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事業所名 都道府県

株式会社　アースクリーン東北 宮城県

株式会社　アーティクル 北海道

アート金属工業　株式会社 長野県

アートコーポレーション　株式会社 東京都

アートコーポレーション　株式会社　東大和支店 東京都

有限会社　アートシステム 山形県

株式会社　アートデザイン建築 滋賀県

株式会社　アーネストワン　大宮営業所 埼玉県

株式会社　R&D 愛知県

株式会社　RAS 大阪府

株式会社　RSｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ工業 埼玉県

ＲＰ東プラ　株式会社 群馬県

株式会社　アーレスティ山形 山形県

株式会社　ＩＨＩ検査計測 神奈川県

株式会社　IHIターボ　新町工場 長野県

株式会社　ＩＨＩビジネスサポート 兵庫県

株式会社　ＩＨＩロジテック 東京都

株式会社　INB 東京都

株式会社　IMC 愛知県

株式会社　ｱｲｵｲ･ｼｽﾃﾑ 東京都

アイカ工業　株式会社 愛知県

株式会社　愛光 埼玉県

愛厚産業　株式会社 愛知県

愛伸興業　株式会社 愛知県

アイシン東北　株式会社 岩手県

株式会社　アイセロ 愛知県

アイセロパック　株式会社 愛知県

株式会社　アイチコーポレーション　北日本支店 宮城県

アイチテクノメタルフカウミ　株式会社 新潟県

愛知時計電機　株式会社　岡崎工場 愛知県

株式会社　愛知ヤクルト工場 愛知県

株式会社　アイテス 滋賀県

アイテック　株式会社 東京都

株式会社　アイデン 石川県

IPG　フォトニクスジャパン　株式会社 愛知県

アイベステクノ　株式会社 兵庫県

アイホン　株式会社　名古屋支店 愛知県

株式会社　アイム商会 宮城県

有限会社　姶良技建 鹿児島県

株式会社　アウトソーシングテクノロジー 京都府

株式会社　アウルコーポレーション 京都府

葵機械工業　株式会社　水口工場 滋賀県



（社）安全衛生マネジメント協会　受講事業所様一覧（2014年） 2/65 ページ

事業所名 都道府県

株式会社　葵商会 大阪府

青木環境事業　株式会社 新潟県

株式会社　アオキ商事 埼玉県

青木清掃　株式会社 埼玉県

青木マリーン　株式会社 兵庫県

青谷工業　株式会社 大阪府

株式会社　アオバヤ　あおば斎苑 福島県

青森昭和電線　株式会社 青森県

青森ユアサ電池販売　株式会社 青森県

青山機工　株式会社 埼玉県

明石機械工業　株式会社 兵庫県

株式会社　明石合銅 石川県

株式会社　アカセ木工 岡山県

赤武エンジニアリング　株式会社 静岡県

有限会社　アキバ工業 千葉県

株式会社　アキモ 栃木県

秋山精鋼　株式會社　石岡工場 茨城県

昱工業　株式会社 新潟県

株式会社　アクトリー 石川県

アクロス建販　株式会社 東京都

株式会社　アゴーラ・ホテルマネジメント堺　ホテル・アゴーラリージェンシー堺 大阪府

旭イノベックス　株式会社 北海道

株式会社　朝日印刷 青森県

旭運輸　株式会社 北海道

旭エレクトロニクス　株式会社 大阪府

旭化工　株式会社　東金工場 千葉県

朝日加工　株式会社　阪和工場 大阪府

旭化成カラーテック　株式会社 栃木県

旭硝子　株式会社 神奈川県

旭硝子　株式会社 山形県

旭工業　株式会社 愛知県

株式会社　朝日工業社 千葉県

株式会社　アサヒ製作所　横浜工場 神奈川県

朝日精密ゴム　株式会社 茨城県

旭鉄工　株式会社 愛知県

旭電気　株式会社 三重県

アサヒ電子　株式会社 福島県

朝日熱処理工業　株式会社 大阪府

アサヒビール　株式会社　吹田工場 大阪府

株式会社　アサヒファシリティズ 北海道

株式会社　旭物産　小美玉工場 茨城県

朝日物流　株式会社　整備工場 新潟県
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株式会社　朝日プリンテック 兵庫県

株式会社　朝日プリンテック阪神工場 兵庫県

株式会社　アサヒブロイラー 埼玉県

株式会社　あさ開 岩手県

アサヒロジ　株式会社　柏支店 千葉県

アサヒロジ　株式会社　東京支社　墨田支店 東京都

株式会社　浅間電工 長野県

有限会社　浅見電機製作所 東京都

株式会社　アジア運輸 神奈川県

アジア航測　株式会社 神奈川県

アジア熱処理技研　株式会社　栃木工場 栃木県

株式会社　アシスト?イー?エス 東京都

株式会社　アシスト沖縄 沖縄県

アシストテック　株式会社 千葉県

アシダ音響　株式会社 東京都

芦野工業　株式会社 山形県

味の素ファインテクノ　株式会社　活性炭事業部 神奈川県

味の素ヘルシーサプライ　株式会社　高崎事業所 群馬県

あじやエンタープライズ　株式会社 福岡県

芦屋タクシー　株式会社 兵庫県

アスカコーポレーション　株式会社 福岡県

株式会社　アステル 宮城県

アズビル金門青森　株式会社 青森県

東海運　株式会社　九州事業部 福岡県

有限会社　亜星エンジニア 福島県

株式会社　アタダマシンツール 静岡県

厚木プラスチック　株式会社　関東工場 群馬県

アット・エアコン神辺 広島県

株式会社　アツミテック 静岡県

株式会社　アデラ 埼玉県

株式会社　アドヴァンス　関川工場 新潟県

株式会社　アトックス 福井県

株式会社　アトックス 千葉県

アドバンス 東京都

アドバンストシステムズ　株式会社 東京都

アトム運輸　株式会社　北海道支店 北海道

アトラスコプコ　株式会社 宮城県

アトラスコプコ　株式会社　コンプレッサテクニークサービス事業部　名古屋営業所 愛知県

阿南自動車　株式会社 長野県

阿南電機　株式会社 大阪府

アベックファシリティーズ　株式会社 東京都

アペニンコーポレーション　株式会社　筑波工場 茨城県
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天方エンジニアリング　株式会社 静岡県

株式会社　尼﨑工作所 兵庫県

天藤製薬　株式会社 大阪府

天藤製薬　株式会社　福知山工場 京都府

アマノメンテナンスエンジニアリング　株式会社 神奈川県

株式会社アヤラ産業 栃木県

荒木産業　株式会社 大阪府

株式会社　あらた 埼玉県

株式会社　あらた　苫小牧支店 北海道

新家工業　株式会社　千葉工場 千葉県

あららぎカントリークラブ 長野県

有光工業　株式会社 大阪府

有限会社　アルカ製作所 神奈川県

アルバック・クライオ　株式会社 神奈川県

アルピコ交通　株式会社 長野県

株式会社　アルファコーポレーション　東海ブロック　沼津 静岡県

アルファテック　株式会社 千葉県

アルフレッサファーマ　株式会社 千葉県

アロン化成　株式会社　滋賀工場　製造課 滋賀県

粟納電装 静岡県

株式会社　あんしんネットなごや 愛知県

ANZEN板橋　株式会社 東京都

株式会社　アンレット 愛知県

株式会社　イー・エム・エンジニアリング 埼玉県

イースタン技研　株式会社　山形工場 山形県

飯田工業　株式会社 愛知県

飯塚ゴム工業　株式会社 福岡県

イオン　江釣子店 岩手県

イオンスーパーセンター　株式会社　イオンスーパーセンター栗原志波姫店 宮城県

イオンスーパーセンター　株式会社　一関店 岩手県

イオンスーパーセンター　鈎取店 宮城県

イオンスーパーセンター　株式会社　金ケ崎店 岩手県

イオンスーパーセンター　水沢桜屋敷店 岩手県

イオンせんげん台店 埼玉県

イオン　土山店 兵庫県

イオン北海道　株式会社 北海道

イオン盛岡南店 岩手県

イオンリテール　株式会社　イオン茨木店 大阪府

イオンリテール　株式会社　イオン葛西店 東京都

イオンリテール　株式会社　イオン川口前川店 埼玉県

イオンリテール　株式会社　イオン北小金店 千葉県

イオンリテール　株式会社　イオン洲本店 兵庫県
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イオンリテール　株式会社　イオン仙台中山店 宮城県

イオンリテール　株式会社　イオン豊川店 愛知県

イオンリテール　株式会社　イオン東大阪店 大阪府

イオンリテール　株式会社　イオン姫路店 兵庫県

イオンリテール　株式会社　イオン社店 兵庫県

イオンリテール　株式会社　イオン和田山店 兵庫県

イカリ消毒　株式会社　技術開発部 千葉県

イカリ消毒　株式会社　藤沢営業所 神奈川県

イカリ消毒　株式会社　横浜営業所 神奈川県

株式会社　池田歯車製作所 北海道

石川ガスケット　株式会社　清原工場 栃木県

株式会社　石川技研工業 北海道

石田エンジニアリング　株式会社　横浜営業所 神奈川県

石原電工 大阪府

株式会社　イシマル 福井県

いしもり電工 大阪府

株式会社　石山商店 新潟県

いすゞエンジン製造北海道　株式会社 北海道

有限会社　いすず電機工業所 茨城県

泉製紙　株式会社 愛媛県

株式会社　イズミフードマシナリ 兵庫県

イズミヤ　株式会社　淡路店 大阪府

株式会社　イズミ　ゆめタウン防府店 山口県

出雲建設　株式会社 広島県

イセ食品　株式会社　色麻液卵工場 宮城県

イセデリカ　株式会社 茨城県

イソライト建材　株式会社 石川県

株式会社　ISOWA 大阪府

一沢コンクリート工業　株式会社 岩手県

株式会社　一城 長野県

株式会社　一城海運 長野県

一場技研 埼玉県

株式会社　一善 福島県

一正蒲鉾　株式会社 北海道

一宮運輸　株式会社 愛媛県

一宮運輸　株式会社　OS部愛媛菊本 愛媛県

一若建設　株式会社 愛媛県

有限会社　一成工業所 愛知県

出野電気 京都府

出光エンジニアリング　株式会社 千葉県

出光興産　株式会社　北海道製油所 北海道

出光ユニテック　株式会社　兵庫工場 兵庫県
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株式会社　イデヤ 京都府

株式会社　伊藤運送 愛知県

株式会社　伊東園ホテルズ　伊東園ホテル熱海館 静岡県

有限会社　伊藤機工 山形県

伊藤機工　株式会社 愛知県

有限会社　伊東工業 茨城県

イトウ工業　株式会社 栃木県

株式会社　伊藤商会 長野県

伊藤ハム　株式会社　神戸工場 兵庫県

伊東マリンタウン　株式会社 静岡県

株式会社　イトーキ　中部支社 愛知県

株式会社　イトーヨーカ堂 長野県

株式会社　イトーヨーカ堂　ザ・プライス川口店 埼玉県

株式会社　イトーヨーカ堂　高砂店 東京都

イトーヨーカドー　我孫子店 千葉県

稲城レミックス　株式会社 東京都

猪苗代生コン　株式会社 福島県

イヌイ運送　株式会社 東京都

株式会社　イノアックコーポレーション 愛知県

株式会社　井上鉄工所 栃木県

井上電機　有限会社 愛知県

一般社団法人　茨木カンツリー倶楽部 大阪府

茨城グリコ　株式会社 茨城県

茨木･大成化工　株式会社 大阪府

茨城トナミ運輸　株式会社　　水海道営業所 茨城県

有限会社　揖斐川清掃 岐阜県

イビデン産業　株式会社　経営企画部　安全・ＴＩＭ・ＩＳＯ推進課 岐阜県

イビデン産業　株式会社　ロジスティクス事業部 岐阜県

株式会社　イビデン住設 岐阜県

井深電機 東京都

株式会社　イボキン 兵庫県

株式会社　今井 滋賀県

株式会社　今井工業所 新潟県

今井鉄工 京都府

今村電気化学　株式会社 東京都

入江　株式会社　大阪支店 大阪府

岩井岡谷マシナリー　株式会社 愛知県

株式会社　いわい商会 北海道

有限会社　岩泉衛生社 岩手県

有限会社　岩井製作所 千葉県

岩井の胡麻油　株式会社 神奈川県

株式会社　イワキ 愛知県
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株式会社　イワキ札幌営業所 北海道

株式会社　いわき精機FAセンター 福島県

岩城製薬　株式会社　蒲田工場 東京都

株式会社　磐城無線研究所　いわき工場 福島県

イワキ・モリタニ電工　株式会社 大阪府

株式会社　いわきユアサ 福島県

磐田化学工業　株式会社 静岡県

磐田化学工業　株式会社　大須賀工場 静岡県

岩谷産業　株式会社 兵庫県

イワタニ山陽　株式会社　岡山支店 岡山県

岩谷テクノ　株式会社　名古屋支店 愛知県

岩通新潟　株式会社 新潟県

岩通販売　株式会社　工事営業部　工事営業課 東京都

岩手缶詰　株式会社　宮古工場 岩手県

岩手罐詰　株式会社　盛岡工場 岩手県

岩手スリーエム　株式会社 岩手県

岩手東芝エレクトロニクス　株式会社 岩手県

岩手農協チキンフーズ　株式会社　県央工場 岩手県

岩手三菱自動車販売　株式会社 岩手県

株式会社　岩沼精工 宮城県

岩部建設　株式会社 愛知県

株式会社　岩間電機製作所 愛知県

株式会社　岩村鋼材　三原工場 広島県

インターナショナル・トイレツリース　株式会社 神奈川県

インターモーダルエンジニアリング　株式会社 愛知県

因の島ガス　株式会社 広島県

インリー・グリーンエナジージャパン　株式会社 東京都

株式会社　ウイル 神奈川県

ウイング　株式会社 千葉県

株式会社　植木組 宮城県

株式会社　ウエスト 新潟県

株式会社　ウエスト神姫 兵庫県

ウエダエンジニアリング　株式会社 愛知県

株式会社　上田商会 北海道

ウエットマスター　株式会社 東京都

ウエットマスター　株式会社 愛知県

株式会社　ウエノ 山形県

上村工業　株式会社 大阪府

有限会社　浮辺製茶工場 鹿児島県

ウシオライティング　株式会社　福崎事業所 兵庫県

臼杵運送　株式会社　北九州配送センター 福岡県

株式会社　内山アドバンス　横浜工場 神奈川県
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株式会社　ウッドワン　蒲郡工場 愛知県

宇部興産　株式会社 山口県

宇部興産　株式会社　技術開発研究所 山口県

宇部コンクリート工業　株式会社 大阪府

宇部流通サービス　株式会社 山口県

エア・ウォーター食品物流　株式会社 岩手県

エア・ウォーター防災　株式会社 兵庫県

エイアールブイ　株式会社 愛知県

株式会社　エイ・イー・エス 茨城県

エイエイピーシージャパン　株式会社　メルキュールホテル札幌 北海道

株式会社　エイ・エム・シィ 石川県

株式会社　エイジェック 北海道

EIZO　株式会社　総務部　安全管理課 石川県

株式会社　エイチアンドエフ 福井県

HS新潟　株式会社 新潟県

株式会社　　エイムクリエイツ 東京都

エイワ電器　株式会社 兵庫県

A.I.S　株式会社 静岡県

株式会社　エー･アンド･デイ 埼玉県

株式会社　エーエス　中部エンジニアリング部 愛知県

有限会社　エー・エムメディカル 沖縄県

株式会社　AOB慧央グループ　アルソア佐久ファクトリィ 長野県

AGCオートモーティブウィンドウシステムズ　株式会社 三重県

AGCグラスプロダクツ　株式会社 栃木県

ＡＧＣグラスプロダクツ　株式会社　横浜工場 神奈川県

AVシステムエンジニア 北海道

株式会社　エーライフ矢崎 静岡県

株式会社　エクセディ精密 岡山県

株式会社　エグチ 秋田県

株式会社　エコー電機製作所 大阪府

エコシステム秋田 秋田県

株式会社　エコストライ 兵庫県

株式会社　エコテック　前橋支店 群馬県

株式会社　エコム 静岡県

株式会社　エサキホーム 愛知県

株式会社　エスアイシステム　フローズン川崎センター 神奈川県

エスエーエム　株式会社 東京都

株式会社　エスエス精機 千葉県

エスエヌ環境テクノロジー　株式会社 大阪府

Ｓ920 静岡県

エスケー電子工業　株式会社 福島県

SWS西日本　株式会社 石川県
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株式会社　エステック 愛知県

