 ㈲ロマーノ 天　野　　　洋
2152 ㈲由木製作所 加　藤　祐　一 2228 オーシャンコーポレーション㈱ 矢　野　理　信
2153 ㈱ユウコウ建設 渡　邊　勇　吉 2229 ㈲ロングレンジ・ビュー 名　富　英　子
2154 (一社)東京都はり灸マッサージ師会 堀　江　静　男 2230 (学)八王子学園 塚　本　吉　紀
2155 ㈲結城電設 結　城　英　貴 2231 ㈱渡辺精肉店 渡　辺　良　子
2156 ㈲ユーテック 小　林　源　治 2232 ㈱ワタナベ 渡　邊　　　優
2157 ㈲ユーケイ 萩　原　三　郎 2233 ㈲渡辺石材店 渡　辺　安　光
2158 ㈱ユーエス 内　田　正　美 2234 ㈱和田商店 和　田　嘉　章
2159 ㈱由木自動車 吉　成　将　志 2235 ㈱ヴァリアント 和　田　　　博
2160 ㈱湯田工業 湯　田　光　弘 2236 ㈱渡辺米会話研究所 渡　辺　昇　一
2161 ㈱ゆずや 小　川　　　昇 2237 ㈲わたなべ 渡　辺　とくの
2162 ㈱よろづや食品 木　崎　茂　之 2238 渡部道路㈱ 渡　部　広　志
2163 吉田観賞魚販売㈱ 吉　田　俊　一 2239 若林食品㈱ 若　林　フジ子
2164 吉村エンタープライズ㈱ 吉　村　征　子 2240 ㈱渡辺オイスター研究所 渡　辺　　　貢
2165 吉本商事㈱ 吉　本　良　久 2241 ㈲和多屋 今　井　祐一郎
2166 ㈲サトウプランニング 佐　藤　修　一 2242 ㈲和光通信システム 西　村　孝　美
2167 ㈱横溝商店 横　溝　光　一 2243 ㈱ワタナベ食品 渡　辺　敏　行
2168 ㈲ヨネザワ 米　沢　　　清 2244 若林木工㈱ 若　林　正　則
2169 ㈱耳洗堂 矢　島　利　泰 2245 ㈲渡部住宅設備 渡　部　志　朗
2170 植　小　㈱ 吉　村　國　昭 2246 ㈱若尾商会 若　尾　憲　隆
2171 ㈲吉本建装 吉　本　　　定 2247 ㈲渡辺精密 渡　辺　　　実
2172 (医)社団 米山産婦人科病院 米　山　国　義 2248 ㈲ワタナベ精工 渡　辺　完　治
2173 ㈲吉村屋酒店 山　崎　久　江 2249 ㈲和功商事 和　田　恒　幸
2174 ㈱吉匠建築工藝 吉　川　宗太郎 2250 ㈲和田製作所 和　田　祐　孝
2175 ㈱ヨシノ 吉　野　紳　一 2251 ㈱　和　智 和　智　　　篤
2176 吉野化成㈱ 吉　野　孝　典 2252 ㈲和光コンストラクション 元　佐　澄　江
2177 ㈲よしの飯村屋 吉　野　　　修 2253 ㈱渡辺製作所 渡　辺　松次郎
2178 ㈲吉総業 吉　山　　　勉 2254 ㈱和智防災 和　智　直　道
2179 吉　浜　㈲ 吉　浜　信　子 2255 ㈲ワイズ保険事務所 小　林　自　知
2180 ㈱吉水建設 吉　水　盛　夫 2256 ㈲渡辺工業所 渡　辺　寛　志
2181 ㈱吉田建設 吉　田　朋　雄 2257 ㈱ワーキングスタイル 堂　垣　駿　介
2182 ㈲吉野造園 吉　野　静　男 2258 ㈱ワイズ小島 小　島　一　憲
2183 ㈲吉山計装 吉　山　敏　彦 2259 ㈱ワイテクト 小　倉　　　豊
2184 米山ソフトダイア㈱ 米　山　将　司 2260 ㈱Ｙ．Ｋ．Ｐ 下　田　祐　樹
2185 ㈲　与　作 石　見　忠　夫 2261 (宗)延立寺 松　本　智　量
2186 横川電気工事㈱ 横　川　　　孝 2262 (社福)清心福祉会 青　木　訓　行
2187 よこかわでんき㈱ 青　木　紀美男 2263 (宗)永泉寺 五十嵐　義　昭
