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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～
厚生労働省は平成 28 年１月 18 日付で、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。以下「労働者派遣法」とい
う。）第 14 条第１項に基づき、労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、労働者
派遣事業の許可取消しを通知し、また、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等の一部を改正する法律（平成 27 年法律第 73 号。以下
「労働者派遣法改正法」という。）附則第６条第４項に基づき、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。
記
１ 被処分派遣元事業主
（１）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）派遣元事業主
労働者派遣法第 14 条第１項に基づき、労働者派遣事業の許可を取り消す。
（２）特定派遣元事業主
労働者派遣法改正法附則第６条第４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及び２の派遣元事業主は、
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にもかかわらず、平成 25 年度分または 26 年度
分について、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）第 17 条の２に規定する提出
期限を経過しても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項に基づく指導に従うことなく、
③ また、労働者派遣法第 48 条第３項に基づく指示を行ったにもかかわらず、
関係派遣先派遣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。

（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、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
四

（略）

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、なお第二十三第三項、第二
十三条の二又は第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反し
たとき。

２

（略）

（事業報告等）
第二十三条
～２
３

（略）
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、第二十三条の二又は第三十条第二項の規定により読み替え
て適用する同条第一項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、第二十三条の二又は第三十条第二項の
規定より読み替えて適用する同条第一項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の一部を改正する法律
（平成 27 年法律第 73 号）（抄）

附則（特定労働者派遣事業に関する経過措置）
第六条

この法律の施行の際現に旧法第十六条第一項の規定により届出書を提出して特定労働者派遣

事業（旧法第二条第五号に規定する特定労働者派遣事業をいう。）を行っている者は、施行日から起
算して三年を経過する日までの間（当該期間内に第四項の規定により労働者派遣事業の廃止を命じら
れたとき、又は新法第十三条第一項の規定により労働者派遣事業を廃止した旨の届出をしたときは、
当該廃止を命じられた日又は当該届出をした日までの間）は、新法第五条第一項の規定にかかわらず、
引き続きその事業の派遣労働者（業として行われる労働者派遣の対象となるものに限る。）が常時雇
用される労働者のみである労働者派遣事業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の
申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があ
る日までの間も、同様とする。
２～３
４

（略）

厚生労働大臣は、第一項の規定による労働者派遣事業を行う者が新法第六条各号（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、又は施行日前に旧法第四十八条第三項の規定による指
示を受け、若しくは施行日以後に新法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、
なお新法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労働者派遣事業の
廃止を、当該労働者派遣事業（二以上の事業所を設けて当該労働者派遣事業を行う場合にあっては、
各事業所ごとの当該労働者派遣事業。以下この項において同じ。）の開始の当時旧法第六条第四号か
ら第七号までのいずれかに該当するときは当該労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる。

