
「提案型税理士塾」では、（株）日本中央研修会が毎週２回発行
している読者数３０，０００人のメールマガジンの最上段で「日
本全国の、顧問税理士を探している、変更を検討している案件」
を募集し、会員の方（セミナー会員、ＤＶＤ会員の両方）に紹
介（紹介料、成約料などは一切不要）しています。

この紹介サービスは２０１６年５月１０日より運用を開始し、
２０２３年4月３0日までの間 に日本全国のお客様から
４８４件 のお問い合わせを頂き、会員の方に案件として紹介
させて頂きました（これは、おおよそ「３営業日に１件」とい
う頻度になります）。

これまでに問い合わせのあった紹介案件を９つの地域に分け、
業種・年商・従業員数が分かるようにまとめましたので、案件
の詳細をご確認ください。



お客様が税理士の所在地を問わないとされた紹介案件 1

福島県河沼郡
業種︓介護事業　年商︓２億６，０００万円 　従業員数︓５１名

岩手県盛岡市
業種︓心療内科　年商︓７，０００万円 　従業員数︓７名

埼玉県草加市
業種︓歯科医院　年商︓１億８，０００万円　従業員数︓２５名

茨城県守谷市
業種︓不動産管理、賃貸、海外留学支援　年商︓５億円　従業員数︓６０名

埼玉県東松山市
業種︓Amazon による通信販売　年商︓７，３００万円　従業員数︓２名

埼玉県春日部市
業種︓物品販売　年商︓４億３，０００万円　従業員数︓３５名

茨城県坂東市
業種︓青果市場　年商︓８０億円 　従業員数︓２０名

青森県青森市
業種︓サービス業　年商︓約１億７，０００万円 　従業員数︓２４名

岩手県奥州市
業種︓建設業　年商︓２５億円 　従業員数︓９０名

埼玉県和光市
業種︓製造・販売業　年商︓７億１，０００万円 　従業員数︓１４名

埼玉県さいたま市
業種︓不動産系コンサルタント　年商︓２，５００万円 　従業員数︓２名

青森県青森市
業種︓金融コンサルタント業　年商︓３，０００万円 　従業員数︓１名

埼玉県三郷市
業種︓小売業　年商︓７，０００万円 　従業員数︓１名

北海道上川郡
業種︓食品製造業　年商︓３億円　従業員数︓１８名

山形県鶴岡市
業種︓稲作農業　生産から販売の一貫経営　年商︓３，８００万円　従業員数︓３名

栃木県鹿沼市
業種︓医療（有床診療所）　年商︓８億円　従業員数︓５５名

福島県南相馬市
業種︓木材商　産業廃棄物処理業　年商︓１億６，０００万円　従業員数︓７名

秋田県秋田市
業種︓経営コンサルタント業、歯科技工業　年商︓５，０００万円　従業員数︓６名

茨城県那珂市
業種︓自動車解体　輸出　年商︓３億７，５００万円 　従業員数︓１８名

北海道札幌市
業種︓サービス業　年商︓１，２００万円 　従業員数︓６名

北
海
道

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

これまでに「提案型税理士塾」会員の皆様にご紹介した案件一覧

東
北

関
東

1



東京都足立区
業種︓投資業及びコンサルティング業　年商︓０円　従業員数︓３名

東京都港区
業種︓人材紹介、人材派遣、業務代行・請負業　年商︓３億５，０００万円　従業員数︓１００名

お客様が税理士の所在地を問わないとされた紹介案件 2

東京都渋谷区
業種︓中古車販売業、美容業　年商︓９億円 　従業員数︓６０名

東京都練馬区
業種︓卸売・小売業　年商︓６８０万円 　従業員数︓１名

東京都渋谷区
業種︓不動産業　年商︓５億円 　従業員数︓３名

東京都世田谷区
業種︓投資業　年商︓０円 　従業員数︓１名

東京都三鷹市
業種︓医療業　年商︓６，０００万円 　従業員数︓１名

東京都港区
業種︓不動産業　年商︓３００億円 　従業員数︓３００名

東京都葛飾区
業種︓美容室　年商︓１億円 　従業員数︓１４名

東京都豊島区
業種︓FX 専業法人　年商︓２，０００万円 　従業員数︓１名

東京都港区
業種︓ｗｅｂコンサル　年商︓７，０００万円　従業員数︓３名

埼玉県戸田市
業種︓家具卸、小売り業　産業廃棄物収集運搬業　年商︓3 億２，０００万円　従業員数︓１６名

千葉県銚子市
業種︓水産加工・輸出入及び倉庫業　年商︓１２億円　従業員数︓５３名

東京都小平市
業種︓占い師養成スクール　年商︓３，０００万円　従業員数︓0 名

埼玉県草加市
業種︓電気設備等の設計　年商︓３，２００万円　従業員数︓４名

埼玉県草加市
業種︓その他技術サービス業　年商︓３，０００万円　従業員数︓４名

千葉県市原市五井
業種︓建設業　年商︓６億４，７００万円　従業員数︓４名

東京都渋谷区
業種︓旅行業　年商︓７，８００万円　従業員数︓１名

東京都大田区
業種︓映像制作　年商︓０円 　従業員数︓０名

東京都渋谷区
業種︓倉庫経営支援　年商︓１，５００万円 　従業員数︓０名

千葉県千葉市
業種︓メンテナンス業　年商︓1 億 2，0００万円 　従業員数︓９名
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岐阜県可児市
業種︓整体・鍼灸　年商︓１，５００万円　従業員数︓１名

愛知県豊田市
業種︓コンビニエンスストア　年商︓１億７，０００万円　従業員数︓１２名

静岡県焼津市
業種︓自動車部品設計　年商︓３億円 　従業員数︓５０名

愛知県名古屋市
業種︓鉄スクラップ卸売業　年商︓２億５，８００万円 　従業員数︓５名

京都府京都市
業種︓不動産賃貸業　年商︓１億円 　従業員数︓２名

神奈川県横浜市
業種︓情報処理サービス　年商︓２，０００万円 　従業員数︓１名

京都府京丹後市
業種︓建設資材の販売及び工事　年商︓１９億円 　従業員数︓３０名

大阪府大阪市
業種︓建築リフォーム業　年商︓２億円 　従業員数︓４名

神奈川県綾瀬市
業種︓外構、土木工事　年商︓２億５，０００万円 　従業員数︓６名

東京都世田谷区
業種︓物販、不動産　年商︓４，０００万円 　従業員数︓２名

東京都大田区
業種︓不動産賃貸業　年商︓０円 　従業員数︓０名

栃木県真岡市
業種︓総合建設業　年商︓２０億円 　従業員数︓４０名

栃木県宇都宮市
業種︓運送業　年商︓１１億円 　従業員数︓４９名

お客様が税理士の所在地を問わないとされた紹介案件 3

岐阜県郡上市
業種︓映像制作、映像販売　年商︓１，２００万円 　従業員数︓２名

神奈川県海老名市
業種︓飲食業　年商︓３，３００万円 　従業員数︓９名

東京都立川市
業種︓ビル賃貸業者　年商︓６００万円 　従業員数︓０名

京都府京都市
業種︓不動産賃貸業　年商︓７，６００万円　従業員数︓1 名

富山県魚津市
業種︓不動産賃貸業　年商︓３，５００万円　従業員数︓0 名

静岡県掛川市
業種︓製造業　年商︓７０億円　従業員数︓３０名

富山県高岡市
業種︓建設業　年商︓１億円　従業員数︓１６名

石川県白山市
業種︓製造業　年商︓２，６００万円 　従業員数︓２名
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お客様が税理士の所在地を問わないとされた紹介案件４

