
（社）安全衛生マネジメント協会 受講事業所様一覧（2015年） 1/62 ページ

事業所名 都道府県

株式会社　arcプラン 愛知県

アークランドサカモト　株式会社　ホームセンタームサシ柏崎店 新潟県

株式会社　アースクリーン東北 宮城県

アートコーポレーション　株式会社　新横浜支店 神奈川県

有限会社　アートシステム 山形県

アート電気設備　株式会社 東京都

アートバンライン　株式会社 千葉県

ART-HIKARI　株式会社　館林工場 群馬県

R&Cサービス合同会社 千葉県

株式会社　アーレスティ　東松山工場 埼玉県

株式会社　アイエイアイ 愛知県

株式会社　IHI 福島県

株式会社　IHI機械システム 福島県

株式会社　IHI検査計測 東京都

株式会社　IHI汎用ボイラ 兵庫県

株式会社　IHI汎用ボイラ 広島県

株式会社　IHIビジネスサポート　相生支店 兵庫県

IHミートソリューション　株式会社 宮城県

ＩＳＯ 京都府

IMSテクノ　株式会社 岐阜県

株式会社　IMC　名古屋営業本部 愛知県

株式会社　アイオイ・システム 東京都

有限会社　アイオーテクニック 東京都

アイケイ商事　株式会社 千葉県

株式会社　IKエンジニアリング 北海道

有限会社　愛光エレクト 愛知県

アイコムシステック 東京都

株式会社　相澤鐵工所 埼玉県

株式会社　相澤鐵工所 大阪府

アイジー工業　株式会社　寒河江工場 山形県

アイシン・エイ・ダブリュ　株式会社 愛知県

株式会社　アイセロ 愛知県

株式会社　アイソニーフーズ福島 福島県

有限会社　IWシステム 愛知県

愛知機械工業　株式会社 愛知県

愛知県板金工業組合 愛知県

愛知時計電機　株式会社　岡崎工場 愛知県

会津鉄道　株式会社 福島県

有限会社　アイ・ディー・エー 群馬県

株式会社　アイテック 埼玉県

ＩＤＥＣ　株式会社　福崎事業所 兵庫県

株式会社　アイドマセンサー 富山県
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社会福祉法人あいのわ福祉会　神明障がい福祉施設 東京都

株式会社　アイビー 山形県

株式会社　アイビーカンパニー 大阪府

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

アイム機械　株式会社 埼玉県

アイモールいちまる 北海道

愛陸急送　株式会社 愛知県

アイリス　株式会社 神奈川県

アイワイフーズ　株式会社 埼玉県

アヴァシス　株式会社 長野県

株式会社　青木松風庵 大阪府

株式会社　青葉技研 福井県

あおみ建設　株式会社　名古屋支店 愛知県

青森昭和電線　株式会社 青森県

株式会社　アカサカテック 神奈川県

赤楚設備　株式会社 大阪府

秋田運輸　株式会社　大垣営業所 岐阜県

秋田化学工業　株式会社 秋田県

安芸高田アグリフーズ　株式会社 広島県

秋田ガルバー　株式会社 秋田県

株式会社　アキタシステムマネジメント 秋田県

秋田住友ベーク　株式会社 秋田県

秋田ファイブワン工業　株式会社 秋田県

秋津鋼材　株式会社 奈良県

アクアイースト　株式会社 埼玉県

アクアス保全工業　株式会社 青森県

アクシス社会保険労務士事務所 神奈川県

株式会社　AXIS・BOLD 埼玉県

株式会社アクセス 愛知県

株式会社　アクセル　蒲郡支店 愛知県

株式会社　アクロ技研 千葉県

曙機械工業　株式会社 埼玉県

曙ブレーキ工業　株式会社 埼玉県

アコマ医科工業　株式会社 埼玉県

浅川組運輸　株式会社　堺支店 大阪府

浅川造船　株式会社 愛媛県

朝日印刷　株式会社 富山県

旭化成イーマテリアルズ　株式会社 滋賀県

旭化成住宅建設　株式会社 神奈川県

旭化成パックス　株式会社 埼玉県

株式会社　朝日工業社 千葉県
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株式会社　旭工業所 大阪府

旭コンクリート工業　株式会社　関東工場 埼玉県

旭食品　株式会社　物流事業部　神戸ドライセンター 兵庫県

朝日精密ゴム　株式会社 茨城県

旭電気　株式会社 三重県

株式会社　旭物産 茨城県

旭プレシジョン 京都府

株式会社　アサヒブロイラー　埼玉工場 埼玉県

アサヒロジ　株式会社 千葉県

アシードブリュー　株式会社　宇都宮飲料工場 栃木県

安治川鉄工　株式会社 大阪府

株式会社　アシスト 東京都

株式会社　アジテック 岩手県

アシ電機　株式会社 大阪府

芦野工業　株式会社 山形県

株式会社　アシュラン 福岡県

株式会社　アスカ工業 愛知県

飛鳥交通春日部　株式会社 埼玉県

株式会社　アスカメディカル 大阪府

アスク・サンシンエンジニアリング　株式会社 新潟県

株式会社　アステル 東京都

株式会社　東産業 三重県

麻生観光開発　株式会社 茨城県

株式会社　アダチ・プロテクノ 福島県

アツギ東北　株式会社　むつ事業所 青森県

アット・エアコン神辺 広島県

ADEKA総合設備 千葉県

株式会社　アトックス　福島復興支社 福島県

ATOM Works　株式会社 青森県

アトラスコプコ　株式会社 宮城県

株式会社　あなぶきクリーンサービス 香川県

株式会社　あなぶきクリーンサービス 高知県

株式会社　あなぶきクリーンサービス　福山店 広島県

有限会社　アネット総合管理 兵庫県

我孫子交通　株式会社 千葉県

株式会社　油屋 京都府

株式会社　アプロ 滋賀県

有限会社　阿部悦三商店 岩手県

株式会社　阿部長商店　気仙沼食品 宮城県

株式会社　アペックス 岐阜県

株式会社　天辻鋼球製作所 大阪府

天野エンザイム　株式会社　養老工場 岐阜県
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網野ゴム工業　有限会社 栃木県

アムコン　株式会社 神奈川県

株式会社　阿藻珍味 広島県

あゆみ土建 千葉県

新井工業　株式会社 埼玉県

株式会社　荒井食品 栃木県

荒川区立南千住七丁目保育園 東京都

株式会社　荒川樹脂 茨城県

荒木産業　株式会社 大阪府

株式会社　あらた　仙台支店　ツルハ南東北物流センター 宮城県

新家工業　株式会社　関西工場 大阪府

株式会社　アリガ 秋田県

株式会社　アルス 神奈川県

株式会社　アルティフーズ 大阪府

株式会社　アルテミス　小淵沢カントリークラブ 山梨県

アルナ車両　株式会社 大阪府

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　ALPHA 千葉県

株式会社　アルプスビジネスクリエーション 宮城県

アロニクス　株式会社 東京都

安西工業　株式会社 兵庫県

安全商店　株式会社 東京都

有限会社  アンツリー 広島県

アンビック　株式会社 兵庫県

株式会社　Ｅ＆Ｅテクノサービス 茨城県

株式会社　イーエムエックス 福島県

株式会社　イーカム　工事部 神奈川県

イーグル工業　株式会社　埼玉事業場 埼玉県

イーコット　株式会社 京都府

株式会社　イースカイ 北海道

株式会社　イーストウエスト 東京都

株式会社　e-ソリューション・クリエイト 東京都

有限会社　飯田製作所　福島第2工場 福島県

株式会社　飯塚製作所 山形県

イートン　株式会社 京都府

イオン九州　株式会社　イオン上峰店 佐賀県

イオン　白河西郷店 福島県

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　石巻東店 宮城県

イオン　スーパーセンター鏡石店 福島県

イオンスーパーセンター　鈎取店 宮城県

イオン製薬　株式会社 大阪府
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イオンビッグ　株式会社　ザ・ビッグエクストラ岐阜池田店 岐阜県

イオンビッグ　株式会社　ザ・ビッグエクストラ大安寺店 奈良県

イオン福岡伊都店 福岡県

イオンリテール　株式会社 茨城県

イオンリテール　株式会社 奈良県

イオンリテール　株式会社　イオン稲毛店 千葉県

イオンリテール　株式会社　イオン東雲店 東京都

イオンリテール　株式会社　イオンつきみ野店 神奈川県

イオンリテール　株式会社　イオンつくしが丘店 兵庫県

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　イオン幕張店 千葉県

イオンリテール　株式会社　イオン六日町店 新潟県

イオンリテール　株式会社　イオンモール下妻店 茨城県

イオンリテール　株式会社　イオン　ラブラ万代店 新潟県

イオンリテール　株式会社　イオン和田山店 兵庫県

イオンリテール　株式会社 京都五条店 京都府

イカリ消毒　株式会社　横浜営業所 神奈川県

株式会社　生島工業 神奈川県

イケア ディストリビューションサービス　株式会社 愛知県

株式会社　池辺食品 茨城県

石垣メンテナンス　株式会社　朝霞事業所 埼玉県

有限会社　イシダ 東京都

株式会社　イシダ　大阪支店 大阪府

株式会社　イシモク・コーポレーション 福岡県

株式会社　石森セメント工業所 広島県

有限会社　石山製作所 東京都

株式会社　石山　山梨工場 山梨県

株式会社　伊豆観光ホテル 静岡県

いすゞ自動車東北　株式会社　宮城支社　仙台支店　仙台サービスセンター 宮城県

いすゞ・やまとエンジン　株式会社 埼玉県

泉鋼管　株式会社 栃木県

泉製紙　株式会社 愛媛県

和泉チエン　株式会社 大阪府

有限会社　和泉電設 大阪府

株式会社　和泉　名古屋春日井工場 愛知県

イズミヤ　株式会社　小林店 兵庫県

イズミヤ　西神戸店 兵庫県

伊勢化学工業　株式会社　環境安全室 千葉県

株式会社　いそのボデー 山形県

株式会社　板屋製作所 千葉県

株式会社　イタリアントマト　東京工場グランデ 東京都

株式会社　いちい 福島県
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株式会社　一条工務店群馬　テクニカルセンター 群馬県

株式会社　一ノ瀬 大阪府

一宮運輸　株式会社　四国支社 愛媛県

有限会社　市橋電機 埼玉県

いちまる西帯店 北海道

市村土建　株式会社 茨城県

有限会社　一成工業所 愛知県

株式会社　いづみや 栃木県

出光ユニテック　株式会社　兵庫工場 兵庫県

株式会社　イデヤ 京都府

伊藤金型工業　株式会社 愛知県

株式会社　伊藤組 岩手県

株式会社　イトーキ 千葉県

株式会社　イトーヨーカ堂 茨城県

株式会社　イトーヨーカ堂 東京都

株式会社　イトーヨーカ堂 山梨県

イトーヨーカドー　能見台東3-1 神奈川県

株式会社　イトキュー 福岡県

株式会社　稲井　塩釜工場 宮城県

稲垣商事　株式会社 千葉県

いなげや　横浜東蒔田店 神奈川県

株式会社 イナテック 愛知県

株式会社　イナバ産業 大阪府

イノデン　株式会社 愛知県

株式会社　イノメディックス 東京都

茨木塗料　株式会社　姫路工場 兵庫県

株式会社　茨城荷役運輸 茨城県

イビデン産業　株式会社　経営企画部　安全・TPM・ISO推進課 岐阜県

株式会社　イボキン 兵庫県

今村電機 埼玉県

入出運送　株式会社　本社営業所 静岡県

株式会社　岩井工機 千葉県

岩井ファルマテック　株式会社 大阪府

株式会社　イワキ 福島県

株式会社　イワキ 埼玉県

株式会社　イワキ 静岡県

イワキ・モリタニ電工　株式会社 大阪府

岩品運送　有限会社 静岡県

岩谷瓦斯　株式会社 大阪府

株式会社　岩手マイタック 岩手県

株式会社　岩電 岩手県

株式会社　インスト 東京都
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インターナショナル・トイレツリース　株式会社 神奈川県