エスペック　株式会社 栃木県

エスペック　株式会社 兵庫県

エスペック　株式会社 愛知県

株式会社　エナシステム 大阪府

エヌアイパックス　株式会社 茨城県

ＮＥＣネッツエスアイ　株式会社 東京都

ＮＥＣネッツエスアイ　株式会社 大阪府

ＮＥＣネッツエスアイ・サービス　株式会社 静岡県

ＮＥＣフィールディング　株式会社 北海道

エヌエスアドバンテック　株式会社 新潟県

NSSB奥平スチール　株式会社 大阪府

NSテックスエンジ釜石　株式会社　八戸事業所 青森県

ＮＳファーファ・ジャパン　株式会社 東京都

NOK　株式会社 茨城県

株式会社　エヌチキン 鹿児島県

ＮＴＮテクニカルサービス　株式会社 静岡県

株式会社　ＮＴＴファシリティーズ東北　福島支店 福島県

株式会社　ＮＴＴフィールドテクノ　関西支店　ビジネス推進部 大阪府

株式会社　ＮＴＴフィールドテクノ　中国支店　山口営業所 山口県

株式会社　エヌ・ティ・ティ　エムイー 群馬県

株式会社　エヌ・ティ・ワイ 大阪府

N-TEC 千葉県

エヌデック　株式会社 東京都

株式会社　エヌビーシー 埼玉県

江ノ島電鉄　株式会社 神奈川県

エバークリーン　株式会社 岩手県

荏原実業　株式会社 埼玉県

荏原商事　株式会社　関東支社 埼玉県

株式会社　荏原フィールドテック　中部工場 三重県

株式会社　エフエスユニ 広島県

株式会社　エフエスユニ 宮城県

株式会社　ＦＫ 愛知県

株式会社　エフ．シー．シー　鈴鹿工場 三重県

株式会社　エフ．シー．シー　竜洋工場 静岡県

エプソンアトミックス　株式会社 青森県

株式会社　FDKエンジニアリング 静岡県

株式会社　エムアンドエヌ 東京都

エムイーシーテクノ　株式会社　神奈川事業所 神奈川県

株式会社　エムエイエス 静岡県

MHIエアロスペースロジテム株式会社　名古屋港物流ｾﾝﾀｰ 愛知県

株式会社　MHPSコントロールシステムズ 神奈川県
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エムエス工業　株式会社　館鼻第二工場 青森県

株式会社　エム・エス・ディ 静岡県

MGCエレクトロテクノ　株式会社 福島県

株式会社　エムティサービス東日本 東京都

株式会社　エムテーシー　長岡工場 新潟県

有限会社　エムテック 東京都

株式会社　エムテック 愛知県

株式会社　エムビーエス　菊川ロジスティックスセンター 静岡県

株式会社　エム・ビー・シー　掛川事業所 静岡県

株式会社　ＬＮＳヨシダ 石川県

L物流　株式会社　山口営業所 山口県

株式会社　エルム 鹿児島県

株式会社　エレバム 東京都

株式会社　遠藤組 北海道

オイレスECO　株式会社　近江工場 滋賀県

オイレス工業　株式会社　滋賀工場 滋賀県

王子コンテナー　株式会社　東京工場 神奈川県

株式会社　王子製作所 兵庫県

近江鉄道　株式会社　鉄道部工務課電気区 滋賀県

ORS　株式会社 愛知県

株式会社　大井産業機械 静岡県

株式会社　大石工業 愛知県

大石産業　株式会社　パルプモウルド　関東工場 茨城県

大石産業　株式会社　フィルム関東工場 茨城県

大石電機工業　株式會社 東京都

株式会社　大岩マシナリー 千葉県

オーエスジー　株式会社 愛知県

有限会社　オー・エス・ピー 埼玉県

大江鉄工　有限会社 広島県

OMC　株式会社 愛知県

大垣ガス　株式会社 岐阜県

株式会社　オーカム 宮城県

大川精螺工業　株式会社　水戸工場 茨城県

オーキス・ジャパン　株式会社 愛知県

株式会社　オーケーエム 滋賀県

大阪ガス　株式会社 兵庫県

大阪ガス　株式会社 大阪府

大阪ガス　株式会社　兵庫エネルギー営業部 兵庫県

大阪精工　株式会社 大阪府

大阪精密機械　株式会社 大阪府

株式会社　大阪特殊鋼管製造所　滋賀工場 滋賀県

オージーケー技研　株式会社 大阪府
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大曽根タクシー　株式会社 茨城県

株式会社　大竹製作所 愛知県

大館プラント　株式会社 秋田県

株式会社　大谷精工 大阪府

大槻理化学　株式会社 北海道

株式会社　オーテックス 広島県

株式会社　オートテクニックジャパン 静岡県

株式会社　オーナミ 大阪府

株式会社　オーネックス　山口工場 山口県

大野ゴム工業　株式会社　遠野工場 岩手県

株式会社　大野メッキ工業所 石川県

大橋機産　株式会社 福島県

有限会社　大橋工業 福島県

大羽精研　株式会社 愛知県

株式会社　オーバル　横浜事業所 神奈川県

株式会社　大本組　東北支店 宮城県

大森精工機　株式会社 東京都

OLED青森　株式会社 青森県

岡住工業　株式会社 福岡県

岡田水産　株式会社 山口県

岡野バルブ製造　株式会社　TS部 福岡県

株式会社　岡部マイカ工業所 福岡県

オカモト　株式会社　茨城工場 茨城県

岡本工業　株式会社　塙第一工場 福島県

岡谷精立工業　株式会社 東京都

岡谷電機産業　株式会社 東京都

岡山県貨物運送　株式会社 山口県

岡山県貨物運送　株式会社 兵庫県

岡山県貨物運送　株式会社　新南陽営業所 山口県

岡山石油販売　株式会社 東京都

株式会社　小河原建設 東京都

小河原セメント工業　株式会社 茨城県

小木曽工業　株式会社 三重県

株式会社　沖縄エコ設備 沖縄県

株式会社　沖縄三和メディカル 沖縄県

沖阪産業　株式会社 沖縄県

株式会社　小楠金属工業所 静岡県

奥田建設　株式会社 宮城県

株式会社　オクテック 京都府

株式会社　オクト 東京都

奥野製薬工業　株式会社 大阪府

株式会社　小倉エンタープライズ 千葉県
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小倉工業　株式会社 愛知県

小澤商事　株式会社　袖ヶ浦宇部生コンクリート工場 千葉県

おそうじ本舗福山南店 広島県

小田急シティバス　株式会社 東京都

小田急箱根高速バス　株式会社 東京都

株式会社　おたべ 京都府

株式会社　小田原エンジニアリング 神奈川県

株式会社　オトムラ 石川県

有限会社　小沼亜鉛メッキ工業所 茨城県

株式会社　オノウエ印刷　 長野県

オノテラ製作所　株式会社 北海道

オバタ総業　株式会社　茨城砕石工場 茨城県

株式会社　オプテス　北陸工場 富山県

オムロン　株式会社 京都府

株式会社　尾山製作所 石川県

株式会社　小山田工業所　スチール事業部 岩手県

オリエクス　株式会社 長野県

オリエンタルモーター　株式会社　土浦事業所 茨城県

オリエンタルモーターテック　株式会社　能代テックカンパニー 秋田県

オリエンタルモータービジネス　株式会社 東京都

オリオン機械　株式会社 長野県

オリオン精工　株式会社　高山工場 長野県

有限会社　オンデマンド印刷 愛知県

株式会社　ガードシステム鹿児島 鹿児島県

カーレポ　株式会社 茨城県

株式会社　カーレントサービス 東京都

株式会社　改伸工業　栃木工場 栃木県

カイハラ産業　株式会社 広島県

株式会社　カインズ 宮城県

花王ロジスティクス　株式会社 神奈川県

加賀工業　株式会社　小千谷工場 新潟県

鹿児島共和コンクリート工業　株式会社　蒲生工場 鹿児島県

鹿児島くみあいチキンフーズ　株式会社　川内工場 鹿児島県

鹿島北共同発電　株式会社　エコ推進部　製造Ｇ 茨城県

鹿島建物総合管理　株式会社 東京都

鹿島道路　株式会社　関東支店 埼玉県

鹿島道路　株式会社　埼玉営業所 埼玉県

鹿島道路　株式会社　栃木合材製造所 栃木県

株式会社　加島屋　亀田工場 新潟県

株式会社　カシワバラコーポレーション 神奈川県

株式会社　片岡製作所 京都府

有限会社　片倉商店 宮城県
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葛飾製罐　株式会社 茨城県

鹿角広域行政組合　消防署小坂分署 秋田県

株式会社　勝馬 大阪府

株式会社　カナエフーズ春日井工場 愛知県

株式会社　金岡物産圃 岡山県

株式会社　神奈川ナブコ 神奈川県

株式会社　金沢村田製作所　仙台工場 宮城県

株式会社　金菱エンジニアリング 愛知県

株式会社　カナモト　五所川原営業所 青森県

金森藤平商事　株式会社 愛知県

株式会社　可児ゴルフ倶楽部　美濃ゴルフ場 岐阜県

株式会社　カネカ 兵庫県

カネ幸　株式会社 愛知県

兼工業　株式会社 愛知県

株式会社　カネコ運輸 愛知県

金子産業　株式会社 神奈川県

株式会社　カネタ 大阪府

金秀アルミ工業　株式会社 沖縄県

株式会社　釜清製作所 茨城県

株式会社　上組　大阪支店 大阪府

株式会社　カムス　長野営業所 長野県

カメイ　株式会社 宮城県

カメイ　株式会社　グリーンマート　桂店 宮城県

カメイ物流サービス　株式会社　石巻営業所　 宮城県

加茂川啓明電機　株式会社 大阪府

加茂精工　株式会社 愛知県

株式会社　華陽電機工業所 千葉県

カワイローラ　株式会社 福井県

川岸工業　株式会社　筑波工場 茨城県

株式会社　川金コアテック　茨城工場 茨城県

株式会社　KAWASAKI 福井県

株式会社　川島製作所 福島県

川重マリンエンジニアリング　株式会社 兵庫県

株式会社　カワタ 兵庫県

株式会社　カワタキコーポレーション 京都府

株式会社　カワタテクノサービス 大阪府

河田フェザー　株式会社 三重県

河長樹脂工業　株式会社　北陸工場 石川県

河津建設　株式会社 静岡県

株式会社　川徳 岩手県

川村義肢　株式会社　東京本社 東京都

株式会社　川本製作所 宮城県
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有限会社　環境機材 岩手県

環境計測　株式会社 神奈川県

株式会社　環境施設 宮城県

観光第一交通　株式会社 宮城県

関西エックス線　株式会社 岡山県

関西セイキ工業　株式会社 大阪府

関西電気冶金工業　株式会社　滋賀工場 滋賀県

神崎電設　株式会社 兵庫県

株式会社　ガンシン 山口県

株式会社　管製作所 山形県

関東伊丹電機　株式会社 栃木県

関東運輸　株式会社 宮城県

株式会社　関東オークラ 静岡県

カントウ機材　株式会社 千葉県

関東興産　株式会社　東富士事業所 静岡県

関東西濃運輸　株式会社　東松山支店 埼玉県

株式会社　関東東急イン渋谷エクセルホテル東急 東京都

関東農政局土地改良技術事務所 埼玉県

上林鑿泉工業　株式会社 京都府

株式会社　神菱 兵庫県

かんぽの宿　寄居 埼玉県

カンロ　株式会社　朝日工場 長野県

株式会社　ギオンリサイクル 神奈川県

汽罐化学工業　株式会社 大阪府

汽罐部品製造　株式会社 大阪府

株式会社　桔梗精機 長野県

株式会社　キクチ 東京都

株式会社　菊池製作所 東京都

菊地プレス　株式会社 東京都

株式会社　キクモク 福島県

有限会社　ぎけんサービス 東京都

株式会社　吉舎鉄工所 広島県

岸田電気工業 千葉県

株式会社　KIZUNA 福島県

株式会社　キタカミデリカ 岩手県

株式会社　北関東工業 栃木県

北九州空調　株式会社 大阪府

北九州空調　株式会社 東京都

株式会社　気谷 石川県

北日本電線サービス　株式会社 宮城県

木田バルブ・ボール　株式会社 大阪府

北見市廃棄物処理場 北海道
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有限会社　キタミ防災 千葉県

キッコーマンソイフーズ　株式会社　埼玉工場 埼玉県

株式会社　キット 埼玉県

城戸運送　有限会社 愛媛県

株式会社　木戸食品 青森県

株式会社　木戸電設 兵庫県

木下製網　株式会社 愛知県

岐阜精工　株式会社 岐阜県

木部建設　株式会社　東京支店 東京都

木村化工機　株式会社 兵庫県

木村産業 広島県

有限会社　木村設計事務所 愛知県

木村電機工業　株式会社 東京都

キムラユニティー　株式会社 愛知県

株式会社　きもと 三重県

株式会社　キャリアバンク 長野県

九州昭和産業　株式会社　志布志工場 鹿児島県

九州鉄道機器製造　株式会社 福岡県

九州名鉄運輸　株式会社 長崎県

九州名鉄運輸　株式会社　福岡東支店　 福岡県

九州メタル産業　株式会社 福岡県

九州旅客鉄道　株式会社　唐津鉄道事業部本所（企画） 佐賀県

九昭電設工業　株式会社 福岡県

キューピー醸造　　株式会社　五霞工場 茨城県

協栄工業　株式会社 埼玉県

共栄樹脂　株式会社　福井工場 福井県

共栄製茶　株式会社　宇治東山工場 京都府

共栄フード　株式会社　東北工場 岩手県

株式会社　共英メソナ　山口営業所 山口県

協栄流通　株式会社 埼玉県

株式会社　京三製作所　九州支店 福岡県

株式会社　協親交通 大阪府

有限会社　共信電気工事 東京都

株式会社　共伸電機製作所 兵庫県

京セラ　株式会社 鹿児島県

京セラコネクタプロダクツ　株式会社　岡谷事業所 長野県

京セラ　株式会社　滋賀八日市工場 滋賀県

京セラドキュメントソリューションズ　株式会社　玉城工場 三重県

共同産業　株式会社 山口県

協同電気　株式会社 神奈川県

共同ネットワーク　株式会社　名古屋支店 愛知県

協同油脂　株式会社　笠岡工場 岡山県
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京都工芸繊維大学　KYOTO　Design　Lab. 京都府

株式会社　京都スペーサー 大阪府

京都帝酸　株式会社 京都府

京都電測　株式会社 京都府

株式会社　京都生コン 京都府

京都薬品工業　株式会社 京都府

共立医科機器　株式会社　 岩手県

共立運輸　株式会社 静岡県

協立情報通信　株式会社 東京都

株式会社　協和エクシオ 神奈川県

株式会社　協和エクシオ 北海道

協和エンジニアリング　株式会社 山口県

株式会社　共和キカイ 石川県

協和工業　株式会社 新潟県

協和工業　株式会社 埼玉県

共和合成　株式会社　武蔵工場 埼玉県

共和コンクリート工業　株式会社　技術研究所 北海道

共和産業　株式会社 石川県

株式会社　協和製作所 栃木県

協和　株式会社　筑波工場 茨城県

協和テクノロジィズ　株式会社 滋賀県

株式会社　共和電業　福岡営業所 福岡県

キョーリン製薬グループ工場　株式会社　設備技術部　設備技術課 滋賀県

旭栄研磨加工　株式会社 東京都

極東開発工業　株式会社　三木工場 兵庫県

極東開発パーキング　株式会社 兵庫県

極東高分子　株式会社 北海道

株式会社　極東精機 愛知県

旭東ダイカスト　株式会社 神奈川県

旭平硝子加工　株式会社 山形県

株式会社　漁連石油 山口県

キリンビール　株式会社　神戸工場 兵庫県

キリンビバレッジ　株式会社　湘南工場 神奈川県

近畿環境サービス　株式会社 大阪府

キンキテック　株式会社 京都府

近畿リフト　株式会社 京都府

金印わさび　株式会社 愛知県

金星工業　株式会社　幸田工場 愛知県

株式会社　銀星交通 兵庫県

近代化学　株式会社 神奈川県

有限会社　葛巻生コン 岩手県

株式会社　クボタ 大阪府
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クボタ環境サービス　株式会社 兵庫県