兵庫県神戸市
業種︓運輸サービス業　年商︓１４億円　従業員数︓３０名

兵庫県神戸市
業種︓品質管理業務、卸売業、太陽光発電事業　年商︓２３億円 　従業員数︓１０６名

広島県広島市
業種︓不動産賃貸業　年商︓１，０００万円　従業員数︓３名

熊本県菊池郡
業種︓医療　年商︓４，５００万円 　従業員数︓５名

大分県竹田市
業種︓測量設計業　専門技術サービス業　年商︓１，８億円　従業員数︓２６名

和歌山県和歌山市
業種︓旅館業　年商︓２億円　従業員数︓４５名

大阪府高石市
業種︓建築プロデュース　年商︓１，０００万円　従業員数︓２名

大阪府大阪市
業種︓不動産賃貸業　年商︓２，０００万円　従業員数︓４名

山口県山口市
業種︓不動産業、建設業　年商︓２７億５，０００万円 　従業員数︓７６名

山口県防府市
業種︓貴金属等卸売業　年商︓１億円 　従業員数︓１０名

山口県山口市
業種︓歯科医療　不動産賃貸　年商︓７，４００万円 　従業員数︓１１名

山口県宇部市
業種︓経営コンサルティング業　年商︓２，５００万円 　従業員数︓２名
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5. 宮城県仙台市
　 業種︓建設　年商︓０円　従業員数︓３名

6. 青森県青森市
　 業種︓海運業 - 船舶貸渡業（外航）　年商︓1 億２，０００万円　従業員数︓１名

7. 宮城県仙台市
　 業種︓卸売業　年商︓７億円　従業員数︓１４名

9. 宮城県仙台市
　 業種︓広告業・新聞販売業　年商︓２億５，０００万円　従業員数︓２６名

1. 北海道江別市
　 業種︓サービスコンサル　年商︓０円（会社新設予定のため） 　従業員数︓２名

2. 北海道札幌市　
　 業種︓歯科医療　年商︓１億３，０００万円 　従業員数︓１２名

3. 北海道函館市　
　 業種︓保険業、不動産賃貸業、自動車販売業　年商︓１億円 　従業員数︓３名

北海道ブロックの紹介案件

4. 北海道札幌市　
　 業種︓飲食業　年商︓７，０００万円 　従業員数︓２名

5. 北海道札幌市　
　 業種︓写真業（カメラマン）　年商︓１，２００万円 　従業員数︓１名

6. 北海道札幌市　
　 業種︓保険代理業　年商︓１，８００万円 　従業員数︓１名

7. 北海道札幌市　
　 業種︓飲食業　年商︓９６０万円 　従業員数︓１名

8. 北海道石狩市　
　 業種︓機械装置製造　年商︓１１億円 　従業員数︓６０名

9. 北海道帯広市　
　 業種︓建設業　年商︓１億２，０００万円 　従業員数︓１８名

10. 北海道札幌市　
　 　業種︓建設業　年商︓５億３，０００万円 　従業員数︓１３名

東北ブロックの紹介案件

3. 宮城県仙台市
　 業種︓医療用具の販売・賃貸・修理　年商︓８億円 　従業員数︓１５名

4. 福島県いわき市
　 業種︓生・損保代理店　年商︓２，０００万円 　従業員数︓１名

1. 宮城県仙台市
　 業種︓不動産仲介・管理・賃貸・リフォーム　年商︓５，０００万円 　従業員数︓３名

2. 岩手県盛岡市
　 業種︓不動産仲介　年商︓６，０００万円 　従業員数︓１０名

8. 岩手県花巻市
　 業種︓サービス　年商︓３，０００万円 　従業員数︓1 名
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1. 東京都足立区
　 業種︓ホテル　年商︓２億４，０００万円 　従業員数︓３０名

2. 茨城県石岡市
　 業種︓製造業　年商︓１９億５，６００万円 　従業員数︓６３名

3. 東京都羽村市
　 業種︓クリニック　年商︓１億４，０００万円 　従業員数︓１２名

4. 東京都千代田区
　 業種︓ソフトウェア業　年商︓6 億円 　従業員数︓３０名

5. 群馬県富岡市
　 業種︓広告制作業　年商︓4 億３，０００万円 　従業員数︓２６名

6. 東京都新宿区
　 業種︓化粧品・健康食品卸業　年商︓1 億４，０００万円 　従業員数︓６名

7. 東京都大田区
　 業種︓不動産業　年商︓５００万円～１，０００万円程度 　従業員数︓2 名

8. 東京都港区
　 業種︓コンサルティング　年商︓2 億円程度 　従業員数︓1 名

9. 東京都千代田区
　 業種︓情報通信及び機器販売　年商︓2 億円程度　従業員数︓１０名

10. 東京都板橋区
　 　業種︓不動産業　年商︓５億円　従業員数︓１０名

関東ブロックの紹介案件１

16. 千葉県成田市
　 　業種︓航空会社ハンドリング請負業　年商︓９億５，０００万円　従業員数︓２２０名

17. 神奈川県南足柄市
　 　業種︓不動産業　年商︓１，０００万円　従業員数︓３名

18. 埼玉県川口市
　 　業種︓弱電用電線端末加工　年商︓１億６，０００万円　従業員数︓１３名

19. 東京都大田区
　 　業種︓舞台美術装飾　年商︓２億円　従業員数︓４名

20. 神奈川県川崎市
　 　業種︓その他の卸売業　年商︓１８億円　従業員数︓６９名

21. 東京都北区
　 　業種︓社会保険労務士業　年商︓６，０００万円　従業員数︓５名

13. 東京都葛飾区
　 　業種︓ソフトウェア開発、ＳＥＳ事業、特定派遣　年商︓１億５，０００万円　従業員数︓１３名

14. 千葉県千葉市
　 　業種︓建設業　年商︓５億円　従業員数︓１００名

15. 東京都豊島区
　 　業種︓システム開発　年商︓５億円　従業員数︓７０名

11. 東京都千代田区
　 　業種︓商業内装工事設計施工業　年商︓３億５，３００万円　従業員数︓１２名

12. 東京都八王子市
　 　業種︓建設業　年商︓１億円　従業員数︓６名
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22. 東京都中央区
　 　業種︓ブランド生地卸売業　年商︓２５億円　従業員数︓１８名