インタミン　株式会社 東京都

因の島ガス　株式会社 広島県

WITH  GROUP 東京都

株式会社　ウイル 神奈川県

株式会社　ウイルテック　社SC 兵庫県

ヴィルド　株式会社　千葉ターミナル 千葉県

ヴェオリア・ウォーター・インダストリーズ・ジャパン　株式会社 茨城県

植田アルマイト工業　株式会社 大阪府

株式会社　ウエノテクニカ 群馬県

株式会社　ウエノ　三川事業所 山形県

株式会社　ウォーターテック　関西支店 大阪府

株式会社　うすい百貨店 福島県

株式会社　ウチヌキ 福島県

内浜化成　株式会社 愛知県

内山工業　株式会社 岡山県

株式会社　宇奈月延対寺荘 富山県

株式会社　UNIGEN 秋田県

宇野重工　株式会社 三重県

宇部興産　株式会社 山口県

株式会社　梅星物流サービス 茨城県

有限会社　エアークラフト 大阪府

エア・ウォーター・ゾル　株式会社　茨城工場 茨城県

エア・ウォーター防災　株式会社 兵庫県

株式会社　エアレックス　技術研究センター 愛知県

エィ･ケィ･ケィ･エム　株式会社 愛知県

栄光交通　株式会社 東京都

株式会社　エイジェック 愛知県

栄泉交通　株式会社 東京都

株式会社　エイ・ダイニング 東京都

エイテスリンケージ　株式会社 埼玉県

株式会社　エイト 東京都

株式会社　エイブプラスチックス 愛知県

株式会社　エイムクリエイツ 東京都

エイワイファーマ　株式会社 静岡県

永和化成工業　株式会社 京都府

株式会社　エー・アンド・デイ 埼玉県

株式会社　AHB 東京都

ＡＳＥジャパン　株式会社 山形県

有限会社　エー・エムメディカル 沖縄県

株式会社　エーケーディ　舞浜事業所 千葉県

AGF関東　株式会社 群馬県
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AGF鈴鹿　株式会社 三重県

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ポリカーボネート　株式会社 愛知県

エーシーテクノサンヨー　株式会社 埼玉県

エーシーテクノサンヨー　株式会社 大阪府

株式会社　エースリーテック 三重県

有限会社　エーディジャパン 広島県

株式会社　エーデルワイスゴルフクラブ 埼玉県

エー・ピーアンドティー　株式会社 神奈川県

エービーエス新潟　株式会社　 新潟県

エービーシーエンジニアリング　株式会社 大阪府

株式会社　エーピーシーメンテナンス 千葉県

株式会社　エールエンジニアリング 京都府

エクスチン防災　株式会社 三重県

株式会社　エコシステム 新潟県

株式会社　エコスファクトリー 埼玉県

株式会社　エコフィール　福山工場 広島県

株式会社　エコム 静岡県

株式会社　エコライクみえ 三重県

株式会社　エコロ 福岡県

株式会社　エジソンパワー 東京都

SEIオプティフロンティア　株式会社 神奈川県

株式会社　SEIシステム 兵庫県

株式会社　エスエアー 東京都

有限会社　SSEコーポレーション 東京都

株式会社　エスエスセンター 埼玉県

株式会社　ＳＬＡ 東京都

株式会社　エス・ティ通信 山形県

株式会社　エス・ディ・ロジ 愛知県

株式会社　エステック 愛知県

SBSサポートロジ　株式会社 栃木県

ＳＢＳロジコム　株式会社 千葉県

株式会社　エスプールエンジニアリング 東京都

エスペック　株式会社 栃木県

エスペック　株式会社 東京都

エスペック　株式会社 兵庫県

エスペック　株式会社　福知山工場 京都府

株式会社　エスユーロジ　東松山事業所 埼玉県

株式会社　エス・ワイ・エス 埼玉県

株式会社　エスワン通信 神奈川県

株式会社　江田島造船所 広島県

株式会社　エッグドリーム八千代 茨城県
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株式会社　エディオン　エディオン広島本店 広島県

エディオン　倉敷サービスセンター 岡山県

エディオン　福山サービスセンター 広島県

株式会社　エテルノ・ヒラカタ 大阪府

株式会社　ＮＲＣ 千葉県

株式会社　ＮＳＳ 大阪府

NSSLCサービス　株式会社 東京都

株式会社　ＮＳロジ東日本　特別教育 東京都

NNY　株式会社 栃木県

有限会社　エヌエムシー 愛知県

NOK　株式会社　北茨城事業場 茨城県

NOK　株式会社　福島事業場 福島県

NOC日本アウトソーシング　株式会社　オリンパス綜合サービス事業本部会津支店 福島県

ＮＤＳ株式会社　浜松支店 静岡県

株式会社　NTN三雲製作所 三重県

ＮＴＴ印刷　株式会社 東京都

ＮＴＴフィールドテクノ 大阪府

株式会社　NTTロジスコサービス 東京都

エヌ・ティ・ティ・インフラネット　株式会社　四国支店 愛媛県

エヌデーシー　株式会社 千葉県

株式会社　エネゲート 大阪府

株式会社　エネテック大阪 大阪府

株式会社　エフ.イー.シーチェーン 静岡県

株式会社　エフ・イ・テック　大阪サービスセンター 大阪府

株式会社　エフエスユニ 神奈川県

株式会社　エフエスユニ　仙台営業所 宮城県

株式会社　エフエスユニ　横浜営業所 神奈川県

有限会社　エフコム 広島県

エプソン販売　株式会社　静岡営業所 静岡県

株式会社　ＦＤＫエンジニアリング 静岡県

FDK　株式会社　湖西工場 静岡県

エフティテック　株式会社 東京都

株式会社　エフビーエス 北海道

株式会社　エポックロジスティクス 茨城県

株式会社　エム・アンド・イー 東京都

株式会社　エムアンドエス 大阪府

エム・イー・エス特機　株式会社 岡山県

エムイーシーテクノ　株式会社 神奈川県

エムイーシーテクノ　株式会社 岡山県

株式会社　エムエーパッケージング 東京都

MSD　株式会社　妻沼工場　安全環境課 埼玉県

有限会社　エム・ケイ運輸 奈良県
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株式会社　MCエンジ 東京都

株式会社　エム・シー・サービス 東京都

MGCエレクトロテクノ　株式会社 福島県

エムシー電機 愛知県

株式会社　MTD 茨城県

株式会社　M-TEC 埼玉県

株式会社　エムテック 埼玉県

有限会社　エムテック 富山県

株式会社　エム・レックス 東京都

株式会社　えむ・わい・けい 宮城県

エリエールプロダクト　株式会社 愛媛県

株式会社　エルイーオーグループ 愛知県

株式会社　LED 東京都

株式会社　エルクエスト 千葉県

エンケイオートモーティブ　株式会社 静岡県

オイレス工業　株式会社 滋賀県

王子電機株式会社 埼玉県

王子ホールディングス　株式会社 滋賀県

株式会社　王子ホールディングス 滋賀県

近江産業　株式会社 大阪府

応用電機　株式会社 静岡県

応用電機　株式会社 熊本県

有限会社　オオイシ機工 広島県

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　パルプモウルド東北工場 青森県

大分県農林水産研究指導センター 大分県

大井電気　株式会社 岩手県

株式会社　大岩マシナリー　関西支社 大阪府

オーエスジー　株式会社 愛知県

株式会社　大川荘 福島県

株式会社　大岸製作所　米沢工場 山形県

大木伸銅工業　株式会社 埼玉県

大蔵工業　株式会社 埼玉県

株式会社　大倉　ザグランリゾートエレガンテ淡路島 兵庫県

株式会社　大倉製作所 神奈川県

株式会社　オークワ　尼ケ辻店 奈良県

株式会社　オークワ　奈良古市店 奈良県

株式会社　オークワ　プライスカット榛原福地店 奈良県

オークワ　大和郡山筒井北店 奈良県

大阪ガス　株式会社 兵庫県

大阪ガス　株式会社　導管事業部　導管技術センター 大阪府

大阪シーリング印刷　株式会社　岐阜工場 岐阜県
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大阪特殊合金　株式会社　勝山工場 福井県

大阪冶金興業　株式会社 兵庫県

株式会社　大阪冷研 大阪府

株式会社　オオシマ 愛知県

株式会社　オーシャンエンジニアリング 埼玉県

株式会社　オーシャンシステム 千葉県

オーシャンパッケージ　株式会社 埼玉県

大高精工　株式会社 愛知県

株式会社　大竹製作所 愛知県

株式会社　大谷造機所 東京都

株式会社　大塚家具　立川ショールーム 東京都

大塚食品　株式会社　群馬工場 群馬県

大津建設　株式会社 広島県

有限会社　オートパーツ光伸 兵庫県

株式会社　大西デンキシステム 滋賀県

株式会社　大西熱学 千葉県

株式会社　オーネックス 埼玉県

大橋鉄工　株式会社 愛知県

株式会社　大林組 東京都

大原テクノサービス　有限会社 静岡県

大前電気 大阪府

大峰工業　株式会社 大阪府

株式会社　オオヤマフーズマシナリー 神奈川県

大淀通信工業　株式会社 大阪府

OLED青森　株式会社 青森県

株式会社　岡崎運輸 宮城県

オカダアイヨン　株式会社 東京都

オカダ　アイヨン　株式会社 大阪府

岡田工業　株式会社 愛知県

株式会社　岡田製作所 静岡県

岡本硝子　株式会社 千葉県

岡谷精立工業　株式会社 大阪府

公益財団法人　岡山県産業振興財団 岡山県

岡山ゴルフ倶楽部 岡山県

株式会社　オガワエコノス　仙台工場 宮城県

小川精機　株式会社 広島県

沖ウィンテック　株式会社 東京都

有限会社　オギス電機 愛知県

株式会社　オキナヤ 埼玉県

株式会社　オキナヤフォーメック 埼玉県

有限会社　沖縄化粧合板 沖縄県

沖縄テクノクリート　株式会社 沖縄県



（社）安全衛生マネジメント協会 受講事業所様一覧（2015年） 12/62 ページ

事業所名 都道府県

株式会社　OKIメタルテック 福島県

株式会社　小楠金属工業所 静岡県

小倉鉄工　株式会社　館林工場 群馬県

オグラ宝石精機工業　株式会社 埼玉県

長田組土木　株式会社 山梨県

オタフクホールディングス　株式会社 広島県

株式会社　小樽ゴルフ場 北海道

株式会社　乙訓重量建設 京都府

音羽電機　株式会社 愛知県

株式会社　鬼わさび本舗 福島県

株式会社　小野測器宇都宮 栃木県

株式会社　オフィスエフエイ・コム 栃木県

株式会社　オプティネット 滋賀県

オムロン　株式会社 京都府

オムロン　株式会社 滋賀県

株式会社　小矢部精機 富山県

オリエクス　株式会社　雷電工場 長野県

オリエンタルエンヂニアリング　株式会社 埼玉県

オリエンタルエンヂニアリング　株式会社 大阪府

オリエンタル酵母工業　株式会社 東京都

オリエンタル酵母工業　株式会社　長浜研究所 滋賀県

株式会社　オリエンタルフーズ 静岡県

株式会社　Olympic　平塚店 神奈川県

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　埼玉県済生会栗橋病院 埼玉県

有限会社　カ－サ－ビス飯浜 神奈川県

有限会社　カープタクシー 広島県

開進交通　株式会社 東京都

改進タクシー　株式会社 東京都

社会福祉法人　開拓 千葉県

カイハラ産業　株式会社 広島県

海洋ゴム　株式会社 三重県

株式会社 カインズ 長野県

株式会社　カインズ　カインズホーム豊野赤沼店 長野県

株式会社　カインズホーム　古川店 宮城県

花王ロジスティクス　株式会社　米子第２センター 鳥取県

カギの救急車　新宿店 東京都

カサイエレック　株式会社 愛知県

カサイ通信 東京都

笠巻電気工事　株式会社 滋賀県

株式会社　カシイ 富山県

鹿島ハイツスポーツプラザ 茨城県

カシュー　株式会社 東京都
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株式会社　柏タクシー 千葉県