５～７

○

（略）

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）

対象となる派遣元事業主一覧表
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

派08-300021

平成16年9月1日

株式会社トマト

茨城県筑西市中館字館ノ内416－5

大久保 文雄

2

派14-150056

平成15年11月1日

株式会社アイ・エイチ・コーポレーション

横浜市港北区日吉本町1－31－1８

長谷川 清子

3

派14-300674

平成22年12月1日

株式会社セル・スタッフィング

横浜市西区みなとみらい二丁目２番1号横浜ランドマークタワー

三浦 弘人

（別添２）

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

1

特08-300872

平成20年6月6日

幸栄興業株式会社

茨城県神栖市奥野谷6029-3

衣鳩 勲

2

特08-301006

平成21年6月15日

有限会社 ゴトー製作所

茨城県筑西市飯島613番地

五島 正人

3

特08-300386

平成18年2月10日

有限会社 ステージア

茨城県つくば市豊里の杜2-20-7

中山 由光

4

特08-300467

平成18年7月20日

有限会社 光泉

茨城県水戸市新荘2-3-3

辻 忠志

5

特08-300922

平成20年9月25日

有限会社 ユウワ建築設計事務所

茨城県守谷市大柏1014-2

飯塚 和夫

6

特08-300984

平成21年3月25日

株式会社 共栄工検

茨城県ひたちなか市佐和1114-3

大津 昌雄

7

特08-020128

平成13年11月1日

有限会社 エネック

茨城県日立市東河内町168

空閑 伸一

8

特10-300402

平成19年3月30日

有限会社５30の会

群馬県吾妻郡中之条山田2432

橋爪 秀一

9

特10-301056

平成25年3月27日

イーステジア合同会社

群馬県太田市新田金井町457－2

曽和 寛之

10 特10-300060

平成16年10月26日 有限会社 中央群馬機械設計

群馬県高崎市金古町925-17

神尾 和久

11 特10-300940

平成23年11月15日 株式会社ビージェーサービストレーディング

群馬県邑楽郡大泉町寄木戸072番地の3

井之盛 一男

12 特10-300654

平成20年7月9日

有限会社ナンベイ・コーポレーション

群馬県太田市南矢島町448番地1

才間 マイケル

13 特10-300680

平成20年9月1日

高田 宏幸

群馬県桐生市川内町3丁目379-14

高田 宏幸

14 特10-300968

平成24年3月29日

白石 等

群馬県太田市飯田町784番地 グランディールⅡ-201

白石 等

15 特11‐300668

平成19年3月26日

有限会社フリーダム

埼玉県桶川市若宮1丁目8番11ー502号

小林 修

16 特11‐300801

平成19年6月29日

三協ビジネス株式会社

埼玉県所沢市緑町3丁目48番18号

高木 雅裕

17 特11‐301110

平成20年5月16日

株式会社エーワン

埼玉県ふじみ野市うれし野2丁目10番2ー506号

長谷川 博一

18 特11‐301199

平成20年8月8日

株式会社穎光社

埼玉県川口市飯塚1丁目3番26号ジェム川口プライムアベニュー202

趙 烏日金

19 特11‐301243

平成20年9月29日

福島商会

埼玉県入間郡毛呂山町阿諏訪1253

福島 和明

20 特11‐301331

平成20年12月25日 株式会社スタンディア

東京都千代田区鍛治町1ー4ー7

折井 徳仁

21 特11‐301432

平成21年5月21日

有限会社オーシーエス

埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目436番地6

小川 功能

22 特11‐301496

平成21年9月1日

株式会社エスイーコーポレーション

埼玉県草加市草加3丁目12番33ー301号

高橋 ふみ

23 特11-301753

平成22年10月5日

集和建築設計

埼玉県熊谷市大原3丁目5ー7

竹内 俊夫

24 特11-301866

平成23年4月20日

Ｉ・ＣＯＵＲＳＥ・ＬＯＧＩＳＴＩＣ株式会社

埼玉県川口市大字東本郷223番地の3シティハイムリバティ201号

松本 弘嗣

25 特11‐301907

平成23年7月14日

ＮＥＷ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ

埼玉県児玉郡上里町大字七本木2301ー16

今井 ジョルジェ

26 特11‐302131

平成24年9月27日

株式会社ティー・ワイトランスポート

埼玉県さいたま市南区大字太田窪2418番地4

髙村 真人

27 特11‐302325

平成25年11月5日

合同会社ＵＬＵ

茨城県結城市大字結城11743番地20

古谷 一博

28 特14-301078

平成18年6月19日

株式会社ワールド・パートナーズ

横須賀市坂本町3丁目8番地2

成田 和夫

29 特14-301297

平成18年10月 4日 有限会社バドホム

神奈川県藤沢市藤沢1023番地の1 メディウス藤沢803号

鳥巣 重光

30 特14-301557

平成18年12月26日 有限会社成毛塗装店

神奈川県川崎市麻生区百合丘一丁目16番地32

成毛 忠男

31 特14-301640

平成19年1月17日

横浜市泉区上飯田町1035番地210号

杉本 章弘

32 特14-302142

平成19年 5月24日 有限会社フジエンタープライズ

神奈川県足柄下郡湯河原町土肥一丁目15番6号小島ＡＰ203

藤田 玄一郎

33 特14-302233

平成19年 6月25日 ライオンソフト株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中六丁目46番12号