23. 東京都足立区
　 　業種︓建設機械賃貸業　年商︓１億円　従業員数︓４名

24. 神奈川県横浜市
　 　業種︓旅行業　年商︓１，０００万円程度　従業員数︓２名

25. 埼玉県熊谷市
　 　業種︓電気設備工事　年商︓３億～５億円　従業員数︓１０名

関東ブロックの紹介案件２

31. 東京都港区
　 　業種︓ 飲食店コンサルティング 　年商︓５，０００万円　従業員数︓１名

32. 東京都板橋区
　 　業種︓製造業　年商︓８，５００万円　従業員数︓５名

33. 東京都港区
　 　業種︓グラフィックデザイン業　年商︓７，０００万円　従業員数︓７名

35. 東京都千代田区
　 　業種︓ＩＴサービス業　年商︓１億円　従業員数︓６名

36. 東京都世田谷区
　 　業種︓住宅設備機器販売　年商︓５億円　従業員数︓１１名

34. 千葉県千葉市
　 　業種︓保険代理店　年商︓３億５，０００万円　従業員数︓１名

37. 東京都中央区
　 　業種︓水産物卸業　年商︓２億円　従業員数︓１名

38. 神奈川県横浜市
　 　業種︓コンサルタント　年商︓２００万円～８００万円　従業員数︓１名

39. 栃木県日光市
　 　業種︓建設業　年商︓８，０００万円～１億円　従業員数︓３名

40. 東京都品川区
　 　業種︓グラフィックデザイン事務所　年商︓９，０００万円　従業員数︓１０名

28. 東京都豊島区
　 　業種︓経営コンサルティング　年商︓８００万円　従業員数︓１名

29. 神奈川県横浜市
　 　業種︓産業用ロボット・周辺機器輸入販売　年商︓２億円　従業員数︓２名

30. 神奈川県川崎市
　 　業種︓雑貨輸入及び販売業　年商︓８億円　従業員数︓１７名

26. 神奈川県三浦郡葉山町
　 　業種︓電気設備工事　年商︓２，０００万円程度　従業員数︓１２名

27. 埼玉県北葛飾郡
　 　業種︓建設、情報通信　年商︓不明　従業員数︓１名

41. 東京都新宿区
　 　業種︓その他のサービス業　年商︓１２億４，４９８万５，０００円　従業員数︓２７名

42. 神奈川県横浜市
　 　業種︓保険業　年商︓５，６００万円　従業員数︓１名
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関東ブロックの紹介案件３

46. 東京都中央区
　 　業種︓不動産業　年商︓５，０００万円　従業員数︓１名

47. 東京都中央区
　 　業種︓民間医療、健康産業　年商︓１，６００万円　従業員数︓２名

48. 群馬県伊勢崎市
　 　業種︓太陽光発電売電事業　年商︓３億円　従業員数︓１５名

49. 千葉県佐倉市
　 　業種︓人材派遣　年商︓９，８００万円　従業員数︓４０名

50. 神奈川県藤沢市
　 　業種︓不動産賃貸業　年商︓１，２００万円　従業員数︓１名

51. 埼玉県吉川市
　 　業種︓コンサルティング、人材開発系、講師業　年商︓１，２００万円　従業員数︓２名

52. 東京都港区
　 　業種︓ホテル旅館運営業　年商︓９億円　従業員数︓１５０名

53. 埼玉県北足立郡
　 　業種︓中古車販売　年商︓２億５，０００万円　従業員数︓４名

54. 千葉県市原市
　 　業種︓建設業・損保調査業　年商︓約３億円　従業員数︓１０名

55. 神奈川県相模原市
　 　業種︓製造業　年商︓５，０００万円　従業員数︓７名

43. 埼玉県入間郡
　 　業種︓樹脂、金属加工　年商︓１億５，０００万円　従業員数︓６名

44. 神奈川県横浜市
　 　業種︓情報処理、果樹園、不動産賃貸　年商︓６００万円～２，０００万円　従業員数︓２名

45. 東京都中央区
　 　業種︓ソフト開発、乗馬クラブ　年商︓１，２００万円　従業員数︓１名

61. 埼玉県さいたま市
　 　業種︓不動産賃貸業　年商︓１億２，８００万円 　従業員数︓１名

62. 千葉県袖ヶ浦市
　 　業種︓不動産賃貸、管理業　年商︓５，０００万円 　従業員数︓１名

63. 千葉県松戸市
　 　業種︓不動産賃貸業　年商︓０円 　従業員数︓１名

58. 東京都千代田区
　 　業種︓広告代理業　年商︓２億５，０００万円　従業員数︓１３名

59. 東京都狛江市
　 　業種︓酒製造および販売業　年商︓０円（設立前のため）　従業員数︓３名

60. 東京都台東区
　 　業種︓情報処理サービス　年商︓６億円　従業員数︓５８名

56. 東京都府中市
　 　業種︓ダストコントロール業　年商︓１５億円　従業員数︓約２００名

57. 神奈川県鎌倉市
　 　業種︓輸入御土産商品、食品　年商︓３億５，０００万円　従業員数︓５名
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関東ブロックの紹介案件４

64. 茨城県常総市
　 　業種︓製造業　年商︓１億２，０００万円　従業員数︓１０名

65. 東京都千代田区
　 　業種︓卸売業　年商︓３０億円　従業員数︓９５名

66. 神奈川県横浜市
　 　業種︓通訳・翻訳業　年商︓３００万円　従業員数︓１名

67. 東京都千代田区
　 　業種︓教育支援業　年商︓１００万円　従業員数︓６名

68. 東京都千代田区
　 　業種︓不動産賃貸業　年商︓３，０００万円　従業員数︓１名

69. 東京都江東区
　 　業種︓管工事業　年商︓約３億円　従業員数︓１５名

70. 東京都中央区
　 　業種︓不動産・経営コンサルティング業　年商︓２，２００万円　従業員数︓９名

76. 東京都江東区
　 　業種︓運送業　年商︓５億円 　従業員数︓２７名

77. 東京都杉並区
　 　業種︓建設業　年商︓１，８００万円 　従業員数︓５名

78. 茨城県土浦市
　 　業種︓電気通信工事業　年商︓４，０００万円 　従業員数︓１名

79. 東京都足立区
　 　業種︓建築業　年商︓約６億６，０００万円　従業員数︓１６名

80. 東京都千代田区
　 　業種︓不動産業　年商︓６２億円　従業員数︓８名

81. 東京都足立区
　 　業種︓介護・福祉業　年商︓７，０００万円　従業員数︓２０名

82. 東京都台東区
　 　業種︓不動産管理業、その他サービス業　年商︓１，０００万円　従業員数︓２名

83. 東京都清瀬市
　 　業種︓リラクゼーションサロン　年商︓２，０００万円　従業員数︓９名

84. 千葉県茂原市
　 　業種︓販売・施工業　年商︓５，０００万円　従業員数︓９名

73. 東京都港区
　 　業種︓セミナー事業、不動産事業、美容関連事業　年商︓１億１，０００万円　従業員数︓８名

74. 神奈川県綾瀬市
　 　業種︓製造業　年商︓１億円　従業員数︓４名

75. 千葉県印西市
　 　業種︓販売業　年商︓４億円　従業員数︓７名

71. 神奈川県横浜市
　 　業種︓幼児教室（FC) 経営、不動産業　年商︓２，５００万円　従業員数︓９名

72. 千葉県習志野市
　 　業種︓建設業・不動産業　年商︓５億円　従業員数︓２５名
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関東ブロックの紹介案件５