株式会社　カシワバラ・コーポレーション 愛知県

株式会社　カシワバラ・コーポレーション 大阪府

有限会社　柏屋運送 福島県

株式会社　カズテクニカ 神奈川県

ガステックサービス　株式会社 愛知県

片倉工業　株式会社　加須工場 埼玉県

カツラギ工業　株式会社 大阪府

有限会社　カテナチオ 神奈川県

株式会社　加藤電気工業所　板倉工場 群馬県

株式会社　加藤電気工業所　鳩ヶ谷工場 埼玉県

株式会社　カトープレジャーグループ 大阪府

金井重要工業　株式会社　繊維機器製造所 兵庫県

神奈川県立磯子工業高校　定時制 神奈川県

株式会社　カナデン 東京都

要薬品　株式会社　臨海第二工場 大阪府

株式会社　カネコ運輸 愛知県

株式会社　カネコ運輸　岩倉営業所 愛知県

金子産業　株式会社 神奈川県

株式会社　兼田漬物 滋賀県

株式会社　兼廣 兵庫県

カネヨ運輸　株式会社 新潟県

カネヨ石鹸　株式会社　山形工場 山形県

河北ライティングソリューションズ　株式会社 宮城県

株式会社　鎌倉製作所 宮城県

上高運輸　株式会社 東京都

株式会社　紙屋ガラス建硝 富山県

株式会社　カムス 群馬県

カメイ　株式会社 宮城県

カメイ物流サービス　株式会社 宮城県

亀田産業　株式会社 千葉県

亀屋万年堂製菓　株式会社 神奈川県

鴨川工業　株式会社 千葉県

有限会社　鴨川ヒルゾリゾート　鴨川ヒルズリゾートホテル 千葉県

株式会社　可茂環境センター 岐阜県

株式会社　賀茂カントリークラブ 広島県

加茂精工　株式会社 愛知県

カヤバ システム マシナリー　株式会社 三重県

カルビー　株式会社 広島県

カルピス　株式会社　岡山工場 岡山県

株式会社　カルファイン　金平工場 広島県

株式会社　カワイ化工 山形県
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川北電気工業　株式会社　名古屋工場 愛知県

株式会社　川口屋城崎リバーサイドホテル 兵庫県

川研ファインケミカル　株式会社 静岡県

川崎陸送　株式会社　京都営業所 京都府

株式会社　川瀬電気工業所 愛知県

株式会社　カワタ 宮城県

株式会社　カワタ 大阪府

株式会社　カワタ 兵庫県

川田建設　株式会社 東京都

株式会社　カワタ　名古屋サービス 愛知県

川端電建 大阪府

カワフルテクノ　株式会社 神奈川県

株式会社　川本製作所 埼玉県

株式会社　カンエイ 茨城県

環境計測　株式会社　神奈川事業所 神奈川県

株式会社　環境公害分析センター 栃木県

株式会社　環境総合テクノス 兵庫県

株式会社　環境総合テクノス　京都支店 京都府

関空トランスポートサービス　株式会社 大阪府

カンケンテクノ　株式会社 京都府

関西オートメ機器　株式会社 滋賀県

株式会社　関西機器製作所 大阪府

関西クリアセンター　株式会社 大阪府

神崎電設　株式会社 兵庫県

カンダ物流　株式会社 群馬県

株式会社　かんでんエンジニアリング 大阪府

株式会社　かんでんエンジニアリング　電力事業部　制御工事部　工事グループ 大阪府

株式会社　関電工 愛知県

関東宇部コンクリート工業　株式会社　溝の口工場 神奈川県

関東化学エンジニアリング　株式会社 東京都

関東交通　株式会社 栃木県

関東西部運輸　株式会社　栃木支店 栃木県

関東日立物流サービス　株式会社　川越ECセンター 埼玉県

関東日立物流サービス　株式会社　栃木輸送営業所 栃木県

かんぽの宿　潮来 茨城県

かんぽの宿　知多美浜 愛知県

紀伊産業　株式会社　鴨宮工場 神奈川県

きくぞのケアパーク　株式会社 愛媛県

菊池食品工業　株式会社　埼玉工場事業部 埼玉県

株式会社　キクテック　ICTセンター 埼玉県

喜久屋クリーニング　本社工場 埼玉県

技研工業　株式会社 奈良県
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北川ヒューテック　株式会社 石川県

北川ヒューテック　株式会社　東京本社 東京都

北川冷機　株式会社 広島県

北関東陸運　株式会社 埼玉県

北九州空調　株式会社 大阪府

北九商事　株式会社 大阪府

北九西鉄タクシー　株式会社 福岡県

北芝電機　株式会社 福島県

北富士オリジン　株式會社 山梨県

吉祥寺東急イン 東京都

木津運送　株式会社 京都府

岐南エンジニアリング 岐阜県

株式会社　キナン　志摩営業所 三重県

株式会社　キナン　松阪営業所 三重県

有限会社　木下組 広島県

株式会社　木下フレンド 埼玉県

株式会社　ギプロ 埼玉県

有限会社　キムラ 三重県

木村化工機　株式会社　茨城事業所 茨城県

木村化工機　株式会社　知多作業所 愛知県

木村工機　株式会社　空調特機部 大阪府

木村工機　株式会社　東京営業本部 東京都

キムラ制御システム　株式会社 愛知県

有限会社　木村設計事務所 愛知県

株式会社　木村屋總本店 埼玉県

喜守工業　有限会社 東京都

キヤノントッキ　株式会社 新潟県

株式会社　ギャバン　関東工場 栃木県

株式会社　きやま 広島県

キャリー　株式会社 北海道

株式会社　キュージーシステム 神奈川県

株式会社　九州イマセン 福岡県

九州電気システム　株式会社 福岡県

九州旅客鉄道　株式会社 福岡県

社会福祉法人　久赤会　特別養護老人ホームホタルの里 岡山県

株式会社　キューテック 埼玉県

株式会社　キューピット 新潟県

株式会社　協栄 新潟県

共栄機器産業　株式会社 埼玉県

協栄通信　株式会社 埼玉県

協栄流通　株式会社 埼玉県

株式会社　京光製作所 京都府
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有限会社　協進サービス 神奈川県

共進電機　株式会社 京都府

共伸プラスチック　株式会社 宮城県

株式会社　協成 千葉県

京セラ　株式会社 東京都

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

協同アルミ　株式会社 富山県

共同印刷　株式会社　守谷第一工場 茨城県

協同運輸　株式会社 大阪府

共同工業　株式会社 埼玉県

共同交通　株式会社 北海道

共同精版印刷　株式会社 奈良県

共同製本　株式会社 埼玉県

株式会社　京都建材サービス 京都府

一般財団法人　京都市上下水道サービス協会 京都府

京都薬品工業　株式会社　長田野工場 京都府

株式会社　京都冷蔵 京都府

株式会社　協立食品 茨城県

共立生コン工業　株式会社 沖縄県

株式会社　共立発条製作所　 群馬県

株式会社　共立ポンプ製作所 東京都

株式会社　共和 大阪府

株式会社　協和 大阪府

株式会社　協和エクシオ 神奈川県

協和化工　株式会社 大阪府

協和工業　株式会社 愛知県

共和合成　株式会社　武蔵工場 埼玉県

共和ゴム　株式会社 大阪府

共和コンクリート工業　株式会社　関西支店　阿山工場 三重県

共和産業　株式会社 愛知県

株式会社　協和テクノス 愛知県

株式会社　共和電業 東京都

株式会社　協和熱学 東京都

極東開発パーキング　株式会社 兵庫県

極東鋼弦コンクリート振興　株式会社　平塚機材センター 神奈川県

旭平硝子加工　株式会社　米沢事業所 山形県

極洋食品　株式会社　八戸工場 青森県

極洋食品　株式会社　ひたちなか工場 茨城県

有限会社　清野電気 東京都

キリンビール　株式会社　神戸工場 兵庫県

近畿エア・ウォーター　株式会社 兵庫県

近畿設備　株式会社 大阪府
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近畿福山通運　株式会社 三重県

近畿福山通運　株式会社 奈良県

近畿菱重興産　株式会社　建設工事部 兵庫県

株式会社　錦江電機工業所 埼玉県

株式会社　近鉄ホテルシステムズ 大阪府

株式会社　近鉄・都ホテルズ　博多都ホテル 福岡県

株式会社　きんでん　金剛営業所 大阪府

株式会社　金原金属工業所 静岡県

近物レックス　株式会社　中部支社 愛知県

株式会社　ギンレイサービス 東京都

クア・アンド・ホテル信州健康ランド 長野県

空港協力事業　株式会社 千葉県

クオドラント　ポリペンコ　ジャパン　株式会社 千葉県

株式会社　グッドパワー 千葉県

株式会社　クノコーポレーション 愛知県

クボタ化水　株式会社 東京都

クボタ環境サービス　株式会社 兵庫県

株式会社　クボタクボショウテン 兵庫県

株式会社　窪田窪商店 兵庫県

株式会社　久保田鐵工所 広島県

株式会社　クボタパイプテック 兵庫県

クボタメンブレン　株式会社 兵庫県

熊谷工業　株式会社 茨城県

株式会社　クマヒラ　中四国支社 広島県

クマリフト　株式会社 大阪府

クラウン技研　株式会社 大阪府

株式会社　クラブコスメチックス 奈良県

クラブ自動車　株式会社 福島県

株式会社　クラフト 大阪府

株式会社　クラレ 新潟県

株式会社　クラレ 茨城県

株式会社　グランド 栃木県

株式会社　グランベール京都ゴルフ倶楽部 京都府

株式会社　グリーン空調サービス 大阪府

株式会社　クリーンスター 北海道

株式会社　クリーンテックサービス 東京都

株式会社　グリーンハウス　青森市小学校給食センター 青森県

グリーンフィル小坂　株式会社 秋田県

株式会社　クリエイテック 愛知県

株式会社　栗駒ポートリー 宮城県

栗田工業　株式会社　静岡事業所 静岡県

グリムエレクトロニクス　株式会社 福島県
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有限会社　栗本商店 大阪府