斧田 勇治

34 特14-302523

平成19年10月15日 株式会社ＮＰソリューションズ社

神奈川県横須賀市池田町四丁目1番23-303号

江上 義章

35 特14-302623

平成19年11月22日 有限会社アイ・ティー・ネット

横浜市旭区上白根町1207番地26

井上 昌平

36 特14-303056

平成20年6月6日

神奈川県藤沢市羽鳥五丁目5番３５号

市岡 俊夫

37 特14-303373

平成20年11月 4日 有限会社よろずや

神奈川県横浜市緑区十日市場町822番地9号

金子 謙一

38 特14-303719

平成21年6月18日

神奈川県川崎市川崎区小田栄二丁目1番5-1907号

永沢 詩織

39 特14-303764

平成21年 7月24日 有限会社和田通信

神奈川県横浜市南区六ツ川二丁目41番地21

和田 達雄

40 特14-303878

平成20年11月20日 株式会社オメガ総合研究所

横浜市神奈川区子安通二丁目231番地2-1801ライオンズ横浜新子安ハーバーコート 小澤 正俊

41 特14-303922

平成21年12月18日 株式会社トータル

神奈川県横浜市南区東蒔田町8番地8

石田 由加里

42 特14-304626

平成23年8月29日

有限会社ワールドエンタープライズ

神奈川県横須賀市長沢四丁目29番7Ｂ

遠山 隆

43 特14-304981

平成24年 9月 6日

株式会社オープンウィンド

神奈川県川崎市麻生区王禅寺東二丁目24番4号

荒谷 浩二

44 特14-305253

平成25年 7月11日 株式会社ＥｎｔｉｒｅＦｕｒｎｉｓｈ

神奈川県横浜市西区浜松町14-12

佐々木 一徳

45 特14-305342

平成25年11月1日

株式会社はぴねす

横浜市鶴見区生麦三丁目12番28 シャンボール生麦406号

内山 英一郎

46 特14-302421

平成11年7月1日

有限会社ティ・ケィ・オートサービス

神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷一丁目40番地15

豊田 八郎

47 特14-302835

平成12年8月1日

ABCコミュニケーションズ株式会社

神奈川県横浜市青葉区新石川二丁目32番地7

平田 亮

48 特14-300474

平成17年6月2日

株式会社ニッテク

神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南二丁目29番地26

原 信吾

49 特14-304763

平成24年1月30日

株式会社オールアクセス

神奈川県川崎市川崎区浅田二丁目2番14号

松木 岳人

50 特14-304970

平成24年8月21日

株式会社ザクト

神奈川県川崎市川崎区榎町一丁目1番地

西川 真二

51 特14-301526

平成18年12月18日 株式会社ティースクリエーション

神奈川県横浜市南区宮元町一丁目14番地

池島 耕太郎

52 特14-304662

平成23年10月17日 有限会社内陸商事

神奈川県愛甲郡愛川町角田3122番地

53 特14-300640

平成17年10月3日

54 特14-302526

平成19年10月17日 有限会社相模設計

神奈川県海老名市国分北三丁目3８番4号

庭山 平吉

55 特14-302951

平成20年4月10日

株式会社アマックス

神奈川県横浜市西区平沼一丁目２番２0号 アマックス横浜301

瀧本 哲之

56 特14-304244

平成22年9月13日

株式会社ＯＲＩＥＮＳ

神奈川県川崎市川崎区元木一丁目3番1６号

中野 慎也

57 特14-304931

平成24年7月10日

東研テクノサービス株式会社

神奈川県横浜市旭区市沢町3２0番地の1

柴田 忠幸

株式会社エクセラ

株式会社アーティエイト

株式会社サガミ

株式会社ＫＧ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｊａｐａｎ 神奈川県横浜市中区常盤町二丁目11番地 ＫＹ常盤町ビル７Ｆ

