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一般労働者派遣事業の許可を取消し、

特定労働者派遣事業の事業廃止を命じました
～「関係派遣先派遣割合報告書」を提出しない事業主に対して実施～

厚生労働省は本日(平成 26 年 10 月 17 日)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び

派遣労働者の保護等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）に基づき、一般

労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、一般労働者派遣事業の許可の取消しを

通知し、また、特定労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、特定労働者派遣事

業の事業廃止を命じました。詳細は下記のとおりです。

１ 被処分派遣元事業主

（１）一般派遣元事業主 別添１の一覧表に記載のとおり

（２）特定派遣元事業主 別添２の一覧表に記載のとおり

２ 処分内容

（１）一般派遣元事業主

労働者派遣法第14条第１項第４号に基づき、一般労働者派遣事業の許可を取り消す。

（２）特定派遣元事業主

労働者派遣法第 21 条第 1項に基づき、特定労働者派遣事業の廃止を命ずる。

３ 処分理由

別添１・２の一覧表に記載する事業主は、

① 労働者派遣法第 23 条第３項において、関係派遣先派遣割合報告書を提出

しなければならないとされているのに、平成 25 年度分について労働者派遣

法施行規則第 17 条の２に規定する提出期限を経過しているにもかかわら

ず、これを提出することなく、

② これに対する労働者派遣法第 48 条第１項の指導に従うことなく、

③ また、労働者派遣法第 48 条第３項に基づき、指示を行ったにもかかわら

ず、関係派遣先割合報告書を提出することなく、

労働者派遣法第 23 条第３項の規定に違反したこと。

※ 労働者派遣法の関係条文は別添をご参照ください。

報道関係者各位



（別添）

○ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60 年法律第

88 号）（抄）

（許可の取消し等）

第十四条 厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の

許可を取り消すことができる。

一 ～三 （略）

四 第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお第二十三条第三項又は第二十三条

の二の規定に違反したとき。

２ （略）

（事業廃止命令等）

第二十一条 厚生労働大臣は、特定派遣元事業主が第六条各号（第四号から第七号までを除く。）のいず

れかに該当するとき又は第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお第二十三条

第三項若しくは第二十三条の二の規定に違反したときは当該特定労働者派遣事業の廃止を、当該特定労

働者派遣事業（二以上の事業所を設けて特定労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの特

定労働者派遣事業。以下この項において同じ。）の開始の当時第六条第四号から第七号までのいずれか

に該当するときは当該特定労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる。

２ （略）

（事業報告等）

第二十三条

～２ （略）

３ 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次条に規定する関係派遣先への派遣割合を厚

生労働大臣に報告しなければならない。

４～５ （略）

（指導及び助言等）

第四十八条 厚生労働大臣は、この法律（前章第四節の規定を除く。第四十九条の三第一項、第五十条及

び第五十一条第一項において同じ。）の施行に関し必要があると認めるときは、労働者派遣をする事業

主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派遣就業を

確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

２ （略）

３ 厚生労働大臣は、第二十三条第三項又は第二十三条の二の規定に違反した派遣元事業主に対し、第一

項の規定による指導又は助言をした場合において、当該派遣元事業主がなお第二十三条第三項又は第二

十三条の二の規定に違反したときは、当該派遣元事業主に対し、必要な措置をとるべきことを指示する

ことができる。

○ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則（昭和 61 年労

