
平成25年度エネルギー使用合理化事業者支援事業（小規模事業者実証分）

３次公募採択事業者リスト

Ｎｏ．
都道
府県

事業者名 対象機器

1 北海道 有限会社　エヌアイエル 業務用冷蔵庫　
2 北海道 幸寿し 業務用冷蔵庫　
3 北海道 街の洋食屋ラパン 業務用冷蔵庫　
4 北海道 パスタ　アルデンテ 業務用冷蔵庫　
5 北海道 株式会社ミタニ・フーズコーポレーション 業務用冷蔵庫　
6 北海道 有限会社トップ 業務用エアコンディショナー　　
7 岩手県 有限会社　エンゼル家電 業務用エアコンディショナー　　
8 宮城県 有限会社　秀栄 業務用冷蔵庫　
9 福島県 マカベ精肉店 業務用冷蔵庫　

10 茨城県 野内商事株式会社 業務用エアコンディショナー　　
11 茨城県 ライムライト 業務用エアコンディショナー　　
12 茨城県 有限会社　リーザック 業務用エアコンディショナー　　
13 茨城県 有限会社ぬりや 業務用冷蔵庫　業務用冷凍庫
14 栃木県 昭和工機株式会社 業務用エアコンディショナー　　
15 栃木県 やきそば　たいほう 業務用エアコンディショナー　　
16 栃木県 株式会社　黒子松屋 業務用エアコンディショナー　　
17 栃木県 有限会社　相沢電器設備 業務用エアコンディショナー　　
18 栃木県 株式会社ケンジ 業務用冷蔵庫　
19 栃木県 株式会社わさび 業務用冷蔵庫　
20 栃木県 ヘアーサロン　カサハラ 業務用エアコンディショナー　　
21 栃木県 有限会社　金華堂 業務用エアコンディショナー　　
22 栃木県 株式会社　横山リビング 業務用エアコンディショナー　　
23 栃木県 有限会社　ふくとみ 業務用エアコンディショナー　　
24 群馬県 富沢設備株式会社 業務用エアコンディショナー　　
25 群馬県 有限会社　サンキョウシステム 業務用エアコンディショナー　　
26 群馬県 城北電気工事株式会社 業務用エアコンディショナー　　
27 群馬県 群馬機工株式会社 業務用エアコンディショナー　　
28 群馬県 株式会社小渕警備保障 業務用エアコンディショナー　　
29 群馬県 有限会社　福島製作所 業務用エアコンディショナー　　
30 群馬県 藤建設工業　株式会社 業務用エアコンディショナー　　
31 群馬県 星志野 業務用エアコンディショナー　　
32 群馬県 有限会社　あざみ住建 業務用エアコンディショナー　　
33 群馬県 株式会社　ヨシザワデンキ 業務用エアコンディショナー　　
34 群馬県 株式会社　信澤組 業務用エアコンディショナー　　
35 群馬県 竹内税理事務所 業務用エアコンディショナー　　
36 群馬県 有限会社　ヤオー製作所 業務用エアコンディショナー　　
37 群馬県 株式会社　中曽根家具店 業務用エアコンディショナー　　
38 埼玉県 クニトモ電器株式会社 業務用エアコンディショナー　　
39 埼玉県 有限会社　森田薬局 業務用エアコンディショナー　　
40 埼玉県 有限会社　はぎの 業務用エアコンディショナー　　
41 埼玉県 吉田医院 業務用エアコンディショナー　　
42 埼玉県 有限会社　斉藤塗装工業所 業務用エアコンディショナー　　
43 埼玉県 株式会社　不二ビルディング 業務用エアコンディショナー　　
44 埼玉県 江戸廣鮨 業務用エアコンディショナー　　
45 埼玉県 床屋　貴公子 業務用エアコンディショナー　　
46 埼玉県 長谷川工業株式会社 業務用エアコンディショナー　　
47 埼玉県 万吉うどん 業務用エアコンディショナー　　
48 埼玉県 らーめんハウス 業務用エアコンディショナー　　
49 埼玉県 ウラベ歯科医院 業務用エアコンディショナー　　
50 埼玉県 株式会社ＡＢＣエアコン 業務用エアコンディショナー　　