中丸 豊壽
ビスワス・キショール・カンティ

（別添２）

58 特24-300492

平成19年6月14日

㈱ヤマトランス

三重県伊勢市村松町3768

山岸 義和

59 特24‐300651

平成20年2月8日

山通株式会社

三重県松阪市飯南町粥見73

山本 良和

60 特24-300743

平成20年7月9日

㈱H＆Sサービス 鈴鹿事業所

三重県津市美里町家所8-62

小牧 博文

61 特24-300778

平成20年9月8日

㈲大翔産業

三重県四日市市高角町2645－2

清水 祐充

62 特24‐300833

平成20年12月19日 合同会社M・S経営コンサルタント

三重県四日市市安島2丁目4番18号

鈴木 健彦

63 特24-300788

平成20年10月6日

三重県津市一身田町3７８

立松 俊之

64 特24-301307

平成25年12月25日 有限会社ジョイント

三重県桑名市長島町535－39

臼井 英宏

65 特25-300218

平成18年8月2日

有限会社大栄ＳＴＡＦＦ ＳＥＲＶＩＣＥ

滋賀県東近江市八日市本町15-11

小林 稔行

66 特25-300430

平成19年9月12日

株式会社ジョウショー

滋賀県草津市橋岡町114-1

浅井 伸一

67 特25-300306

平成19年1月25日

株式会社アスリートコーポレーション

滋賀県栗東市霊仙寺6-1-1

寺久保 透

68 特25-300727

平成21年10月13日 株式会社ホープ

滋賀県米原市能登瀬175番地5

山口 邦雄

69 特25-300892

平成24年4月2日

株式会社ライブワン

滋賀県東近江市猪子町291番地

小林 明博

70 特26-300845

平成22年6月21日

株式会社奥商エンタープライズ

京都市上京区養安町242-1 ＲＯＯＳＴ御所西5F

奥田 貴義

71 特26-301005

平成24年6月27日

Carroparaison株式会社

京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町53番地 レジデンス・リーキ111号

黒田 満孝

72 特34‐300236

平成17年10月1日

ミハラ産業株式会社

広島県三原市小泉町4996-6

今井 誠二

73 特34‐301374

平成21年3月6日

藤原工業株式会社

広島県竹原市高崎町2417－470

藤原 隆博

74 特34-301272

平成20年12月1日

株式会社ＤＯ-ＮＥＴ

広島県広島市西区楠木町4-4-26

堂庭 直樹

75 特34-301350

平成21年2月24日

ジムスリー株式会社

広島県広島市西区三篠町2-3-22-101

福德 裕子

76 特40－300265

平成17年9月12日

有限会社エイ・アイ・システム

福岡県福岡市西区周船寺3-28-13

志岐 和彦

77 特40-300968

平成19年6月15日

株式会社ワーク・システム

福岡県北九州市小倉南区徳力3-9-11

原 康之

78 特40-300994

平成19年7月4日

株式会社スターワーカー

福岡県北九州市八幡西区沖田5-5-26

藤尾 智

79 特40-301235

平成19年12月21日 株式会社平和電設工業

福岡県北九州市小倉南区長野1-19-26

大嶋 國征

80 特40-301276

平成20年2月7日

林 賢仁

福岡県古賀市花鶴丘3-20-5

林 賢仁

81 特40-301778

平成21年8月12日

株式会社ＫＡＷＡＮＯ

福岡県福岡市東区原田4-12-2-801

河野 有美

82 特40-301934

平成22年4月19日

藤本 房良

福岡県糟屋郡志免町大字別府474-1アネシス空港東一番館Ａ-904

藤本 房良

83 特40-302199

平成23年9月15日

株式会社パルフェ

福岡県福岡市中央区唐人町3-11-30

吉田 昌仁

84 特40-302307

平成24年4月18日

藤岡 忠彦

福岡県福岡市中央区今泉2-5-24

藤岡 忠彦

85 特40-302434

平成24年12月4日

河合 崇旨

福岡県京都郡苅田町新津2-10-7 コーポマスダＣ棟 102号

河合 崇旨

86 特40-301365

平成20年4月9日

合資会社アルファ・サテライト・オフィス

福岡県福岡市南区桧原7-52-14

山城 伸一

87 特40-302523

平成25年7月2日

溝邉 吉史

福岡県春日市白水ヶ丘4丁目7番地 アミティときわ302号

溝邉 吉史

88 特43-300227

平成19年10月12日 株式会社トータルクリエイト

熊本県熊本市南区江越1-8-22

川井田 守

89 特43-300044

平 成 17 年 3 月 25 日 有限会社 広瀬電機産業

熊本県熊本市北区植木町今藤４１０－１

廣瀬 晋二

90 特43-300086

平成17年10月27日 有限会社 美幸興運

熊本県宇城市小川町小川１５７

安尾 幸浩

91 特43-300026

平 成 19 年 8 月 2 日 株式会社 ベネックス

熊本県熊本市南区江越２－２２－１１

安元 英昭

92 特43-300510

平成24年11月26日 株式会社 ＷＩＬＬＧＯ

熊本県熊本市中央区新屋敷３－１６－１１

村上 賀寿也

93 特07-300080

平成16年12月27日 ORION・INTERNATIONAL・BUSSINES 有限会社 福島県郡山市日和田町高倉字大口原18番地の363

喜屋武 ホルヘ

94 特07-300191

平成18年1月18日

株式会社 常陽

福島県いわき市小名浜島字高田町18番地

澤田 正巳

95 特07-300236

平成18年5月10日

株式会社 エム・エス・ディー

福島県いわき市常磐上湯長谷町釜ノ前172番地の11

関根 元美

96 特07-300303

平成18年11月7日

有限会社 リードレイバー

福島県郡山市富田町字下西田24番地8

宗像 和美

97 特07-300383

平成19年4月6日

ビジネスサポート 株式会社

福島県福島市成川字中ノ内10番地の9

白戸 寿孝

98 特07-300386

平成19年4月13日

志女木 広幸

福島県西白河郡矢吹町大町62番地 ミリオンハイツ2-107

志女木 広幸

99 特07-300439

平成19年7月27日

ヒューコム 株式会社

福島県郡山市菜根四丁目1番1号

添田 祐司

100 特07-300475

平成19年10月16日 有限会社 丸重運送店

福島県喜多方市松山町村松字小荒井道西496番地の1

三浦 百合子

101 特07-300947

平成24年5月29日

株式会社 ビッグスタッフ

福島県郡山市開成二丁目9番10号 コーポ佐久間1F

石森 博文

102 特08-300634

平成19年5月7日

アイディシー株式会社

茨城県日立市諏訪町6-19-18

川瀬 義隆

103 特08-300982

平成21年3月19日

GREEN DAY’S 株式会社

茨城県筑西市下中山373番地2

坂本ルイザマキコ

104 特08-301333

平成24年12月6日

株式会社 アルタスタッフ

茨城県筑西市幸町2丁目14番14号

伊藤 雅人

105 特08-301379

平成25年7月4日

合同会社 Ｓｐｅｅｄ Ｗｏｒｋ Ｓ．Ａ

茨城県つくば市島名2310番地

106 特09-300503

平成21年1月20日

有限会社 ＧＲＩＭＭＳ TRADING＆ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 栃木県足利市福居町644番地