働省令第 20 号）（抄）

（関係派遣先への派遣割合の報告）

第十七条の二 法第二十三条第三項の規定による報告は、毎事業年度経過後三月が経過する日までに、当

該事業年度に係る関係派遣先派遣割合報告書（様式第十二号の二）を厚生労働大臣に提出することによ

り行わなければならない。



別添１

番号 許可番号 許可年月日 派遣元事業主の氏名又は名称 及び住所 代表者の氏名

1 般13-080661 2003/11/1 フジ・テクニカ工業株式会社 東京都新宿区大久保２丁目５番１９号 須藤 忠則

2 般13-302875 2007/7/1 株式会社ジョブ・サポート 東京都台東区台東３‐３９‐５ コアマンション御徒町フリージオ４０３号 今泉 有人

3 般13-302191 2006/11/1 株式会社ＣＳＣ 東京都港区芝大門1-3-8 西脇 信次

4 般27-301556 2009/2/1 株式会社フリーダム 大阪府堺市西区鳳北町七丁20番地 溝上 宜彦

対象となる一般派遣元事業主一覧表



別添２

番号 届出受理番号 届出受理年月日 派遣元事業主の氏名又は名称 及び住所 代表者の氏名

1 特08-301130 2010/10/27 株式会社椎野 茨城県古河市尾崎2737-8 椎野 義文

2 特08-301153 2011/1/19 有限会社 藤マネージメント 茨城県坂東市大口新田６７ 林 誠一

3 特13-050320 1991/9/1 株式会社 オズエンタテイメント 東京都目黒区東山１-５-９ 松山 正明

4 特13-300885 2005/1/21 株式会社 ひ か り 東京都江東区亀戸１ー２８ー１０ 斉藤 光男

5 特13-304271 2006/11/30 株式会社アージュ 東京都足立区佐野２ー３４ー１８ 橋本 和実

6 特13-307972 2008/1/31 株式会社ＣＡＮ 東京都千代田区神田佐久間町３ー１６ 垣本 栄一

7 特13-308780 2008/5/13 有限会社 ランアンドラン 東京都品川区北品川３ー９ー４１ ダイヤモンドパレス１０１号 大場 智徳

8 特13-308906 2008/5/30 株式会社 サプライム 東京都港区虎ノ門五丁目１１番１号 オランダヒルズ森タワーＲｏＰ５階 吉野 昭夫

9 特13-309530 2008/8/14 株式会社 桃花プランニング 東京都府中市武蔵台２丁目１８番地の２４ 大久保 広昭

10 特13-310464 2008/12/26 株式会社 システムプラザ 東京都板橋区本町３０番４号 河野 満彦

11 特13-310567 2009/1/28 株式会社ディメンション 東京都大田区南久が原二丁目８番２２ 新谷 剛

12 特13-310847 2009/3/12 株式会社エアー 東京都新宿区西新宿７-１８-１３ ハイム大成ビル４０１ 北島 寿将

13 特13-311623 2009/8/7 有限会社ビットマイスター 東京都目黒区自由が丘一丁目１６番１０号 迎 昭宏

14 特13-311975 2009/10/29 株式会社クレッセ 東京都武蔵村山市残堀２-７４-２３ 橿棒 タキ子

15 特13-312182 2009/12/25 有限会社スクランブル・トランスポート 東京都品川区西五反田5-24-8 田中 孝生

16 特13-314203 2011/7/29 日本ＩＴ開発株式会社 東京都中央区日本橋１‐２‐２ 室賀 千惠子

17 特13-090462 2003/12/1 ソレックス有限会社 東京都板橋区高島平７ー２３ー２１ー２０３ 出口 力也

18 特13-081071 2003/7/1 有限会社 前田オフィス 東京都新宿区住吉８ー２４ 前田 忠明

19 特13-301725 2005/8/10 サギサカ輸送有限会社 東京都府中市是政４-８-１-２１０ 匂坂 博

20 特13-310180 2008/11/14 株式会社 エムスタッフ 東京都新宿区百人町１丁目２１番１号 梓沢 勝宏

21 特13-310841 2009/3/12 有限会社ケイ・アイプランニング 東京都武蔵村山市中原２丁目２８番地の５ 永田 恭子

22 特13-310887 2009/3/19 株式会社フレームワーク 東京都江東区大島６-３-１４ 清水ビル 清水 ひとみ

23 特13-313335 2010/10/28 ＦＥＤ株式会社 東京都港区六本木3丁目16番13号-606号 三浦 幸夫

24 特13-314936 2012/3/14 株式会社クロコスタイル 東京都江戸川区南葛西２-１８-１１-２０２ 關 智之

25 特13-316166 2013/4/12 アネモス株式会社 東京都渋谷区鶯谷町３番１号 長谷川 晃司

26 特13-300049 2004/3/23 株式会社マープテクノ 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原３番地７ 小熊 昌利