51 埼玉県 有限会社パステリー・ブールセック 業務用エアコンディショナー　　
52 埼玉県 美フォー 業務用エアコンディショナー　　
53 埼玉県 染谷鍼灸接骨院 業務用エアコンディショナー　　
54 埼玉県 株式会社　セラビー 業務用エアコンディショナー　　
55 埼玉県 株式会社　モリタ電器 業務用エアコンディショナー　　
56 千葉県 有限会社　遊鳥 業務用エアコンディショナー　　
57 千葉県 畠山建設株式会社 業務用エアコンディショナー　　
58 千葉県 なかむら医院 業務用エアコンディショナー
59 東京都 ウォータールー 業務用エアコンディショナー　　
60 東京都 エムズ・サンニーゴビル 業務用エアコンディショナー　　
61 東京都 有限会社　左入増田屋 業務用エアコンディショナー　業務用冷蔵庫　　
62 東京都 中庭印刷株式会社 業務用エアコンディショナー　　
63 東京都 千両 業務用冷蔵庫　
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64 東京都 株式会社　Kendid 業務用エアコンディショナー　　
65 東京都 有限会社　野田岩 業務用エアコンディショナー　　
66 東京都 ＨＡＢＯ’Ｓ 業務用エアコンディショナー　　
67 東京都 のみくい処きくちゃん 業務用冷蔵庫　
68 東京都 株式会社コリンズサービスプランニング 業務用冷蔵庫　業務用冷凍庫
69 東京都 酔い処　夢や 業務用エアコンディショナー　業務用冷蔵庫　
70 東京都 有限会社　タイヤショップ　シムラ 業務用エアコンディショナー　　
71 東京都 町田製薬株式会社 業務用エアコンディショナー　　
72 東京都 伊藤工具株式会社 業務用エアコンディショナー　　
73 東京都 有限会社　ジョイム大山 業務用エアコンディショナー　　
74 東京都 有限会社島田商店 業務用エアコンディショナー　　
75 東京都 有限会社山ちゃん 業務用エアコンディショナー　　
76 東京都 株式会社　アール・ベゴ 業務用エアコンディショナー　　
77 東京都 鉄板焼き　お好み焼き　さのや 業務用エアコンディショナー　　
78 東京都 株式会社　レーヴ・ド・ヴィスタジオ 業務用エアコンディショナー　業務用冷蔵庫　
79 東京都 おでんつくも分店 業務用エアコンディショナー　　
80 東京都 ここ天 業務用エアコンディショナー　　
81 東京都 有限会社　梅林製作所 業務用エアコンディショナー　　
82 東京都 飯田ダンススタジオ 業務用エアコンディショナー　　
83 東京都 有限会社　アクティブ 業務用エアコンディショナー　　
84 東京都 有限会社　横山商事 業務用エアコンディショナー　　
85 東京都 光進工業株式会社 業務用エアコンディショナー　　
86 東京都 株式会社　宮崎商店 業務用エアコンディショナー　　
87 神奈川県 株式会社　共栄テック 業務用エアコンディショナー　　
88 神奈川県 有限会社　創美 業務用エアコンディショナー　　
89 神奈川県 株式会社　ＴＡＣ21 業務用エアコンディショナー　　
90 神奈川県 タカオメディカルクリニック 業務用エアコンディショナー　　
91 新潟県 緑岡書店 業務用エアコンディショナー　　
92 新潟県 株式会社日伸設備 業務用エアコンディショナー　　
93 新潟県 ヴィナーヴァルト 業務用冷凍庫
94 新潟県 イタリア料理＆バール　たんと 業務用冷蔵庫　
95 新潟県 小柳機工株式会社 業務用エアコンディショナー　　
96 新潟県 麺しょう 業務用エアコンディショナー　　
97 富山県 光進ヘリエアサービス株式会社 業務用エアコンディショナー　　
98 富山県 株式会社　柴田地所 業務用エアコンディショナー　　
99 富山県 越 業務用冷蔵庫　

100 石川県 西村運送有限会社 業務用エアコンディショナー　　