サンディヤグスバラマニアム

107 特09-300157

平成18年1月27日

株式会社 インテリジェントアビリティ

栃木県足利市堀込町2595－4

東宮 恵美

108 特09-300160

平成18年2月1日

有限会社 トーヨーコーポレーション

栃木県足利市田中町7番地8

丸山 良治

109 特09-300201

平成18年7月7日

有限会社 グッド・ウェイ・サポート

栃木県栃木市河合町5番11号

根本 裕司

110 特09-300285

平成19年2月15日

株式会社 テクノアート

栃木県河内郡上三川町大字多功1944番地5

黒須 賢二

111 特09-300469

平成20年7月24日

株式会社 ユーザ

栃木県大田原市末広二丁目12番32号 渡辺ハイツ1号

山下 スサナ

112 特09-300721

平成25年11月19日 株式会社 ファースト

栃木県足利市五十部町1261番地

穴原 信吾

113 特09-300232

平成18年10月5日

猪熊 正三

栃木県宇都宮市細谷町233番地1

猪熊 正三

114 特09-300291

平成19年2月27日

星野 真弓

栃木県鹿沼市緑町2‐1‐29

星野 真弓

115 特09-010016

昭和61年10月1日

トービ建物管理株式会社

栃木県宇都宮市明保野町6番35号

豊田 剛

116 特09-300036

平成16年7月15日

有限会社FuJi・プラントサービス

栃木県真岡市長田3018番地4

藤波 政彦

三立梱包有限会社

筒井 カツノリ

（別添２）

117 特09-300074

平成17年1月27日

有限会社SUKKETO

栃木県小山市駅南町3-4-5

小島 晴朗

118 特09-300426

平成20年2月20日

有限会社サンケイコーポレーション

栃木県真岡市並木町2丁目25番地7

金田一 国男

119 特09-300085

平成17年2月22日

有限会社アシスタンスカンパニー

栃木県那須塩原市井口1177-388

橋本 義明

120 特10-300032

平成16年6月17日

有限会社アルファテクノシステム

群馬県前橋市大友町1-16-8 CSビル2階

齋藤 春季

121 特10-301137

平成26年4月28日

株式会社クリエート

群馬県館林市美園町9番19号

石井 輝明

122 特10-301145

平成26年5月21日

株式会社ウニツールワールド

群馬県邑楽郡大泉町坂田五丁目1番地29号103

岡野 敬彦

123 特11‐301336

平成21年1月14日

有限会社リバーウエスト

埼玉県加須市東栄1丁目2番10号

山田 金三郎

124 特11‐301956

平成23年10月17日 株式会社アロン＆ヂェギトコーポレーション

埼玉県川越市岸町1丁目49番地29岸町共同ハイム203号

晩 イバン

125 特11‐301991

平成23年12月26日 ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ

埼玉県川越市西小仙波町2丁目5番1ハイム永倉205号

清水 勝仁

126 特12-100026

平成13年9月1日

有限会社ジェイ・ワン・オフィース

千葉県成田市幸町463番地4

湯浅 正治

127 特12-300308

平成18年1月4日

株式会社オーイエスエスジャパン

東京都新宿区百人町二丁目7番11号

岡田 清実

128 特12-300493

平成18年8月8日

有限会社ワン・テック

千葉県山武市本須賀3004番地32

武藤 義一

129 特12-301695

平成20年10月31日 有限会社 日向建創

千葉県船橋市湊町二丁目2720番地34 ｱｰﾊﾞﾝﾋﾙｽﾞ船橋307号

佃 公司

130 特12-302327

平成23年6月13日

ＷＪＦ株式会社

千葉県成田市三里塚光ケ丘1-577-102 諸岡様倉庫付事務所

鞠 巍

131 特14-010344

平成2年11月1日

有限会社南エンジニアリング

神奈川県横浜市南区永田東一丁目1番7号

平井 俊二

132 特14-010422

平成8年5月1日

株式会社ジーク

横浜市南区別所一丁目2番13号

千葉 吉輝

133 特14-030041

平成4年11月1日

株式会社平成エンジニアリング

茨城県神栖市息栖3994番地12

田中 照生

134 特14-040129

平成元年11月1日

有限会社ユニバーサル設計

川崎市川崎区鋼管通二丁目12番2号

渡辺 和利

135 特14-050007

昭和61年10月1日

株式会社宝サービス

横須賀市大津町一丁目16番7号

三田 秀之

136 特14-050010

昭和62年10月1日

株式会社雄光

神奈川県横須賀市根岸町四丁目25番10号

白川 テイ

137 特14-090022

昭和62年1月1日

有限会社三和技研興業

神奈川県相模原市緑区原宿二丁目6番6号

都甲 稔

138 特14-090056

平成4年2月1日

有限会社アール・アイ設計事務所

神奈川県相模原市南区御園一丁目3番13号

今津 隆

139 特14-140015