27 特13-300103 2004/3/18 有限会社ブレス 東京都新宿区四谷１丁目１５番地 アーバンビルサカス8・Ａ-3 福士 慎一郎

28 特13-301332 2005/5/12 岡野アイエスコンサルティング株式会社 東京都中央区日本橋富沢町5-5 エクセルシオール日本橋205号 岡野 安暢

対象となる特定派遣元事業主一覧表



番号 届出受理番号 届出受理年月日 派遣元事業主の氏名又は名称 及び住所 代表者の氏名

29 特13-305205 2007/3/5 有限会社 イー・スタイル 東京都渋谷区渋谷1-3-18 ビラ・モデルナ９０４号 山形 泉

30 特13-305379 2007/3/16 株式会社クロスフィード 東京都千代田区外神田六丁目７番７号 マツダビル５Ｆ 安東 秀喬

31 特13-307164 2007/10/2 株式会社アンリシール 東京都江東区東雲２丁目６番１９ 東京ベイ・リベロシティ８０６号 山田 勝広

32 特13-307905 2008/1/25 株式会社 Ｔｒｕｓｔ Ｃｏｏｐｅｒａｔｈｉｏｎ 東京都目黒区平町１丁目２５番１４号３Ｆ 別府 信太郎

33 特13-311427 2009/6/26 株式会社江原組 東京都江戸川区北葛西一丁目８番３号 井之上邸一部寮部分２階 江原 一

34 特13-305879 2007/4/25 株式会社ジー・アンド・ユー 東京都港区赤坂四丁目２番８号 金春ビル５階Ａ号室 若松 久男

35 特13-308135 2008/2/21 株式会社 ＺＩＰＰＹ ＤＥＳＩＧＮ 東京都中央区日本橋箱崎町３２-３ 秀和日本橋箱崎レジデンス３１２ 石原 孝男

36 特13-310427 2008/12/24 株式会社 マッシュテクノロジー 東京都港区六本木６-１６-１１ 六本木アレンツ２０８ 原田 昌利

37 特13-060017 1986/7/1 株式会社ディアイピーエス 東京都大田区蒲田5-33-5 小澤 昭夫

38 特13-090223 1986/10/1 スインクシステム株式会社 東京都練馬区谷原5-6-14 小倉 俊夫

39 特13-070436 1988/3/1 コスモシステム株式会社 東京都渋谷区道玄坂1-15-3 溝田 千壽喜

40 特13-040642 1989/7/1 株式会社ヌーベル 東京都港区赤坂6-10-39-115 大山 雅義

41 特13-080696 1993/7/1 株式会社オン・エアー 東京都新宿区信濃町12-1 石戸 康雄

42 特13-041019 1998/12/1 スターネット株式会社 東京都港区赤坂2-12-10 林部 修治

43 特13-081104 2004/2/1 株式会社ゲットワーク 東京都中野区中野4-6-9 浅賀 信夫

44 特13-301913 2005/9/20 株式会社エス・アンド・エス 東京都港区芝2-5-19 ＩＴＯビル３階 岡田 作夫

45 特13-302167 2005/11/4 エム・エーアイ株式会社 東京都港区六本木7-12-6パワーハウス６Ｆ－B 森田美樹子

46 特13-302715 2006/3/8 有限会社ＰＥＡＣＥ 東京都中野区野方6-51-8 板谷 一師

47 特13-304490 2006/12/20 株式会社ライプ創研 東京都千代田区内神田1-10-1 松田 智史

48 特13-305384 2007/3/16 株式会社ナイガイ物流 東京都江東区亀戸2-31-7 三原 省一

49 特13-305831 2007/4/20 株式会社グローバルホールディングス 東京都中央区八丁堀2-1-7 小畑 光久

50 特13-305996 2007/5/10 株式会社ウェスプ 東京都品川区東五反田1-11-8 橘 晴輝

51 特13-306224 2007/6/1 株式会社ジールジャパン 東京都江東区木場1-4-10 岡村 信善

52 特13-306311 2007/6/12 株式会社プロセンス・マネジメント 東京都杉並区荻窪5-27-8 河野 智樹

53 特13-307196 2007/10/9 株式会社テイクオフ 東京都目黒区目黒２丁目９番３号 メグロフラッツ８０１号室 大田 武徳

54 特13-307487 2007/11/16 株式会社ビーステイツ 東京都港区赤坂6-10-45 松平 輝樹

55 特13-307784 2007/12/28 株式会社オフィスエフジーアイ 東京都大田区東嶺町３７番４号 １階 藤原 崇

56 特13-307837 2008/1/18 エスイーシステム 株式会社 東京都葛飾区小菅2-9-28 高山 淳司

57 特13-308062 2008/2/13 株式会社アエラプランニング 東京都台東区蔵前3-4-5 浅草税理士会館４階 佃 卓治