101 石川県 有限会社カサマツ事務所 業務用エアコンディショナー　　
102 石川県 ビューティーサロンクリスタル 業務用エアコンディショナー　　
103 石川県 有限会社　坂口商事 業務用冷凍庫
104 福井県 有限会社　アロマ 業務用エアコンディショナー　　
105 福井県 蜂谷工業　株式会社 業務用エアコンディショナー　　
106 山梨県 すし乃やまえ 業務用エアコンディショナー　　
107 山梨県 有限会社　安留薬局 業務用エアコンディショナー　　
108 山梨県 そば処　そば長 業務用エアコンディショナー　　
109 山梨県 甲州牛　和こう 業務用冷蔵庫　
110 山梨県 とんかつ　かつ金 業務用冷蔵庫　
111 山梨県 居酒屋レストラン・会 業務用冷蔵庫　業務用冷凍庫
112 長野県 ヘアー＆エステ　ジップス 業務用エアコンディショナー　　
113 長野県 ビューティーサロンツルミ 業務用エアコンディショナー　　
114 長野県 Patisserie RIRE パティスリーリール 業務用エアコンディショナー　　
115 長野県 株式会社綜立工業 業務用エアコンディショナー　　
116 長野県 株式会社黒船 業務用冷蔵庫
117 長野県 有限会社　小笠原鋼業 業務用エアコンディショナー　　
118 長野県 有限会社星野製作所 業務用エアコンディショナー　　
119 長野県 有限会社　岡島商店 業務用エアコンディショナー　　
120 長野県 力亭 業務用冷蔵庫　
121 長野県 有限会社　タイシン 業務用エアコンディショナー　　
122 岐阜県 株式会社　大進テック 業務用エアコンディショナー　　
123 岐阜県 加竜 業務用エアコンディショナー　　
124 岐阜県 有限会社　武川電機 業務用エアコンディショナー　　
125 岐阜県 カフェ　フロール 業務用冷蔵庫　
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126 岐阜県 赤なんばん 業務用冷蔵庫　
127 岐阜県 有限会社小川電気商会 業務用エアコンディショナー　　
128 岐阜県 めん家　らご 業務用エアコンディショナー　業務用冷蔵庫　
129 岐阜県 四川料理　餃子飯店 業務用冷蔵庫　
130 岐阜県 桔梗フードサービス株式会社 業務用冷凍庫
131 岐阜県 御食事処　ちんちん 業務用冷蔵庫　
132 岐阜県 有限会社　豆家珈琲商会 業務用エアコンディショナー　　
133 岐阜県 喫茶レストランハトコ 業務用冷蔵庫　
134 静岡県 株式会社　ナグラ電機 業務用エアコンディショナー　　
135 静岡県 民宿　植山食堂 業務用冷蔵庫　
136 静岡県 龍雲株式会社 業務用冷蔵庫　
137 静岡県 福月堂製菓 業務用エアコンディショナー　　
138 静岡県 島田防災設備株式会社 業務用エアコンディショナー　　
139 静岡県 はづき 業務用冷蔵庫　
140 静岡県 有限会社　パパガロ 業務用エアコンディショナー　　
141 静岡県 寿し徳 業務用エアコンディショナー　業務用冷蔵庫　
142 静岡県 有限会社青龍company 業務用エアコンディショナー　　
143 静岡県 金魚 業務用冷蔵庫　
144 静岡県 有限会社　村上書店 業務用エアコンディショナー　　
145 愛知県 株式会社　サイドカー 業務用エアコンディショナー　　
146 愛知県 ヤノ電機材料株式会社 業務用エアコンディショナー　　
147 愛知県 金扇ドロップ工業株式会社 業務用エアコンディショナー　　
148 愛知県 株式会社　ウチヤマ 業務用エアコンディショナー　　
149 愛知県 御食事処　みすず 業務用エアコンディショナー　　
150 愛知県 有限会社　井上建築設計室 業務用エアコンディショナー　　