昭和61年10月1日

東和技研工業株式会社

川崎市高津区末長1293番地

佐藤 美惠子

140 特14-300104

平成16年6月23日

株式会社アルテックス

横浜市中区海岸通四丁目20番2-303号

青柳 克彦

141 特14-300368

平成17年3月18日

第一工業有限会社

神奈川県横浜市南区真金町一丁目6番地

森 三次

142 特14-300641

平成17年10月3日

株式会社ミックサービス

神奈川県横浜市南区八幡町８７－２

小野 彰大

143 特14-300671

平成17年10月28日 株式会社中村商事

神奈川県横浜市戸塚区名瀬町377番地の10

中村 努

144 特14-300678

平成17年11月4日

関東技建株式会社

横浜市西区楠町14番地1号

上田 直史

145 特14-300803

平成18年2月2日

有限会社ALLIANCE

横浜市青葉区荏田町180番地1フローレあざみ野403

長瀬 克己

146 特14-300808

平成18年2月3日

株式会社システム・オフィス

鎌倉市大船二丁目17番8号

宮崎 友安

147 特14-300811

平成18年2月7日

シナジーエンジニアリング株式会社

横浜市磯子区森五丁目2番地20号

平田 昌彦

148 特14-301009

平成18年5月17日

有限会社イワテック

横浜市鶴見区鶴見中央二丁目2番1号

岩﨑 博

149 特14-301047

平成18年6月1日

株式会社サン・アップ

神奈川県海老名市本郷2325番地9

大越 千夏

150 特14-301065

平成18年6月13日

株式会社三興産業

神奈川県横須賀市久里浜四丁目15番12号 アーバンハウス渡辺302号 木下 節子

151 特14-301082

平成18年6月20日

有限会社トーマ・カンパニー

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央一丁目8番15号

藤間 祐輔

152 特14-301085

平成18年6月21日

有限会社サガミ

川崎市川崎区渡田向町15番2号401

永沢 雅寿

153 特14-301384

平成18年10月31日 有限会社エムラインサービス

横浜市栄区野七里一丁目21番26号

加藤 清明

154 特14-301467

平成18年11月30日 株式会社シューテック

横浜市青葉区市ヶ尾町1153番地6

佐藤 直栄

155 特14-301530

平成18年12月19日 有限会社ドモ

神奈川県横浜市緑区十日市場町851番地13

磯野 均

156 特14-301655

平成19年1月23日

株式会社明伸

横浜市中区常盤町三丁目21番地

新谷 城

157 特14-301724

平成19年2月13日

ニシヤ企画株式会社

神奈川県茅ヶ崎市幸町21番34号 山本荘Ｆ号棟

西家 正博

158 特14-301853

平成19年3月15日

株式会社エガシー

神奈川県海老名市国分南一丁目17番5号

江頭 隆幸

159 特14-301898

平成19年3月26日

有限会社木村工業

横須賀市浦郷町三丁目27番地

木村 康恵

160 特14-302228

平成19年6月25日

有限会社キャリアワールド

高座郡寒川町一之宮五丁目18番18

牧 勝広

161 特14-302243

平成19年6月28日

株式会社セミックス

神奈川県相模原市緑区橋本六丁目5番10号中屋第2ビル

松山 博

162 特14-302445

平成19年9月14日

有限会社アイリスシステムズ

神奈川県横浜市神奈川区羽沢町917番地38

松本 隆子

163 特14-302592

平成19年11月13日 株式会社セブントラストコーポレーション

神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目3番地10

室 哲平

164 特14-302636

平成19年11月30日 有限会社阿達建設工業

中郡大礒町西小磯675番地

165 特14-302638

平成19年12月3日

株式会社ＭＥＧＡ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

伊勢原市伊勢原四丁目13番28号 三愛ビル2Ｆ

166 特14-302728

平成20年1月17日

株式会社マインドオン

神奈川県藤沢市湘南台四丁目7番地の2

阿達 三雄
ハク エ エム ア
ニスル
山本 次郎

167 特14-302799

平成20年2月18日

株式会社秀麗

神奈川県横浜市旭区今宿南町1966番地 ベルハイツ今宿Ｆ2階207号室 池之上 秀人

168 特14-302885

平成20年3月18日

株式会社トミーワークス

神奈川県高座郡寒川町大曲三丁目20番27号

茢田 博夫

169 特14-302964

平成20年4月15日

株式会社シリウスインターナショナル

横浜市中区尾上町五丁目77番2号

相原 謙一

170 特14-303001

平成20年5月13日

有限会社津谷工業

川崎市川崎区中島一丁目9番7号

津谷 政美

171 特14-303098