58 特13-308187 2008/2/27 株式会社コネクタス 東京都大田区石川町1-1-1 田中 宏和

59 特13-308907 2008/5/30 株式会社ジェーアイシー 東京都港区新橋6-17-19 花田 武男

60 特13-309604 2008/8/28 翔英ロジスティクス株式会社 東京都足立区谷在家３丁目２０番１３号 第三丸本ビル３０２号 馬原 英樹

61 特13-309903 2008/10/3 構築支援株式会社 東京都品川区上大崎2-23 補永 陽一



番号 届出受理番号 届出受理年月日 派遣元事業主の氏名又は名称 及び住所 代表者の氏名

62 特13-309960 2008/10/14 株式会社ＷＩＴ 東京都練馬区平和台2-19-11 木室 渉

63 特13-310126 2008/11/5 アローデザイン株式会社 東京都板橋区大山西町11-2 三野 恭敬

64 特13-310331 2008/12/9 株式会社Ｇプロジェクト 東京都文京区音羽1-17-11 井手 太次郎

65 特13-310380 2008/12/16 ヤンワールド株式会社 東京都新宿区住吉町１-１４ 水谷ビル 山口 浩平

66 特13-310392 2008/12/18 株式会社ＮＲＳ 東京都千代田区岩本町２丁目１４番３号 三貴ビル５階５０１号室 西垣 廣樹

67 特13-310962 2009/3/30 有限会社インタラクト 東京都渋谷区鶯谷町4-21 橘 雄一

68 特13-310968 2009/3/30 株式会社ヘリオス 東京都港区芝5-14-15 出田 靖

69 特13-311856 2009/10/1 有限会社三賢システム 神奈川県川崎市宮前区菅生6-19-42 鷹野 原賢

70 特13-312012 2009/11/10 株式会社Ｑｕａｒｔｅｔ 東京都江東区森下2-17-7 山本 憲明

71 特13-312169 2009/12/24 株式会社ヒューデム 東京都港区芝5-16-1 唐木 久彦

72 特13-312270 2010/1/28 株式会社サスエンジニアリング 東京都小金井市本町1-19-4 青木 司

73 特13-312314 2010/2/10 株式会社アルタ 東京都葛飾区西亀有2-52-7 菅野 敏夫

74 特13-312729 2010/5/11 合同会社フェリックス・ジャパン 東京都台東区台東1-9-4 山田 貴久子

75 特13-314902 2012/3/5 Ａ＆Ａビジネスサポート株式会社 東京都中央区日本橋兜町9-5 發知 幸男

76 特14-070013 1990/8/1 株式会社システムエービーシー 神奈川県厚木市中町四丁目10番3号 中町三紫ビル5階 矢口 博道

77 特14-302804 2008/2/20 株式会社シーラインジャパン 神奈川県横浜市金沢区富岡西四丁目63番8号 齋藤 廣文

78 特14-303312 2008/10/6 株式会社Ｆｒａｍ Ｄｅｓｉｇｎ Ｓｙｓｔｅｍ 神奈川県横浜市中区弁天通三丁目４２番地 ＮＧＳ弁天通４０３ 我孫子 秀明

79 特14-303687 2009/5/28 株式会社フルイド 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町５１６番地１ エルズ中山７０２号 佐々木 麻美

80 特14-303773 2009/7/31 株式会社イマデン協和 神奈川県相模原市大野台三丁目２１番４-４０３号 今村 恒

81 特14-304011 2010/3/2 有限会社ブロードテクノロジー 神奈川県相模原市南区古淵二丁目１２番１-７０５号 飯塚 晃安

82 特14-304078 2010/4/19 株式会社フォグッド 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川一丁目１１番地２ 佐藤 智一

83 特14-304250 2010/9/17 有限会社広設計 神奈川県横浜市中区野毛町三丁目１３１番１ コスモ桜木町グランポール１０２号 勝 幸子

84 特14-304437 2011/3/25 弥生電気株式会社 神奈川県川崎市幸区中幸町四丁目30番地3 堀越 渉

85 特14-304705 2011/11/28 京浜作業株式会社 神奈川県川崎市川崎区小田三丁目１３番１号 田上 智

86 特14-301916 2007/3/28 株式会社ライジングエアー 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１-１３-１２ アーバンビル６Fウィズスクエア 中田 扶治