クボタ環境サービス　株式会社　大阪南ＧＯＳ事業所 大阪府

クボタ環境サービス　株式会社　流杉事業所 富山県

クボタ貿易　株式会社　亀岡工場 京都府

クマノ厨房工業　株式会社 東京都

熊本医療ガス　株式会社 熊本県

クマリフト　株式会社 兵庫県

クミアイ化学工業　株式会社　小牛田工場 宮城県

株式会社　クラウンプランニング 千葉県

クラシエフーズ　株式会社 京都府

倉敷紡績　　株式会社 愛知県

グランイースト　株式会社 東京都

株式会社　グランドクリエイト 大阪府

グリーソン　サイクニ　株式会社 新潟県

株式会社　クリーンコーポレーション 北海道

クリーンサービス　株式会社 岩手県

株式会社　グリーンシステム 山形県

株式会社　クリエイティブ 静岡県

栗田工業　株式会社 滋賀県

株式会社　クリタス　浦河事業所 北海道

株式会社　クリタテクノ 愛知県

栗原工業　株式会社　中国支店 広島県

株式会社　クリハラント泊作業所 北海道

株式会社　栗本鐵工所 大阪府

株式会社　栗山米菓　新発田工場 新潟県

株式会社　グルメデリカ　九州工場 佐賀県

グレインマシナリー東日本　株式会社 岩手県

呉共同機工　株式会社 福岡県

株式会社　クレハ　樹脂加工事業所 茨城県

株式会社　黒澤フィルムスタジオ 神奈川県

株式会社　黒田工業　ひゅうがリサイクルセンター 宮崎県

黒田精工　株式会社　富津工場 千葉県

クロダニューマティクス　株式会社 千葉県

株式会社　ｸﾞﾛｯﾌﾟ 岡山県

株式会社　黒羽ニコン 栃木県

グンゼ　株式会社　守山工場 滋賀県

株式会社　ケイアイワールド 愛知県

株式会社　ケイ・エス・ケイ　北九州事業所 福岡県

京急中央交通　株式会社 神奈川県

株式会社　ケイ・システム 千葉県

株式会社　慧心産業 静岡県

計装システム　株式会社 茨城県
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株式会社　恵南電機 愛知県

有限会社　ケイワールド 青森県

恵和　株式会社　ＡＴＵ 滋賀県

株式会社　ケーアイエンジニア 福島県

株式会社　KIテクノサポート 福岡県

株式会社　K&M 滋賀県

株式会社　ケー・エキスプレス 兵庫県

株式会社　KCSS 岐阜県

株式会社　KCM 兵庫県

ケーツーモデリング　株式会社 福島県

有限会社　K.D.S 愛知県

ケーテック　株式会社 静岡県

株式会社　ケーヒン 宮城県

株式会社　ケーヒン　鈴鹿工場 三重県

株式会社　ケーヒン宮城第一製作所 宮城県

KYB　株式会社 神奈川県

有限会社　K.Y.LAND 宮城県

K-1プランニング 大阪府

株式会社　気仙沼商会 宮城県

気仙沼ほてい　株式会社 宮城県

株式会社　ケディカ 宮城県

有限会社　ケンシステム 北海道

県水通商　株式会社 神奈川県

県南交通　株式会社 埼玉県

興亜第一交通　株式会社　白石営業所 北海道

興亜電機　株式会社 大阪府

恒栄通建　株式会社 東京都

興栄通信工業　株式会社 岩手県

一般財団法人公園財団　越後公園管理センター 新潟県

甲賀バラス　株式会社 滋賀県

虹技　株式会社 兵庫県

株式会社　興国ゴム技術研究所 埼玉県

株式会社　高坂商会 長野県

高周波熱錬　株式会社 兵庫県

高周波熱錬　株式会社　湘南事業所 神奈川県

工場電気サポート 愛知県

株式会社　廣伸 山口県

興進産業　株式会社　向島工場 広島県

株式会社　広仁社 東京都

光正　株式会社 新潟県

光星技研　株式会社 大阪府

髙速タクシー　株式会社 京都府
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神津精機　株式会社 神奈川県

株式会社　廣電 大阪府

宏電工 兵庫県

株式会社　向電社 埼玉県

合同酒精　株式会社　フードサービス事業部 茨城県

鴻池運輸　株式会社 北海道

鴻池運輸　株式会社　関東中央支店　京葉営業所 千葉県

鴻池運輸　株式会社　武蔵野営業所 東京都

有限会社　幸福の寿し本舗 青森県

有限会社　光豊 北海道

株式会社　港北電機 神奈川県

有限会社　港北ホイストサービス 神奈川県

光明タクシー　株式会社 福岡県

株式会社　光洋 大阪府

株式会社　高陽運輸 千葉県

光洋機械産業　株式会社 兵庫県

弘洋電子機器　株式会社 千葉県

株式会社　興和 新潟県

興和工業　株式会社 愛知県

株式会社　弘和通商 北海道

光和防災　株式会社 石川県

有限会社　港和防災設備 千葉県

ＫＯＡ　株式会社 長野県

株式会社　コーエイテクノサービス 東京都

有限会社　コールドサービス福島 福島県

有限会社　ゴールド農園 青森県

コーワテック　株式会社 神奈川県

古河AS　株式会社 滋賀県

有限会社　古賀工業 大阪府

コカ・コーラウエストプロダクツ　株式会社　えびの工場 宮崎県

古河電気工業　株式会社 千葉県

古河電工産業電線　株式会社　栃木工場 栃木県

古河電工産業電線　株式会社　北陸工場 石川県

株式会社　コカブ 兵庫県

株式会社　コクカ 愛知県

国際環境ソリューションズ　株式会社 東京都

国際環境ソリューションズ　株式会社　中部事務所 愛知県

株式会社　国際興業大阪　明石営業所 兵庫県

株式会社　国際興業大阪　神戸支店 兵庫県

国際自動車　株式会社 東京都

国際自動車　株式会社　城西 東京都

国際通信企画　株式会社 神奈川県
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国際農機　株式会社 北海道

国策ブロック　株式会社 東京都

国産部品工業　株式会社 京都府

九重化成　株式会社 岐阜県

越井木材工業　株式会社 大阪府

五島海運　株式会社 兵庫県

小島金属工業　株式会社 奈良県

株式会社　五島電機工業 愛知県

五條製紙　株式会社 静岡県

コスミック工業　株式会社 広島県

株式会社　コスメティック・アイーダ 宮城県

湖東興産　株式会社 滋賀県

有限会社　コトウテクノ 滋賀県

琴崎産業　株式会社 山口県

株式会社　寿製綱所 大阪府

寿堂紙製品工業　株式会社　芳賀工場 栃木県

株式会社　ことぶき　東日本工場 福島県

小林運輸倉庫　株式会社 福岡県

株式会社　コパル・エヌ・ダブリュー 愛知県

コマツ建機販売　株式会社 神奈川県

小松シヤリング　株式会社　能美工場 石川県

株式会社　小松電業所 石川県

コムシスモバイル　株式会社 宮城県

コムターズ　株式会社 大阪府

株式会社　コムレイド 石川県

コメックス　株式会社 埼玉県

コモライフ　株式会社 大阪府

株式会社　コヤマ 長野県

株式会社　五洋電子　仙台工場 宮城県

コロナキャットボウル金沢店 石川県

株式会社　古湧園 愛媛県

株式会社　近藤電機 愛知県

株式会社　近藤溶工 大阪府

株式会社　サーモテック 大阪府

株式会社　沙維 京都府

株式会社　サイキ 大阪府

彩光電設 埼玉県

株式会社　最上インクス 京都府

再処理機器　株式会社 青森県

さいたまゴルフクラブ 埼玉県

埼玉西濃運輸　株式会社 埼玉県

埼玉八潮運輸　株式会社 埼玉県
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サイデック　株式会社 宮城県

株式会社　サイテックス 千葉県

幸電機製作所 千葉県

サウスエナジー 沖縄県

酒井化学工業　株式会社 福井県

株式会社　サカイ引越センター 愛媛県

株式会社　サカイ引越センター　宮崎支社 宮崎県

株式会社　サカイ引越センター　山口支社 山口県

株式会社　堺リサイクルセンター 大阪府

サカエ運輸　有限会社 静岡県

サカエ理研工業　株式会社　大口工場 愛知県

株式会社　阪上製作所　青森工場 青森県

有限会社　坂上電気設備 大阪府

株式会社　坂元電気 東京都

有限会社　桜井工業 茨城県

サクラ工業　株式会社 静岡県

株式会社　さくら野百貨店　北上店 岩手県

有限会社　佐々木スチール工業 福島県

有限会社　佐々木電気 埼玉県

株式会社　ササクラ 大阪府

株式会社　ザックス 青森県

札新電気工業　株式会社 北海道

札幌観光バス　株式会社 北海道

札幌交通　株式会社 北海道

札幌新聞輸送　株式会社 北海道

株式会社　札幌セーコー 北海道

佐藤農機鋳造　株式会社　農機事業所 広島県

株式会社　サトー精工 山形県

株式会社　サニックス 東京都

サノシステム 静岡県

ザ・ビッグエクスプレス　仙台駅東店 宮城県

ザ・ビッグ　信濃大町店 長野県

ザ・ビッグ　山形店 長野県

株式会社　ザ・マンハッタン 千葉県

株式会社　SUMCO　米沢工場 山形県

株式会社　サムソン 東京都

株式会社　サラインテリアシステム 東京都

サラダクラブ　五霞工場 茨城県

沢井製薬　株式会社　第二九州工場 福岡県

サワダ精密　株式会社 兵庫県

有限会社　佐和電設 宮城県

三愛プラント工業　株式会社 千葉県
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三愛ロジスティクス　株式会社 宮城県

株式会社　三栄建設 大阪府

株式会社　サンエイ食品 福島県

山栄食品　株式会社　福島工場 福島県

株式会社　サンエイテック 千葉県

サンエイ糖化　株式会社 愛知県

サンエイ糖化　株式会社 愛知県

三栄レギュレーター　株式会社 静岡県

三栄レギュレーター　株式会社　東京工場 神奈川県

サンエス護謨工業　株式会社 滋賀県

株式会社　サンエツ 東京都

有限会社　サンエテック 千葉県

株式会社　三枝協 宮城県

三機工業　株式会社　中部支社 愛知県

株式会社　三葵コーポレーション 愛知県

株式会社　三久 大阪府

株式会社　三協運輸サービス 埼玉県

三協立山　株式会社　タテヤマアドバンス社　横浜工場 神奈川県

株式会社　三共田中 東京都

株式会社　サンキョウ・ロジ・アソシエート 宮城県

サンキョーミート　株式会社　有明ミート工場 鹿児島県

株式会社　サンクメタル　社工場 兵庫県

サンケイ化学　株式会社　鹿児島工場 鹿児島県

株式会社　サンゲツ 兵庫県

株式会社　サンゲツ 東京都

株式会社　サンゲツ 愛知県

株式会社　サンゲツ　札幌店 北海道

株式会社　サンゲツ　北海道支社 北海道

株式会社　サンケミ 北海道

三建設備工業　株式会社 神奈川県

三光化成　株式会社　 福島県

三光化成　株式会社　弘前工場 青森県

三幸金属　株式会社 奈良県

三光合成　株式会社　　滋賀工場 滋賀県

株式会社　三興社 大阪府

株式会社　三光製作所 石川県

株式会社　三光電子工業 東京都

有限会社　三晃ビルサービスセンター 青森県

サンゴバン　株式会社 千葉県

株式会社　三五三重 三重県

株式会社　サンサークル 静岡県

株式会社　三社電機製作所 大阪府
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株式会社　三社電機製作所　滋賀工場 滋賀県

三州エッグ　株式会社 静岡県

三州食品　株式会社 愛知県

三粧化研　株式会社 大阪府

三條金属　株式会社 新潟県

株式会社　サンスイ 兵庫県

三精テクノロジーズ　株式会社　神戸事業所 兵庫県

株式会社　サンテック 福岡県

株式会社　サンテック 大阪府

株式会社　サンデリカ　広島事業所 広島県

サン電子工業　株式会社 山口県

三徳運輸　株式会社 茨城県

サントクテック　株式会社 兵庫県

有限会社　サント電業 山形県

サントリー酒類　株式会社　武蔵野ビール工場 東京都

株式会社　山内観光振興公社 秋田県

有限会社　三南合金工業所 宮城県

株式会社　山王　鈴川工場 神奈川県

株式会社　三峰システム開発 愛知県

三宝電機　株式会社　東京支店 東京都

株式会社　サンメカニック 愛知県

株式会社　サンメック 茨城県

株式会社　サンメディカル技術研究所 長野県

三友プラントサービス　株式会社 千葉県

株式会社　サンユテクノスプラントエンジニアズ 東京都

三陽建設工業　株式会社 北海道

株式会社　山陽マルナカ　雄町店 岡山県

株式会社　山陽マルナカ　新倉敷店 岡山県

株式会社　山陽マルナカ　中島店 岡山県

株式会社　山陽マルナカ　西宮店 兵庫県

株式会社　山陽マルナカ　穂浪店 岡山県

サンヨーコンサルタント　株式会社 山口県

株式会社　サンヨーソーイング 青森県

三陸運送株式会社 新潟県

三立産業　株式会社 愛知県

サンリット工業　株式会社 山形県

株式会社　サンリブ 東京都

株式会社　サンロックオーヨド　播磨工場 兵庫県

三輪運輸工業　株式会社 兵庫県

三和缶詰　株式会社 山形県

三和産業　株式会社 滋賀県

産和自動車　株式会社 神奈川県
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シーアイ化成　株式会社　滋賀工場 滋賀県

GEヘルスケア・ジャパン　株式会社 埼玉県

GEヘルスケア・ジャパン　株式会社　福岡支店 福岡県

GAC　株式会社 長野県

株式会社　GSユアサ 京都府

株式会社　シーエックスカーゴ 千葉県

株式会社　G.Mエンジニアリングサプライズ 大阪府

シー・ケィ・ケー　株式会社 山口県

株式会社　ジーシー 東京都

株式会社　シーテック 静岡県

株式会社　シープランニング 東京都

株式会社　ジェイアール西日本福岡メンテック 福岡県

株式会社　ジェイオーシー羽生 埼玉県

ジェイ・ケー・エンジニアリング株式会社 神奈川県

ジェイティエンジニアリング　株式会社 東京都

株式会社　ジェイデバイス 宮城県

JRAファシリティーズ　株式会社 東京都

JR九州メンテナンス　株式会社　福岡事業所 福岡県

ＪＲ千葉鉄道サービス　株式会社 千葉県

JR長野鉄道サービス　株式会社 長野県

JR東日本メカトロニクス　株式会社 東京都

有限会社　JESエンジニアリング 東京都

JAえひめ物流　株式会社 愛媛県

ＪＡ共済ビジネスサポート　株式会社 東京都

株式会社　ジェー・エー・シー 宮城県

JXエンジニアリング　株式会社 千葉県

JX日鉱日石エルエヌジー・サービス　株式会社 青森県

JFE建材　株式会社　神戸工場 兵庫県

JFE電制　株式会社 千葉県

JFEミネラル　株式会社 千葉県

JFEミネラル　株式会社 岡山県

JCRファーマ　株式会社　室谷東棟 兵庫県

株式会社　ジェー・ピー・イー 長野県

株式会社　ＪＢイレブン 愛知県

JBサービス　株式会社 東京都

JBサービス　株式会社 愛知県

JBサービス　株式会社　ｻｰﾋﾞｽ事業部　西日本ｻｰﾋﾞｽ本部　第一ｶｽﾀﾏｻｰﾋﾞｽ部　新大阪事業部　大阪府

JPC　株式会社 新潟県

株式会社　JPハイテック　中部事業所 愛知県

株式会社　ジェスクホリウチ 新潟県

株式会社　ジェットシステム 東京都

株式会社　ジェットシステム 大阪府
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株式会社　ジェピック　東京店 東京都