株式会社 栗本鐵工所 大阪府

株式会社　栗本鐵工所　住吉工場　バルブ製造部　製造課 大阪府

株式会社　グルメデリカ 埼玉県

グルンド興機　株式会社 山形県

呉伸工業　株式会社 広島県

有限会社　クレッシェンド 宮城県

株式会社　クレハ 福島県

クレハ合繊　株式会社 栃木県

株式会社　Global　Assist 福島県

株式会社　グローバルマシーン 山形県

グローリー産業　株式会社 愛媛県

株式会社　クロダ技研 広島県

GEAプロセスエンジニアリング　株式会社 東京都

有限会社　ケイアンドケイ 愛知県

株式会社　ケイ・オール 東京都

成幸利根　株式会社 東京都

株式会社　軽商運輸 新潟県

京神倉庫　株式会社　須磨支店 兵庫県

ケイセイ医科工業　株式会社 新潟県

計装システム　株式会社 茨城県

有限会社　ケイテック 大阪府

株式会社　京阪ザ・ストア 大阪府

京浜管鉄工業　株式会社 東京都

ケイヒン陸運　株式会社 大阪府

京葉ベンド　株式会社 千葉県

株式会社　ケーイーシー 大阪府

株式会社　K・S・S 千葉県

株式会社　KSLINE 奈良県

株式会社　ケー・エム・イー 埼玉県

ケージーエス 大阪府

株式会社　ケーシーエスエンジニアリング 栃木県

ケービックス　株式会社 大阪府

ＫＹＢ　株式会社 神奈川県

ＫＹＢ　株式会社　熊谷工場 埼玉県

株式会社　ケーワンセキュリティ 埼玉県

ケニックス　株式会社 兵庫県

ケメット・ジャパン　株式会社 千葉県

玄海テック　株式会社 佐賀県

建機サービス　株式会社 東京都

小池酸素工業　株式会社　KOIKEテクノセンター 千葉県

株式会社　湖池屋　関東工場 埼玉県
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興亜第一交通　株式会社　白石営業所 北海道

恒栄通建　株式会社 東京都

株式会社　弘輝TEC 埼玉県

株式会社　弘輝テック 愛知県

宏輝　株式会社　三重工場 三重県

株式会社　工業技術研究所 東京都

株式会社　光洲産業 神奈川県

高周波熱錬　株式会社　IH事業部　電機部中部サービスセンター 愛知県

高周波熱錬　株式会社　刈谷工場 愛知県

工場電気サポート　株式会社 愛知県

有限会社　光進工業 静岡県

有限会社　甲信精密 埼玉県

株式会社　光素 静岡県

株式会社　弘電社 東京都

株式会社　弘電社　東関東支店 茨城県

江南ジーテック　株式会社 神奈川県

有限会社　髙南電設 宮城県

鴻池運輸　株式会社 新潟県

鴻池運輸　株式会社　和歌山支店 和歌山県

神戸空港タクシー　株式会社 兵庫県

社会福祉法人　幸友会　小倉にこにこ保育園 神奈川県

株式会社　光洋 兵庫県

株式会社　光洋 奈良県

光洋サーモシステム　株式会社 奈良県

光洋電子工業　株式会社　大泉工場 山梨県

光洋マテリカ　株式会社 愛知県

株式会社　光洋　南船場店 大阪府

有限会社　甲冷社 愛媛県

株式会社　光和 栃木県

株式会社　興和電機システム 富山県

株式会社　コーアツ 愛知県

コートヤード・バイ・マリオット　東京ステーション 東京都

コーヨー通信工事　株式会社 大阪府

郡山ビューホテル　株式会社 福島県

コカ・コーライーストジャパンプロダクツ　埼玉工場 埼玉県

国際計測器　株式会社 東京都

株式会社　国際興業大阪　神戸支店 兵庫県

国際興業大阪　神戸支店　明石営業所 兵庫県

国産自動車交通　株式会社 東京都

国土防災技術　株式会社 埼玉県

国陽電興　株式会社 大阪府

コクヨ山陽四国販売　株式会社 岡山県
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互光建物管理　株式会社 大阪府

五光物流　株式会社 茨城県

株式会社　小坂鉄工所 愛知県

株式会社　五常 富山県

コストコホールセールジャパン　株式会社 広島県

コストコホールセールひたちなか倉庫店 茨城県

コスモエンジニアリング　株式会社 三重県

コスモオフィス 愛知県

株式会社　コスモ計器 大阪府

コスモ工機　株式会社 埼玉県

株式会社　コスモス・コーポレイション 三重県

株式会社　コスモトレードアンドサービス 東京都

株式会社　コダ運輸 東京都

有限会社　小谷工業所　小倉第二金具事業所 福岡県

コヅカテクノ　株式会社 愛知県

国光施設工業　株式会社 東京都

有限会社　後藤工作所 兵庫県

後藤電設 千葉県

株式会社　コトブキ　 栃木県

寿化工　株式会社 埼玉県

寿堂紙製品工業　株式会社　宇都宮工場 栃木県

コニカミノルタ　株式会社　 山梨県

株式会社　小西産業 滋賀県

株式会社　小沼電気商会 東京都

株式会社　コバッシャー 大阪府

小林運輸倉庫　株式会社 福岡県

小冨士運送　株式会社 愛媛県

湖北精工　株式会社 滋賀県

株式会社　駒井ハルテック　富津工場 千葉県

株式会社　小松高田製作所 石川県

株式会社　小松電業所 石川県

駒姫タクシー　株式会社 大阪府

ゴムノイナキ工業　株式会社 愛知県

コロナキャットボウル　安城店 愛知県

コロラド　株式会社 栃木県

株式会社　コンステック 愛知県

コンドル馬込交通　株式会社 東京都

コンフォートジャパン　株式会社 千葉県

株式会社　コンフォール 長野県

株式会社　サーモテック 大阪府

サーラ物流　株式会社　一般貨物　静岡営業所 静岡県

株式会社　さいか屋　藤沢店 神奈川県
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サイタ工業　株式会社　東北支社 宮城県

埼玉開発　株式会社　こだまゴルフクラブ 埼玉県

埼玉県行田浄水場 埼玉県

埼玉産業開発　株式会社 埼玉県

埼玉八潮運輸　株式会社 埼玉県

サイチ工業　株式会社 滋賀県

株式会社　サイテックス 千葉県

齋藤水工　株式会社 埼玉県

株式会社　サイニクス 東京都

株式会社　ザオウ製作所 山形県

酒井重工業　株式会社　東京工場 埼玉県

有限会社　坂井電機工業 秋田県

株式会社　サカイ引越センター 千葉県

株式会社　サカイ引越センター 京都府

株式会社　サカイ引越センター　広島南支社 広島県

株式会社　サカイ引越センター　三芳支社 埼玉県

栄産業　株式会社　魚津工場 富山県

株式会社　榮伸 福島県

栄屋乳業　株式会社 愛知県

サカエ理研工業　株式会社　大口工場 愛知県

坂口電熱　株式会社 大阪府

有限会社　坂本流通 静岡県

佐川急便　株式会社　久喜営業所 埼玉県

佐川ロジスティクスパートナーズ　株式会社 埼玉県

株式会社　坐漁荘 静岡県

さくらメンテナンス　株式会社 広島県

佐竹鉄工　株式会社 広島県

サタケ冷熱 株式会社 大阪府

札幌交通　株式会社 北海道

札幌第一交通　株式会社 北海道

有限会社 佐藤電設 埼玉県

株式会社　サトーラシ 埼玉県

サニースタイル　株式会社 山形県

株式会社　サニックス 兵庫県

讃岐缶詰　株式会社　秋田工場 秋田県

ザ・パック　株式会社　東京工場 埼玉県

株式会社　サプリメントジャパン 東京都

沢井製薬　株式会社 兵庫県

有限会社　佐和電設 宮城県

サンアイ　株式会社 愛知県

有限会社　三愛タクシー 福岡県

サンアイ電気通信　有限会社 東京都
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サンアロマー　株式会社 神奈川県

サンヴァーテックス　株式会社 群馬県

サンウエーブ工業　株式会社 埼玉県

株式会社　三栄建設 大阪府

有限会社　三英電工 広島県

株式会社　サンキ 福岡県

三基計装　株式会社 埼玉県

三機工業　株式会社 大阪府

株式会社　産機テクノサービス 兵庫県

山九中部サービス　株式会社　裾野事業所 静岡県

三興運輸　株式会社 東京都

株式会社　三協運輸サービス 埼玉県

株式会社　三共製作所 宮城県

三協立山　株式会社 三協アルミ社 射水工場 富山県

三協フロンテア　株式会社 宮城県

三共ポリエチレン　株式会社　大阪事業所 大阪府

三共鍍金　株式会社 東京都

株式会社　サンクスコーポレーション 東京都

株式会社　サンゲツ 宮城県

サンケン　株式会社 埼玉県

三光化成　株式会社　福島工場 福島県

三光合成　株式会社　富山工場 富山県

賛光精機　株式会社 埼玉県

三光設備　株式会社　東北支店 宮城県

サンコースプリング　株式会社 神奈川県

株式会社　三五関東 茨城県

三州食品　株式会社 愛知県

三條金属　株式会社 新潟県

三成研機　株式会社 埼玉県

三正工業　株式会社　矢吹工場 福島県

株式会社　山村製壜所 兵庫県

株式会社　サンテクノ 埼玉県

株式会社　サンテック 神奈川県

株式会社　サンテック 滋賀県

サンデン　株式会社 群馬県

参天製薬　株式会社 滋賀県

三徳運輸　株式会社 千葉県

サンドビック　株式会社 千葉県

サンドビックツーリングサプライジャパン　株式会社 宮城県

サントリースピリッツ　株式会社　梓の森工場 栃木県

株式会社　サンフーズ気仙沼 宮城県

株式会社　Sun　Friend 愛知県
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株式会社　サンポール 広島県

株式会社　サンマシ 茨城県

株式会社　サンマリ 宮城県

株式会社　サンメカニック 愛知県

三友機器　株式会社　大阪営業所 大阪府

三友機器　株式会社　名古屋営業所 愛知県

有限会社　三友機工 北海道

サンユー建設 京都府

三友工業　株式会社 愛知県

三洋化成品　株式会社 千葉県

山陽食品　株式会社 広島県

山陽精工　株式会社 山梨県

三養荘 静岡県

山陽刷子　株式会社 愛媛県

山陽マルナカ　新倉敷店 岡山県

株式会社　山陽マルナカ　新在家店 兵庫県

株式会社　山陽マルナカ　摂津店 大阪府

株式会社　山陽マルナカ　総社店 岡山県

株式会社　山陽マルナカ　平井店 岡山県

株式会社　山陽マルナカ　北房店 岡山県

株式会社　山陽マルナカ　マスカット店 岡山県

株式会社　山陽マルナカ　三国店 大阪府

サンヨー缶詰　株式会社 福島県

株式会社　サンヨーホーム 茨城県

株式会社　サンリツ 富山県

三立工業　株式会社 栃木県

サンリット工業　株式会社 山形県

株式会社　三和 東京都

株式会社　サンワ 愛知県

株式会社　サンワ 三重県

三和エレベータサービス　株式会社 京都府

三和エンジニアリング　株式会社　神奈川支店 神奈川県

株式会社　三和化学研究所　FUKUSHIMA工園 福島県

株式会社　三和　管理部 神奈川県

三和テッキ　株式会社　宇都宮事業所 栃木県

有限会社　三和電気通信建設 三重県

GRS 東京都

シーアイ化成　株式会社 栃木県

有限会社　ジイ・エイチ・オフィサー 大阪府

株式会社　シー・エス・エム 埼玉県

株式会社　GSユアサ 京都府

株式会社　ＣＮＳ 宮城県
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株式会社　GFF　関西工場 兵庫県