2188 ㈱ライジング 東　山　　　淳 2264 (宗)最照寺 杉　田　純　一
2189 ㈱ライン企画 斉　藤　誠　治 2265 (宗)善照寺 堀　川　秋　芳
2190 ㈱ライフ商事 王　　　立　軍 2266 (宗)常福寺 足　利　正　光
2191 ㈱ランドテック 中　山　　　勲 2267 ㈱みずほ銀行八王子支店 仙　波　陽　平
2192 ㈲ライト・ハウス 湊　　　良　治 2268 りそな銀行八王子支店 島　田　秀　一
2193 ㈱ライフパートナー 久　保　秀　一 2269 ㈱商工組合中央金庫八王子支店 野　口　竜　弥
2194 ㈱野中工務店 野　中　光　男 2270 きらぼし銀行八王子中央支店 穴　澤　貞　男
2195 ライチ㈱ 来　生　知　仁 2271 三菱ＵＦＪ銀行八王子支店 鷲　頭　安　信
2196 ㈱ライズ 板　谷　英　俊 2272 多摩信用金庫八王子駅前支店 関　川　晋　治
2197 綾彩舎㈱ 両　角　由利子 2273 青梅信用金庫八王子支店 宇　野　幹　彦
2198 両国家石材店㈲ 小野田　達　也 2274 コニカミノルタ㈱ 人事部 人事サービスグループ 臼　井　　　強
2199 隆和産業㈱ 中　村　隆　治 2275 大同生命保険㈱多摩支社八王子営業所 小　林　　　覚
2200 (医)財団 緑雲会多摩病院 持　田　政　彦 2276 ＡＦＬＡＣ八王子支社 野　原　浩　之
2201 ＲＹＵＫＡ　ＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ㈱ 龍　華　明　裕 2277 群馬銀行八王子支店 髙　畑　　　仁
2202 (宗)龍源寺 赤　塚　良　孝 2278 八十二銀行八王子支店 横　田　武　彦
2203 ㈲陵南工業 黒　柳　義　兼 2279 (社福)共助会福寿園みなみ野 林　　　恒　雄
2204 (宗)龍光寺 堀　江　順　司 2280 西武信用金庫北野支店 秋　山　祐　一
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2281 (一財)仁和会 山　本　淳　一 2357 多摩信用金庫恩方支店 野　口　　　豪
2282 日本機械工業㈱ 高　田　立　雄 2358 多摩信用金庫八王子四谷支店 古　山　忠　宏
2283 ＡＩＧ損害保険㈱西東京支店 竹　村　芳　孝 2359 多摩信用金庫片倉支店 遠　藤　　　賢
2284 ㈱東日本銀行八王子支店 太　田　隆　英 2360 ㈱開拓使　（けいの家） 北　澤　秀　彦
2285 大陽工業㈱八王子事業所 酒　井　陽　太 2361 多摩信用金庫大和田支店 玄　葉　益　之
2286 野村證券㈱八王子支店 高　原　智　成 2362 明治安田生命保険(相)東八王子営業所 田　中　敦　子
2287 大和証券㈱八王子支店 深　田　直　子 2363 日本生命保険相互会社 八王子駅前営業部 春　日　浩　孝
2288 西武信用金庫楢原支店 髙　垣　浩　司 2364 (一財)あんしん財団南東京支局八王子支所 昆　　　好　久
2289 (宗)産千代稲荷神社 小　泉　宜　久 2365 ㈲いこい 新　井　秀　浩
2290 (宗)龍谷寺 内　林　昭　道 2366 ㈲志摩巧芸 大　嶋　　　実
2291 (宗)妙薬寺 金　岡　秀　友 2367 ㈱ワールドファミリー八王子営業所 上　浦　　　隆
2292 ㈱京王プラザホテル八王子 若　林　克　昌 2368 ㈲眞一館 徳　原　　　保
2293 ㈲たこの家　　（鉄板焼もとまち） 金　森　雄　則 2369 ㈲コーワ 上　村　洋次郎