87 特14-302765 2008/2/1 Ｃｏｎｔｉｎｅｎｔａｌ ｍｏｖｅｒｓ株式会社 神奈川県横浜市栄区飯島町５０１番地２ Ｗ-９０２号室 根本 孝博

88 特14-303432 2008/12/9 株式会社ビスタックス 神奈川県川崎市高津区久地二丁目４番４７-５１１号 リバーサイドＷＡＣＯ 松本 晃一

89 特14-303984 2010/2/17 一般社団法人アグリジオ 神奈川県横浜市都筑区東山田一丁目２番１５号 本永 盛吉

90 特14-305271 2013/7/31 合同会社エイエムケイ 神奈川県川崎市高津区下野毛三丁目１０番１-１０５号 ハイム下野毛３ 野口 幸宏

91 特14-010271 1988/4/1 株式会社新東機工 神奈川県横浜市金沢区富岡西４-２６-２０ 沼田 俊政

92 特14-010445 1997/12/1 株式会社ティーエムエス 神奈川県横浜市旭区川島町2063 高貝 正芳

93 特14-010484 1999/11/1 株式会社シンコーインクス 神奈川県横浜市西区南幸2-20-5 神村 進

94 特14-060043 1998/6/1 株式会社ショウナンコンピュータサービス 神奈川県平塚市紅谷町８番１６号 サニープラザ ３０１ 原 和久
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95 特14-110015 1990/7/1 亜細亜電子株式会社 神奈川県足柄上郡大井町金子４５８ 鎌形 昌平

96 特14-160017 1992/4/1 日本テクノ工業エンジニアリング株式会社 神奈川県大和市大和東３-９-３ 浅間 雅宣

97 特14-300099 2004/6/16 株式会社新井電機製作所 神奈川県横浜市都筑区池辺町４３６３番地１４ 小倉 行雄

98 特14-300147 2004/8/13 株式会社大興テクノロジー 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目５番９号 三文字 智夫

99 特14-300681 2005/11/4 株式会社イーステック 神奈川県川崎市多摩区生田八丁目１番３号 山口 悦男

100 特14-300738 2005/12/14 入江建設株式会社 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾四丁目７番１６号 入江 清高

101 特14-301316 2006/10/16 株式会社フロンティアワン 神奈川県愛甲郡愛川町角田２９９３番地の２ 田所 孝

102 特14-301666 2007/1/29 ＦＫＫ株式会社 神奈川県横浜市神奈川区富家町１番地１３ スカイハイツトーカイ２５０６号 木村 剛

103 特14-301967 2007/4/3 株式会社アドベント 神奈川県川崎市川崎区宮前町１１番地２２号 アオキガーデンパレス３０１号室 山田 美雪

104 特14-302390 2007/8/27 株式会社横浜技術者集団 神奈川県横浜港北区菊名二丁目１１番７号 江嵜 一郎

105 特14-302466 2007/9/27 三浦通信サービス株式会社 神奈川県横浜市西区浅間町五丁目３８２番地５ 三浦 仁

106 特14-302712 2008/1/8 株式会社翔建 神奈川県横浜市港南区大久保二丁目３番１５号 曽我 直之

107 特14-302870 2008/3/14 山口商事株式会社 神奈川県横浜市港北区日吉五丁目２６番４号 山口 朋児

108 特14-302957 2008/4/11 株式会社アシスト横浜 神奈川県横浜市磯子区磯子３-６-２３ アイランドビル２Ｆ 槇田 靖行

109 特14-303066 2008/6/11 相模エンタープライズ株式会社 神奈川県藤沢市菖蒲沢９７８-２ 吉川 ひろみ

110 特14-303080 2008/6/18 株式会社リーディングテック 神奈川県川崎市中原区小杉町三丁目１番-５１５号 呂 楽

111 特14-303147 2008/7/10 株式会社アクトマネジメントシステム 神奈川県平塚市山下５３番地の２ 木内 明

112 特14-303410 2008/11/28 有限会社アイト 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町２０６２番地 齋藤 真人