151 愛知県 中川歯科 業務用エアコンディショナー　　
152 愛知県 マキノ化工株式会社 業務用エアコンディショナー　　
153 愛知県 都築自動車整備　株式会社 業務用エアコンディショナー　　
154 愛知県 眼科まつもとクリニック 業務用エアコンディショナー　　
155 愛知県 有限会社　桜井美容室 業務用エアコンディショナー　　
156 愛知県 有限会社　丸徳 業務用エアコンディショナー　　
157 愛知県 らーめん本郷亭本郷店 業務用エアコンディショナー　　
158 愛知県 ヘアーサロン　バルーン 業務用エアコンディショナー　　
159 愛知県 カットスタジオ　ビーフラット 業務用エアコンディショナー　　
160 愛知県 有限会社　登味田 業務用冷蔵庫　
161 愛知県 有限会社ティーアンドケイ（Wine＆Dining vintage1970) 業務用エアコンディショナー　　
162 愛知県 榊原原工業株式会社 業務用エアコンディショナー　　
163 愛知県 有限会社　穂積製麺所 業務用エアコンディショナー　　
164 愛知県 しんぷる 業務用冷蔵庫　
165 愛知県 有限会社アマンゼ 業務用エアコンディショナー　業務用冷蔵庫　
166 愛知県 有限会社　なまずや一宮分店 業務用エアコンディショナー　　
167 愛知県 有限会社　エノモト 業務用エアコンディショナー　　
168 愛知県 モスバーガー宮開明店 業務用エアコンディショナー　　
169 愛知県 プティデミグラス 業務用エアコンディショナー　　
170 愛知県 めん処　喜久屋 業務用冷蔵庫　
171 愛知県 洋食家　Nishida 業務用冷蔵庫　
172 愛知県 栄五郎寿司 業務用冷蔵庫　
173 愛知県 エス・エス精工 業務用エアコンディショナー　　
174 愛知県 有限会社　千年ニコ天 業務用エアコンディショナー　　
175 愛知県 錦寿司 業務用エアコンディショナー　　
176 愛知県 有限会社キキ 業務用冷蔵庫　
177 愛知県 喫茶　のぶ 業務用エアコンディショナー　　
178 愛知県 喫茶東角 業務用冷蔵庫　
179 愛知県 拉麵昭吉 業務用エアコンディショナー　　
180 愛知県 吉秀庵 業務用冷蔵庫　
181 愛知県 株式会社　ゴマ電気 業務用エアコンディショナー　　
182 愛知県 原田塾 業務用エアコンディショナー　　
183 愛知県 株式会社カズ 業務用エアコンディショナー　　
184 愛知県 カワイ美容室 業務用エアコンディショナー　　
185 愛知県 松竹旅館 業務用エアコンディショナー　　
186 愛知県 有限会社　ＢＲＯＳ 業務用エアコンディショナー　　
187 愛知県 スパゲッティハウス　パプリカ 業務用冷蔵庫　
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188 愛知県 御食事処　一福 業務用エアコンディショナー　　
189 愛知県 有限会社　朝岡不動産 業務用エアコンディショナー　　
190 愛知県 株式会社　柴田屋 業務用エアコンディショナー　　
191 愛知県 株式会社名吉 業務用エアコンディショナー　　
192 愛知県 有限会社　オオヤギ製作所 業務用エアコンディショナー　　
193 愛知県 有限会社　まるみ 業務用エアコンディショナー　　
194 愛知県 ルームデリカフェ 業務用冷蔵庫　
195 愛知県 株式会社　オフィス・スズキ 業務用エアコンディショナー　業務用冷蔵庫　
196 愛知県 おたふく 業務用冷蔵庫　
197 愛知県 おばんさい鮮魚　鉢屋 業務用エアコンディショナー　　
198 愛知県 東石すし 業務用冷蔵庫　
199 愛知県 菜月庵 業務用エアコンディショナー　　
200 三重県 山田耳鼻咽喉科 業務用エアコンディショナー　　