株式会社　ジェミニオート勝美　自動車整備工場 宮城県

塩沢リネンサプライ　株式会社 新潟県

株式会社　シオデ 広島県

ジオマテック　株式会社　赤穂工場 兵庫県

株式会社　シガ技研 滋賀県

敷島製パン　株式会社　大阪豊中工場 大阪府

シグマトロン　株式会社 神奈川県

シグマトロン　株式会社 千葉県

シゲヤマ電装 静岡県

株式会社　シコウ 石川県

四国医療サービス　株式会社 愛媛県

四国化工機　株式会社　富士小山食品工場 静岡県

株式会社　四国メッキ 愛媛県

有限会社　宍倉電機 茨城県

四條畷市上下水道局 大阪府

静岡運送　株式会社 静岡県

静岡製機　株式会社 静岡県

システムアーツ　株式会社 東京都

株式会社　システムズ 東京都

株式会社　システムズ 宮城県

有限会社　システム電設 岐阜県

シスメックスビジネスサポート　株式会社 兵庫県

シチズン時計鹿児島　株式会社 鹿児島県

シチズン時計マニュファクチャリング　株式会社 埼玉県

有限会社　七福運送 福岡県

品川ゼネラルサービス　株式会社　西日本事業所 岡山県

株式会社　信濃屋食品 東京都

篠崎運輸　株式会社 埼玉県

シノハラ防災　株式会社 東京都

芝浦シヤリング　株式会社 千葉県

株式会社　芝岡産業 広島県

株式会社　シバサキ 東京都

株式会社　シバサキ製作所 埼玉県

志摩環境事業　協業組合 三重県

島崎電設　有限会社 静岡県

株式会社　島津テクノリサーチ 京都府

株式会社　シマブンコーポレーション 兵庫県

清水運輸　株式会社　本社営業部 埼玉県

シミズ工業　株式会社 愛知県

清水樹脂　株式会社　滋賀工場 滋賀県

清水商事　株式会社 長野県
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株式会社　シミズシンテック　システムセンター 石川県

清水デンキサービス 埼玉県

株式会社　シミズ・ビルライフケア 東京都

株式会社　シミズ・ビルライフケア九州 福岡県

株式会社　下田東急ホテル 静岡県

下関通運　株式会社 山口県

シモハナ物流　株式会社　愛媛営業所 愛媛県

下村特殊精工　株式会社 千葉県

シモンズ　株式会社　富士小山工場 静岡県

株式会社　ジャストオートリーシング　川崎サービス部 神奈川県

鯱第一交通　株式会社 愛知県

株式会社　ジャパネットたかた 愛知県

株式会社　ジャパンカーゴ 埼玉県

株式会社　ジャパンカーゴ　多摩営業所 東京都

株式会社　ジャパンシステムサービス 大阪府

株式会社　ジャペックスパイプライン 山形県

株式会社　ジャペックスパイプライン　長岡管理所 新潟県

重環オペレーション　株式会社 神奈川県

株式会社　ジュークス 宮城県

株式会社　十文字チキンカンパニー　二戸工場 岩手県

秀和産業　株式会社 千葉県

株式会社　首都圏物流 兵庫県

株式会社　首都圏物流（新潟センター） 新潟県

株式会社　ジュリアン　みどりの郷 岩手県

春雪さぶーる　株式会社　早来工場 北海道

駿和物流　株式会社 福岡県

ジョイ稲穂店 北海道

SHOEI 京都府

株式会社　勝栄機工 佐賀県

昭栄工業　株式会社 愛知県

正栄住宅 石川県

昭栄通信工業　株式会社 大阪府

株式会社　正栄デリシィ　筑西工場 茨城県

定光寺カントリークラブ 愛知県

株式会社　ジョウセイシステム 大阪府

昭石エンジニアリング　株式会社 大阪府

有限会社　正電工事 千葉県

常南通運　株式会社 千葉県

有限会社　松南電機 福島県

常野産業　株式会社 栃木県

株式会社　消防社 大阪府

昭和アルミニウム缶　株式会社　彦根工場 滋賀県
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昭和化成工業　株式会社 埼玉県

昭和機器工業　株式会社 埼玉県

株式会社　松和工業 大阪府

昭和ゴム工業　株式会社 千葉県

昭和産業　株式会社 茨城県

有限会社　正和テクノ 千葉県

昭和電工アルミ販売　株式会社 大阪府

昭和電工ガスプロダクツ　株式会社　四日市工場 三重県

昭和電工セラミックス　株式会社　塩尻工場 長野県

昭和電工　株式会社　秩父事業所 埼玉県

昭和プロダクツ　株式会社 栃木県

昭和薬品化工　株式会社　多摩川工場 神奈川県

株式会社　白谷運輸 福岡県

ジラフ情報サービス　株式会社 大阪府

シロキ工業　株式会社 神奈川県

株式会社　白松がモナカ本舗 宮城県

株式会社　城山 兵庫県

株式会社　シ・ワールド 神奈川県

志和貨物自動車　株式会社 広島県

しんあいサービス　株式会社 埼玉県

新旭電子工業　株式会社 滋賀県

新池田タクシー　株式会社 大阪府

新栄検査機器　株式会社 大阪府

新大阪江坂東急イン 大阪府

新川電機　株式会社 広島県

新関西衣料サービス　株式会社 兵庫県

神姫グリーンバス　株式会社 兵庫県

株式会社　シンク 青森県

眞工金属　株式会社　平生工場 山口県

株式会社　新光工業 大阪府

新光産業　株式会社　機械事業部　東工場 山口県

神鋼大安総合サービス　株式会社 三重県

有限会社　信光電気製作所 埼玉県

新光電子　株式会社 茨城県

神鋼特殊鋼管株式会社 山口県

信光陸運　株式会社 愛知県

新コスモス電機メンテナンス　株式会社 東京都

信州健康ランド 長野県

株式会社　シンシロケーブル 愛知県

新星工業　株式会社 愛知県

株式会社　新星工業社 広島県

有限会社　新成テック 滋賀県
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有限会社　新生電気工業 千葉県

新雪交通　株式会社 北海道

株式会社　シンダイ 兵庫県

臣電工 静岡県

新東運輸　株式会社 宮城県

株式会社　シンドウ環境センター 千葉県

滲透工業　株式会社　姫路工場 兵庫県

新東総業　株式会社 宮城県

株式会社　清永宇蔵商店 熊本県

株式会社　新鉛温泉 岩手県

信南交通　株式会社 長野県

新日本空調　株式会社　東北支店 宮城県

新日本商事　株式会社 宮城県

新日本テクノ　有限会社 千葉県

新日本無線　株式会社 埼玉県

株式会社　シンマルエンタープライゼス 大阪府

新明和工業　株式会社 兵庫県

新菱工業　株式会社 東京都

新和工業　株式会社　名古屋営業所 愛知県

伸和交通　株式会社 愛知県

進和テック　株式会社 東京都

有限会社　伸和トラスト　横浜営業所 神奈川県

株式会社　進和　メンテックセンター　名古屋工場 愛知県

株式会社　水郷物流サービス 茨城県

水道機工　株式会社 東京都

瑞菱電機　株式会社 愛知県

スカイフィルム　株式会社　福島第二工場 福島県

株式会社　スガサワ 山形県

株式会社　スガテック　関東支店 茨城県

株式会社　杉浦製作所 愛知県

株式会社　スギノマシン 富山県

株式会社　スギノメカニック 愛知県

杉村運輸　株式会社 大阪府

株式会社　杉森サービス 青森県

鈴浅エンヂニアリング　株式会社 群馬県

株式会社　鈴木工務店 広島県

株式会社　鈴木自動車修理工場 静岡県

株式会社　鈴木商館 東京都

株式会社　鈴木精機 愛知県

鈴木電気 愛知県

鈴木弁工業　株式会社 神奈川県

株式会社　スズデン 山形県
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株式会社　鈴電エンジニア 福島県

鈴東　株式会社　千葉資材センター 千葉県

鈴東　株式会社　光町工場 千葉県

鈴茂器工　株式会社 大阪府

株式会社　スター精機 大阪府

株式会社　スター精機 愛知県

スターハイヤー　株式会社 兵庫県

ステージシステム　株式会社 東京都

有限会社　ステルス 神奈川県

株式会社　ストーク 静岡県

スパイバー　株式会社 山形県

有限会社　スプリング 兵庫県

スプリングエイトサービス　株式会社 兵庫県

スポーツオーソリティ　岡崎店 愛知県

住重環境エンジニアリング　株式会社 大阪府

住重環境エンジニアリング　株式会社 東京都

住商鋼管　株式会社 大阪府

住電装プラテック　株式会社 静岡県

住友大阪セメント　株式会社　栃木工場 栃木県

住友金属鉱山　株式会社　青梅事業所　設備技術部 東京都

住友金属鉱山シポレックス　株式会社　栃木工場 栃木県

住友ゴム工業　株式会社 兵庫県

住友ゴム工業　株式会社　名古屋工場 愛知県

住友重機械搬送システム　株式会社 愛知県

住友重機械モダン　株式会社 神奈川県

住友電工プリントサーキット　株式会社 滋賀県

株式会社　スリーエス・サンキュウ　関東事業本部　CVS事業部　AC営業部　川越定温センター埼玉県

西遠消防機具　株式会社 静岡県

生化学工業　株式会社　高萩工場 茨城県

株式会社　精機エンジニアリング 静岡県

正起金属加工　株式會社 愛知県

世紀工業　株式会社　大宮営業所 埼玉県

世紀東急工業　株式会社 東京都

株式会社　セイクン 愛知県

株式会社　セイケイ 栃木県

株式会社　清月記 宮城県

生興　株式會社　東京支店 東京都

セイコーエプソン　株式会社 長野県

有限会社　正信工業 東京都

株式会社　誠電 山形県

西濃運輸　株式会社　西広島支店 広島県

株式会社　セイビ堂 茨城県
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株式会社　セイブ 東京都

西部ガスエネルギー　株式会社 福岡県

株式会社　セイブ工業 愛知県

西武酪農乳業　株式会社 埼玉県

株式会社　せいよう 千葉県

株式会社　青巒荘 神奈川県

株式会社　青和 東京都

政和自動車　株式会社 東京都

成和商事　株式会社 神奈川県

有限会社　セーフティ 神奈川県

瀬尾高圧工業　株式会社 大阪府

関口電気 埼玉県

株式会社　せき　埼玉営業所 埼玉県

積水化学工業　株式会社 京都府

セキスイハイム近畿　株式会社 大阪府

セキスイハイム東海　株式会社 静岡県

セキスイファミエス九州　中央支社　福岡支店 福岡県

積和建設北陸　株式会社 石川県

株式会社　セッタ 岐阜県

セッツカートン　株式会社　越前工場 福井県

瀬戸内運輸　株式会社 愛媛県

有限会社　瀬戸内技研 兵庫県

ゼブラ　株式会社 東京都

株式会社　CEM 石川県

セラテックジャパン　株式会社 長野県

株式会社　セリオテック 長野県

泉海商運　株式会社　宮崎営業所 宮崎県

センコー　株式会社 大阪府

センコー　株式会社　神奈川支店　東扇島ＰＤセンター　第一倉庫 神奈川県

先生精機　株式会社 静岡県

仙台アスコン　株式会社 宮城県

仙台砕石　株式会社 宮城県

セントラルエンジニアリング　株式会社 山口県

セントラル硝子　株式会社 埼玉県

セントラルメディアサービス　株式会社　関西支店 大阪府

株式会社　セントラルユニ 福岡県

仙波糖化工業　株式会社　真岡第二工場 栃木県

株式会社　ソイルテクニカ 東京都

株式会社　相武システム 東京都

総和興業　株式会社 福島県

総和産業　株式会社 埼玉県

株式会社　十河サービス　埼玉営業所 埼玉県
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株式会社　そごう西武　西部春日部店 埼玉県

ソニック　株式会社 長野県

株式会社　ソネック 兵庫県

ソフトバンクテレコム　株式会社 宮城県

有限会社　ソリッド 愛知県

ソレキア　株式会社 群馬県

ダイアボンド工業　株式会社 神奈川県

大飯建設　株式会社 千葉県

第一医科　株式会社 東京都

株式会社　第一医療器 沖縄県

第一運送　株式会社 福岡県

第一運送　株式会社　若松営業所 福岡県

第一貨物　株式会社　入間支店 埼玉県

第一貨物　株式会社　北上支店 岩手県

第一貨物　株式会社　長岡支店 新潟県

第一貨物　株式会社　盛岡支店 岩手県

第一硝子　株式会社 東京都

株式会社　第一環境保全 岩手県

第一工業製薬　株式会社　滋賀事業所　保全原動課 滋賀県

第一工業　株式会社　豊岡工場 静岡県

第一高周波工業　株式会社 千葉県

第一交通　株式会社 兵庫県

第一交通　株式会社 長野県

第一商事　株式会社　大阪出張所 大阪府

株式会社　大市珍味　岡山工場 岡山県

株式会社　大一電業社 大阪府

株式会社　第一電子 広島県

有限会社　大栄制御システム 愛知県

株式会社　ダイエイハービス 岐阜県

株式会社　ダイエー　札幌円山店 北海道

株式会社　ダイエー　船堀店 東京都

田家木材　株式会社 北海道

タイカワ運輸　株式会社 愛媛県

株式会社　大樹 埼玉県

株式会社　大旗 福島県

大協企業　株式会社　花巻工場 岩手県

ダイキンHVACソリューション近畿　株式会社 大阪府

ダイキン工業　株式会社　滋賀製作所 滋賀県

ダイキンパイピング　株式会社 滋賀県

株式会社　ダイクレ　環境・エネルギー事業本部　広島工場 広島県

株式会社　大甲 岩手県

株式会社　大興鋼業 沖縄県
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株式会社　大興商事 大阪府

株式会社　大光ノースイ 山口県

ダイコー　株式会社　横浜営業所 神奈川県

第三化成　株式会社 千葉県

有限会社　第三フジタクシー 愛知県

株式会社　大三洋行 東京都

ダイショク　株式会社 埼玉県

株式会社　大真空 兵庫県

株式会社　泰信製作所 東京都

大信電興　株式会社 大阪府

大新東　株式会社 千葉県

大成温調　株式会社　横浜支店　横浜サービスステーション 神奈川県

大成工業　株式会社 兵庫県

大成有楽不動産　株式会社 宮城県

株式会社　ダイセル　姫路製造所 兵庫県

タイテック　株式会社 埼玉県

株式会社　ダイテック 兵庫県

株式会社　大電サービス 福井県

株式会社　ダイト 東京都

大東化学　株式会社 静岡県

大同化成工業　株式会社 福井県

大東電材　株式会社　彦根事業所 滋賀県

株式会社　大徳機設工業 北海道

大虎運輸新潟　株式会社 新潟県

株式会社　ダイナックス 北海道

大日倉庫　株式会社　大阪共同配送センター 大阪府

大日本住友製薬　株式会社 大阪府

大日本塗料　株式会社 栃木県

大日本プラスチックス　株式会社　赤穂製造所 兵庫県

大日本印刷　株式会社 福島県

大日本交通　株式会社 東京都

大八化学工業　株式会社　寝屋川工場 大阪府

ダイハツ千葉販売　株式会社　茂原店 千葉県

株式会社　ダイフク　安全推進部 滋賀県

株式会社　ダイフク　AFAテクノサービス本部 愛知県

ダイプラ・ウィンテス　株式会社 埼玉県

株式会社　太平エンジニアリング 岩手県

大平建設　株式会社 茨城県

太平洋クラブ　御殿場ウエスト 静岡県

太平洋クラブ　美野里コース 茨城県

太平洋セメント　株式会社　埼玉工場 埼玉県

太平冷熱工業　株式会社 大阪府
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株式会社　大豊製作所 大阪府