ＧＬＭ　株式会社 京都府

ジークライト　株式会社 山形県

株式会社　GKシステムサービス 埼玉県

シーズイシハラ　株式会社 静岡県

株式会社　シーズクリエイト 大阪府

株式会社　G-7・オートサービス 大阪府

ジ－ティ－電工　株式会社 愛知県

株式会社　ジーテクト 滋賀県

株式会社　Ｃ・Ｂ・Ｈ 千葉県

ジェイアールバス関東　株式会社　土浦支店 茨城県

株式会社　ジェイエイ仙南サービス 宮城県

ジェイエムテック　株式会社 三重県

ジェイティエンジニアリング　株式会社 静岡県

ジェイティエンジニアリング　株式会社　関西支店 京都府

ジェイティ物流　株式会社　小山営業所 栃木県

株式会社　ジェイペック　大間総合事業所 青森県

株式会社　JR西日本テクシア 京都府

JR東日本東北総合サービス　株式会社 福島県

JR東日本メカトロニクス　株式会社　盛岡支店 岩手県

JAえひめ　アイパックス　株式会社 愛媛県

株式会社　ジェーエーシー　蔵王資源リサイクル工場 宮城県

JA全農のお店　吉祥寺 東京都

株式会社　ジェー・エヌ・エス 神奈川県

JFEアドバンテック　株式会社 兵庫県

JFEエンジニアリング　株式会社 神奈川県

JFEシビル　株式会社 東京都

JFEテクノス　株式会社 三重県

JFE電制　株式会社　千葉事業所 千葉県

JFEベルテック　株式会社 神奈川県

株式会社　JFEメカフロント千葉 千葉県

ジェーシーエンジニアリング　株式会社 広島県

株式会社　ジェー・シー・シー 神奈川県

J-TRECデザインサービス　株式会社 神奈川県

ＪＢサービス　株式会社 東京都

株式会社　ジェスクホリウチ 新潟県

株式会社　ジェット 大阪府

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

有限会社　ジェニオ 埼玉県

株式会社　ジェピック 大阪府

株式会社　シェルガーデン　池袋店 東京都
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株式会社　ジェルシステム 東京都

塩釜市漁協販売事業　株式会社 宮城県

株式会社　シオノ鋳工 京都府

塩野義製薬　株式会社　金ケ崎工場 岩手県

有限会社　シガ・コアレス 滋賀県

株式会社　シカタ 兵庫県

敷島製パン　株式会社 兵庫県

株式会社　シギヤ精機製作所 広島県

ジグテックプレシジョン　株式会社 埼玉県

四国乳業　株式会社　京都工場 京都府

四国溶材　株式会社 愛媛県

静岡ターミナルホテル　株式会社 静岡県

株式会社　システム電測器 広島県

株式会社　システムベース 岩手県

株式会社　SISM 埼玉県

シチズン時計マニュファクチャリング　株式会社　埼玉吉見工場 埼玉県

有限会社　シティキャブ 東京都

品川区リサイクル事業協同組合カムズ 東京都

株式会社　シナジーテクニカ 広島県

シノブフーズ　株式会社　関西工場 大阪府

芝浦シヤリング　株式会社　土浦事業部 茨城県

株式会社　芝寿し 石川県

株式会社　芝パークホテル 東京都

株式会社　シベール 山形県

株式会社　シマノ 大阪府

シマプラント　株式会社 大阪府

清水運輸　株式会社 埼玉県

清水鋼鐵　株式会社 北海道

株式会社　清水電設 茨城県

株式会社　シムックス　東北支社 宮城県

志村梱包　株式会社 愛知県

株式会社　下田商会 神奈川県

下関海陸運送　株式会社　北九州支店 福岡県

シモハナ物流　株式会社 神奈川県

株式会社　下部ホテル 山梨県

株式会社　JACOS 神奈川県

株式会社　ジャストプリント 京都府

ジャパンケア梅島　訪問介護 東京都

株式会社　ジャパンケアサービス 東京都

有限会社　ジャパンテクノメタルス 千葉県

株式会社　ジャパン・パッケージ 愛知県

ジャパンパレック　株式会社 福岡県
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ジャパンマリンユナイテッド　因島工場 広島県

ジャパンメディック　株式会社 富山県

株式会社　ジャパンユニックス 東京都

株式会社　ジャペックスパイプライン　米沢管理所 山形県

株式会社　秀栄建装　目白営業所 東京都

秀栄精工　株式会社 愛知県

株式会社　住産 大阪府

株式会社　十文字チキンカンパニー　久慈工場 岩手県

株式会社　十文字チキンカンパニー　二戸工場 岩手県

首都圏日立物流サービス　株式会社 千葉県

順豊エクスプレス　株式会社 東京都

株式会社　ジョイフル本田　君津店 千葉県

株式会社　ジョイフル本田　ホームセンターニューポートひたちなか店 茨城県

株式会社　松栄運輸 東京都

昭栄金属　株式会社 愛知県

株式会社　ショウエイ　タクシー・代行事業部 岡山県

尚栄電業社 神奈川県

常光サービス　株式会社 福島県

株式会社　常交タクシー 福島県

株式会社　昭光電業社 大阪府

株式会社　上信観光バス 群馬県

ショウデン 大阪府

株式会社　昭特製作所 神奈川県

株式会社　昭特製作所　京浜事業所 神奈川県

湘南シーサイド開発　株式会社 神奈川県

湘南東海運輸　株式会社 神奈川県

株式会社　常磐製作所 福島県

昭和機械　株式会社 愛知県

株式会社　昭和交通 埼玉県

株式会社　昭和電機製作所 愛知県

昭和電工セラミックス　株式会社　塩尻工場 長野県

昭和電線ビジネスソリューション　株式会社 三重県

株式会社　昌和発條製作所 大阪府

白井松器械　株式会社 大阪府

有限会社　白河デンソー 福島県

白川観光開発　株式会社 岐阜県

城山工業　株式会社 神奈川県

株式会社　新栄 埼玉県

新栄建設　株式会社 青森県

有限会社　新栄食品 愛媛県

新栄熱計装　株式会社 東京都

株式会社　新開トランスポートシステムズ　STS中部センター　安城倉庫 愛知県
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株式会社　シンクス 愛知県

株式会社　新来島宇品どっく 広島県

新京成電鉄　株式会社 千葉県

株式会社　シンケン 千葉県

株式会社　新興工業 北海道

進興電気工業　株式会社 大阪府

株式会社　新晃　西多摩センター 東京都

新興プランテック株式会社 宮城県

新神戸電機　株式会社 三重県

シンコー　株式会社 大阪府

新コスモス電機メンテナンス　株式会社 宮城県

株式会社　新三興鋼管 千葉県

株式会社　新寿堂 東京都

株式会社　新庄エレメックス 山形県

株式会社　新進 群馬県

新進電工　有限会社 青森県

新成開発　株式会社 大阪府

新生ビルテクノ　株式会社 愛知県

株式会社　シンセラ 広島県

新中央工業　株式会社 広島県

新津山国際ホテル　株式会社 岡山県

株式会社　ジンテック 神奈川県

新東京産業　株式会社 東京都

有限会社　真福建設 茨城県

新日テクノ　有限会社 大阪府

新日電熱工業　株式会社 大阪府

新日本エレベータ 株式会社 大阪府

新日本海重工業　株式会社 富山県

株式会社　新日本環境 神奈川県

新納電機　株式会社 大阪府

新納電機　株式会社 大阪府

陣野電設　株式会社 千葉県

シンフォニアテクノロジー　株式会社　伊勢製作所 三重県

株式会社　新明 埼玉県

神陽金属工業　株式会社 埼玉県

新立電機　株式会社 山口県

新菱商事　株式会社　郡山工場 福島県

株式会社　親和工業 愛知県

新和自動車　株式会社 東京都

信和自動車工業　株式会社 栃木県

水月ホテル　&#40407;外荘 東京都

株式会社　水郷物流サービス 茨城県
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株式会社　水明館 岐阜県

瑞菱電機　株式会社 愛知県

株式会社　スイレイ 愛知県

SUPER CENTER PLANT-3　津幡店 石川県

スーパービバホーム　東大阪店 大阪府

株式会社　スーパーリージョナル 東京都

株式会社　スガサワ 山形県

須川工業　株式会社 埼玉県

株式会社　杉浦製作所 愛知県

株式会社　杉崎工業 宮城県

株式会社　スギノマシン 富山県

杉本工業 兵庫県

株式会社　杉森サービス 青森県

杉山製機　株式会社 富山県

株式会社　スギヤマ　山梨工場 山梨県

すぐる食品　株式会社　浜松工場 静岡県

有限会社　スズキ看板 福島県

株式会社　鈴木商会　安芸グランドホテル 広島県

株式会社　鈴木鉄工　業務部　総務課 石川県

鈴木電設 東京都

鈴茂器工　株式会社　大阪営業所 大阪府

鈴与商事　株式会社 愛知県

鈴与商事　株式会社 静岡県

裾野ブロック工業　株式会社 静岡県

株式会社　スター精機　名古屋支店 愛知県

株式会社　須田山電業 青森県

スチューダテック　株式会社 東京都

有限会社 スティル 福岡県

株式会社　砂川電機 山形県

株式会社　スマイル本田 茨城県

スマイル　リフォーム　株式会社 愛知県

住鉱資源開発　株式会社 東京都

住商鋼管　株式会社 千葉県

住商鋼管　株式会社 大阪府

スミセツテクノ　株式会社 京都府

住友ゴム工業　株式会社 兵庫県

住友重機械ビジネスアソシエイツ　株式会社　名古屋製造所 愛知県

株式会社　スリーエス・サンキュウ　川越定温センター 埼玉県

駿遠運送　株式会社 静岡県

西遠コンクリート工業　株式会社 静岡県

西遠消防機具　株式会社 静岡県

株式会社　清月記 宮城県



（社）安全衛生マネジメント協会 受講事業所様一覧（2015年） 29/62 ページ

事業所名 都道府県

生興　株式会社 東京都

聖光電舎 大阪府

セイコーインスツル　株式会社　仙台事業所 宮城県

株式会社　西三交通　岡﨑営業所 愛知県

株式会社　成城石井　製造本部 東京都

西新サービス　株式会社 千葉県

聖清電機製作所 東京都

静鉄ジョイステップバス　株式会社 静岡県

聖典　株式会社 埼玉県

有限会社　正電工事 千葉県

株式会社　正電社 埼玉県

西武建材　株式会社 埼玉県

西武交通興業　株式会社 東京都

西邦エンジニアリング　株式会社 広島県

清稜山　株式会社 福島県

株式会社　セイロモータース 神奈川県

株式会社 誠和 栃木県

株式会社　セイワ 兵庫県

有限会社　セイワエンジニアリング 京都府

生和コーポレーション　株式会社 愛知県

株式会社　セーコウ 茨城県

株式会社　セーコウ 神奈川県

ゼオンポリミクス　株式会社　大津事業所 滋賀県

関ヶ原ゼネラル・サービス　株式会社 岐阜県

株式会社　関商店　茨城工場 茨城県

積進工業　株式会社 秋田県

積水化学工業　株式会社 埼玉県

積水化学工業　株式会社 京都府

積水ハウス　株式会社　兵庫シャーメゾン支店 兵庫県

関電気管理事務所 福井県

セキネシール工業　株式会社 埼玉県

株式会社　せき　北海道事業所 北海道

セコムテクノ上信越　株式会社 新潟県

セッツカートン　株式会社　熊谷工場 埼玉県

セッツカートン　株式会社　東京工場 埼玉県

株式会社　錢高組 大阪府

有限会社　セパテック 三重県

ゼビオ　株式会社　スーパースポーツゼビオ　広島アルパーク店 広島県

有限会社　セルロジスティック 愛知県

センコン物流　株式会社　新潟営業所 新潟県

株式会社　千秋テクノエンジニアリング 秋田県

株式会社　ゼンショーホールディングス 神奈川県
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仙台オート輸送　株式会社 宮城県