2294 ㈱都典礼 渡　邊　章　郎 2370 京王観光㈱八王子支店 田　中　英　樹
2295 ㈱コーホ 三　宅　勝　司 2371 ㈲宮代紙器製作所 宮　代　崇　史
2296 ㈱パナホーム多摩 茶　谷　明　宏 2372 東海通信器材㈱ 加　島　唯　志
2297 ㈱雅典礼 宮　地　理　枝 2373 ㈱セイント・フジ 井　上　佳　苗
2298 多摩信用金庫中野支店 荒　井　　　清 2374 ㈲ＳＧＩ保険サービス 千　葉　典　子
2299 多摩信用金庫中野山王支店 鈴　木　正　志 2375 日産東京販売㈱八王子店 田　寺　昌　彦
2300 ユナイテッド・インシュアランス㈱八王子支店 葭　谷　広　行 2376 ㈱サラ秋田白神 津　田　雅　俊
2301 多摩信用金庫散田支店 阿　部　武　永 2377 ブリヂストンタイヤサービス東日本㈱タイヤサービス滝山店 楢　橋　明　浩
2302 多摩信用金庫西八王子支店 根　岸　秀　樹 2378 三井住友海上火災保険㈱八王子支社 吉　田　雅　一
2303 ㈱かんぽ生命保険八王子支店 伊　藤　満　之 2379 あさひ国際旅行㈱八王子営業所 須　田　隆　一
2304 アサヒ飲料販売㈱八王子支店 高　橋　修　平 2380 ㈱日産カーレンタルソリューション 檜　山　尚　志
2305 ㈱　美　月 髙　橋　桂　子 2381 ㈱オキセ総合企画 青　木　清　治
2306 弁護士法人ひまわりパートナーズ 古　川　健太郎 2382 ㈲イシン・ハチオウジ・オペレーションズ（ホテルザ・ビー八王子） 田　中　健　一
2307 税理士法人 加瀬会計事務所 加　瀬　明　彦 2383 ㈱未来工房ワダ 和　田　紀　子
2308 ㈲ハラケン 原　　　兼一郎 2384 ㈱田倉技研 田　倉　義　裕
2309 ㈱日本ケアサプライ 多摩営業所 瀬　戸　陽　輔 2385 ㈱山梨中央銀行八王子支店 中　島　武　志
2310 Ｓｈａｉｎ㈱西東京支店 別　所　　　哲 2386 ㈱セレモア八王子本社 粕　谷　　　良
2311 マロウドイン八王子 宮　本　繁　樹 2387 多摩ホームペイント㈱八王子事業所 佐　藤　　　博
2312 税理士法人 けやき 直　井　利　恵 2388 東京ガスネットワーク㈱東京西支店 藤　井　恭　子
2313 新日本空調サービス㈱ 宮　田　安　章 2389 ㈱エス　アイ　エム 藤　原　淳　二
2314 ㈱井上設備 井　上　哲　男 2390 司法書士法人 足立古宮事務所 足　立　直　哉
2315 ㈱アーバン 佐　藤　久　牧 2391 宝蓮華 榎　本　直　美
2316 ㈱インターセプト 吉　田　聖　人 2392 ダイター有限責任事業組合八王子流通センター 大　友　和　行
2317 東海大学医学部付属八王子病院 渡　辺　勲　史 2393 ㈱ＧＯＫＯＨ 定　蛇　正　則
2318 ㈲ＯＫＡＮＳＨＡ 大神田　政　昭 2394 ㈲ワイズプランニング 吉　川　英　夫
2319 山下電装㈱ 山　下　昌　彦 2395 ㈱コーナーズ 角　村　　　徹
2320 社会保険労務士 シグマ総合事務所 赤　澤　　　将 2396 ㈲齋藤鉄工所 斎　藤　光　司
2321 日本電子機器㈱ 渡　邊　嘉　人 2397 坂口建設㈱ 坂　口　武　志
2322 理想科学工業㈱理想八王子支店 加　藤　勝　之 2398 ㈱　塩　野 塩　野　　　明
2323 ㈱ＮＳＳ 浅　見　成　伸 2399 ㈱誠光ハウジング 栗　崎　竜　夫
2324 野村不動産ライフ＆スポーツ㈱メガロス八王子 松　本　拓　磨 2400 行政書士法人 桑 都 井　上　克　巳