113 特14-303610 2009/4/6 商業システム株式会社 東京都渋谷区道玄坂一丁目１５番３号 服部 浩明

114 特14-303619 2009/4/13 ユーリズミクス・ネットワーク株式会社 神奈川県川崎市宮前区有馬九丁目２番２８号 小泉 美佳

115 特14-303724 2009/6/23 株式会社ＫＥＹＺ 神奈川県横浜市磯子区中原三丁目４番１２-１０１号 日比野 春郎

116 特14-303973 2010/2/3 株式会社ＮＥＸＴ 神奈川県横浜市栄区笠間四丁目１１番１１号 畑田 公聴

117 特13-060139 1992/6/1 有限会社 東京バンドック 神奈川県川崎市川崎区東扇島９２番地 立本 恵一

118 特13-301646 2005/7/27 株式会社 システム工房 神奈川県川崎市高津区溝口四丁目１８番３０－３０３号 桑島ビル 鏡山 保忠

119 特14-010342 1990/10/1 株式会社アイミテ 神奈川県横浜市西区浅間町１-４-３ ウィザード５０２ 磯部 明男

120 特14-080017 1988/8/1 株式会社アイシステム 神奈川県茅ヶ崎市浜之郷４６０番地 石坂 實

121 特14-080019 1989/3/1 株式会社ピースシステム工業 神奈川県茅ヶ崎市赤羽根２２８６番地３ 古澤 滋

122 特14-300009 2004/4/1 株式会社アスカ 神奈川県川崎市幸区大宮町４０ 桑山 泰子

123 特14-300256 2004/11/29 株式会社ユースウェア 神奈川県横浜市中区花咲町一丁目５３番地１ 石田 寿夫

124 特14-301478 2006/12/5 株式会社パワープラネット 神奈川県海老名市下今泉五丁目２番１４号 門脇 委佐子

125 特14-301479 2006/12/5 株式会社グリーンスターズ 神奈川県海老名市下今泉五丁目２番１４号 門脇 委佐子

126 特14-302110 2007/5/14 リライアンス有限会社 神奈川県川崎市幸区小向仲野町９番１０-１０２号 毛利 美砂子
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127 特14-303065 2008/6/10 株式会社伸和 神奈川県横浜市中区花咲町一丁目１８番地 第一測量桜木町ビル６Ｆ 志和 伸俊

128 特14-304745 2012/1/6 株式会社エムエーウイング 神奈川県横浜市緑区東本郷六丁目２番１０-２０４号 島津 明夫

129 特27-304786 2011/1/6 川端エンジニアリング株式会社 大阪府堺市堺区緑町4丁152番地鉄鋼ビル 益田 誠記

130 特27-304651 2010/9/3 株式会社ＴＭクリエイター 大阪府大阪市東淀川区東中島一丁目17-5 ステュディオ新大阪602 谷 つや子

131 特27-304216 2009/8/27 株式会社Ｗill 大阪府大阪市中央区内本町1-2-6 今川 孝郁

132 特27-303868 2009/2/9 株式会社和信 大阪府高槻市高槻町18番5-201号 神田 昌子

133 特27-303684 2008/10/31 株式会社Ｔ’ｒｉｓｅ 大阪府大阪市中央区南船場2丁目10番17号 津曲 桐志

134 特27-303673 2008/10/28 株式会社アクアビット 大阪府大阪市阿倍野区松虫通一丁目2番21-203号 富高 憲彦

135 特27-303528 2008/8/21 有限会社中国東北人材企画 大阪府堺市堺区車之町東一丁1番2号 菊地 静子

136 特27-302926 2008/1/18 ハタ通信工業有限会社 大阪府堺市西区草部140-1-G 秦 伸一

137 特27-302131 2007/4/24 有限会社美洋 大阪府門真市脇田町18番17号 美代取 悟司

138 特27-302017 2007/3/27 樹里建設株式会社 大阪府和泉市府中町五丁目21番3-505号 釘宮 正司

139 特27-301656 2007/1/23 ジャパンフロンティアリンク株式会社 大阪府東大阪市岩田町4-3-36 麻野 敏夫

140 特27-301394 2006/10/30 有限会社メディアキューブ 大阪府大阪市天王寺区東高津町3番20号 近藤 久展

141 特27-301308 2006/9/22 ウエルディングサービス株式会社 大阪府河内長野市下里町725番地 森本 正勝

142 特27-300919 2006/2/24 有限会社MKコーポレーション 大阪府大阪市中央区瓦屋町三丁目7番6号 槇村 喜代子

143 特27-300254 2004/11/9 有限会社エヌ．ティ．エス 兵庫県神戸市中央区熊内町四丁目8番20号 シャンポール603号 沼田 治雄

144 特38-300083 2006/6/12 有限会社コスモメンテナンス 愛媛県松山市東垣生町222‐5 久保田 タガネ

145 特38-300116 2006/11/28 有限会社サイエ 愛媛県大洲市徳森407‐1 木下 久

146 特38-050023 1993/7/1 株式会社アーバンメッツ 愛媛県新居浜市西原町2‐7-75 川井 宏之

147 特38-300212 2007/6/29 ラテックス 愛媛県松山市星岡1‐23-20 グランディア星ノ岡405 木下 邦弘

148 特38-300266 2008/2/15 有限会社若竹 愛媛県松山市生石町286-11 竹田 信一

149 特38-300177 2007/3/28 有限会社アイコー 愛媛県西条市大町555-7 藤井 孝治