85. 東京都港区
　 　業種︓経営コンサルタント　年商︓１億５，６００万円　従業員数︓８名

103. 東京都中央区
　　　業種︓コンサルティング業務　年商︓５，０００万円 　従業員数︓１名

104. 東京都文京区
　　　業種︓歯科医療　年商︓４，０００万円 　従業員数︓３名

105. 神奈川県横浜市
　　　業種︓不動産管理　年商︓５，０００万円 　従業員数︓１名

101. 茨城県土浦市
　　　業種︓電気通信　年商︓４，０００万円 　従業員数︓１名

102. 千葉県香取郡
　　　業種︓卸売業（一部小売）　年商︓１億６，０００万円 　従業員数︓７名

91. 神奈川県川崎市
　 　業種︓司法書士　年商︓６，５００万円　従業員数︓５名

92. 神奈川県川崎市
　 　業種︓卸売業　年商︓２１億円 　従業員数︓４９名

93. 東京都杉並区
　 　業種︓不動産管理業　年商︓６，０００万円 　従業員数︓２名

94. 東京都江東区
　 　業種︓アパレル　年商︓４億８，０００万円 　従業員数︓７名

95. 東京都品川区
　 　業種︓警備業　年商︓２，７００万円　従業員数︓１３名

96. 栃木県宇都宮市
　 　業種︓コンサルティング業　年商︓１，２００万円 　従業員数︓１名

97. 茨城県坂東市
　 　業種︓青果卸売業　年商︓６億円 　従業員数︓５０名

98. 東京都文京区
　 　業種︓ＩＴ　年商︓２，５００万円 　従業員数︓５名

99. 東京都中央区
　 　業種︓家庭用医療機器等の新製品開発と製造・販売　年商︓２０億円 　従業員数︓６１名

100. 茨城県稲敷市
　　　業種︓建築部品プレス加工　年商︓５億円 　従業員数︓６０名

88. 東京都新宿区
　 　業種︓旅行業　年商︓３億７，０００万円　従業員数︓４名

89. 神奈川県川崎市
　 　業種︓流通、不動産賃貸業　年商︓３，０００万円　従業員数︓３名

90. 東京都港区
　 　業種︓商社　年商︓６億円　従業員数︓１２名

86. 栃木県宇都宮市
　 　業種︓人材派遣業　年商︓１０億円　従業員数︓２１名

87. 千葉県茂原市
　 　業種︓建設業（管工事業、機械器具設置業）　年商︓９，０００万円　従業員数︓３名
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126. 埼玉県八潮市
　　　業種︓サービス業　年商︓７，５００万円　従業員数︓２６名

125. 東京都北区
　　　業種︓不動産　年商︓１億５，０００万円　従業員数︓６名

124. 千葉県茂原市
　　　業種︓一般建築業　年商︓２，０００万円　従業員数︓４名

関東ブロックの紹介案件６

106. 東京都港区
　　　業種︓ペットの訪問介護、生命保険　年商︓５００万円　従業員数︓２名

107. 東京都港区
　　　業種︓不動産賃貸　年商︓２，０００万円 　従業員数︓１名

108. 東京都豊島区
　　　業種︓不動産、貸し音楽スタジオ　年商︓５億円 　従業員数︓３４名

109. 神奈川県相模原市
　　　業種︓経営コンサルティング　年商︓３，０００万円 　従業員数︓２名

110. 埼玉県春日部市
　　　業種︓不動産仲介業　年商︓２～３億円 　従業員数︓１０名

111. 東京都中央区
　　　業種︓製造販売卸　年商︓４０億円 　従業員数︓１４０名

112. 埼玉県深谷市
　　　業種︓印刷加工　年商︓１，８００万円 　従業員数︓１名

113. 埼玉県さいたま市
　　　業種︓ＩＴ関連　年商︓０円（設立前） 　従業員数︓１名

114. 東京都千代田区
　　　業種︓電気通信設備施工販売　年商︓２億円 　従業員数︓６名

121. 埼玉県ふじみ野市
　　　業種︓不動産賃貸　年商︓６００万円　従業員数︓１名

122. 千葉県千葉市
　　　業種︓小売業　年商︓４億４，１００万円 　従業員数︓２５名

123. 東京都大田区
　　　業種︓建設業、不動産業　年商︓６５０万円 　従業員数︓４名

120. 神奈川県横浜市
　　　業種︓不動産賃貸業　年商︓４，１００万円 　従業員数︓１名

115. 東京都台東区
　　　業種︓マンション管理組合　年商︓０円 　従業員数︓１名

118. 栃木県下都賀郡
　　　業種︓化学薬品の製造販売　年商︓５，０００万円 　従業員数︓４名

119. 東京都中野区
　　　業種︓サービス業（中華料理店の経営）　年商︓１，６００万円 　従業員数︓４名

116. 東京都足立区
　　　業種︓タクシー業　年商︓８億円 　従業員数︓２００名

117. 千葉県船橋市
　　　業種︓社労士事務所　年商︓６００万円 　従業員数︓２名
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139. 神奈川県横浜市
　　　業種︓労働者派遣業、介護福祉業　年商︓３億５，０００万円　従業員数︓１８０名

138. 東京都葛飾区
　　　業種︓清掃業、ビルメンテナンス業　年商︓９００万円　従業員数︓1 名

137. 千葉県千葉市
　　　業種︓土木業　年商︓１億円　従業員数︓１０名

136. 東京都世田谷区
　　　業種︓不動産管理・賃貸、ネット通販　年商︓３，０００万円　従業員数︓２名

135. 千葉県千葉市
　　　業種︓ＯＡ機器保守代行業　年商︓１億７，５００万円　従業員数︓２２名

134. 千葉県木更津市
　　　業種︓サービス業　年商︓約５億円　従業員数︓４３名

133. 神奈川県横浜市
　　　業種︓家電雑貨等の卸売業　年商︓１億円　従業員数︓１名

132. 神奈川県相模原市
　　　業種︓プラスチック真空成形加工業　年商︓４億円　従業員数︓２８名

131. 東京都新宿区
　　　業種︓鉄鋼業　年商︓１１０億円　従業員数︓１６０名

130. 東京都港区
　　　業種︓ソフトウェア開発　年商︓２０億円　従業員数︓１７０名

129. 東京都足立区
　　　業種︓石油化学製品製造販売業　年商︓３億５，０００万円　従業員数︓１３名

128. 東京都千代田区
　　　業種︓コンテンツ、ゲームソフトの企画開発　年商︓１０億円　従業員数︓３０名

127. 東京都港区
　　　業種︓情報提供サービス業　年商︓３，０００万円　従業員数︓２名

関東ブロックの紹介案件７

140. 茨城県水戸市
　　　業種︓医療法人　年商︓１億円 　従業員数︓６名

141. 埼玉県さいたま市
　　　業種︓建築設計事務所　年商︓４，５００万円 　従業員数︓３名

142. 東京都練馬区
　　　業種︓営業代行　年商︓１，０００万円 　従業員数︓2 名

143. 神奈川県茅ヶ崎市
　　　業種︓コンサルティング　年商︓4，０００万円 　従業員数︓2 名

144. 埼玉県入間市
　　　業種︓製造　年商︓6，5００万円 　従業員数︓9 名

145. 埼玉県さいたま市
　　　業種︓医療機関へのコンサルティング、医療機器輸入卸　年商︓４００万円 　従業員数︓２名

146. 神奈川県横浜市
　　　業種︓不動産賃貸業　年商︓２，０００万円 　従業員数︓２名

147. 神奈川座間市
　　　業種︓不動産業　年商︓2 億６，０００万円 　従業員数︓1 名
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148. 東京都練馬区
　　　業種︓電気工事業　管工事業　年商︓１億５，０００万円 　従業員数︓６名