201 三重県 鍋田川温泉有限会社 業務用エアコンディショナー　業務用冷蔵庫　業務用冷凍庫
202 三重県 出口昌明税理士事務所 業務用エアコンディショナー　　
203 三重県 宮田設備工業株式会社 業務用エアコンディショナー　　
204 三重県 スダジオ四季 業務用エアコンディショナー　　
205 三重県 金城屋 業務用冷蔵庫　
206 三重県 有限会社サンワデンキ 業務用エアコンディショナー　　
207 三重県 御菓子　日乃出屋 業務用冷凍庫
208 三重県 有限会社　平治煎餅本店 業務用エアコンディショナー　　
209 三重県 ホルモン酒場　おんどる 業務用エアコンディショナー　　
210 滋賀県 魚仁 業務用冷蔵庫
211 滋賀県 北新建設株式会社 業務用エアコンディショナー　　
212 京都府 株式会社　らくや 業務用エアコンディショナー　　
213 京都府 西部開発　株式会社 業務用エアコンディショナー　　
214 京都府 お好み焼き　夢屋 業務用エアコンディショナー　　
215 京都府 松浦法律事務所 業務用エアコンディショナー　　
216 京都府 Bar Sherry 業務用エアコンディショナー　　
217 大阪府 有限会社ハシヤマデンキ 業務用エアコンディショナー　　
218 大阪府 株式会社　協立製本 業務用エアコンディショナー　　
219 大阪府 株式会社　今中鋼材 業務用エアコンディショナー　　
220 大阪府 ヘアーサロン　ミ・ヴィダ 業務用エアコンディショナー　　
221 大阪府 有限会社パールデンタルラボラトリー 業務用エアコンディショナー　　
222 大阪府 株式会社　三富久商店 業務用エアコンディショナー　　
223 大阪府 健真社 業務用エアコンディショナー　　
224 大阪府 カットインファースト 業務用エアコンディショナー　　
225 大阪府 大栄湯 業務用エアコンディショナー　　
226 大阪府 今里旅館 業務用エアコンディショナー　　
227 大阪府 下池歯科医院 業務用エアコンディショナー　　
228 大阪府 海老鋏研究所 業務用エアコンディショナー　　
229 大阪府 株式会社　アイス 業務用エアコンディショナー　　
230 大阪府 株式会社　スズキ外環 業務用エアコンディショナー　　
231 大阪府 もくもく亭　箕面店 業務用エアコンディショナー　　
232 大阪府 串かつ専門　萬時 業務用エアコンディショナー　　
233 大阪府 お好み焼　げんてん 業務用エアコンディショナー　　
234 大阪府 千石産業株式会社 業務用エアコンディショナー　　
235 大阪府 西井　剛 業務用エアコンディショナー　　
236 大阪府 ワイケーマンション 業務用エアコンディショナー　　
237 大阪府 有限会社　なにわや電機 業務用エアコンディショナー　　
238 大阪府 竹内会計事務所 業務用エアコンディショナー　　
239 大阪府 北坂歯科医院 業務用エアコンディショナー　　
240 大阪府 正和電気株式会社 業務用エアコンディショナー　　
241 大阪府 シュライファータナカ 業務用エアコンディショナー　　
242 大阪府 大阪単車用品工業株式会社 業務用エアコンディショナー　　
243 大阪府 株式会社　丸天塗装 業務用エアコンディショナー　　
244 大阪府 餃子の王将　豊津店 業務用冷蔵庫　
245 大阪府 そば切り　粋人 業務用エアコンディショナー　　
246 大阪府 和牛亭　仁 業務用冷蔵庫　
247 大阪府 ヘアーサロン　イケガミ 業務用エアコンディショナー　　
248 大阪府 株式会社　溝口挟範製作所 業務用エアコンディショナー　　
249 大阪府 STEAK-KAPPO TSUKI 業務用エアコンディショナー　　
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250 大阪府 今井商事 業務用エアコンディショナー　　