平成20年6月25日

システム電機株式会社

神奈川県平塚市河内454番地の1

田中 幸康

172 特14-303153

平成20年7月14日

株式会社レスコ

東京都大田区西蒲田五丁目12番地7号

湯田 佳宏

173 特14-303298

平成20年9月30日

有限会社チドリ海事

川崎市川崎区殿町三丁目7番1-101

塩飽 政一

174 特14-303361

平成20年10月28日 エスシステム株式会社

神奈川県川崎市麻生区栗木一丁目15番12号

佐藤 親幸

175 特14-303377

平成20年11月7日

神奈川県横浜市都筑区あゆみが丘15番20号

山田 富雄

株式会社ＧＩＴ・ジャパン

（別添２）

176 特14-303506

平成21年2月9日

新進陸送株式会社

川崎市幸区北加瀬一丁目17番3号

田上 洋

177 特14-303691

平成21年5月29日

富士興産株式会社

大和市福田四丁目20番地の5

由利 慶次郎

178 特14-303700

平成21年6月3日

イーキャスト株式会社

神奈川県横浜市神奈川区大口通137番9クリエール山内202

東 正和

179 特14-303835

平成21年9月30日

有限会社生報企画

高座郡寒川町宮山964番地6

茢田 博夫

180 特14-303836

平成21年10月1日

日本トータルサービス株式会社

神奈川県横浜市中区弁天通2-29カツヤビル602

福地 友博

181 特14-303854

平成21年10月19日 株式会社ＲＰｒｏｕｄ

横浜市青葉区市ケ尾町1153番地6-306

アマショ 玲菜

182 特14-303964

平成22年1月26日

有限会社アズスタッフ

横浜市青葉区梅が丘34番9号

星野 宏幸

183 特14-303976

平成22年2月9日

株式会社ソレーユ・エンタプライズ

横浜市神奈川区泉町17番地1 第一泉ビル4階

佐藤 昇

184 特14-304054

平成22年4月1日

光信株式会社

横浜市保土ヶ谷区天王町一丁目24-3 エクセル天王町302

神野 哲夫

185 特14-304096

平成22年4月28日

株式会社ＴＡＢ

神奈川県横浜市港北区綱島西二丁目14番地8号 リバーサイド竹生702号 田中 太郎

186 特14-304126

平成22年5月25日

有限会社ベストサポート

神奈川県足柄上郡中井町井ノ口2044番地2

鈴木 三郎

187 特14-304281

平成22年10月25日 株式会社ＫＡＭＡＬ ＫＩＲＡＮ

神奈川県横浜市栄区笠間一丁目4番35号メゾン花沢店舗1階

セティスバカンタ

188 特14-304356

平成23年1月17日

神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町一丁目9番地7

種田 誉睦

189 特14-304601

平成20年11月19日 株式会社エミナエンタープライズ

東京都八王子市暁町一丁目46番6-215号

立石 幸子

190 特14-304630

平成23年8月31日

株式会社ドリームマッチ

神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-6-5

岩嵜 竜也

191 特14-304833

平成24年4月2日

株式会社ベストシステム

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目10番1号

日景 誠

192 特14-305028

平成24年10月17日 ユーラ株式会社

川崎市中原区小杉御殿町二丁目47番地 小杉御殿団地7-403

吉田 明広

193 特14-305224

平成25年6月10日

ウェディングエキスパーツ株式会社

小田原市城山一丁目4番19号

岩本 和紀

194 特14-305235

平成25年6月19日

オーシャンアース株式会社

横浜市中区尾上町5-80

武田 綾子

195 特14-301612

平成19年1月12日

株式会社キャディバンク

横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル4Ｆ

森川 賢一

196 特17-300011

平成16年 6月25日 株式会社ランチャーコーポレーション

アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市ワイマヌストリート1232番Ａ-2号室

山田 三夫

197 特17-300172

平成19年6月14日

有限会社べんり便

石川県金沢市泉本町4-18

端谷 武樹

198 特17-300185

平成19年7月24日

株式会社メディカム

石川県金沢市広岡2-13-23 AGSビル6F

木寅 信秀

199 特17-300236

平成20年 3月 6日

株式会社ワンフォアオール

石川県金沢市粟崎町一丁目５５番地

登坂 邦幸

200 特17-300264

平成20年 7月 2日

ディプナ株式会社

石川県金沢市福久町へ36番地3

北原 良英

201 特18-300068

平成19年2月15日