149. 東京都北区
　　　業種︓社労士・コンサル業　年商︓７，０００万円 　従業員数︓４名

150. 東京都台東区
　　　業種︓ビル賃貸業　年商︓３，９００万円 　従業員数︓４名

151. 埼玉県さいたま市
　　　業種︓引越し、PC 設定　年商︓５００万円 　従業員数︓３名

152. 東京都豊島区
　　　業種︓経営コンサルティング　年商︓９００万円 　従業員数︓０名

153. 埼玉県さいたま市
　　　業種︓設備　年商︓１億５，０００万円 　従業員数︓５名

154. 東京都千代田区
　　　業種︓不動産貸付、元経営者、役員　年商︓不明 　従業員数︓不明

155. 東京都荒川区
　　　業種︓印刷業　年商︓１５億７９４万円 　従業員数︓８０名

156. 東京都新宿区
　　　業種︓情報通信業、新電力事業　年商︓８０億円 　従業員数︓７１名

157. 千葉県成田市
　　　業種︓空港関係の業務請負業　年商︓１１億円 　従業員数︓２４５名

158. 東京都中央区
　　　業種︓不動産（事業用賃貸仲介）　年商︓４，３００万円  　従業員数︓０名

159. 東京都中央区
　　　業種︓卸売業　年商︓１０億円 　従業員数︓８名

160. 埼玉県ふじみ野市
　　　業種︓不動産賃貸業　年商︓５００万円 　従業員数︓１名

161. 東京都豊島区
　　　業種︓介護保険サービス事業　年商︓９，０００万円 　従業員数︓２７名

162. 東京都品川区
　　　業種︓婦人服小売り　年商︓８，０００万円 　従業員数︓８名

163. 東京都千代田区
　　　業種︓公共政策アドバイザリー業務（コンサルティング）　年商︓８億円 　従業員数︓４７名

164. 神奈川県横浜市
　　　業種︓コンサルティング業　年商︓１，１００万円 　従業員数︓２名

165. 神奈川県平塚市
　　　業種︓不動産業　年商︓５，０００万円 　従業員数︓０名

166. 神奈川県川崎市
　　　業種︓コンサルタント　年商︓３００万円 　従業員数︓０名

167. 東京都足立区
　　　業種︓小売業及びその他製造業　年商︓３億円 　従業員数︓９名

168. 神奈川県相模原市
　　　業種︓リラクゼーション　年商︓２，５３０万円 　従業員数︓３名

関東ブロックの紹介案件８
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186. 群馬県太田市
　　　業種︓移動式クレーンのオペレータ付きリース　年商︓１億円　従業員数︓５名

187. 東京都板橋区
　　　業種︓障害者福祉サービス　年商︓３，５００万円　従業員数︓８名

188. 東京都台東区
　　　業種︓整骨院、デイサービス　年商︓７０億円　従業員数︓８００名

189. 神奈川県秦野市
　　　業種︓ビルメンテナンス、建築資材販売、警備、飲食　年商︓１７億９０００万円　従業員数︓５１３名

169. 千葉県千葉市
　　　業種︓動物病院　年商︓1 億 3，０００万円 　従業員数︓９名

170. 東京都杉並区
　　　業種︓サービス業（一級建築士事務所）　年商︓１，０００万円 　従業員数︓２名

171. 東京都青梅市
　　　業種︓製造業　年商︓６，０００万円 　従業員数︓６名

172. 茨城県ひたちなか市
　　　業種︓不動産賃貸業　年商︓３億７，０００万円 　従業員数︓3 名

173. 東京都中央区
　　　業種︓サービス業　年商︓３，０００万円 　従業員数︓0 名

関東ブロックの紹介案件９

174. 東京都荒川区
　　　業種︓印刷業　年商︓１３億５，０００万円 　従業員数︓６５名

175. 東京都江東区
　　　業種︓サービス　年商︓１２億円 　従業員数︓５９０名

176. 東京都目黒区
　　　業種︓ソフトウェア開発　年商︓９，５００万円 　従業員数︓１２名

177. 東京都港区
　　　業種︓製造業　年商︓１億５，０００万円 　従業員数︓２名

179. 東京都新宿区
　　　業種︓不動産　年商︓8，０００万円 　従業員数︓3 名

180. 神奈川県横浜市
　　　業種︓コンサルタント　年商︓２００万円 　従業員数︓０名

181. 神奈川県横浜市
　　　業種︓サービス業（倉庫内作業の請負）　年商︓１億円 　従業員数︓１１５名

182. 東京都武蔵野市
　　　業種︓インテリアデザイン事務所　年商︓２，０００万円 　従業員数︓２名

183. 東京都大田区
　　　業種︓製造業　年商︓７，５００万円 　従業員数︓２名

184. 神奈川県横浜市
　　　業種︓コンサルタント　年商︓２５０万円 　従業員数︓１名

185. 東京都 千代田区
　　　業種︓広告代理業　年商︓５億円　従業員数︓２８名

178. 神奈川県相模原市
　　　業種︓不動産（賃貸業）　年商︓１，３００万円 　従業員数︓０名
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190. 埼玉県川口市
　　　業種︓スポーツ施設提供業　年商︓７，０００万円　従業員数︓１９名

191. 東京都文京区
　　　業種︓不動産売買　年商︓１０億円　従業員数︓１０名

192. 東京都新宿区
　　　業種︓ゲーム開発及びそれに付随する業務　年商︓６億円　従業員数︓５０名

193. 千葉県茂原市
　　　業種︓不動産（売買・賃貸）、建築　年商︓１億円　従業員数︓３名

194. 茨城県坂東市
　　　業種︓青果卸　年商︓１０億円　従業員数︓３８名

195. 千葉県八街市
　　　業種︓不動産業　年商︓２，０００万円　従業員数︓３名

196. 東京都足立区
　　　業種︓医業　年商︓２，０００万円　従業員数︓５名以下

197. 東京都新宿区
　　　業種︓コンサルティング　年商︓４，３００万円　従業員数︓２名

198. 茨城県龍ケ崎市
　　　業種︓産業用車両等の部品製造　年商︓８億円　従業員数︓５０名

199. 埼玉県さいたま市
　　　業種︓訪問看護　年商︓７，０００万円　従業員数︓１６名

200. 埼玉県川口市
　　　業種︓不動産賃貸業、コンサルティング業等　年商︓0 円　従業員数︓０名

201. 東京都大田区
　　　業種︓不動産賃貸業　年商︓１，９００万円　従業員数︓１名

202. 東京都大田区
　　　業種︓輸出貿易業　年商︓８，５００万円　従業員数︓２名

203. 埼玉県さいたま市
　　　業種︓自動車整備・修理　年商︓５億円　従業員数︓３１名

関東ブロックの紹介案件 10
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中部ブロックの紹介案件 1