251 兵庫県 株式会社　グランシャリオ 業務用エアコンディショナー　　
252 兵庫県 中ちゃんち 業務用エアコンディショナー　　
253 兵庫県 トーメイ工業株式会社 業務用エアコンディショナー　　
254 兵庫県 合資会社　北村カメラ 業務用エアコンディショナー　　
255 兵庫県 田中商事株式会社 業務用エアコンディショナー　　
256 兵庫県 株式会社　エポム 業務用エアコンディショナー　　
257 兵庫県 株式会社　Ｏｈ不動産 業務用エアコンディショナー　　
258 兵庫県 北神戸不動産 業務用エアコンディショナー　　
259 兵庫県 理容　ジュピター 業務用エアコンディショナー　　
260 兵庫県 株式会社　ＤＥＮＤＥＮフジタ 業務用エアコンディショナー　　
261 兵庫県 四興楼 業務用エアコンディショナー　　
262 兵庫県 株式会社　ハナヤ勘兵衛 業務用エアコンディショナー　　
263 兵庫県 志方亭 業務用エアコンディショナー　　
264 兵庫県 有限会社　小谷興産 業務用エアコンディショナー　　
265 兵庫県 株式会社田渕工務店 業務用エアコンディショナー　　
266 兵庫県 株式会社荒川工務店 業務用エアコンディショナー　　
267 兵庫県 なかつ装飾株式会社 業務用エアコンディショナー　　
268 兵庫県 株式会社西村工務店 業務用エアコンディショナー　　
269 兵庫県 有限会社　アバカス 業務用エアコンディショナー　　
270 兵庫県 みなと屋 業務用エアコンディショナー　　
271 奈良県 株式会社　橿原住宅 業務用エアコンディショナー　　
272 鳥取県 有限会社　森田印房 業務用エアコンディショナー　　
273 島根県 朝日生コンクリート工業株式会社 業務用エアコンディショナー　　
274 島根県 亀屯　松江店 業務用エアコンディショナー　　
275 岡山県 鮨　銀　太 業務用冷蔵庫　業務用冷凍庫
276 岡山県 有限会社　星島商店 業務用エアコンディショナー　　
277 岡山県 有限会社　磯 業務用エアコンディショナー　　
278 岡山県 有限会社　京極 業務用冷蔵庫　
279 岡山県 有限会社一品香 業務用冷蔵庫　
280 岡山県 株式会社　小鳥の森ゴルフパーク 業務用エアコンディショナー　　
281 岡山県 株式会社　アイワエンジニアリング 業務用エアコンディショナー　　
282 広島県 有限会社　知床 業務用エアコンディショナー　　
283 広島県 有限会社　マミー 業務用エアコンディショナー　　
284 広島県 おこのみ焼　ＭＡＴＯＢＡ（まとば） 業務用エアコンディショナー　　
285 広島県 古川食堂 業務用冷蔵庫　
286 広島県 大蔵屋 業務用エアコンディショナー　　
287 広島県 有限会社　一とり 業務用エアコンディショナー　　
288 広島県 オンニモード 業務用エアコンディショナー　　
289 広島県 守屋経営総合事務所 業務用エアコンディショナー　　
290 広島県 ダイニングバーアユム 業務用冷蔵庫　
291 広島県 株式会社アパレル・ルック 業務用エアコンディショナー　　
292 広島県 大畑建設株式会社 業務用エアコンディショナー　　
293 広島県 有限会社　尾道ビュウホテル 業務用エアコンディショナー　　
294 山口県 池田歯科医院 業務用エアコンディショナー　　
295 山口県 徳山進物店 業務用エアコンディショナー　　
296 山口県 三宅鮮魚店 業務用冷凍庫
297 山口県 河村歯科医院 業務用エアコンディショナー　　
298 山口県 有限会社　マエダ洋服店 業務用エアコンディショナー　　
299 山口県 ヘアーサロンカワムラ 業務用エアコンディショナー　　
300 山口県 しらい美容室 業務用エアコンディショナー　　