たいまつ食品　株式会社 新潟県

大丸化工　株式会社　広野工場 福島県

株式会社　大丸総合企画 埼玉県

株式会社　大丸松坂屋百貨店 静岡県

株式会社　ダイムラック 愛知県

大明化学工業　株式会社　東京工場 東京都

ダイヤゴム　株式会社 群馬県

株式会社　大安工業所　角田工場 宮城県

ダイヤモンド電機　株式会社 大阪府

太陽インキ製造　株式会社 埼玉県

株式会社　太陽企画 埼玉県

太陽交通　株式会社 新潟県

大洋自動車交通　株式会社 東京都

大洋ツール　株式会社 東京都

大陽日酸エンジニアリング　株式会社 愛知県

大陽日酸　株式会社　京浜事業所 神奈川県

大陽日酸　株式会社　酒田ガスセンター 山形県

太洋ハイヤー　株式会社 北海道

太洋マシナリー　株式会社 大阪府

株式会社　太陽松食品 新潟県

第四松竹タクシー　株式会社 東京都

大利運輸　株式会社 大阪府

大陸交通　株式会社 東京都

ダイワエンジニアリング　株式会社 滋賀県

有限会社　ダイワエンジニアリング 愛知県

ダイワ看板　株式会社 滋賀県

大和鋼管工業　株式会社 栃木県

大和工業　株式会社 山形県

株式会社　ダイワサービス 北海道

大和精機　株式会社 東京都

大和通信　株式会社 大阪府

大和ハウス工業　株式会社　堺工場 大阪府

大和ハウスリフォーム　株式会社 愛知県

大和物流　株式会社 千葉県

大和物流　株式会社　堺営業所 大阪府

大和リース　株式会社　青森営業所 青森県

大和リース　株式会社　福岡支店 福岡県

株式会社　高秋商会 宮城県

株式会社　高井製作所 石川県

有限会社　高木製作所 愛知県

髙桑電機　株式会社 愛知県



（社）安全衛生マネジメント協会　受講事業所様一覧（2014年） 34/65 ページ

事業所名 都道府県

株式会社　タカコ　滋賀工場 滋賀県

高砂交通　株式会社 神奈川県

高砂香料工業　株式会社　平塚工場 神奈川県

高砂珈琲　株式会社　磐田工場 静岡県

株式会社　高砂商事 茨城県

高砂スパイス株式会社　秦野工場 神奈川県

高砂フードプロダクツ　株式会社 静岡県

髙砂菱光コンクリート工業　株式会社　加古川工場 兵庫県

タカシマ電工　株式会社 滋賀県

タカ食品工業　株式会社 福岡県

高千穂産機　株式会社 鹿児島県

有限会社　髙橋建材工業 福島県

高橋ソース　株式会社 埼玉県

株式会社　高部電設 神奈川県

株式会社　タガミ・イーエクス 石川県

株式会社　宝塚テック 兵庫県

有限会社　タキオ・アートスタジオ 神奈川県

タキロン　株式会社 兵庫県

拓伸工業 神奈川県

株式会社　多久製作所　関西工場 滋賀県

有限会社　匠電設 埼玉県

竹内産業　株式会社　足利久保田工場 栃木県

有限会社　竹久 大阪府

有限会社　武田製材所 茨城県

株式会社　武田電子 青森県

竹本油脂　株式会社　亀岩工場 愛知県

竹森電気工事　有限会社 鳥取県

有限会社　大宰府タクシー 福岡県

株式会社　田島応用化工 茨城県

株式会社　ダスキン 大阪府

立花金属工業　株式会社 岐阜県

龍城工業　株式会社 愛知県

株式会社　タック谷津 京都府

ＴＡＰＳ 広島県

株式会社　タドコロ物流　春日部センター 埼玉県

株式会社　タナカ 愛知県

田中貴金属工業　平塚工場 神奈川県

株式会社　田中工業 埼玉県

株式会社　棚澤八光社 愛知県

株式会社　棚澤八光社 東京都

田邊工業　株式会社　春日井営業所 愛知県

谷口石油精製　株式会社 三重県
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谷口電気　株式会社 福井県

株式会社　田野製作所 埼玉県

株式会社　旅バス 神奈川県

ダブルダブルキロワット　有限会社 京都府

玉井化成　株式会社 北海道

玉造　株式会社　恵庭工場 北海道

株式会社　タマディック 愛知県

タマポリ　株式会社 群馬県

株式会社　タム 沖縄県

田村運輸　株式会社 福岡県

株式会社　タムロン 埼玉県

株式会社　ダロワイヨジャポン 埼玉県

株式会社　丹治秀工業 北海道

株式会社　チェリーエンジニアリング 愛知県

筑紫ガス　株式会社 福岡県

株式会社　筑水キャニコム 兵庫県

チコーエンジニアリング　株式会社　仙北営業所 宮城県

秩父運輸　株式会社 愛知県

千歳相互観光バス　株式会社 北海道

チネン工業 沖縄県

株式会社　チノーサービス 愛知県

千葉宇部コンクリート工業　株式会社 千葉県

千葉ガス　株式会社 千葉県

株式会社　千葉商会 青森県

千葉昭和サービス　株式会社 千葉県

株式会社　千葉ヤクルト工場 千葉県

チハヤソーラーマテック　株式会社 大阪府

ちばレインボーバス　株式会社　本社営業所 千葉県

中央可鍛工業　株式会社 愛知県

中央空機　株式会社 栃木県

株式会社　中央建鉄 東京都

中央総業　株式会社 神奈川県

中央チバスケール　株式会社 千葉県

有限会社　中央防災 茨城県

中外エンジニアリング　株式会社 東京都

中外エンジニアリング　株式会社 大阪府

中外プラント　株式会社 大阪府

中外炉工業　株式会社 大阪府

中国木材　株式会社 茨城県

中日コプロ　株式会社 東京都

中発販売　株式会社　半田工場 愛知県

中部液輸　株式会社 愛知県
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中部ガス　株式会社 愛知県

中部公営事業　株式会社 岐阜県

中部公営事業　株式会社　岡崎事務所 愛知県

中部工営　株式会社　福井営業所 福井県

中部合成樹脂工業　株式会社 愛知県

株式会社　中部コーポレーション 三重県

中部飼料　株式会社 茨城県

株式会社　中部テクノス 愛知県

中部電力　株式会社　岡崎支店　刈谷営業所 愛知県

中部電力　株式会社　中津川営業所 岐阜県

中部バッテリーサポート　有限会社 愛知県

中部日立物流サービス　株式会社 愛知県

中部日立物流サービス　株式会社　犬山営業所 愛知県

千代田化工建設　株式会社　上越出張所 新潟県

千代田工営　株式会社 埼玉県

株式会社　千代田テクノル 大阪府

株式会社　千代田テクノル　青森営業所 青森県

通信土木コンサルタント　株式会社　関西支店 大阪府

司企業　株式会社 愛知県

株式会社　ツガワ 岩手県

月産業　有限会社　長野立科工場 長野県

株式会社　ツキジ製作所 東京都

月島テクノメンテサービス　株式会社 青森県

株式会社　月の井酒造店 茨城県

筑波ダイカスト工業　株式会社　遠野工場 岩手県

ツクモヂーゼル　株式会社 大阪府

株式会社　辻井製作所 埼玉県

辻本運輸　株式会社　九州支店 福岡県

津田工業　株式会社 埼玉県

津田特殊電気　株式会社 東京都

株式会社　土屋電機 山形県

株式会社　都筑製作所 長野県

つばめ自動車　株式会社 北海道

有限会社　燕特殊機械研究所 新潟県

ＤＩＣ　株式会社 群馬県

ＤＡＩ総合設備 沖縄県

株式会社　DSP物流サービス　神戸営業所 兵庫県

ティーエヌアイ工業　株式会社　長井工場 山形県

株式会社　ディー・エヌ・ケー 福島県

株式会社　ＤＮＰテクノパック 千葉県

株式会社　DNPファインオプトロニクス 埼玉県

TOA　株式会社 北海道
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株式会社　TBK　福島工場 福島県

株式会社　テイケー電子通信 東京都

株式会社　帝国電機製作所 兵庫県

株式会社　デイ・シイ　吉野事業所 千葉県

株式会社　ディック電子　仙台営業所 宮城県

株式会社　ティムス 愛知県

株式会社　データネットジャパン 東京都

株式会社　デーベロップヤリタ 千葉県

デクセリアルズ　株式会社　なかだ事業所 宮城県

株式会社　テクノアソシエ 滋賀県

テクノ・ソニック　株式会社 大阪府

株式会社　テクノメイツ 岩手県

テクノ矢崎　株式会社　東北支店 宮城県

株式会社　テクノロジーネットワークス 福岡県

株式会社　デサン 埼玉県

テスコ　株式会社 埼玉県

株式会社　テックエンジニアリング 三重県

株式会社　テックサーブ 長野県

株式会社　デックス 東京都

テックプロジェクトサービス　株式会社 千葉県

株式会社　テツゲンマテックス　大阪営業所 大阪府

テバ製薬　株式会社　春日部工場 埼玉県

寺尾住設　寺尾利一 愛知県

株式会社　寺西電機製作所 愛知県

テルウェル東日本　株式会社　埼玉支店 埼玉県

デルタ工業　株式会社　防府工場 山口県

株式会社　テルミック 東京都

デンカアヅミン　株式会社 岩手県

デンカ生研　株式会社 新潟県

電気硝子建材　株式会社 大阪府

株式会社　電気工事サービス 青森県

デンソーテクノ　株式会社 愛知県

株式会社　デンソー　名古屋支店 愛知県

株式会社　デンソーリマニ 愛知県

テンパール工業　株式会社　仙台支店 宮城県

天間特殊製紙　株式会社 静岡県

株式会社　天竜電機工業 静岡県

東亜建設工業　株式会社 東京都

東亜工業　株式会社 東京都

東亜テック　有限会社 千葉県

東亜電機工業　株式会社 石川県

藤栄運輸　株式会社 愛知県
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株式会社　東栄科学産業 宮城県

東海EC　株式会社 愛知県

東海金属工業　株式会社 愛知県

東海サンド　株式会社 静岡県

東海システム　株式会社 愛知県

東海商事　株式会社 愛知県

東海造船運輸　株式会社 静岡県

東海農産　株式会社 静岡県

東海バネ工業　株式会社 兵庫県

東海プレス工業　株式会社 愛知県

東海マテリアル　株式会社 千葉県

東罐興業　株式会社 静岡県

株式会社　東急リゾートサービス 長野県

東京エスオーシー　株式会社　市川工場 千葉県

東京エスオーシー　株式会社　芝浦工場 東京都

東京ガス　株式会社 神奈川県

東京ガス・エンジニアリング　株式会社　 千葉県

東京ガス　株式会社　袖ヶ浦工場 千葉県

東京ガスタマライフバリュー　株式会社 東京都

東京瓦斯電炉　株式会社 神奈川県

株式会社　東京カツラ 千葉県

東京コーン　株式会社 埼玉県

東京精電　株式会社 長野県

東京電機機器サービス　株式会社 東京都

東京電力　株式会社 新潟県

東京ビジネスサービス　株式会社 東京都

東京美術紙工協業組合 東京都

株式会社　東京ビッグサイト 東京都

株式会社　東京ひよ子 埼玉県

東京フィルター販売　株式会社　横浜工場 神奈川県

東京フォーミング　株式会社 栃木県

東京プラスト　株式会社　九州工場 福岡県

東京メカトロサービス　株式会社 埼玉県

東京ユニオン物流　株式会社　立川営業所 東京都

東京ラッキー自動車　株式会社 東京都

株式会社　東京菱光コンクリート 東京都

東研サーモテック 大阪府

東綱機械　株式会社 岩手県

東光器材　株式会社 埼玉県

東光工運　株式会社 埼玉県

東工シャッター　株式会社 福井県

株式会社　東光高岳 埼玉県
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株式会社　東光高岳 埼玉県

東光鉄工　株式会社 秋田県

東光電気　株式会社 埼玉県

道後プリンスホテル　株式会社 愛媛県

東西電工　株式会社 滋賀県

株式会社　東芝 神奈川県

東芝メディカルシステムズ　株式会社　東北支社　フィールドサポート部 宮城県

株式会社　藤伸 広島県

東伸 宮城県

東神電池工業　株式会社 東京都

株式会社　東新林業 新潟県

東鉄工業　株式会社 宮城県

東鉄・仙建　JV 宮城県

株式会社　東配 宮城県

東浜商事　株式会社　札幌営業所 北海道

株式会社　東部重機 埼玉県

東邦　株式会社 神奈川県

東邦亜鉛　株式会社　藤岡事業所 群馬県

東邦工板　株式会社 茨城県

東邦冷熱工業　株式会社 愛知県

東北小籏　株式会社　岩手営業所 岩手県

東北急送　株式会社 宮城県

株式会社　東北佐竹製作所 岩手県

東北重機工事　株式会社 宮城県

株式会社　東北多紀システック 宮城県

東北通信機器　株式会社 宮城県

株式会社　東北電子　いわき製作所 福島県

東北特機サービス　株式会社 宮城県

東北パイオニア　株式会社 山形県

東北発電工業　株式会社　新潟支社 新潟県

有限会社　東北搬送システム 山形県

東北ビルウェア　株式会社 宮城県

株式会社　東北フジクラ 秋田県

東北ポートサービス　株式会社　新地営業所 福島県

東北三八五流通　株式会社　仙台北営業所 宮城県

東名空調サービス　株式会社 愛知県

東名ブレージング　株式会社 愛知県

有限会社　東友電気工業 千葉県

東洋インキ　株式会社　埼玉製造所 埼玉県

東洋エアゾール工業　株式会社　三重工場 三重県

東洋エレクトロニクス　株式会社　川越工場 埼玉県

東洋金属　株式会社 広島県
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株式会社　東洋金属熱錬工業所 兵庫県

東洋計器　株式会社 長野県

東洋珪酸曹達　株式会社 千葉県

東洋工業　株式会社　　 福岡県

東洋鋼鈑　株式会社　下松事業所 山口県

東洋ゴム工業　株式会社　桑名工場 三重県

有限会社　藤陽産業 埼玉県

東洋システム　株式会社 福島県

東洋シャッター　株式会社　つくば工場 茨城県

東洋シャッター　株式会社　東日本工務部 東京都

東洋製罐　株式会社　千歳工場 北海道

東洋精機工業　株式会社 長野県

株式会社　東洋製作所 神奈川県

株式会社　東洋相互サービス 埼玉県

東洋タクシー　株式会社 大阪府

東洋電機　株式会社 愛知県

東洋電機製造　株式会社　滋賀工場 滋賀県

株式会社　東洋電設工事 福井県

東洋紡エンジニアリング　株式会社 福井県

東洋包材　株式会社 茨城県

東洋紡　株式会社　富山事業所　入善工場 富山県

東洋メディック　株式会社 東京都

東洋メディック　株式会社 大阪府

東洋メディック　株式会社　岡山出張所 岡山県

株式会社　東横イン 神奈川県

東横イン札幌駅北口 北海道

東横イン　新横浜駅前新館 神奈川県

東横化学　株式会社 神奈川県

株式会社　東立製作所 埼玉県

東陵総業　株式会社 岩手県

東レ　株式会社 神奈川県

東和運輸倉庫　株式会社 静岡県

東和ケミカル　株式会社 埼玉県

東和工業　株式会社 東京都

東和工業　株式会社 大阪府

DOWAサーモエンジニアリング　株式会社 滋賀県

同和鍛造　株式会社 東京都

東和電機工業　株式会社 青森県

東和電機工業　株式会社　栃木営業所 栃木県

東和薬品　株式会社　山形工場 山形県

トーアエイヨー　株式会社　仙台工場 宮城県

株式会社　トーアコーポレーション 兵庫県
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株式会社　トーエネック　関営業所 岐阜県

トーカロ　株式会社 兵庫県

トーカロ　株式会社 愛知県

トーカロ　株式会社　水島工場 岡山県

株式会社　トージツ　岡崎営業所 愛知県

トーテックアメニティ　株式会社 愛知県

TOTOウォシュレットテクノ　株式会社 茨城県

ＴＯＴＯサニテクノ　株式会社　愛知工場 愛知県

ＴＯＴＯハイリビング　株式会社 千葉県

TOTOバスクリエイト　株式会社 千葉県

株式会社　トープラ　大阪工場 大阪府

株式会社　トープラ　東海工場 静岡県

株式会社　トーホー　茨城工場 茨城県

有限会社　トクボー設備 大阪府

株式会社　トクヤマロジスティクス 山口県

トクラス　株式会社　本社事業所 静岡県

株式会社　戸越建材　トゴシコンクリート 東京都

株式会社　栃木ニコン　工務環境課 栃木県

株式会社　栃木三池 栃木県

凸版メディア　株式会社 青森県

株式会社　トップ 東京都

株式会社　トップマーキング 北海道

トナミ運輸　株式会社　尼崎支店 兵庫県

苫港サービス　株式会社 北海道

株式会社　トミー精工 大阪府

巴工業　株式会社 大阪府

株式会社　巴コーポレーション 栃木県

株式会社　トモエ自工 静岡県

株式会社　トヤマ 神奈川県

豊島　株式会社　名古屋本社 愛知県

トヨタL＆F青森　株式会社 青森県

トヨタL&F西四国　株式会社 愛媛県

株式会社　トヨタエンタプライズ 愛知県

株式会社　トヨダ工業 東京都

豊田合成インテリア・マニュファクチュアリング　株式会社 愛知県

株式会社　トヨタタービンアンドシステム 愛知県

トヨタ紡織　株式会社 愛知県

豊通スメルティングテクノロジー　株式会社 北海道

豊羽鉱山　株式会社 北海道

豊橋飼料　株式会社　千葉工場 千葉県

株式会社　Ｔｒｕｓｔ 千葉県

株式会社　ドリーム自動ドアサービス 東京都
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株式会社　酉島製作所 東京都