3. 長野県諏訪市
　 業種︓マーケティングコンサルティング　年商︓５，０００万円 　従業員数︓2 名

1. 愛知県名古屋市
　 業種︓不動産業　年商︓１億円 　従業員数︓１名

2. 新潟県新潟市
　 業種︓建設業　年商︓1１億円 　従業員数︓２６名

4. 愛知県刈谷市
　 業種︓スポーツスクール　年商︓７，０００万円 　従業員数︓２０名

18. 静岡県袋井市
　 　業種︓一般貨物自動車運送事業　年商︓１億５，０００万円 　従業員数︓１９名

16. 岐阜県各務原市
　 　業種︓携帯電話販売　年商︓３億円 　従業員数︓６名

17. 岐阜県恵那市
　 　業種︓人材派遣業　年商︓２億３，０００万円 　従業員数︓５名

13. 岐阜県美濃加茂市
　 　業種︓鉄・非鉄リサイクル　年商︓３，０００万円 　従業員数︓３名

14. 愛知県名古屋市
　 　業種︓建設サービス業　年商︓２億６，０００万円 　従業員数︓７０名

15. 愛知県岡崎市
　 　業種︓建設業　年商︓５，０００万円 　従業員数︓１名

11. 愛知県名古屋市
　 　業種︓デザイン業　年商︓５，０００万円 　従業員数︓３名

12. 山梨県甲府市
　 　業種︓建築リフォーム、貴金属卸　年商︓１，５００万円～２，５００万円 　従業員数︓２名

5. 新潟県十日町市
　 業種︓コンピュータソフト開発　年商︓１億５，０００万円 　従業員数︓２３名

8. 愛知県稲沢市
　 業種︓歯科技工所　年商︓３，５００万円 　従業員数︓４名

9. 新潟県新潟市
　 業種︓学習支援業、介護事業　年商︓２億円 　従業員数︓５２名

10. 愛知県名古屋市
　 　業種︓生損保保険代理店事業、不動産管理業　年商︓２億円 　従業員数︓６名

6. 岐阜県岐阜市
　 業種︓不動産賃貸業　年商︓０円（設立前のため） 　従業員数︓２名

7. 愛知県あま市
　 業種︓建設業　年商︓５億円 　従業員数︓１１名

19. 静岡県島田市
　 　業種︓社会保険労務士事務所　年商︓２，０００万円 　従業員数︓４名

20. 新潟県新潟市
　 　業種︓石油地下タンク検査、燃料油メーター計量検定　年商︓１，１００万円 　従業員数︓１名

21. 静岡県富士市
　 　業種︓梱包資材仕入販売、紙加工品製造販売　年商︓１３億円 　従業員数︓３３名
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中部ブロックの紹介案件 2

33. 三重県鈴鹿市
　 　業種︓投資、広告、輸出　年商︓１，０００万円 　従業員数︓１名

31. 愛知県名古屋市
　 　業種︓保険募集人　年商︓２，０００万円 　従業員数︓１名

32. 愛知県丹羽郡
　 　業種︓食品製造業　年商︓３億５，０００万円 　従業員数︓１０名

28. 静岡県湖西市
　 　業種︓ＩＴ業　年商︓１，８００万円 　従業員数︓１名

29. 愛知県名古屋市
　 　業種︓保険代理業　年商︓１億５，０００万円 　従業員数︓３名

30. 静岡県菊川市
　 　業種︓機械設計、製造業　年商︓１億円 　従業員数︓１名

23. 愛知県刈谷市
　 　業種︓アンティークショップ、設計事務所　年商︓１億５，０００万円 　従業員数︓５名

24. 愛知県名古屋市
　 　業種︓設計業　年商︓４，５００万円 　従業員数︓５名

25. 愛知県岡崎市
　 　業種︓建設業　年商︓４，７００万円 　従業員数︓１名

26. 愛知県名古屋市
　 　業種︓飲食業　年商︓２，０００万円 　従業員数︓２名

27. 岐阜県美濃市
　 　業種︓プラスチック加工　年商︓５億３，０００万円 　従業員数︓２２名

22. 新潟県新潟市
　 　業種︓人材派遣業　年商︓１４億７，０００万円 　従業員数︓４０名

34. 静岡県静岡市
　 　業種︓保険外交員　年商︓５０億円 　従業員数︓１，３００名

35. 石川県金沢市
　 　業種︓歯科用医療機器卸売販売業　年商︓２１億３，０００万円 　従業員数︓４０名

38. 長野県茅野市
　 　業種︓金属加工業　年商︓７億円　従業員数︓２１名

39. 愛知県知立市
　 　業種︓建設業　年商︓２億５，０００万円　従業員数︓９名

40. 山梨県甲府市
　 　業種︓なし（プライベートカンパニー設立）　年商︓０円　従業員数︓１名

41. 山梨県甲府市
　 　業種︓給与計算代行業　年商︓１００万円　従業員数︓１名

42. 愛知県清須市
　 　業種︓介護施設運営　年商︓１億円　従業員数︓２３名

36. 静岡県静岡市
　 　業種︓教習所　年商︓２億円 　従業員数︓２６名

37. 静岡県掛川市
　 　業種︓アルミニウム二次合金製造販売　年商︓１００億円 　従業員数︓２5 名
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51. 愛知県名古屋市
　 　業種︓建築業　卸業　年商︓４億円　従業員数︓６名

50. 愛知県豊川市
　 　業種︓金属製品製造業　年商︓３億円　従業員数︓２０名

49. 愛知県春日井市
　 　業種︓電気工事業　年商︓２，５００万円　従業員数︓２名

54. 山梨県富士吉田市
　 　業種︓鉄道保安装置の設計　年商︓４，０００万円　従業員数︓７名

55. 愛知県高浜市
　 　業種︓テニススクール、ジム運営　年商︓４，０００万円　従業員数︓1７名

53. 石川県白山市
　 　業種︓サービス業、賃貸業　年商︓３億２千万円　従業員数︓４０名

52. 三重県松阪市
　 　業種︓建設業　年商︓１７億円　従業員数︓１７名

48. 岐阜県羽島郡
　 　業種︓警備業　年商︓３億５，０００万円　従業員数︓６５名

47. 静岡県焼津市
　 　業種︓木製家具製造業　年商︓１２億円　従業員数︓２３名

46. 静岡県富士宮市
　 　業種︓印刷箱、段ボール箱　製造販売　年商︓３９億３，０００万円　従業員数︓１９０名

56. 岐阜県各務原市
　 　業種︓介護コンサル　年商︓２００万円　従業員数︓２名

57. 愛知県中村区
　 　業種︓人材教育　年商︓６，０００万円　従業員数︓５名

58. 愛知県岡崎市
　 　業種︓寝装寝具製造販売　年商︓４億８，６００万円　従業員数︓１８名

59. 富山県射水市
　 　業種︓建設業　年商︓３億円　従業員数︓７名

中部ブロックの紹介案件 3

43. 静岡県静岡市
　 　業種︓給排水設備指定工事　年商︓５億円　従業員数︓４５名

44. 長野県諏訪市
　 　業種︓広告代理、太陽光発電、投資事業　年商︓３，０００万円　従業員数︓３名

63. 長野県北佐久郡
　 　業種︓学習塾　年商︓１，２００万円　従業員数︓５名

45. 山梨県甲府市
　 　業種︓建設業（木造住宅地場ビルダー）　年商︓７～８億円　従業員数︓２１名

60. 愛知県海部郡
　 　業種︓小売業　年商︓70 億円 　従業員数︓１，１８６名

61. 愛知県丹羽郡
　 　業種︓食品胡麻製造業　年商︓２億８，０００万円 　従業員数︓１０名

62. 愛知県高浜市
　 　業種︓テニススクール、痛み改善ジム　年商︓４，０００万円　従業員数︓1３名
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中部ブロックの紹介案件 4