301 山口県 株式会社　紅屋 業務用エアコンディショナー　　
302 徳島県 焼肉の牛若丸 業務用エアコンディショナー　　
303 徳島県 株式会社　ハマーライフ 業務用エアコンディショナー　　
304 徳島県 株式会社鳴門舩本 業務用冷蔵庫　
305 徳島県 有限会社　姫野染色 業務用エアコンディショナー　　
306 香川県 中華料理の醤醤 業務用冷蔵庫　
307 香川県 有限会社　飯峰亭 業務用冷蔵庫　
308 香川県 太郎うどん 業務用冷蔵庫　
309 香川県 三和建鉄株式会社 業務用エアコンディショナー　　
310 香川県 かぼちゃ 業務用冷蔵庫　
311 香川県 有限会社　有家 業務用エアコンディショナー　　
312 愛媛県 旬彩串ダイニング　つづみ 業務用エアコンディショナー　業務用冷蔵庫　
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313 愛媛県 おかだ歯科クリニック 業務用エアコンディショナー　　
314 愛媛県 中国四川酒房　東風 業務用冷蔵庫　
315 福岡県 居酒屋　本陣 業務用エアコンディショナー　　
316 福岡県 パティスリー　サント・ノーレ 　業務用冷凍庫
317 福岡県 株式会社　クラオカ 業務用エアコンディショナー　　
318 福岡県 元祖尾道ラーメン萬友 業務用冷蔵庫　
319 福岡県 点心楼　台北　平尾店 業務用エアコンディショナー　　
320 福岡県 アイコートータルシステム株式会社 業務用エアコンディショナー　　
321 福岡県 ＹＡＫＩＴＯＲＩ　善 業務用エアコンディショナー　　
322 福岡県 パティスリー　カワグチ 業務用エアコンディショナー　業務用冷蔵庫　業務用冷凍庫
323 福岡県 旬美食彩たなごころ 業務用冷蔵庫　
324 福岡県 有限会社姉川食品 業務用エアコンディショナー　
325 福岡県 焼鳥　和楽 業務用冷蔵庫　
326 福岡県 株式会社　城楽 業務用エアコンディショナー　　
327 福岡県 居酒屋　本陣 業務用エアコンディショナー　　
328 佐賀県 えぞっ子ラーメン 業務用冷蔵庫　
329 佐賀県 株式会社　山水 業務用冷蔵庫　
330 佐賀県 有限会社　愛郷ファーム 業務用エアコンディショナー　　
331 佐賀県 有限会社エムケイコーポレーション 業務用冷蔵庫　
332 佐賀県 株式会社ひだね 業務用エアコンディショナー　業務用冷蔵庫　
333 長崎県 五十鈴 業務用エアコンディショナー　　
334 大分県 松岡椎茸生産販売株式会社 業務用エアコンディショナー　　
335 大分県 日田地区生コンクリート協同組合 業務用エアコンディショナー　　
336 大分県 なんば歯科医院 業務用エアコンディショナー　　
337 大分県 株式会社　安部電業社 業務用エアコンディショナー　　
338 大分県 スポーツ　リーグ 業務用エアコンディショナー　　
339 宮崎県 おおさこ耳鼻咽喉科 業務用エアコンディショナー　　
340 鹿児島県 祝橋温泉旅館 業務用冷蔵庫　
341 鹿児島県 霧島峠茶屋 業務用エアコンディショナー　　
342 鹿児島県 ショッピングセンターなかま 業務用冷蔵庫　業務用冷凍庫
343 鹿児島県 田舎屋 業務用冷凍庫
344 鹿児島県 大関 業務用冷凍庫
345 鹿児島県 ロフト・インズ 業務用エアコンディショナー　　
346 鹿児島県 有限会社　妙見田中会館 業務用エアコンディショナー　　
347 鹿児島県 有限会社隼人印刷 業務用エアコンディショナー　　
348 鹿児島県 有限会社　電化のハカマダ 業務用エアコンディショナー　　
349 鹿児島県 七宝篠原商店 業務用冷蔵庫　
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