仙台砕石　株式会社 宮城県

仙台市交通局　車両課 宮城県

仙台ターミナルビル　株式会社　ホテルメトロポリタン山形　 山形県

センチュリー・エナジー　株式会社 東京都

セントケア千葉　株式会社　セントケア大網 千葉県

セントラルエンジニアリング　株式会社 東京都

セントラル硝子販売　株式会社　利府工場 宮城県

セントラルゴルフクラブ 茨城県

セントラル自動車技研　株式会社　川口サービス 埼玉県

セントラルメディアサービス　株式会社 大阪府

総合システム管理　株式会社 福岡県

相互電機工業　株式会社 大阪府

相日防災　株式会社 神奈川県

創文印刷工業　株式会社 東京都

有限会社　綜和 大阪府

双和工機　株式会社　成田営業所 千葉県

ソーラーワールド　株式会社 山形県

株式会社　十河サービス 埼玉県

ソフトバンクテレコム　株式会社 宮城県

ソマール　株式会社　草加事業所 埼玉県

株式会社　ソルコムマイスタ 岡山県

株式会社　ソルコムマイスタ　周南工事事務所 山口県

第一貨物　株式会社　仙台整備工場 宮城県

第一貨物　株式会社　土浦支店 茨城県

第一高周波工業　株式会社　千葉工場 千葉県

第一商事　株式会社　やちだもの家北上 岩手県

第一食品　株式会社 富山県

第一精工　株式会社 福岡県

株式会社　第一パック 東京都

株式会社　第一フジタクシー　大治営業所 愛知県

第一屋製パン　株式会社　小平工場 東京都

株式会社　大栄警備 東京都

株式会社　ダイエイバレル 埼玉県

株式会社　大紀アルミニウム工業所　新城工場 愛知県

株式会社　大気社　九州支店 福岡県

株式会社　大気社　塗装システム事業部 神奈川県

株式会社　大協鉄工 兵庫県

ダイキョーニシカワ　株式会社 広島県

株式会社　ダイキンアプライドシステムズ 福島県

有限会社　ダイコー産業 茨城県

大黒天物産　株式会社 岡山県
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有限会社　第五フジタクシー 愛知県

第三コンドルタクシー　株式会社 東京都

株式会社　第三フジタクシー 愛知県

有限会社　大志製作所 奈良県

大昌建設　株式会社 千葉県

株式会社　大勝テック 東京都

大進運輸　株式会社 東京都

株式会社　泰信製作所 東京都

大新東　株式会社　静岡営業所 静岡県

株式会社 タイセイ・エフ・ティー 東京都

大成建設　株式会社 青森県

株式会社　大星工業 青森県

大清工業　株式会社 静岡県

株式会社　タイセイ物流 埼玉県

大成有楽不動産　株式会社 神奈川県

大成ラミック　株式会社 埼玉県

大成ロテック　株式会社 東京都

大成ロテック　株式会社　仙台合材工場 宮城県

ダイセーロジスティクス　株式会社　茨城ハブセンター 茨城県

株式会社　ダイセキ　北陸事業所 石川県

ダイセン　株式会社 群馬県

株式会社　ダイゾー　エアゾール事業部　京都工場 京都府

大地化成　株式会社 兵庫県

大電設　株式会社 岩手県

株式会社　ダイト 東京都

株式会社　大飛 神奈川県

大東カカオ　株式会社　中井工場 神奈川県

大東工業　株式会社 東京都

大同精密工業　株式会社　製造部 埼玉県

大同DMソリューション　株式会社　TPM推進室 大阪府

大東電気　株式会社 埼玉県

大東電機工業　株式会社 広島県

大東電材　株式会社　彦根事業所 滋賀県

ダイトーエムイー　株式会社 愛知県

株式会社　ダイトーコーポレーション 神奈川県

株式会社　ダイナテック 福井県

株式会社　ダイナミックアルファ 東京都

大南光学　株式会社 埼玉県

大日本住友製薬　株式会社　茨木工場 大阪府

大日本住友製薬　株式会社　大阪研究所 大阪府

大日本プラスチックス　株式会社　赤穂製造所 兵庫県

株式会社　ダイハツメタル　出雲工場 島根県



（社）安全衛生マネジメント協会 受講事業所様一覧（2015年） 32/62 ページ

事業所名 都道府県

株式会社　ダイフク 神奈川県

株式会社　ダイフク 滋賀県

ダイベア　株式会社　名張工場 三重県

泰平運輸　株式会社 神奈川県

太平化学製品　株式会社　川口工場 埼玉県

泰平工業　株式会社 大阪府

太平興業　株式会社　長岡支店 新潟県

タイヘイ　株式会社　食品事業部　食品二部 千葉県

太平ビルサービス　株式会社 静岡県

太平ビルサービス　株式会社　新潟支店 新潟県

大宝運輸　株式会社 愛知県

大丸コンクリート　株式会社 埼玉県

大丸シャッター 宮城県

大門土石　株式会社　滑川支店 富山県

ダイヤモンドエンジニアリング　株式会社 富山県

ダイヤモンド電機　株式会社 大阪府

株式会社　太洋機械製作所 神奈川県

大洋ナット工業　株式会社 奈良県

大陽日酸　株式会社 神奈川県

大陽日酸　株式会社 愛知県

大陽日酸　株式会社　関西支社 大阪府

太陽パーツ　株式会社 大阪府

太洋マシナリー　株式会社 大阪府

株式会社　ダイロク 愛知県

株式会社　大和工芸 愛知県

大和精工　株式会社 大阪府

大和ハウス工業　株式会社　岩手支店 岩手県

大和ハウス工業　株式会社　　堺工場 大阪府

高砂機器　株式会社 山形県

高砂香料工業　株式会社 東京都

株式会社　高砂商事 茨城県

株式会社　高瀬金型 愛知県

高田運輸　株式会社 福島県

株式会社　高田環境 広島県

株式会社　髙田電気 青森県

有限会社　高槻メンテナンス 大阪府

有限会社　鷹巣電業 秋田県

株式会社　高野製作所 岐阜県

高橋電機　株式会社 新潟県

高橋搬送企業　株式会社　甲府営業所 山梨県

株式会社　高浜 宮城県

高松電機　株式会社 静岡県



（社）安全衛生マネジメント協会 受講事業所様一覧（2015年） 33/62 ページ

事業所名 都道府県

有限会社　高村工業所 神奈川県

髙元建設　株式会社 埼玉県

高保製薬工業　株式会社 福島県

有限会社　田川電機工業 広島県

株式会社　瀧口製作所 山梨県

タキロンテック　株式会社 兵庫県

タキロン　株式会社　安富工場 兵庫県

株式会社　タクトインフォ 大阪府

株式会社　たくみ設備 富山県

株式会社　拓和 広島県

株式会社　タケウチ 東京都

タケウチアイディー　株式会社 兵庫県

武内プレス工業　株式会社　滑川本江工場 富山県

有限会社　竹建設 沖縄県

タケダ空調　株式会社 宮城県

株式会社　タケチ 愛媛県

タケテック　株式会社 茨城県

竹野　株式会社 埼玉県

田島応用化工　株式会社 茨城県

田島応用化工　株式会社　東京工場 東京都

株式会社　ダスキンプロダクト東北 宮城県

タック　株式会社 岐阜県

株式会社　棚澤八光社 大阪府

株式会社　タナック 兵庫県

株式会社　田邊空気機械製作所 愛知県

タニコー　株式会社 北海道

株式会社　谷電気工業 大阪府

谷村電気精機　株式会社 岩手県

株式会社　田部井木工所 埼玉県

株式会社　玉井電機 大阪府

株式会社　玉尾ショップ 大阪府

多摩興運　株式会社 東京都

玉田工業　株式会社 石川県

株式会社　タマディック 愛知県

有限会社　田村エンジニアリング 福島県

株式会社　田村建築 埼玉県

株式会社　タムロン浪岡工場 青森県

株式会社　樽井鉄工所 大阪府

株式会社　ダルトン 愛知県

ダン設備 秋田県

タンドール製薬　株式会社 岐阜県

丹葉電機計測　株式会社 愛知県
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株式会社　ダンレイ 神奈川県