2325 西武信用金庫八王子支店 白　石　育　夫 2401 ㈱ＴＯＰ’Ｓ 野　村　秀　雄
2326 ㈱あゆみ工務店 内　藤　祐　輔 2402 ＨＡＧＡＮＥ　ＤＩＮＩＮＧ㈱ 本　間　貴　紳
2327 ㈱ホットハート 澤　井　政　人 2403 税理士法人 花形会計事務所 花　形　守　康
2328 ㈱タウンツアーズ八王子支店 三　浦　佳　織 2404 古瀬空調㈱ 古　瀬　　　力
2329 きらぼし銀行西八王子支店 谷　澤　愼　一 2405 プレシャス㈱ 清　水　友　和
2330 ㈱イースタンスポーツ　高尾スターレーン 酒　井　崇　裕 2406 ㈱フューネラルプロデュース 新　井　　　忍
2331 ㈱ＴＨＴマネジメント 髙　松　　　僚 2407 ㈱ペイントワークス 山　下　哲　央
2332 アイ・フィット工業㈱ 髙　山　勝　也 2408 ㈱町田設備工業 町　田　哲　也
2333 ㈱ケイティエス 田　中　　　健 2409 ㈱やましたグリーン 山　下　力　人
2334 東京海上日動火災保険㈱八王子支社 赤　羽　　　治 2410 ライトハウスコンサルティング㈱ 長谷川　　　剛
2335 ㈱ホテル東京　（八王子日本閣） 中　村　忠　正 2411 ㈱ワーク・ライフ東京 植　松　敏　雄
2336 (医)社団 永生会 南多摩病院 安　藤　高　夫 2412 青梅信用金庫八王子市役所前支店 馬　場　貞　幸
2337 ㈱プロメディア八王子センター 市　川　義　雄 2413 松岡運輸㈱ 新　井　一　夫
2338 多摩信用金庫京王八王子支店 宮　崎　　　賢 2414 ㈱ジェネシスジャパン 田　中　康　之
2339 多摩信用金庫宇津木支店 岡　島　裕　行 2415 ㈱フクモト 福　本　　　学
2340 多摩信用金庫高倉支店 佐　伯　大　太 2416 ㈱ガレージ・ユーズ 堀　田　昭一郎
2341 プルデンシャル生命保険㈱ 2417 ㈱リトルファクトリー 松　本　幸四郎
2342 東海教育産業㈱八王子営業所 柳　沢　真　一 2418 ㈱ひきだ 引　田　隆　基
2343 山王総合㈱八王子支店 竹　口　　　真 2419 福　一　㈱ 福　山　眞　吾
2344 秀和ビルメンテナンス㈱ 新　井　秀　和 2420 ㈱グローバルテクノロジー 松　岡　弘　幸
2345 (宗)氷川神社 小　松　春　義 2421 井口工業㈱ 井　口　剛　志
2346 ㈲セジュールＡＮ 糠　信　和　代 2422 大東京信用組合 石川支店 平　山　　　淳
2347 大東京信用組合 八王子営業部 岡　本　敏　裕 2423 ㈱ＥＧ八王子 寺　島　広　高
2348 聖フランシスコ公認セント･ベル幼稚園 鈴　木　玲　央 2424 ㈱サテリット 矢　澤　克　弘
2349 損害保険ジャパン㈱西東京支店八王子支社 德　納　孝　昭 2425 ハンドメイドカフェＳＡＫＵ－桜咲－ 井　上　博　信
2350 ㈱テクニカルアドバンス 武　田　和　良 2426 ㈱クオルトケイズ 飯　田　一　夫
2351 ㈱会議室コンシェルジュ 﨑　山　信　夫 2427 多摩エレネクスト㈱ 大　野　俊　浩
2352 多摩信用金庫高尾支店 坂　口　俊　章 2428 (同)Ｓ ＰＬＡＣＥ 島　﨑　美　夫
2353 多摩信用金庫八木町支店 宮　原　英　一 2429 ㈱Ｃ－ＴＥＣ 田　島　一　也
2354 サムエルプランニング㈱ 宮　坂　　　強 2430 ㈱青田設備 青　田　知　也
2355 多摩信用金庫めじろ台支店 村　上　政　則 2431 ㈱エコロ 保　科　泰　央
2356 青梅信用金庫恩方支店 市　川　　　茂 2432 龍建設㈱ 有　本　龍　也