合同会社 JOY CAST

福井県福井市中央一丁目20番25号

堀 克行

202 特20-010078

平成16年2月29日

POM株式会社

長野市大字石渡131番地5

川本 帝

203 特20-140005

昭和61年8月1日

株式会社ナック

茅野市宮川1403-7

小川 毅

204 特20-300807

平成26年3月6日

株式会社綾樹商事

長野市小島田町820番地2

駒村 聡

205 特20-300030

平成16年9月1日

株式会社アメニティートゥエンティワン

松本市深志2-9-1

千國 明浩

206 特20-300089

平成17年6月1日

株式会社ネオソフト

塩尻市大字広丘野村1788-522 ビラージュ・ノムラ1-B

安 哲佑

207 特20-300224

平成18年12月25日 有限会社エヌシー・スペックス

飯田市鼎中平2521

渡邊 和徳

208 特20-300229

平成18年12月27日 村山 将教（事業所名：ジョブパーソンズ）

諏訪郡下諏訪町字大道上（矢木東）231-イ

村山 将教

209 特20-300236

平成19年2月1日

AP株式会社

伊那市西春近2419

荒井 啓明

210 特20-300244

平成19年2月19日

株式会社グローバル産業

駒ヶ根市上穂栄町9-31

川本 和子

211 特20-300341

平成19年9月7日

平井 コイチ（事業所名：平井技研）

上田市材木町1-9-15 小幡ビル2F

平井 コイチ

212 特20-300787

平成25年10月8日

株式会社マイスターズ

松本市大字島立959番地 クラヴィエHARU102号

石原 健太郎

213 特23-301893

平成19年1月15日

株式会社 ヒューマンエージェント

愛知県名古屋市昭和区檀渓通二丁目４番地２

渡邉 裕史

214 特23-304081

平成21年3月23日

ＤＦＡ 株式会社

愛知県名古屋市天白区野並一丁目65番

田中 兼一朗

215 特23-304086

平成21年3月26日

株式会社 パソニクス

愛知県名古屋市中区丸の内二丁目16番４号

大賀 達夫

216 特23-305734

平成25年2月18日

共立 株式会社

愛知県名古屋市南区豊田二丁目16番７号

藤巻 宗泰

217 特23-304586

平成22年5月31日

株式会社マーキュリー

愛知県名古屋市中区錦3-4-19 石垣ビル501

長谷部 豪

218 特23-304961

平成23年5月6日

高安 光彦（高安サービス）

愛知県豊田市美里4-6-10 カーサビヤンカ406号

高安 光彦

219 特37-300033

平成17年6月21日

有限会社誠総業

香川県坂出市江尻町一文字483-45

請川 一夫

220 特37-300077

平成18年6月28日

有限会社日本電子システム

香川県丸亀市山北町165-1

西山 茂一

221 特37-300121

平成19年1月29日

有限会社翠サービス

香川県高松市円座町1300-26

池田 忠廣

222 特37-300192

平成19年8月17日

田畑工業株式会社

香川県坂出市筑港町2丁目5-40

川西 功二

223 特37-300267

平成20年7月4日

株式会社Ｂｌｕｅ Ｏｃｅａｎ

香川県坂出市京町2丁目1-6

奥出 和也

224 特37-300276

平成20年8月5日

有限会社ユーイング

香川県丸亀市土器町東7丁目194 サーパス土器公園1001

奥谷 功

225 特37-300311

平成21年4月15日

中讃工業株式会社

香川県仲多度郡多度津町大字青木196-2

藤本 照美

226 特37-300390

平成23年1月26日

株式会社ジェイズワーカーズ

香川県善通寺市原田町276番地7

林 伸昭

227 特40-300774

平成19年2月16日

高田 耕三

福岡県福岡市博多区吉塚3-9-28

高田 耕三

228 特40-301111

平成19年9月7日

株式会社鼎商事

福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目25番24号

井 旭偉

229 特40-302216

平成23年11月2日

株式会社ＤＡＩＴＯＫＵ

福岡県北九州市小倉南区志井3-5-26

橋倉 貢

230 特44-300027

平成16年10月18日 株式会社ダマンコーポレーション

大分県大分市大字関園810番地の2

満田 史昭

231 特44-300127

平成18年8月24日

有限会社Ａ．Ｐ．Ｌ．Ｓ．Ｐｌａｎｎｅｒ

大分県大分市牧1丁目6番21号

田邉 智博

232 特44-300351

平成20年9月8日

株式会社エメラルドワン

福岡県福岡市東区香椎浜3丁目12番1号

中島 雅広

233 特44-300463

平成22年5月6日

株式会社ライトスタッフ

大分県大分市中津留1丁目4番21号

秋吉 俊孝

234 特44-300594

平成25年5月27日

株式会社Ｈ＆Ｍ

大分県宇佐市大字上田414番地の1

尾造 広行

ハイスピードロジックス有限会社