株式会社　酉島製作所　仙台支店 宮城県

株式会社　トリリオン 東京都

トルンプ　株式会社 神奈川県

ドン・キホーテ　和光店 埼玉県

内藤工業　株式会社 長野県

内藤電誠工業　株式会社 神奈川県

株式会社　ナオミ 大阪府

直本工業　河内工場 大阪府

長泉パーカライジング　株式会社 静岡県

株式会社　ナカキン 大阪府

株式会社　長崎商事 愛媛県

株式会社　ナカジマ 長野県

長島鋳物　株式会社　久喜事業所 埼玉県

ナカシマプロペラ　株式会社 岡山県

ナガセケムテックス　株式会社 兵庫県

ナカタ電機　株式会社 群馬県

株式会社　ナカタニ 埼玉県

株式会社　ナカタニ 東京都

有限会社　中通運輸 千葉県

中西プラスチック　株式会社 大阪府

長野オートメーション　株式会社 長野県

株式会社　長野サンヨーフーズ 長野県

株式会社　ナカボーテック 東京都

株式会社　中村電子 岩手県

有限会社　仲本 滋賀県

株式会社　名古屋精密金型 愛知県

株式会社　名洲電機 愛知県

株式会社　ナショナルマリンプラスチック 福島県

株式会社　ナスキー 宮城県

株式会社　ナックコミュニケーションズ 東京都

夏島運輸　株式会社　袋井営業所 静岡県

夏原工業　株式会社 滋賀県

株式会社　ナツメ 愛知県

ななっく　株式会社 岩手県

浪速運送　株式会社 京都府

ナブコシステム　株式会社 千葉県

ナブコシステム　株式会社　宇都宮支店 栃木県

ナブコシステム　株式会社　北関東支店 埼玉県

ナブテスコ　株式会社　パワーコントロールカンパニー　バルブ製造所　バルブ製造課 兵庫県

ナミックス　株式会社 新潟県

株式会社　ナリスウィングスB&H 大阪府
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株式会社　ナリス化粧品　兵庫工場 兵庫県

株式会社　ナルオ 大阪府

株式会社　ナルコ岩井　滋賀製造所 滋賀県

株式会社　成匠機工 京都府

鳴海製陶　株式会社 愛知県

南海電設　株式会社 大阪府

協同組合　南州高山ミートセンター 鹿児島県

南西石油　株式会社 沖縄県

南部化成　株式会社 静岡県

株式会社　南部製作所 愛知県

南陽運輸興業　株式会社 静岡県

新潟あやめコンクリート　株式会社 新潟県

新潟岡本硝子　株式会社 新潟県

ニイガタ機電　株式会社 新潟県

有限会社　新潟中央物流 新潟県

新潟陸運　株式会社 新潟県

株式会社　ニクニ 大阪府

有限会社　二幸食鳥　松元工場 鹿児島県

ニコム物流　株式会社 埼玉県

西尾レントオール　株式会社　建築機械部 東京都

西尾レントオール　株式会社　東中国営業部 岡山県

株式会社　西川 千葉県

西川運輸興業　株式会社 新潟県

西川計測　株式会社 東京都

西川ゴム工業　株式会社　三原工場 広島県

株式会社　ニシキ 石川県

西久大運輸倉庫　株式会社 福岡県

株式会社　西建設計 福岡県

西岬観光　株式会社 千葉県

西田総合土木事務所　アフィステイクワン 東京都

西鉄運輸　株式会社　筑後支店 福岡県

西日本観光タクシー　有限会社 福岡県

西日本ファクトリーサービス　株式会社 大阪府

西日本フレーミング　株式会社 福岡県

株式会社　西林電機製作所 愛知県

西村製本　株式会社 埼玉県

ニスギ製作所 兵庫県

株式会社　日栄製作所 山形県

株式会社　ニチビ　静岡工場 静岡県

ニチユMHI九州　株式会社 福岡県

ニチユＭＨＩ東京　株式会社　千葉支店 千葉県

ニチユ物流　株式会社 神奈川県
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ニチユ三菱フォークリフト　株式会社　滋賀工場 滋賀県

ニチリン化学工業　株式会社 兵庫県

株式会社　ニチレイフーズ　白石工場 宮城県

株式会社　ニチレイフーズ　船橋工場 千葉県

株式会社　ニチレイ・ロジスティクスエンジニアリング 大阪府

ニチレキ　株式会社　青森営業所 青森県

ニチレキ　株式会社　新潟営業所 新潟県

日和産業　株式会社　八戸工場 青森県

日和産業　株式会社　三原工場 広島県

ニッカウヰスキー　株式会社　栃木工場 栃木県

日華化学　株式会社　鹿島工場 茨城県

日化メンテナンス　株式会社 三重県

株式会社　ニッキ 神奈川県

日揮触媒化成　株式会社 新潟県

日揮触媒化成　株式会社　新潟事業所 新潟県

ニック食品　株式会社 千葉県

ニッケイ　株式会社　仙台支店 宮城県

日建工業　株式会社 岐阜県

日幸電機　株式会社 宮城県

日工　株式会社　東北支店 宮城県

株式会社　ニッコークリエート 栃木県

株式会社　ニッコクトラスト　釜石事務所 岩手県

日酸運輸　株式会社 神奈川県

日昇警備保障　株式会社 東京都

株式会社　日章冷凍 神奈川県

日清オイリオグループ　株式会社 大阪府

有限会社　日進オギノ防災 兵庫県

日清鋼業　株式会社 兵庫県

日新興業　株式会社　八戸出張所 青森県

株式会社　日清特殊鋳造所 静岡県

日新熱機工業　株式会社 東京都

日進ベルト工業　株式会社 東京都

日水製薬　株式会社　つくば生産部 茨城県

日世　株式会社 滋賀県

日成電気 大阪府

日星電気　株式会社　竜洋事業所 静岡県

株式会社　ニッセーデリカ　福島工場 福島県

日泉化学　株式会社 千葉県

株式会社　日泉化学　千葉工場 千葉県

日総工産　株式会社 千葉県

日総工産　株式会社　北上営業所 岩手県

ニッソーカントリークラブ　日本創興　株式会社 茨城県



（社）安全衛生マネジメント協会　受講事業所様一覧（2014年） 45/65 ページ

事業所名 都道府県

日通商事　株式会社　東京支店　整備部　東京工場　京浜サービスステーション 東京都

日通・パナソニック　ロジスティクス　株式会社 兵庫県

日鉄住金鋼管　株式会社　鹿島製造所 茨城県

日鉄住金テックスエンジ　株式会社 岩手県

日鉄住金物産鉄建関東　株式会社 埼玉県

日鉄住金工材　株式会社 新潟県

日鉄住金鋼板　株式会社 大阪府

日鉄住金物流君津　株式会社 千葉県

日鉄住金物流名古屋　株式会社 愛知県

日鉄住金物流八幡　株式会社　八幡事業所　 福岡県

日鐵住金溶接工業　株式会社　千葉工場 千葉県

日東イシダ　株式会社 宮城県

日東金属工業　株式会社 埼玉県

日東交通　株式会社 千葉県

日東電工　株式会社　東北事業所 宮城県

有限会社　日東電設 埼玉県

日東ロジコム　株式会社 愛媛県

株式会社　NIPPO　茨城合材工場 茨城県

株式会社　NIPPO　岩沼合材工場 宮城県

ニッポー設備　株式会社 東京都

株式会社　NIPPO　さいたま出張所 埼玉県

株式会社　ＮＩＰＰＯ　鈴鹿合材工場 三重県

日本アンテナ　株式会社 東京都

日本液炭　株式会社 埼玉県

日本液炭　株式会社 兵庫県

日本液炭　株式会社　中部支社 愛知県

日本液炭　株式会社　東北支社 宮城県

日本エレクトロニツクシステムズ　株式会社 東京都

日本オーチス・エレベータ　株式会社　九州支店 福岡県

日本オーチス・エレベータ　株式会社　首都圏支店 東京都

日本ガスケット　株式会社 愛知県

日本計装技研　株式会社 東京都

日本ケーブル　株式会社　新潟サービスセンター 新潟県

日本車輌製造　株式会社 静岡県

株式会社　日本シューター 東京都

株式会社　日本シューター 大阪府

株式会社　日本シューター 愛知県

日本シューターサービス　株式会社 静岡県

日本シューターサービス　株式会社 宮城県

日本シューターサービス　株式会社 東京都

日本シューターサービス　株式会社 愛知県

日本シューターサービス　株式会社　大阪支店 大阪府
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株式会社　日本触媒　川崎製造所 神奈川県

日本新薬　株式会社 京都府

日本製紙　株式会社　足利工場 栃木県

日本製粉　千葉工場 千葉県

日本宅配システム　株式會社 東京都

日本チルド物流　株式会社 神奈川県

日本道路　株式会社　九州支店 福岡県

日本トーカンパッケージ　株式会社　福島工場 福島県

日本トレクス　株式会社 愛知県

日本ハム惣菜　株式会社　　新潟工場 新潟県

日本フードパッカー　株式会社　道南工場 北海道

日本ペイント　株式会社　栃木工場 栃木県

日本錬水　株式会社 東京都

株式会社　ニデック 愛知県

ニプロ　株式会社 滋賀県

株式会社　二瓶商店 福島県

日本ＩＡＣ　株式会社 神奈川県

日本アクア開発　株式会社 大阪府

日本アスパラガス　株式会社 北海道

株式会社　日本医化器械製作所 北海道

日本板硝子　株式会社　津事業所 三重県

日本一フード　株式会社 岩手県

日本ヴィクトリック　株式会社　神戸工場 兵庫県

日本エア・リキード　株式会社 岡山県

日本エアリキード　株式会社　技術本部　カスタマーエンジニアリング部 兵庫県

日本エマソン　株式会社　フォーサイト事業所 静岡県

日本エレクトロニツクシステムズ　株式会社 大阪府

日本果実工業　株式会社　防府工場 山口県

日本瓦斯運輸整備　株式会社 東京都

一般社団法人　日本貨物検数協会　大阪支部 大阪府

株式会社　日本環境管理センター 岐阜県

日本環境プラント　株式会社 千葉県

日本環境プラント　株式会社 東京都

日本機械保線　株式会社 愛知県

株式会社　日本空調三重 三重県

日本クリーンオイル　株式会社 宮城県

日本原燃　株式会社 青森県

日本原燃　株式会社 青森県

株式会社　日本公害管理センター 埼玉県

日本交通　株式会社　赤羽営業所 東京都

日本サーマルエンジニアリング　株式会社 兵庫県

日本重化学工業　株式会社　高岡事業所 富山県
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日本昇降機　株式会社 大阪府

日本信号　株式会社 北海道

日本水産観光　株式会社 神奈川県

日本スタッドウェルディング　株式会社 愛知県

日本精化　株式会社　神戸工場 兵庫県

日本製罐　株式会社 埼玉県

日本制禦機器　株式会社 愛知県

日本製乳　株式会社 山形県

株式会社　日本タクシー 岐阜県

日本地下石油備蓄　株式会社　串木野事業所 鹿児島県

株式会社　日本電化工業所 大阪府

日本電産コパル電子　株式会社　川崎事業所 神奈川県

日本電子工業　株式会社 愛知県

日本電子工業　株式会社　大阪工場 大阪府

日本電子工業　株式会社　名古屋第二工場 愛知県

日本電磁測器　株式会社 東京都

日本電波工業　株式会社 埼玉県

日本トムソン　株式会社 神奈川県

日本農産工業　株式会社　塩釜工場 宮城県

日本発条　株式会社 長野県

日本発条　株式会社　群馬工場 群馬県

二本ハムファクトリー　株式会社　兵庫工場 兵庫県

日本肥糧　株式会社　半田工場 愛知県

日本フィルター　株式会社 神奈川県

株式会社　日本フェニックス 三重県

日本フェンオール　株式会社 北海道

日本マタイ　株式会社　滋賀工場 滋賀県

日本丸天醤油　株式会社 兵庫県

日本無線硝子　株式会社 埼玉県

日本メッキ工業　株式会社 新潟県

株式会社　日本麺機 大阪府

株式会社　日本屋 三重県

日本郵政　株式会社　かんぽの宿　柳川 福岡県

日本郵政　株式会社　かんぽの宿　湯田 山口県

日本郵便　株式会社　宇品郵便局 広島県

日本郵便　株式会社　交野郵便局 大阪府

日本郵便　株式会社　高陽郵便局 広島県

日本郵便　株式会社　越谷郵便局 埼玉県

日本郵便　株式会社　仙台中央郵便局 宮城県

日本郵便　株式会社　高山郵便局 岐阜県

日本郵便　株式会社　豊島郵便局 東京都

日本郵便　株式会社　富士郵便局 静岡県
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日本郵便　株式会社　本庄郵便局 埼玉県

日本郵便　株式会社　若葉郵便局 千葉県

日本理化製紙　株式会社 静岡県

日本ロジテム　株式会社 千葉県

株式会社　ニューフレアテクノロジー 神奈川県

有限会社　ニューラッキーランドリー　石川工場 沖縄県

ニューレジストン　株式会社 大阪府

株式会社　ぬちまーす 沖縄県

株式会社　ネオディア 神奈川県

株式会社　ネクスコ・エンジニアリング東北　十和田事業所 秋田県

ネッツトヨタ岩手　株式会社　本社中央店 岩手県

ネットワーク　株式会社 静岡県

独立行政法人　農業・食品産業技術総合研究機構　東北農業研究センター 岩手県

株式会社　ノーケン 大阪府

ノーブル電子工業　株式会社 神奈川県

株式会社　野島製作所 新潟県

ノジマ電気通信 富山県

野津工営　株式会社 千葉県

野中商工　株式会社 栃木県

ノバルティス　ファーマ　株式会社　埼玉事業所 埼玉県

ノボノルディスクファーマ　株式会社 福島県

野村不動産パートナーズ　株式会社　東京支店 東京都

株式会社　ノリタケコーテッドアブレーシブ 石川県

パーカー加工　株式会社 愛知県

パーカー加工　株式会社　川崎工場 神奈川県

パーカー工業　株式会社 埼玉県

株式会社　バーテック 大阪府

ハードロック工業　株式会社 大阪府

パーパス　株式会社　テクニカルサービス部 静岡県

有限会社　パール工芸 東京都

株式会社　　バイオス 東京都

株式会社　パイオラックス　富士工場 静岡県

株式会社　ハイダック 千葉県

株式会社　バイタルエクスプレス 宮城県

ハイテクウッド　株式会社　名古屋工場 愛知県

株式会社　ハイビックス 岐阜県

株式会社　パウレック 兵庫県

芳賀建材工業　株式会社 東京都

株式会社　白山機工 石川県

博物館明治村 愛知県

白洋舎栄リネンサプライ　株式会社 愛知県

パシフィック・エンジニヤリングﾞ　株式会社 東京都
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有限会社　長谷川技研 神奈川県

ハセガワ建装 岐阜県

株式会社　畑　鐵工所 京都府

株式会社　波多野精密 愛知県

有限会社　発寒工業 北海道

鳩タクシー　株式会社 東京都

パナソニックESファシリティ　マネジメント　株式会社　津事業所 三重県

パナソニック　株式会社　Ｅ3社 大阪府

パナソニックエクセルプロダクツ　株式会社 長野県

パナソニックSSサービス　株式会社 福島県

パナソニックコンシューマーマーケティング　株式会社 岩手県

Banana　concept 沖縄県

ハニー化成　株式会社 兵庫県

ハニー化成　株式会社　明石事業所 兵庫県

株式会社　羽田 静岡県

羽田タートルサービス　株式会社　千葉営業所 千葉県

株式会社　ハマキョウレックス　成田営業所 茨城県

浜田電機工事　株式会社 大阪府

有限会社　濱中製作所 東京都

株式会社　ハマノ 埼玉県

浜松計装　株式会社 静岡県

株式会社　浜松パルス 静岡県

林精器製造　株式会社 福島県

羽山砕石　株式会社 宮城県

株式会社　パラエルモサ 神奈川県

ハラエンジニアリング　株式会社 埼玉県

株式会社　原興産 新潟県

原田車両設計　株式会社 愛知県

ハラダ製茶　株式会社　金谷工場 静岡県

株式会社　パルコスペースシステムズ 宮城県

株式会社　パルコスペースシステムズ 千葉県

株式会社　パルコスペースシステムズ 滋賀県

株式会社　Paltac　RDC宮城 宮城県

有限会社　春吉タクシー 福岡県

阪急鉄工　株式会社 大阪府

株式会社　阪急阪神ビジネスアソシエイト　安全衛生・健康増進担当 大阪府

株式会社　万国屋 鹿児島県

バン自動車　株式会社 愛知県

阪神電線　株式会社　電線事業部 兵庫県

株式会社　ハンズ 東京都

株式会社　バンダイロジパル 北海道

株式会社　バンテックセントラル　平塚営業所 神奈川県
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有限会社　般若　治　精密機械 富山県