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2433 ＩＡ警備保障㈱ 大　澤　邦　雄 2509 ㈱ジャパンランド 小　宮　誠　司
2434 Ｔｒｅｅａｄ㈱ 水　野　孝　基 2510 ㈱エスティーエス 篠　﨑　裕　明
2435 ㈱ＲＩＳＥ 木　津　　　稔 2511 ㈱薬テン 小　幡　訓　義
2436 第一生命保険㈱ 堂　垣　衣津子 2512 ㈱Ｏｎｅ ｓｔｅｐ Ｒｉｓｉｎｇ 小　松　忠　義
2437 (同)ちとせ工房 橋　本　歳　司 2513 ㈱　番　匠 田　子　和　則
2438 井上測量設計㈱ 井　上　則　光 2514 ジャパン・コーポレーション㈱ 岡　田　　　勝
2439 アイストーン㈱ 石　井　和　得 2515 ㈲ユー・エスエンジニアリング 門　脇　輝　彦
2440 社会保険労務士法人ＲＩＭＯＮＯ・Ｗｏｒｋ－Ｌｉｆｅ・Ｄｅｓｉｇｎ 西　重　剛　史 2516 日産金属㈱ 小　野　　　茂
2441 ㈱ビー・エム・エル 竹　田　哲　平 2517 (同)ｎｅｅｕｐ
2442 ㈱ルフト・メディカルケア 平　川　達　也 2518 ㈱アローレ八王子 峰　島　幸　哉
2443 ㈱エス・オーコーポレーション 落　合　俊　太 2519 ㈱カラーマインズ 佐　藤　真　司
2444 ㈱ジェイコム東京八王子日野局 葛　西　昭　人 2520 環境みらい㈱ 杉　山　春　夫
2445 ㈱岡部工務店 岡　部　　　睦 2521 ㈱ポライト 大　野　竜　也
2446 (医)社団 喜珠会 アイ・デンタル・オフィス 津　田　紀　夫 2522 ㈱藤澤興業 藤　澤　邦　彦
2447 社会保険労務士法人斉藤労務管理事務所 池　田　隆　一 2523 アジアンリラクゼーションヴィラ八王子楢原店 志々田　陽　介
2448 ㈱リスター 加　藤　真　綾 2524 多摩防水技研㈱ 草　場　清　則
2449 ㈱ＲｅＬＩＦＥ 小　俣　直　也 2525 ㈱心之泉
2450 ㈱グランツ 高　取　良　昌 2526 ＩＦラボ㈱ 池　上　新　一
2451 ㈱クラフツエージェンシー 落　合　龍太郎 2527 ㈱フレンズ 北　原　茂　人
2452 フランスベッド㈱ 原　田　潤　一 2528 ㈱ゆたか元八王子店 増　田　　　裕
2453 ㈱ベストメンバーサービス 飯　島　　　穣 2529 Ｃｏｓｔｃｏｓｔ２１㈱ 金　　　勝一郎
2454 ＦＰエージェンツ㈱八王子支社 藤　田　愛　樹 2530 デジタジオ㈱ 辻　　　正　雄
2455 アイディール㈱ 畠　山　英　治 2531 (一社)デマンド・アンド・ケア 小　林　弘　幸
2456 ㈱フロンティア建設八王子支店 森　　　雅　春 2532 ㈱永井緑建 永　井　克　昌
2457 ㈱田中心塾 田　中　和　良 2533 東京総合保険サービス㈱　 佐　藤　光　一
2458 ㈱ステラ 新　村　悦　久 2534 ㈱鳶友信工業 髙　橋　　　勉
2459 税理士法人 高城会計事務所 高　城　敬　一 2535 ㈱長代新聞店 長　代　則　彦
2460 ㈱トヨタレンタリース多摩 田　村　勝　彦 2536 ㈱橋本工務店 橋　本　玲　治
2461 ＳＤＧｕｓサポーターズ㈱ 梅　澤　朗　広 2537 ㈱鈴木工務店 鈴　木　明　夫
2462 ㈱三喜千衣 銀座に志かわ八王子店 永　田　淑　江 2538 ㈱栗原医療器械店 八王子支店 中　川　　　敏
2463 ㈱ＧＭプロパティーズ 坂　上　隆　次 2539 八王子並木町郵便局 福　嶋　浩　之