1. 兵庫県美方郡
　 業種︓製造業　年商︓１３億円　従業員数︓８８名

2. 兵庫県神戸市
　 業種︓建設業　年商︓１５億円　従業員数︓２５名

3. 京都府綾部市
　 業種︓素材生産業　年商︓５００万円 　従業員数︓１名

4. 大阪府大阪市
　 業種︓児童発達支援・放課後等デイサービス　年商︓１，０００万円 　従業員数︓８名

64. 新潟県長岡市
　 　業種︓不動産賃貸業　年商︓１，０００万円　従業員数︓１名

65. 静岡県浜松市
　 　業種︓製造　年商︓５，０００万円　従業員数︓４名

66. 愛知県豊川市
　 　業種︓金属製品製造業　年商︓３億円　従業員数︓２３名

67. 愛知県豊田市
　 　業種︓製造業　抜き刃型製造、販売　年商︓１，６００万円　従業員数︓６名

68. 愛知県岡崎市
　 　業種︓クリニック　年商︓２億円　従業員数︓５名

69. 愛知県名古屋市
　 　業種︓建築業不動産業　年商︓３億円　従業員数︓１１名

近畿ブロックの紹介案件 1

11. 大阪府茨木市
　 　業種︓医療・介護　年商︓１億１００万円 　従業員数︓３５名

10. 滋賀県栗東市
　 　業種︓不動産賃貸業、寝具小売、サービス業　年商︓１，０００万円 　従業員数︓５名

9. 大阪府大阪市
　 業種︓建築資材販売、建設業、宅建業　年商︓１６億円 　従業員数︓２７名

6. 兵庫県神戸市
　 業種︓介護サービス　年商︓１億５００万円 　従業員数︓４２名

7. 大阪府豊中市
　 業種︓コンサル業　年商︓２３億円 　従業員数︓３５名

8. 大阪府大阪市
　 業種︓不動産賃貸業　年商︓１，５００万円 　従業員数︓２名

5. 大阪府大阪市
　 業種︓サービス業　年商︓２，５００万円 　従業員数︓２名
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近畿ブロックの紹介案件 2

16. 兵庫県神戸市
　 　業種︓小売り・卸　年商︓７億円 　従業員数︓２０名

17. 滋賀県長浜市
　 　業種︓不動産管理、売電収入　年商︓１，０００万円 　従業員数︓２名

18. 大阪府大阪市
　 　業種︓システム開発　年商︓７，０００万円 　従業員数︓４名

19. 奈良県香芝市
　 　業種︓不動産管理業　年商︓１，０００万円 　従業員数︓２名

14. 大阪府交野市
　 　業種︓建設業　年商︓２，８００万円 　従業員数︓１名

15. 兵庫県西宮市
　 　業種︓建設業　年商︓８億円 　従業員数︓１４名

12. 大阪府大阪市
　 　業種︓介護　年商︓２，０００万円 　従業員数︓４名

13. 兵庫県姫路市
　 　業種︓介護事業　年商︓３億円 　従業員数︓１００名

31. 大阪府大阪市
　 　業種︓飲食業　年商︓３００億円 　従業員数︓８，５００名

32. 京都府京都市
　 　業種︓広告業　年商︓３億円 　従業員数︓３名

29. 京都府京都市
　 　業種︓電気通信工事業、広告業　年商︓４億９，０００万円 　従業員数︓２３名

30. 兵庫県豊岡市
　 　業種︓水産加工業　年商︓６，０００万円 　従業員数︓４名

26. 大阪府堺市
　 　業種︓トロフィー、記念品などの表彰関連商品のメーカー　年商︓７億円 　従業員数︓３８名

27. 京都府長岡京市
　 　業種︓食品製造販売業　年商︓１２億円 　従業員数︓６９名

28. 京都府京都市
　 　業種︓不動産賃貸業　年商︓６，０００円 　従業員数︓１名

25. 大阪府八尾市
　 　業種︓鍍金業　年商︓２億円 　従業員数︓１５名

24. 兵庫県神戸市
　 　業種︓製造業　年商︓１３億円 　従業員数︓１８名

21. 大阪府大阪市
　 　業種︓起業支援・経営コンサルティング業　年商︓１，７００万円 　従業員数︓１３名

22. 大阪府大阪市
　 　業種︓金融業・リユース業・飲食業　年商︓２４億円 　従業員数︓１４８名

23. 大阪府大阪市
　 　業種︓建設業　年商︓７億円 　従業員数︓１０名

20. 大阪府大阪市
　 　業種︓金融業　年商︓１，２００億円 　従業員数︓７，８６５名
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近畿ブロックの紹介案件 3

33. 大阪府大阪市
　 　業種︓小売業　年商︓１，０００億円 　従業員数︓５，５００名

34. 兵庫県神戸市
　 　業種︓ＦＰ事務所、保険代理業　年商︓３億２，０００万円 　従業員数︓１９名

36. 兵庫県神戸市
　 　業種︓不動産業　年商︓２７億円 　従業員数︓７０名

37. 大阪府大阪市
　 　業種︓家主業　年商︓２，３００万円 　従業員数︓１名

38. 和歌山県西牟婁郡白浜町
　 　業種︓サービス　年商︓１億５，０００万円 　従業員数︓１２名

39. 兵庫県神戸市
　 　業種︓飲食　年商︓１８億円 　従業員数︓３５０名

40. 大阪府藤井寺市
　 　業種︓不動産　年商︓１，２００万円 　従業員数︓１名

41. 大阪府大阪市
　 　業種︓インターネット広告事業　年商︓３，４００万円 　従業員数︓１名

42. 兵庫県明石市
　 　業種︓労働者派遣　年商︓２～３億円 　従業員数︓２７名

43. 大阪府大阪市
　 　業種︓電気通信工事業　年商︓３億円 　従業員数︓２８名

44. 大阪府大阪市
　 　業種︓顧問業　年商︓５，０００万円 　従業員数︓１名

35. 大阪府大阪市
　 　業種︓生命保険営業　年商︓０円 　従業員数︓１名

48. 兵庫県神戸市
　 　業種︓建設コンサルタント　年商︓５億２，０００万円　従業員数︓６０名

49. 大阪府大阪市
　 　業種︓宿泊業、不動産業　年商︓３，０００万円　従業員数︓４名

50. 兵庫県神戸市
　 　業種︓携帯、インターネット、新電力等　年商︓０円（設立したての為）　従業員数︓５名

51. 大阪府大阪市
　 　業種︓不動産　年商︓０円　従業員数︓2 名

52. 大阪府大阪市
　 　業種︓不動産　年商︓４０億円　従業員数︓１１名

53. 兵庫県加古川市
　 　業種︓不動産賃貸業　年商︓１億円　従業員数︓２名

47. 大阪府堺市北区
　 　業種︓不動産賃貸業　年商︓８，０００万円　従業員数︓５名

46. 大阪府大阪市
　 　業種︓子供服小売業　年商︓３０億円　従業員数︓４７名

45. 大阪府高槻市
　 　業種︓建築業（設備工事業）　年商︓２億円　従業員数︓７名
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近畿ブロックの紹介案件４