株式会社　チェリオ中部 愛知県

有限会社　チカクニ電機 広島県

チコーエンジニアリング　株式会社 宮城県

チタカ・インターナショナル・フーズ　株式会社　パステル千音寺デザートファクトリー 愛知県

秩父通運　株式会社　秩父支店 埼玉県

千葉宇部コンクリート工業　株式会社 千葉県

千葉三立梱包運輸　株式会社　 千葉県

中越通運　株式会社 新潟県

中越通運　株式会社　下越ALC 新潟県

中越通運　株式会社　長岡営業所 新潟県

中越通運　株式会社　新潟貨物ターミナル営業所 新潟県

中越通運　株式会社　新潟引越センター 新潟県

中越通運　株式会社　南長岡営業所 新潟県

中央管機カクユー　株式会社 富山県

株式会社　中央建鉄 東京都

中央コンテ　株式会社 愛知県

中央チバスケール　株式会社 千葉県

中央発條　株式会社 愛知県

中央輸送　株式会社 愛知県

中央陸運　株式会社 広島県

中国高圧コンクリート工業　株式会社 広島県

中国昇降機サービス　株式会社 広島県

中国木材　株式会社　鹿島工場 茨城県

中石産業　株式会社　松江営業所 島根県

株式会社　ちゅうでん 埼玉県

株式会社　中電工 岡山県

株式会社　中部 愛知県

株式会社　中部コーポレーション　いなべ工場 三重県

中部電力　株式会社　静岡支店 静岡県

中部フーズ　株式会社 岐阜県

長治観光　株式会社　リステル浜名湖 静岡県

長豊建設　株式会社 長野県

株式会社　銚洋陸運 千葉県

株式会社　超臨界技術研究所 広島県

直販配送　株式会社　神奈川支店 神奈川県

株式会社　千代田組 愛知県

千代田ソイルテック　株式会社 埼玉県

千代田電子工業　株式会社 岐阜県

ツヴィリングJAヘンケルスジャパン　株式会社 岐阜県

通研電気工業　株式会社 宮城県

有限会社　通電 静岡県
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株式会社　塚腰サービス 群馬県

株式会社　塚越石材工業 茨城県

株式会社　塚腰ロジコム 群馬県

司冠栄製作所　株式会社 千葉県

月島機械　株式会社 東京都

有限会社　月舘金属工業 福島県

月星海運　株式会社　呉事業所 広島県

筑波電子　株式会社 茨城県

ツクモヂーゼル　株式会社 大阪府

蔦交通　株式会社 東京都

土浦カントリー倶楽部 茨城県

株式会社　土屋鞄製造所 東京都

槌屋ティスコ　株式会社　御嵩工場 岐阜県

都築鋼産　株式会社　明和リサイクル工場 群馬県

常石造船　株式会社 広島県

角田工業　株式会社 東京都

株式会社　椿本カスタムチエン 大阪府

燕郵便局 新潟県

株式会社　ツムラ 茨城県

株式会社　ツムラ　静岡工場 静岡県

都留貨物自動車　株式会社 山梨県

株式会社　ディアローラ 大阪府

株式会社　ティアンドケイ　ノースショアカントリークラブ 茨城県

株式会社　TRIサイタマ 埼玉県

株式会社　ティー・アール・エス 静岡県

D&Nコンフェクショナリー　株式会社 東京都

株式会社　Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ 埼玉県

有限会社　ＴＨＲ 愛知県

DHLSCM　株式会社 埼玉県

THK　株式会社 岐阜県

株式会社　DS交通 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　DNPファインオプトロニクス 埼玉県

株式会社　ディー・オー・エス 大阪府

DCMカーマ　株式会社　DCMカーマ２１瑞穂店 岐阜県

株式会社　TTK 福島県

株式会社　ディ・エス物流 東京都

DNTサービス　株式会社 大阪府

株式会社　TAKEソイル 兵庫県

帝国製鋲　株式会社 大阪府

貞徳舎　株式会社 大阪府

ディンク　株式会社 大阪府
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株式会社　テージー 愛知県

テーブルマーク　株式会社　魚沼水の郷工場 新潟県

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 宮城県

株式会社　テクノアソシエ 滋賀県

株式会社　テクノプロ 宮城県

テクノ・モリオカ　株式会社 山形県

株式会社　デザートプラン 兵庫県

株式会社　デザインアーク　北関東支店 埼玉県

デック　株式会社 広島県

デノラ・ペルメレック・DSE製造　株式会社 神奈川県

株式会社　デュプロ 神奈川県

テラテック　株式会社 東京都

株式会社　デリカナカムラ 埼玉県

デリカフーズ　株式会社 東京都

テルウェル東日本　株式会社 千葉県

テルモ　株式会社　愛鷹工場 静岡県

株式会社　電技パーツ 青森県

有限会社　電空サービス 神奈川県

天昇電気工業　株式会社 三重県

株式会社　天神工務店 大阪府

株式会社　電装 大阪府

デンソーテクノ　株式会社 愛知県

デンテック　株式会社 東京都

株式会社　デンテックス 兵庫県

テンパール工業　株式会社 広島県

デンヨー　株式会社 広島県

株式会社　天竜電機工業 静岡県

株式会社　電力テクノシステムズ 群馬県

ドイト　株式会社　　東大宮店 埼玉県

東亜機械工業　株式会社 兵庫県

東亜道路工業　株式会社　大衡合材工場 宮城県

東運サービス　株式会社 兵庫県

東栄電気工業　株式会社 埼玉県

東栄電業　株式会社 愛知県

東海オートメーション株式会社 愛知県

東海海運　株式会社　千葉支店 千葉県

東海高熱工業　株式会社　仙台工場 宮城県

東海漬物　株式会社　茨城工場 茨城県

東海電気　株式会社　浜松支店 静岡県

株式会社　東海福島復興 福島県

東海プレス工業　株式会社 愛知県
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東罐興業　株式会社 大阪府

株式会社　東急リゾートサービス 京都府

株式会社　東京インテリア家具　金沢店 石川県

東京エスオーシー　株式会社　芝浦工場 東京都

東京エレクトロンBP　株式会社 宮城県

東京エンジニアリングシステムズ　株式会社 東京都

株式会社　東京エンゼル本社　福島工場 福島県

東京ガスエコモ　株式会社 神奈川県

東京ガス　株式会社　袖ヶ浦LNG基地 千葉県

東京カリント　株式会社　群馬工場 群馬県

有限会社　東京計装 埼玉県

東京コーン　株式会社 埼玉県

東京水道サービス　株式会社 東京都

株式会社　東京測器研究所 東京都

東京電機機器サービス　株式会社 東京都

東京電気技術工業　株式会社 東京都

東京都プリプレストッパン　株式会社 東京都

東京パワーテクノロジー　株式会社　川崎火力総括事務所 神奈川県

東京ビル整美　株式会社 東京都

東京冷化機工業　株式会社 千葉県

有限会社　籐芸 三重県

東建エンジニアリング　株式会社 宮城県

株式会社　東研サーモテック　巽工場　 大阪府

株式会社　東光システムサービス 東京都

株式会社　東光高岳 埼玉県

東光東芝メーターシステムズ　株式会社 埼玉県

東西電工　株式会社 滋賀県

株式会社　東芝　小向事業所 神奈川県

東芝メディカルシステムズ　株式会社　中九州サービスセンタ 佐賀県

株式会社　東芝　横浜事業所 神奈川県

同心電機　株式会社 大阪府

株式会社　東新林業 新潟県

東大駒場地区保育所 東京都

東濃鉄道　株式会社 岐阜県

東浜商事　株式会社 愛知県

株式会社　東部重機 埼玉県

東部電話工事　株式会社 宮城県

東邦チタニウム　株式会社　若松工場 福岡県

東邦電気工業　株式会社 東京都

東北アオハタ　株式会社 山形県

東北エプソン 山形県

東北大蔵電気　株式会社 宮城県
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東北西濃運輸　水沢支店 岩手県

東北大学　環境保全センター 宮城県

東北テクノカーボン　株式会社 宮城県

東北電力　株式会社 宮城県

東北ドック鉄工　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　利府製作工場 宮城県

株式会社　東北フジパン　仙台工場 宮城県

東北物産株式会社 宮城県

東北森永乳業　株式会社　秋田工場 秋田県

東真電気 青森県

株式会社　東名　名古屋支店 愛知県

株式会社　東友 千葉県

東洋アルミニウム　株式会社　群馬製造所 群馬県

東洋アルミニウム　株式会社　八尾製造所 大阪府

東洋エアゾール工業　株式会社　三重工場 三重県

株式会社　東洋クリーナー 広島県

東洋珪酸曹達　株式会社　第一工場 千葉県

有限会社　東洋計装 大阪府

東洋ゴム工業　株式会社 宮城県

東洋ゴム工業　株式会社　桑名工場 三重県

東洋食品機械　株式会社　福島工場 福島県

株式会社　東葉テクノ 千葉県

東洋電機　株式会社 愛知県

東洋電機製造　株式会社　横浜製作所 神奈川県

株式会社　東洋ハイドロエレベータ 大阪府

東洋ビューティ　株式会社 三重県

東洋紡　株式会社　犬山工場 愛知県

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 岡山県

東洋冷蔵　株式会社　札幌支店 北海道

東洋ロザイ　株式会社 神奈川県

東レエンジニアリング　株式会社 滋賀県

東レフィルム加工　株式会社 岐阜県

DOWAエコシステム　株式会社 秋田県

DOWAサーモエンジニアリング　株式会社　中京半田工場　 愛知県

DOWAサーモエンジニアリング　株式会社　浜松工場 静岡県

DOWAテクノロジー　株式会社　北部生産技術センター 秋田県

東和特殊プリント　株式会社　桑名工場 三重県

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　福島工場 福島県

トーイツ　株式会社 神奈川県
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トーソー　株式会社 茨城県

トーテックフロンティア　株式会社 愛知県

TOTOサニテクノ　株式会社 愛知県

トーヨー産業　株式会社 埼玉県

トールエクスプレスジャパン　株式会社　東京北支店 東京都

株式会社　トーワ熱学 東京都

株式会社　どき 東京都

株式会社　トキオ 愛知県

株式会社　常磐　栃木工場 栃木県

特殊メタル　株式会社 福島県

株式会社　ドクターイシイコスメティックス 東京都

トクデン 大阪府

株式会社　特別教育 和歌山県

社会福祉法人 特別区人事・厚生事務組合 社会福祉事業団 更生施設本木荘 東京都

株式会社　徳山 東京都

株式会社　徳力本店　久喜工場 埼玉県

株式会社　ドコモCS 東京都

ドコモＣＳ中国 山口県

ドコモショップ　武蔵小山店 東京都

都市管理サービス　株式会社 埼玉県

一般財団法人　都市技術センター 大阪府

株式会社　豊島製作所 埼玉県

トスレック　株式会社 京都府

栃木シャーリング　株式会社 栃木県

株式会社　栃木三池 栃木県

有限会社　栃木屋 広島県

株式会社　トッパンメディアプリンテック関西 大阪府

株式会社　トップエンジニアリング 愛知県

トナミ運輸　株式会社　足立支店 東京都

トノハテクノ　株式会社 茨城県

戸畑港運輸　株式會社 福岡県

株式会社　戸畑ターレット工作所 福岡県

トピー海運　株式会社 愛知県

株式会社　トミー精工 宮城県

富田電機　株式会社 大阪府

富永電機　株式会社 愛知県

トム通信工業　株式会社 神奈川県

トムラ・ジャパン　株式会社 東京都

巴工業　株式会社　大阪支店 大阪府

トモエ乳業　株式会社 茨城県

株式会社　鞆スコレ・コーポレーション 広島県

株式会社　トヤマ 神奈川県
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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

トヨタ部品岐阜共販　株式会社 岐阜県

トヨタ輸送中部　株式会社　京都事業室 京都府

トライアロー　株式会社　大阪支店 大阪府

有限会社　トラストサービス 宮城県

株式会社　トラスト精密 埼玉県

株式会社　トラスト・テック 滋賀県

トランコム　株式会社 愛知県

トランコム　株式会社 静岡県

トランコムＤＳ　株式会社 神奈川県

ドリームベッド　株式会社 広島県

株式会社　トリオン創研 大阪府

トリンプ　静岡センター 静岡県

株式会社　トレードトラスト 静岡県

共同企業体十和田アスコン 青森県

株式会社　ドン・キホーテ 東京都

株式会社　とんぼ電工 神奈川県

株式会社　ドンリュー 群馬県

内外電機　株式会社 山梨県

内外電機　株式会社 大阪府

長井アパレル　有限会社 山形県

株式会社　永井精密螺子製作所 東京都

有限会社　永井電気商会 愛知県

株式会社　ナガエ 富山県

株式会社　ナカキン 大阪府

ナカ工業　株式会社 埼玉県

株式会社　長崎商事 愛媛県

中札内パルティいちまる 北海道

株式会社　中島大祥堂　丹波工場 兵庫県

株式会社　中条ジャムコ 福島県

株式会社　仲田コーティング 神奈川県

株式会社　仲田コーティング　町田工場 東京都

ナカックス 兵庫県

有限会社　仲電機器 埼玉県

中日本タクシー　株式会社 愛知県

中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京　株式会社 埼玉県

中日本ハイウェイ・メンテナンス中央 株式会社 山梨県

長野いすゞ自動車　株式会社　松本支店 長野県

株式会社　中野工業所 愛知県

中原建設　株式会社 埼玉県

株式会社　ナカボーテック　大阪支店 大阪府
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中村建設　株式会社 大阪府