2464 大樹生命保険㈱八王子第二営業部 須　見　聖　志 2540 ㈱環境管理センター 水　落　憲　吾
2465 東洋米菓㈱ 山　際　由　光 2541 ㈱スーパーソニック 峰　尾　恭　輔
2466 エフワイビルヂング㈱　くしやき処 月忠 藤　本　典　夫 2542 Ｖｉｓｉｏｎａｒｙ Ｖａｎｇｕａｒｄ㈱ 小　野　道　人
2467 ＳＨＫ(同) 芦　川　正　城 2543 ㈱ＡＲＣＨ 森　　　和　彦
2468 能美防災㈱西関東支社 城　所　明　男 2544 Ｃｒａｆｔｓｍａｎ’ｓ　ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ㈱ 大　貫　亮　一
2469 ㈱ビルディット 富　田　陽　介 2545 ㈱ニュートップ 田　原　和　幸
2470 明治安田生命八王子支社 多摩南営業部 仲　村　信　吾 2546 ㈱光企画 峯　尾　光　成
2471 ㈲晶栄薬品 木　下　晶　子 2547 ㈱アイエムプランニングオフィス 田　中　優　介
2472 ㈱クリエイティプラス 伊　藤　達　雄 2548 ㈱ＡＮＤＯＢｕｓｉｎｅｓｓＰａｒｔｎｅｒｓ 安　藤　謙一郎
2473 日　創　㈱ 近　藤　　　淳 2549 ㈱エヌティコーブン 岩　﨑　　　勉
2474 ㈱新都心エージェンシー東京西オフィス 平垣内　　　稔 2550 ㈱スカイキャリア 足　立　尚　己
2475 オレンジセオリー・ジャパン㈱ 杉　山　大　祐 2551 ＢＳミドリ㈱ 馬　場　秀　二
2476 (一社)首都圏産業活性化協会 野長瀨　裕　二 2552 力晃クレーン㈱ 原　島　　　誉
2477 ㈱有明エンジニアコーポーレーション 菊　地　政　勝 2553 (同)ユーティリティ・アーミー 宮　崎　雄　輔
2478 ㈱トータルグループ 李　　　雪　花 2554 ㈱協栄測量 山　口　達　夫
2479 (宗)三光院 服　部　光　龍 2555 ㈱サニーホーム 井　上　裕　介
2480 (社福)美山聖母の苑 鈴　木　玲　央 2556 ㈲オアシス 今　泉　和　夫
2481 ㈱ライフケア・桜 松　村　一　公 2557 ㈱ＡＳＡＨＩ 青　田　友　美
2482 ㈱ビオ・ソラーレ 三　室　桂　一
2483 ＣＲＥＡＰ㈱ 門　脇　大　輔
2484 (NPO) ソルフェジオ 佐　藤　るみ子
2485 原嶋電気工事㈱ 原　嶋　一　雅
2486 (一社)いんくるぱれっと 森　亦　　　廣
2487 (NPO)小津倶楽部 前　原　教　久
2488 ㈲ハッピーホーム 船　木　美　幸
2489 ㈱ジュリナ 熊　谷　さえ子
2490 (同)イー・アイ通信 遠　藤　　　満
2491 ワールドケア(協) 秋　山　和　夫
2492 (社福)公徳福祉会 牛　尾　徳　一
2493 ㈱P栄文舎 関　戸　昌　邦
2494 ㈱村内ブランドセレクション 林　　　宏　樹
2495 ㈱久次興業 久　次　秀　幸
2496 ㈱ライフクリエイト 大　沢　英　史
2497 ㈱　匠 加　藤　　　匠
2498 ㈱フィルネックス 荻　原　光　彦
2499 ㈱アンダーフィールド 下　田　雅　巳
2500 ㈱小椋組 小　椋　智　子
2501 (同)プレイワークラボ 小　倉　浩　靖
2502 ㈱濱田工業 濱　田　　　修
2503 司法書士法人立花事務所 立　花　　　探
2504 ㈱リーフ 寺　澤　章　叔
2505 ㈱ＴＯＫＹＯ通販 吉　田　真　悟
2506 ㈱ウイン 岩　田　寿　幸
2507 アルフレッサ㈱八王子支店 髙　子　　　潤
2508 ㈱オー・エヌ 大　西　大　助