四国ブロックの紹介案件
1. 徳島県徳島市
　 　業種︓医療　年商︓１億２，０００万円　従業員数︓１２名

２. 愛媛県西予市
　 　業種︓酪農業　年商︓１億２，０００万円　従業員数︓４名

３. 香川県高松市
　 　業種︓製造、不動産　年商︓２，０００万円　従業員数︓１名

４. 香川県高松市
　 　業種︓不動産賃貸業　年商︓２４０万円　従業員数︓１名

54. 京都府木津川市
　 　業種︓不動産賃貸　年商︓１，２００万円 　従業員数︓２名

55. 大阪府八尾市
　 　業種︓電気設備工事、電気通信工事　年商︓４１億円 　従業員数︓５３名

57. 大阪府天王寺区
　 　業種︓デザイン　年商︓２，０００万円 　従業員数︓２名

58. 兵庫県神戸市
　 　業種︓整形外科無床診療所　年商︓１億４，０００万円 　従業員数︓２０名

59. 大阪府天王寺区
　 　業種︓デザイン　年商︓３，０００万円 　従業員数︓２名

60. 大阪府大阪市
　 　業種︓不動産賃貸　年商︓８，０００万円 　従業員数︓５名

61. 奈良県奈良市
　 　業種︓医療　年商︓２億円 　従業員数︓２０名

62. 京都府京都市
　 　業種︓精密金型製造　年商︓４億円 　従業員数︓２１名

63. 兵庫県西宮市
　 　業種︓卸売　建設　年商︓２億５，０００円 　従業員数︓１３名

64. 兵庫県神戸市
　 　業種︓不動産業　年商︓４１億７，０００円 　従業員数︓５０名

65. 大阪府天王寺区
　 　業種︓デザイン　年商︓２，５００万円 　従業員数︓１名

66. 大阪府大阪市
　 　業種︓不動産貸付業　年商︓2 億５，０００万円 　従業員数︓９名

56. 兵庫県神戸市
　 　業種︓不動産業　年商︓7 億円 　従業員数︓３１名
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12. 広島県広島市
　 　業種︓電気設備工事、リフォーム工事　年商︓２，０００円 　従業員数︓２名

13. 広島県広島市
　 　業種︓みそ　調理みそ製造販売　年商︓１6 億円 　従業員数︓８１名

14. 広島県広島市
　 　業種︓美容院　年商︓１億３，０００万円 　従業員数︓２１名
15. 岡山県倉敷市
　 　業種︓鉄スクラップ加工、リサイクル　年商︓５億円 　従業員数︓１７名

16. 岡山県岡山市
　 　業種︓建設業 / 電気工事業・管工事業、家電製品物品販売　年商︓６，５００万 　従業員数︓５名

17. 広島県広島市
　 　業種︓不動産業　年商︓６，０００万円 　従業員数︓１名

18. 鳥取県鳥取市
　 　業種︓建設業　年商︓２億４，０００万円 　従業員数︓９名

  7. 広島県安芸郡
　 　業種︓設備工事業　年商︓１，０００万円　従業員数︓３名

  8. 島根県大田市
　 　業種︓建設業　年商︓１０億円　従業員数︓３３名

  9. 山口県周南市
　 　業種︓水産物食品製造業　年商︓２億円　従業員数︓１６名

10. 広島県広島市
　 　業種︓小売業、賃貸業　年商︓6 億円　従業員数︓４４名

11. 山口県山口市
　 　業種︓不動産業　年商︓３，０００万　従業員数︓４名

中国ブロックの紹介案件

  1. 山口県熊毛郡
　 　業種︓建設業　年商︓２億円　従業員数︓１３名

  2. 岡山県岡山市
　 　業種︓飲食業　年商︓１０億円　従業員数︓１５０名

  3. 岡山県岡山市
　 　業種︓司法書士・土地家屋調査士　年商︓７，８００万円　従業員数︓４名

  4. 広島県福山市
　 　業種︓小売業　年商︓５億円　従業員数︓２５名

  5. 山口県周南市
　 　業種︓輸入・卸売業　年商︓４億円　従業員数︓９名

  6. 広島県福山市
　 　業種︓福祉　年商︓１億１，０００万円　従業員数︓３９名
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21. 沖縄県石垣市
　 　業種︓設備業　年商︓２億２，０００万円　従業員数︓１５名

20. 長崎県佐世保市
　 　業種︓建設業　年商︓１億円　従業員数︓６名

九州・沖縄ブロックの紹介案件 1
1. 福岡県北九州市
　 業種︓不動産業、介護サービス　年商︓２億３，０００万円 　従業員数︓４０名

2. 福岡県福岡市
　 業種︓不動産業　年商︓１，２００万円 　従業員数︓２名

3. 鹿児島県鹿児島市
　 業種︓建設業　年商︓２億円 　従業員数︓１５名

4. 宮崎島県宮崎市
　 業種︓飲食業　年商︓２億５，０００万円 　従業員数︓６０名

5. 沖縄県那覇市
　 業種︓中古建設機械・中古大型車両販売　年商︓２億円 　従業員数︓２名

6. 福岡県直方市
　 業種︓不動産管理　年商︓１２０万円 　従業員数︓１名

10. 宮崎県都城市
　 　業種︓塗装、防水工事　年商︓３，２００万円 　従業員数︓３名

11. 沖縄県浦添市
　 　業種︓自動車サービス業　年商︓２億５，０００万円 　従業員数︓３５名

12. 福岡県福岡市
　 　業種︓美容業　年商︓１，０００万円 　従業員数︓２名

13. 沖縄県石垣市
　 　業種︓システム開発・映像制作・カメラ機材販売　年商︓１，０００万円 　従業員数︓２名

14. 福岡県太宰府市
　 　業種︓建築塗装　年商︓２，０００万円 　従業員数︓２名

15. 福岡県福岡市
　 　業種︓新築住宅の企画・立案及び実施　年商︓２，０００万円 　従業員数︓１名

16. 沖縄県糸満市
　 　業種︓介護施設運営　年商︓２億５，０００万円 　従業員数︓７５名

17. 熊本県熊本市
　 　業種︓個人（相続案件）　年商︓０円 　従業員数︓０名

18. 長崎県長崎市
　 　業種︓産業廃棄物収集運搬業　年商︓７，０００万円 　従業員数︓８名

19. 福岡県福岡市
　 　業種︓運送業　年商︓４０億円 　従業員数︓２２０名

9. 鹿児島県鹿児島市
　 業種︓薬局経営及び不動産賃貸業　年商︓７，２００万円 　従業員数︓４名

7. 沖縄県那覇市
　 業種︓コンサルタント　年商︓３，５００万円 　従業員数︓７名

8. 福岡県北九州市
　 業種︓食品製造卸　年商︓約３２億５，０００万円 　従業員数︓１００名
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22. 長崎県五島市
　 　業種︓卸売業　年商︓8，０００万円　従業員数︓3 名

23. 福岡県中間市
　 　業種︓警備業　年商︓６００万円　従業員数︓１２名

24. 鹿児島県曽於市
　 　業種︓保険代理業　年商︓１，０００万円　従業員数︓１名

九州・沖縄ブロックの紹介案件２

25. 沖縄県那覇市
　 　業種︓不動産　年商︓２，０００万円 　従業員数︓１名

26. 長崎県長崎市
　 　業種︓飲食業　年商︓２億円 　従業員数︓３３名

27. 福岡県北九州市
　 　業種︓建設業、飲食業　年商︓1 億２，０００万円 　従業員数︓６名

28. 鹿児島県姶良市
　 　業種︓医療法人・社会福祉法人　年商︓７億円 　従業員数︓146 名

29. 鹿児島県いちき串木野市
　 　業種︓宿泊業　年商︓1 億５，０００万円　従業員数︓２８名

30. 沖縄県島尻郡
　 　業種︓経営コンサルタント　年商︓1，０００万円　従業員数︓１名

31. 福岡県福岡市
　 　業種︓小売業　年商︓８，０００万円　従業員数︓６名

32. 福岡県福岡市
　 　業種︓ソフトウェア開発　年商︓1 億円　従業員数︓５名
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