株式会社　半兵衛麩 京都府

ハンマーキャスター　株式会社 大阪府

ピアゴ　大覚寺店 静岡県

B-Rサーティワンアイスクリーム　株式会社　富士小山工場 静岡県

ピー・アンド・ジー　株式会社 滋賀県

株式会社　ピーエス三菱　東北支店 宮城県

株式会社　ビー・エム・エル　神戸営業所 兵庫県

ビーエルデーオリエンタル　株式会社 大阪府

株式会社　ビークルーエッセ　大阪支店 大阪府

PCL　株式会社 京都府

ピース電機　株式会社 愛知県

株式会社　ビート 熊本県

株式会社　ＢＢＳ 愛知県

ビーブラウンエースクラップ　株式会社 栃木県

ビーム電子工業　株式会社 長野県

株式会社　ヒイラギ 埼玉県

東日本コンクリート　株式会社　亘理PC工場 宮城県

東日本コンテナーサービス　株式会社 千葉県

東日本バンドー　株式会社 東京都

東日本フーズ　株式会社 宮城県

東日本旅客鉄道　株式会社　盛岡支社 岩手県

東山フィルム　株式会社 愛知県

株式会社　ひがね機工 神奈川県

ヒカリウォーカー 大阪府

株式会社　光製作所 岐阜県

株式会社　ヒカリデンキ 宮城県

彦島製錬　株式会社 山口県

菱井工業　株式会社 大阪府

美術工芸　灯葉華 宮城県

株式会社　日立アーバンインベストメント 神奈川県

日立アプライアンス　株式会社　空調サービスシステムエンジニアリング本部 愛知県

日立化成テクノサービス　株式会社 茨城県

日立化成ポリマー　株式会社 千葉県

有限会社　常陸環境技術サービス 茨城県

日立空調関東　株式会社 茨城県

株式会社　日立国際電気 東京都

株式会社　日立システムズ 宮城県

株式会社　日立製作所　インフラシステム社 東京都

株式会社　日立製作所　関西支社　産ソホ　産FE 大阪府

日立バッテリー販売サービス　株式会社 大阪府

日立マクセル　株式会社　九州マクセル事業本部 福岡県
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株式会社　日野ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｱﾈｯｸｽ 埼玉県

日之出紙器工業　株式会社 鹿児島県

株式会社　HINO-TEC 大阪府

有限会社　日野電業 三重県

日比谷総合設備　株式会社　札幌支店 北海道

ヒフミ産業　株式会社 兵庫県

ビューテック　株式会社 愛知県

株式会社　ヒューテックノオリン　関東支店 埼玉県

VUTEQ　株式会社　北陸事業所　石川工場 石川県

平岡ボデー　株式会社 静岡県

株式会社　ヒラカワ 福岡県

株式会社　ヒラサワ 東京都

平錦建設　株式会社 兵庫県

株式会社　平野製作所 岩手県

株式会社　廣澤精機製作所 茨城県

広島第一交通　株式会社　上安営業所 広島県

ヒロセ　名古屋工場 愛知県

HIRO　　TECH 新潟県

広野運輸　株式会社 北海道

広野化学工業　株式会社 兵庫県

備後通運　株式会社　水島支店 岡山県

株式会社　ファーストフーズ　武蔵工場 埼玉県

ファーレン栃木南　株式会社　フォルクスワーゲン足利 栃木県

ファイブエージャパン　株式会社 福岡県

ファインシンター東北　株式会社 岩手県

ファインテック　株式会社 東京都

株式会社　フィアロコーポレーション 栃木県

株式会社　V-TEC 神奈川県

株式会社　フェリシモ 兵庫県

株式会社　フェローテック　千葉工場 千葉県

有限会社　フォーラム　サイエンス 沖縄県

フォルクスワーゲン　古川 宮城県

フォルクスワーゲン　山形南　　 山形県

フォルム　株式会社 茨城県

株式会社　深沢工務所　静岡支店 静岡県

株式会社　深津商店 愛知県

深野電気 千葉県

深谷郵便局 埼玉県

福一漁業　株式会社　福一・大井川コールドストレージ 静岡県

福岡市教育委員会　総務部　職員課 福岡県

福岡センコー運輸　株式会社 福岡県

福岡第一交通　株式会社　大野城営業所 福岡県
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福岡西鉄タクシー　株式会社 福岡県

株式会社　福島アスコン 福島県

福島小松フォークリフト　株式会社 福島県

株式会社　福嶋鉄工所　東海事業所 三重県

株式会社　福島ニチアス 福島県

有限会社　フクショウ 広島県

福伸工業　株式会社 福井県

株式会社　福田組　 新潟県

福田電工社 埼玉県

福田道路　株式会社 山形県

フクデ化学工業　株式会社 静岡県

株式会社　フクデン 兵庫県

株式会社　福原鉄工所 兵庫県

福松屋運送　有限会社 静岡県

富久娘酒造　株式会社 兵庫県

有限会社　福村工業所 愛知県

福山ゴム工業　株式会社 広島県

福山綜電　株式会社 広島県

福山通運　株式会社　茨木支店 大阪府

福山通運　株式会社　大垣営業所 岐阜県

福山通運　株式会社　京都支店 京都府

福山通運　株式会社　神戸三田支店 兵庫県

福山通運　株式会社　東京浦安流通センター 千葉県

福山通運　株式会社　豊橋支店 愛知県

福山通運　株式会社　西尾営業所 愛知県

福山通運　株式会社　東大阪支店 大阪府

福山通運　株式会社　広島東営業所 広島県

福山通運　株式会社　福山北支店 広島県

福山通運　株式会社　福山支店 広島県

福山通運　株式会社　八尾支店 大阪府

株式会社　フクヨー愛媛 愛媛県

フジオーゼックス　株式会社 静岡県

富士化学　株式会社　大阪工場 大阪府

富士機械　株式会社 群馬県

株式会社　フジ機工 新潟県

富士急伊豆タクシー　株式会社 静岡県

富士急行観光　株式会社 埼玉県

富士急行観光　株式会社 東京都

フジクリーン工業　株式会社 愛知県

富士港運　株式会社 東京都

富士工機　株式会社 愛知県

不二システム　株式会社 神奈川県
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富士重工業　株式会社 群馬県

富士重工業　株式会社　東京事業所 東京都

富士湘南トヨタホーム　株式会社 静岡県

富士水質管理　株式会社 千葉県

富士スチール　株式会社 東京都

富士スチール工業　株式会社 兵庫県

富士精工　株式会社 鹿児島県

株式会社　富士設備商会 東京都

富士ゼロックスマニュファクチュアリング　株式会社 富山県

藤田観光　株式会社　カメリアヒルズカントリークラブ 千葉県

有限会社　藤田工業 新潟県

株式会社　藤田鉄工所 静岡県

有限会社　藤田電機サービス 千葉県

富士チサンカントリークラブ 静岡県

富士通テン　株式会社 兵庫県

富士通テンマニュファクチャリング　株式会社 岐阜県

富士電機　株式会社　神戸工場 兵庫県

フジ電子興業　株式会社 宮城県

株式会社　富士電設工業 千葉県

富士フイルム　株式会社　大宮事業所 埼玉県

富士フイルムオプティクス　株式会社　大宮工場 埼玉県

フジフーズ　株式会社 千葉県

富士丸産業　株式会社 愛知県

株式会社　武州防水 埼玉県

不二ラテックス　株式会社　栃木工場 栃木県

株式会社　フジワーク　滋賀事業所 滋賀県

株式会社　フジワーク　千葉事業所 千葉県

扶桑電通　株式会社 秋田県

扶桑薬品工業　株式会社 大阪府

株式会社　フタバ 兵庫県

株式会社　フタバ 新潟県

二葉運送　株式会社　紫波ディストリビューション営業所 岩手県

フタバ産業　株式会社　高橋工場 愛知県

双巳産業　株式会社　田辺工場 京都府

物産ロジスティクスソリューションズ　株式会社 神奈川県

芙蓉メンテナンス　株式会社 愛媛県

株式会社　プライムセキュリティー 大阪府

プライムデリカ　株式会社　厚木工場 神奈川県

株式会社　プラコー 埼玉県

ブラザー工業　株式会社 愛知県

株式会社　プラックス　日新事業所 東京都

株式会社　フラットフィールド 神奈川県
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株式会社　プラトン 和歌山県

株式会社　プラネットグリーン 長野県

株式会社　プラネットグリーン 新潟県

株式会社　プラミング 長野県

有限会社　フリーウェイ 大阪府

株式会社　フリー・コンストラクション 千葉県

株式会社　ブリヂストン 東京都

株式会社　ブリヂストンタイヤサービス信州 長野県

ブリヂストンタイヤ長野販売　株式会社　長野営業所　工業用品部 長野県

ブリヂストンBMR　株式会社　千歳工場 北海道

ブリヂストン物流　株式会社　中四国物流センター　防府事業所 山口県

ブリヂストンプラントエンジニアリング　株式会社 東京都

有限会社　ブリッグス 神奈川県

フリ－ネット 京都府

株式会社　ブリューダ 神奈川県

プリンス電機　株式会社　総務部 神奈川県

株式会社　プリンスホテル　雫石プリンスホテル 岩手県

株式会社　ブルースカイ 宮城県

株式会社　ブループラネット稲城 東京都

有限会社　古川製作所 長野県

古河電池　株式会社　いわき事業所 福島県

株式会社　フルカワ　福島工場 福島県

株式会社　ブルボン　新潟工場 新潟県

株式会社　フルヤモールド 秋田県

フレアーナガオ　株式会社 神奈川県

株式会社　フレッシュシステム 北海道

株式会社　フレッシュダイナー　秋田工場 秋田県

株式会社　フレッシュまるいち　若松工場 福岡県

株式会社　フレンズ 北海道

株式会社　プレンティー 東京都

フロイント産業　株式会社 大阪府

株式会社ブロク 和歌山県

株式会社　プロダクト・マイスター 福井県

フロンティア工機　株式会社 大阪府

文明堂製菓　株式会社 神奈川県

平安交通　株式会社 東京都

平成理研　株式会社 栃木県

ヘイワオートサービス　株式会社 静岡県

平和交通　株式会社 福岡県

平和自動車交通　株式会社 東京都

ベーリンガーインゲルハイム製薬　株式会社 山形県

BEST物流　株式会社 埼玉県
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株式会社　ベネック　東埼玉事業所 埼玉県

ヘラマンタイトン　株式会社 兵庫県

株式会社　ベン　岩手工場 岩手県

豊伸産業　株式会社 石川県

豊鉄タクシー　株式会社 愛知県

豊洋精工　株式会社 福岡県

株式会社　ホーコーシステム 東京都

株式会社　ホーマス・キリンヤ 岩手県

株式会社　ホクアイ 北海道

北越興業　株式会社 新潟県

株式会社　ホクエツ信越　長岡工場 新潟県

株式会社　ホクエツ北陸　福光工場 富山県

ホクコンマテリアル　株式会社 大阪府

株式会社　北洲 宮城県

株式会社　北辰 大阪府

株式会社　ホクトアドヴァンス 山形県

ホクト　株式会社　上田きのこセンター 長野県

北都交通　株式会社　ハイヤー営業所 北海道

ホクト　株式会社　苫小牧きのこセンター 北海道

北洋加工　株式会社 山形県

北陸重機工業　株式会社 新潟県

北和建設　株式会社 京都府

株式会社　星川商事 東京都

ボズネット　株式会社 東京都

保線機器整備　株式会社 埼玉県

北海道サンプラス　株式会社 北海道

北海道車体　株式会社 北海道

北海道新進アグリフーズ　株式会社 北海道

北海道トナミ運輸　株式会社 北海道

北海道トナミ運輸　株式会社　東北営業所 岩手県

北海道福山通運　株式会社 北海道

ポッカマシン　株式会社 愛知県

北興化工機　株式会社　石狩工場 北海道

ホッペケバッテリー　株式会社 神奈川県

株式会社　ホテイフーズコーポレーション　蒲原工場 静岡県

ホテル一萬里　株式会社 長野県

ホテル　大野屋 静岡県

ホテルマネージメントインターナショナル　株式会社　グランドホテル浜松 静岡県

ホテルルートイン大阪本町 大阪府

株式会社　ホニック 愛知県

帆柱タクシー　株式会社 福岡県

株式会社　堀内電機製作所 長野県
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堀川化成　株式会社　滋賀工場 滋賀県

ホリストン　ポリテック　株式会社 福島県

株式会社　堀之内自動車工業 大阪府

ボルグワーナーモールステック・ジャパン　株式会社 三重県

株式会社　ボルテック　神戸事業所 兵庫県

株式会社　ボレックス　ジャパン 神奈川県

本州油化　株式会社 群馬県

株式会社　本田商会 石川県

マーレエンジンコンポーネンツジャパン　株式会社 埼玉県

株式会社　マイタック 東京都

毎通運輸　株式会社 福岡県

マイラン製薬　株式会社 埼玉県

株式会社　前澤エンジニアリングサービス 新潟県

株式会社　前澤エンジニアリングサービス 大阪府

前澤工業　株式会社 北海道

前田機工　株式会社 山口県

前田製菓　株式会社　堺工場 大阪府

前田道路　株式会社　東北支店 宮城県

株式会社　牧野技術サービス 愛知県

株式会社　牧野技術サービス 愛知県

マグ加工　株式会社 茨城県

株式会社　間口 大阪府

株式会社　マグネスケール 神奈川県

マコー　株式会社 新潟県

株式会社　増田鉄工場 秋田県

株式会社　松尾製作所 愛知県

マックスバリュ西日本　株式会社　ザ・ビッグ　エクストラ　氷上店 兵庫県

マックスバリュ　八軒店 北海道

マックスバリュ　平岸店 北海道

マックスバリュ　盛岡志津田店 岩手県

マツダ物流　株式会社 兵庫県

株式会社　マツボー 東京都

株式会社　松村電機製作所 東京都

株式会社　松本鐵工所 北海道

株式会社　松本電子工業 福岡県

マツヤマ電機　株式会社 大阪府

マトヤ技研工業　株式会社 鹿児島県

株式会社　マリックスエンジニアリング 東京都

株式会社　マリンアクセス 静岡県

マリンハーベストジャパン 大阪府

マリンハイドロテック　株式会社　東日本支店 静岡県

株式会社　丸愛工業 神奈川県
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丸伊石材工業　株式会社 宮城県

株式会社　マルイチ横浜 青森県

丸江伸銅　株式会社 京都府

株式会社　マルエム 愛知県

マルカ空調　株式会社 岐阜県

株式会社　マルカン百貨店 岩手県

株式会社　丸幸 千葉県

丸子警報器　株式会社 長野県

株式会社　丸七製作所 山形県

株式会社　丸水運送センター 長野県

株式会社　丸誠 東京都

丸善製薬　株式会社 広島県

丸隆工業　株式会社 東京都

マルツ電波 三重県

株式会社　マルツ電波 福井県

株式会社マルテー東北石橋 宮城県

株式会社　マルナカ　西条店 愛媛県

丸中紙工　株式会社 愛知県

株式会社　マルハチ 山形県

マルハニチロ　株式会社　石巻工場 宮城県

株式会社　丸菱運輸 大阪府

株式会社　マルマサフード　川越工場 埼玉県

マルマテクニカ　株式会社 東京都

マルマテクニカ　株式会社会社 神奈川県

丸万電機　株式会社 新潟県

株式会社　マルヨシセンター 香川県

有限会社　丸和建材社 千葉県

丸和工業　株式会社 大阪府

株式会社　丸和商会 和歌山県

有限会社　万栄産業 新潟県

万木城カントリークラブ 千葉県

株式会社　ミートサプライ　草加工場 埼玉県

三浦工業　株式会社 埼玉県

三浦工業　株式会社 神奈川県

三浦工業　株式会社 兵庫県

三浦工業　株式会社 福岡県

三重重工業　株式会社　大阪支店 大阪府

三重ダイケン　株式会社　久居工場 三重県

御影第一　株式会社 兵庫県

みかど化工　株式会社　青森生産センター 青森県

三上鉄工　株式会社 埼玉県

三起電機工業　株式会社 神奈川県
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三國製薬工業　株式会社 大阪府

株式会社　三蔵 群馬県

ミクロン精密　株式会社 山形県

ミサキ化学工業　株式会社　象潟工場 秋田県

ミサワ医科工業　株式会社 茨城県

ミサワホーム中国　株式会社　倉敷支店 岡山県

三島食品　株式会社　関東工場 埼玉県

株式会社　水上電機製作所 大阪府

水木電機工業　株式会社 茨城県

有限会社　水口機械工業 秋田県

株式会社　MrMax　柳井店 山口県

ＭｒＭａｘ　八幡西店 福岡県

株式会社　ミズ・バラエティー 静岡県

ミズホエレシス　株式会社 愛知県

株式会社　ミソノメディカル 三重県

三谷セキサン　株式会社　大阪支店 大阪府

三谷セキサン　株式会社　東北支店 宮城県

三谷セキサン　株式会社　名古屋支店 愛知県

三田理化工業　株式会社 大阪府

三井化学東セロ　株式会社 愛知県

三井金属鉱業　株式会社　基礎評価研究所 埼玉県

三井金属鉱業　株式会社　触媒事業統括部　管理部　安全環境室 埼玉県

三井金属鉱業　株式会社　竹原製煉所 広島県

三井食品工業　株式会社 三重県

三井・デュポンポリケミカル　株式会社 千葉県

三井ホーム　株式会社　東北支店 宮城県

ミック工業　株式会社 大阪府

株式会社　ミツバ　富岡工場 群馬県

株式会社　ミツバ　新潟工場 新潟県

三菱化学物流　株式会社　黒崎支社 福岡県

三菱重工業　株式会社 兵庫県

三菱重工業　株式会社　名古屋誘導推進システム製作所 愛知県

三菱重工業　株式会社　栗東地区 滋賀県

三菱重工冷熱　株式会社 東京都

三菱重工冷熱　株式会社　北関東サービスセンター 埼玉県

三菱製鋼　株式会社 東京都

三菱製紙　株式会社　京都工場 京都府

三菱電機　株式会社 京都府

三菱電機　エンジニアリング 和歌山県

三菱電機システムサービス　株式会社 愛知県

三菱電機プラントエンジニアリング　株式会社 宮城県

三菱電機マイコン機器ソフトウエア　株式会社 京都府
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三菱電機ライフサービス　株式会社　静岡支店 静岡県

三菱ふそうトラック・バス　株式会社　南関東ふそう北本支店 埼玉県

三菱マテリアル　株式会社 東京都

三菱マテリアル　株式会社　秋田製錬所 秋田県

三菱マテリアル建材　株式会社　市川工場 兵庫県

三菱マテリアル　株式会社　セラミックス工場 埼玉県

三菱マテリアル　株式会社　横瀬工場 埼玉県

三菱マテリアル　株式会社　四日市工場 三重県

三福工業　株式会社 栃木県

三福工業　株式会社 福島県

三星海運　株式会社 大阪府

三ツ星ベルト工機　株式会社 兵庫県

三峰無線　株式会社 東京都

株式会社　三ツ矢 東京都

株式会社　三ツ矢 山形県

株式会社　三ツワ 茨城県

三友ブレーキ　株式会社 埼玉県

株式会社　ミドリ印刷 福岡県

株式会社　ミドルウッド 静岡県

みなと観光バス　株式会社 兵庫県

株式会社　ミナミダ 大阪府

南日本家具工芸　株式会社 鹿児島県

株式会社　南富士カントリー倶楽部 静岡県

有限会社　三原製作所 愛知県

宮川工業　株式会社 静岡県

株式会社　ミヤキ 静岡県

宮城くみあい醤油　株式会社 宮城県

株式会社　宮崎商会 静岡県

株式会社　ミヤザキテック 千葉県

株式会社　ミヤシタフーズ 長野県

ミヤマ　株式会社　燕工場 新潟県

株式会社　宮本組　東北支店 宮城県

三好カントリー倶楽部 愛知県

株式会社　未来樹脂 埼玉県

六日町　八海山スキー場 新潟県

株式会社　ムーンスター 福岡県

株式会社　武蔵高圧技研 東京都

株式会社　ムサシノキカイ 東京都

株式会社　武蔵野　群馬工場 群馬県

株式会社　ムサシノ工房 東京都

株式会社　武蔵野　福島工場 福島県

株式会社　村尾組 東京都
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株式会社　村尾組　成木工場 東京都

株式会社　村上開明堂　九州 福岡県

村上給食　株式会社 大阪府

村田発條　株式会社 栃木県

株式会社　ムラタ溶研 大阪府

村松風送設備工業　株式会社 静岡県

株式会社　室伏製作所 神奈川県

明光設備　株式会社 神奈川県

名港陸運　株式会社 愛知県

株式会社　明治 群馬県

明治機械　株式会社 栃木県

明星工業　株式会社　鹿島事業所 茨城県

名鉄運輸　株式会社　仙台支店 宮城県

名鉄運輸　株式会社　米原事業所 滋賀県

明電環境サービス　株式会社 埼玉県

名糖運輸　株式会社 兵庫県

株式会社　名南精密製作所 兵庫県

名阪近鉄バス　株式会社　大垣営業所 岐阜県

名阪近鉄バス　株式会社　名古屋営業所 愛知県

株式会社　メイプルリビングサービス 東京都

株式会社　メイホウテック 埼玉県

名菱電子　株式会社 愛知県

有限会社　名和 福井県

明和化成　株式会社 山口県

有限会社　明和電気工事 千葉県

株式会社　明和土木 岩手県

株式会社　メープルホテル＆リゾート 兵庫県

株式会社　メタルアート 滋賀県

株式会社　メディア・テクノ・サービス 福井県

メテック　株式会社 京都府

株式会社　メドテック 山形県

株式会社　メトロール 東京都

メルセデス・ベンツ京都中央 京都府

株式会社　メンテック技研 静岡県

モービルジャパン　株式会社 宮城県

株式会社　モーリコーポレーション 東京都

門司港運　株式会社　太刀浦出張所 福岡県

株式会社　望月機工製作所 静岡県

望月商事　株式会社 山口県

株式会社　森吉物流倉庫 愛知県

モリ建機　株式会社 沖縄県

株式会社　森下機械製作所 宮城県
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株式会社　モリタ東京製作所 埼玉県

株式会社　森鉄工所 愛知県

株式会社　盛永 栃木県

森永乳業　株式会社　近畿工場 兵庫県

株式会社　モリモト医薬 大阪府

株式会社　モンテール　美濃加茂事業所 岐阜県

柳沼電設　株式会社 東京都

薬仙石灰　株式会社 山口県

株式会社　ヤクルト本社　兵庫三木工場 兵庫県

矢崎化工　株式会社　大阪工場 大阪府

矢崎総業　株式会社 静岡県

矢崎部品　株式会社　大浜工場 静岡県

有限会社　ヤシオエレベーター 栃木県

株式会社　安川電機　八幡西事業所 福岡県

安田産業　株式会社 岡山県

有限会社　やっこ屋 愛媛県

有限会社　柳工業 埼玉県

株式会社　ヤナギハラメカックス 静岡県

矢作産業　株式会社 愛知県

薮田産業　株式会社 兵庫県

山一運輸倉庫　株式会社 静岡県

山内金属　株式会社　福井工場 福井県

株式会社　山形信越石英 山形県

株式会社　山形電機製作所 山形県

山形電子　株式会社　高畠工場 山形県

山形ヤナセ　株式会社 山形県

山口コーウン　株式会社 山口県

株式会社　山元 岩手県

山坂工業　有限会社 静岡県

株式会社　山崎組 岩手県

株式会社　山崎工業 福岡県

山崎産業　株式会社 静岡県

ヤマザキマザック　株式会社 愛知県

株式会社　ヤマサコウショウ 宮城県

株式会社　山下製作所 大阪府

株式会社　ヤマダ 愛知県

有限会社　山貴工業 大阪府

山田機械工業　株式会社　西部営業部 兵庫県

山田建材　株式会社 愛知県

山田設備機工　株式会社 青森県

株式会社　ヤマックス 岩手県

ヤマックス　株式会社 埼玉県
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YAMAX　株式会社 広島県

ヤマト運輸　株式会社　茅ケ崎矢畑センター 神奈川県

ヤマト運輸　株式会社　広島呉支店 広島県

ヤマト運輸　株式会社　　北神支店 兵庫県

ヤマト運輸　盛岡月が丘センター 岩手県

ヤマトオートワークス　株式会社　大阪工場 大阪府

ヤマトオートワークス　株式会社　新東京工場 東京都

ヤマト科学　株式会社 千葉県

大和コンクリート工業　株式会社 沖縄県

大和製衡　株式会社 兵庫県

ヤマトホームコンビニエンス　株式会社 福岡県

大和リース　株式会社　岩手支店 岩手県

ヤマハモーターエレクトロニクス　株式会社 静岡県

ヤマハモーターパワープロダクツ　株式会社 静岡県

有限会社　ヤマヒデ 滋賀県

山村倉庫　株式会社　埼玉北営業所 埼玉県

株式会社　山本工作所 福岡県

株式会社　山本製作所　恵那工場 岐阜県

株式会社　山本製作所　東根事業所 山形県

ヤンマー農機製造　株式会社　伊吹工場 滋賀県

株式会社　UEX 神奈川県

ユー・イー・エル　株式会社 山口県

株式会社　結城ショッピングセンター 茨城県

UCC上島珈琲株式会社　　滋賀工場 滋賀県

株式会社　有伸 福島県

株式会社　ユーシン精機 福島県

株式会社　ユース 茨城県

UDトラックス　株式会社 宮城県

UDトラックス　株式会社　関東支社 東京都

株式会社　ユーテック 長野県

ユーホーム　稲沢店 愛知県

有楽製菓　株式会社　札幌工場 北海道

有隣興業　株式会社　業務部 埼玉県

優和電設工業　株式会社 千葉県

雪印メグミルク　株式会社 兵庫県

株式会社　ユタカ技研 静岡県

株式会社　豊電工社 東京都

株式会社　湯田かめ福 山口県

株式会社　湯田牛乳公社 岩手県

ユテクジャパン　株式会社　東北営業所 宮城県

株式会社　ユニークテープ　新地工場 福島県

ユニー　株式会社　ピアゴ香貫店 静岡県
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ユニー　株式会社　ピアゴ幸田店 愛知県

株式会社　ユニ･エンジニアリング 東京都

株式会社　ユニオンコーヒーロースターズ 大阪府

株式会社　ユニオンプレート　上田工場 長野県

ユニキャリア　株式会社　滋賀工場 滋賀県

ユニキャリア　株式会社　焼津サービスセンター 静岡県

株式会社　ユニックス 滋賀県

株式会社　ユニテック 埼玉県

ユニテック工業　株式会社 広島県

株式会社　ユニパックロジスティックス 北海道

ユニプレス　株式会社 神奈川県

株式会社　ユニマットリゾート＆コミュニティ　泉水原ゴルフクラブ 山口県

ユニリーバ･ジャパン　株式会社 神奈川県

ユミコア日本触媒　株式会社 愛知県

横浜エスオーシー　株式会社 神奈川県

横浜ガルバー　株式会社　小山工場 栃木県

横浜金属　株式会社 神奈川県

株式会社　横森製作所　大阪支店 大阪府

横山食品　株式会社 秋田県

ヨシアイデーエス　株式会社 静岡県

株式会社　ヨシカワ 鹿児島県

吉川工業　株式会社　光支店 山口県

株式会社　吉田ＳＫＴ　東京事業所 東京都

吉田機電　株式会社 大阪府

株式会社　吉田電設 秋田県

よしでん 東京都

株式会社　吉野工業所　滋賀工場 滋賀県

吉野ゴム工業　株式会社 大阪府

株式会社　吉野家ホールディングス　東京工場 埼玉県

吉原建設　株式会社　福岡支店 福岡県

吉久労働安全コンサルタント事務所 神奈川県

株式会社　ヨシモリ 東京都

株式会社　吉年 大阪府

米久おいしい鶏　株式会社 静岡県

米久かがやき　株式会社 埼玉県

米沢ダイヤエレクトロニクス　株式会社 山形県

米沢放電工業　株式会社 山形県

株式会社　米谷製作所 新潟県

米原電工 大阪府

株式会社　読売大阪プリントメディア 大阪府

株式会社　読売プリントメディア　 東京都

寄居カントリークラブ 埼玉県
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有限会社　萬恒産（ホテル　万長） 新潟県

ライト工業　株式会社　東北統括支店 宮城県

株式会社　ライフメンテナンス 福島県

ラサ商事　株式会社 東京都

ラッキー工芸　株式会社 兵庫県

ラック通運　株式会社 福岡県

株式会社　ラプラタ産業 静岡県

株式会社　ランテック　京浜支店 神奈川県

リアルクリーン　株式会社 埼玉県

株式会社　リージェンシー・スティール・ジャパン 福岡県

株式会社　リード　新潟工場 新潟県

株式会社　リーフロンティア 神奈川県

リオン熱学　株式会社 東京都

リオン熱学　株式会社 東京都

株式会社　理学相原精機 東京都

株式会社　LIXIL　知多事業所 愛知県

株式会社　LIXIL　常滑研究所 愛知県

株式会社　LIXIL　藤花工場　 茨城県

陸中建設　株式会社 岩手県

理研計器　株式会社 兵庫県

理研製鋼　株式会社　柿崎工場 新潟県

リコークリエイティブサービス　株式会社 宮城県

株式会社　リバイブ 愛知県

株式会社　リビングストン 埼玉県

琉球セメント　株式会社　屋部工場 沖縄県

株式会社　流通サービス　仙台青果セットセンター 宮城県

リューベ　株式会社　茨城工場 茨城県

菱光石灰工業　株式会社 埼玉県

菱三工業　株式会社　旭工場 愛知県

菱電エレベータ施設　株式会社 東京都

菱電エレベータ施設　株式会社　北海道支店 北海道

菱電工機エンジニアリング　株式会社 愛知県

菱電湘南エレクトロニクス　株式会社 神奈川県

菱冷環境エンジニアリング　株式会社 千葉県

有限会社　リョーシン 栃木県

株式会社　緑水亭 宮城県

林栄精器　株式会社　精機事業部 千葉県

りんかい日産建設　株式会社　 宮城県

りんかい日産建設　株式会社　九州支店 福岡県

株式会社　麗光　日野工場 滋賀県

レイシス　合同会社 神奈川県

歴世礦油　株式会社　新潟プラスチック油化センター 新潟県
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レシップ　株式会社 岐阜県

株式会社　レックコンストラクション 愛知県

レンゴー　株式会社　豊橋工場 愛知県

レンゴー　株式会社　長野工場 長野県

レンゴーロジスティクス　株式会社　川口営業所 埼玉県

レンゴーロジスティクス　株式会社　新潟営業所 新潟県

ロイヤルリムジン　株式会社 東京都

株式会社　ロータス 東京都

株式会社　ロキテクノ 福岡県

六反機械　株式会社 埼玉県

株式会社　ロジコム 福岡県

有限会社　ロジテック　エヌイ 埼玉県

株式会社　ロジメディカル 埼玉県

ロシュ・ダイアグノスティックス　株式会社 東京都

ロックペイント　株式会社 大阪府

六甲バター　株式会社　稲美工場 兵庫県

株式会社　ロッコウ・プロモーション 東京都

株式会社　ロピア 栃木県

ロワジールホテル上越 新潟県

ワールド自興　株式会社 東京都

株式会社　ワールドフェイマス 東京都

ワイエスイー福島　株式会社 福島県

ワイ・エフ物流　株式会社 千葉県

株式会社　YM 福島県

株式会社　ワイエムフーズ 新潟県

株式会社　ワイキャブ　横浜営業所 神奈川県

株式会社　ワイテック　鹿児島プレカットセンター 鹿児島県

若泉漆器　株式会社 福井県

株式会社　若月ワーク 静岡県

若津精密工機　株式会社 三重県

和光金属工業　株式会社 大阪府

和光純薬工業　株式会社　大阪工場 兵庫県

和弘食品　株式会社　関東工場 茨城県

ワタキューセイモア　株式会社 京都府

綿久リネン　株式会社 京都府

有限会社　渡信鉄工 宮城県

有限会社　渡部電機工業所 秋田県

渡辺リネン　新潟工場 新潟県

わらべや日洋　株式会社　大宮工場 埼玉県

わらべや日洋　株式会社　東京工場 東京都

株式会社　ワンズ 宮城県