株式会社　中村製作所 山梨県

株式会社　ナカムラ電工 京都府

中村留精密工業　株式会社 石川県

株式会社　ナカヨ 群馬県

南木曽発条　株式会社 長野県

株式会社　凪物流　美作物流センター 岡山県

名古屋CT サービス 愛知県

名古屋デリカフーズ　株式会社 愛知県

株式会社　ナスタ　行田工場　 埼玉県

株式会社　ナニワ 北海道

なの花交通バス　株式会社 千葉県

ナブコシステム　株式会社 埼玉県

株式会社　ナフコ 南倉敷店 岡山県

有限会社　ナリタ 愛知県

株式会社　ナリタヤ 千葉県

株式会社 ナルコ岩井 滋賀県

有限会社　ナル・システム・サービス 千葉県

南海電設　株式会社 大阪府

株式会社　南進造船所 大阪府

南総通運　株式会社 千葉県

新潟運輸　株式会社　横浜旭支店 神奈川県

新潟ダイヤモンド電子　株式会社 新潟県

新潟郵便輸送　株式会社 新潟県

ニイブロ　株式会社 新潟県

有限会社　新美工業 愛知県

株式会社　二期リゾート 栃木県

ニクセン　株式会社 静岡県

株式会社　ニクニアサヒ 山形県

二幸送風機　株式会社 愛媛県

株式会社　ニコンテック 東京都

西川ゴム工業　株式会社　白木工場 広島県

株式会社　NISIKIタクシー 広島県

西岬観光　株式会社 千葉県

西鉄観光バス　株式会社 福岡県

西日本日立物流サービス　株式会社 大阪府

西日本ペットボトルリサイクル　株式会社 福岡県

西日本高速道路ビジネスサポート　株式会社 大阪府

西日本高速道路ファシリティーズ　株式会社 大阪府

西日本自動車　株式会社 福岡県

西日本発電機　株式会社 兵庫県

西山鋼業　株式会社　福島工場 福島県
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株式会社　ニチイ学館　ニチイキッズ上戸田保育園 埼玉県

ニチバン　株式会社 埼玉県

ニチユMHI東京　株式会社 群馬県

株式会社　ニチレイフーズ　山形工場 山形県

株式会社　ニチレイ・ロジスティクスエンジニアリング 福島県

日和産業　株式会社　八戸工場 青森県

ニッカウヰスキー　株式会社 千葉県

日科ミクロン　株式会社 埼玉県

日機装　株式会社　金沢製作所 石川県

ニッキフッコー　株式会社　広島営業所 広島県

株式会社　日京クリエイト　木更津営業所 千葉県

ニック工業　有限会社 京都府

日軽パネルシステム　株式会社　工事部 東京都

有限会社　日見興産 千葉県

日研ツール　株式会社 大阪府

日研フード　株式会社 静岡県

日工　株式会社 東京都

ニッコーテクノ　株式会社 青森県

日産化学工業　株式会社　材料科学研究所 千葉県

日産緑化　株式会社 東京都

株式会社　日章冷凍 埼玉県

株式会社　日新エンジニアリング 群馬県

日清エンジニアリング　株式会社 埼玉県

ニッシン・グルメビーフ　株式会社 愛媛県

日新鋼管　株式会社　蒲郡工場 愛知県

日清鋼業　株式会社 兵庫県

日清製粉　株式会社　東灘工場 兵庫県

日新製薬　株式会社 山形県

日清紡ケミカル　株式会社 千葉県

日清紡メカトロニクス　株式会社 静岡県

株式会社　日成エンジニアリング 東京都

株式会社　ニッセイコム 東京都

日総工産　株式会社　山形営業所 山形県

日綜産業　株式会社 茨城県

ニッソーファイン　株式会社　磯原工場　いわき製造部 福島県

日測エンジニアリング　株式会社 埼玉県

ニッタン電子　株式会社 埼玉県

日鉄住金鋼線　株式会社 静岡県

日鉄住金鋼線　株式会社 岐阜県

日鉄住金鋼板　株式会社 大阪府

日鉄住金テクノロジー　株式会社　名古屋営業所 愛知県

日鉄住金ボルテン　株式会社 大阪府
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日東交通　株式会社 千葉県

株式会社　日東物流 千葉県

日東ベスト　株式会社　爽健亭　事業本部　横浜工場 神奈川県

日東理科工業　株式会社 埼玉県

ニットク　株式会社 静岡県

日特建設　株式会社 福岡県

株式会社　NIPPO　茨城合材工場　 茨城県

日邦プレシジョン　株式会社 山梨県

株式会社　ニッポー 広島県

日本アンテナ　株式会社 東京都

日本エレクトロニツクシステムズ　株式会社 東京都

日本エレクトロニツクシステムズ　株式会社 愛知県

株式会社　日本化学環境センター 福島県

日本科学冶金　株式会社 三重県

日本瓦斯運輸整備　株式会社 東京都

日本ガスケット　株式会社 愛知県

日本化薬　株式会社　東京事業所 東京都

日本金属　株式会社　福島工場 福島県

日本クッカリー　株式会社　八千代工場 千葉県

日本軽金属　株式会社　原町分工場 福島県

日本コムシス　株式会社 埼玉県

日本ゴンドラ　株式会社 宮城県

日本梱包運輸倉庫　株式会社　岡山営業所 岡山県

日本梱包運輸倉庫　株式会社　白根営業所 新潟県

日本GT　株式会社 山形県

日本ジャイアントタイヤ　株式会社 兵庫県

日本新薬　株式会社　施設管理センター 京都府

日本精工九州　株式会社 福岡県

日本精工　株式会社　福島工場 福島県

日本製紙ユニテック　株式会社 埼玉県

日本製粉　株式会社　千葉工場 千葉県

日本ダイヤモンド　株式会社　いわき工場 福島県

日本通運　株式会社　東北重機建設支店 宮城県

日本テクニカル・サービス　株式会社 大阪府

株式会社　日本テレメックス 大阪府

日本特殊研砥　株式会社　園部工場 京都府

日本ノーディッグテクノロジー　株式会社 東京都

日本発条　株式会社 群馬県

日本パワーグラファイト　株式会社 福岡県

日本ヒューム　株式会社　熊谷工場 埼玉県

日本ベクトン・ディッキンソン　株式会社　福島工場 福島県

日本マニュファクチャリングサービス　株式会社　岩手テック 岩手県
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日本メカケミカル　株式会社 愛知県

日本郵政　株式会社　かんぽの宿　磯部 群馬県

日本郵便　株式会社 茨城県

日本郵便　株式会社　会津若松郵便局 福島県

日本郵便　株式会社　飯塚郵便局 福岡県

日本郵便　株式会社　泉西郵便局 宮城県

日本郵便　株式会社　市川郵便局 千葉県

日本郵便　株式会社　大網郵便局 千葉県

日本郵便　株式会社　太田郵便局 群馬県

日本郵便　株式会社　加茂郵便局 新潟県

日本郵便　株式会社　久留米郵便局　 福岡県

日本郵便　株式会社　さいたま新都心郵便局 埼玉県

日本郵便　株式会社　下田郵便局 静岡県

日本郵便　株式会社　新宿北郵便局 東京都

日本郵便　株式会社　杉戸郵便局 埼玉県

日本郵便　株式会社　裾野郵便局 静岡県

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　東京北部郵便局開局準備室 埼玉県

日本郵便　株式会社　豊川郵便局 愛知県

日本郵便　株式会社　野田郵便局 千葉県

日本郵便　株式会社　東舞鶴郵便局 京都府

日本郵便　株式会社　常陸太田郵便局 茨城県

日本郵便　株式会社　松戸北郵便局 千葉県

日本郵便　株式会社　松戸郵便局 千葉県

日本郵便　株式会社　宗像郵便局 福岡県

日本郵便輸送　株式会社　東北支社 宮城県

日本郵便輸送　株式会社　北陸支社 石川県

日本リーテック　株式会社　千葉支店 千葉県

日本錬水　株式会社 愛知県

ニプロファーマ　株式会社　春日部工場 埼玉県

日本アイ・エス・ケイ　株式会社　KINGデンタル事業部 愛知県

日本アクア開発　株式会社 東京都

株式会社　日本アルファーシステム 東京都

日本板硝子　株式会社　津事業所 三重県

日本エア・リキード　株式会社 山形県

日本エア・リキード　株式会社 兵庫県

日本液炭　株式会社　関東総合ガスセンター 埼玉県

日本エコシステム　株式会社 岐阜県

日本エマソン　株式会社 東京都

日本海コンクリート工業　株式会社 富山県

日本化学産業　株式会社　福島工場 福島県

日本仮設　株式会社 北海道
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日本カニゼン　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　日本環境工学設計事務所 東京都

日本橋梁　株式会社 兵庫県

日本クリーンオイル　株式会社 宮城県

日本クロネス　株式会社 東京都

日本ケイテック　株式会社 岡山県

日本結晶光学　株式会社　上尾工場 埼玉県

国立研究開発法人　日本原子力研究開発機構 青森県

日本原燃　株式会社 青森県

日本交通　株式会社　赤羽営業所 東京都

日本交通　株式会社　池袋営業所 東京都

日本交通横浜　株式会社　小田原営業所 神奈川県

日本国土開発　株式会社 宮城県

日本シ－レ－ク　株式会社 広島県

日本色彩化学　株式会社 埼玉県

株式会社　日本システムストラクト 大阪府

日本精鉱　株式会社 兵庫県

株式会社　日本セラテック 宮城県

日本電機工業　株式会社 青森県

日本電子工業　株式会社　第二工場 愛知県

株式会社　日本電商ビジョンシステム 大阪府

日本電鍍工業　株式会社 埼玉県

一般財団法人　日本燃焼機器検査協会 神奈川県

日本肥糧　株式会社　半田工場 愛知県

日本ホテルサービス　株式会社 東京都

日本マイクロバイオファーマ　株式会社 静岡県

日本メックス 株式会社 東北支店 宮城県

日本リコス　株式会社 広島県

日本濾水機工業　株式会社 神奈川県

ニューロン製菓　株式会社 山梨県

株式会社　ネオディア 神奈川県

株式会社　ネクサス 大阪府

株式会社　ネクスコ東日本エンジニアリング 群馬県

ネコマホテル　株式会社 福島県

ネスレ日本　株式会社　島田工場 静岡県

株式会社　ネットコンサルタント 大阪府

株式会社　ネパス 千葉県

根本建設　株式会社 福島県

練馬区社会福祉事業団　関町特別養護老人ホーム 東京都

株式会社　ノーミ・テクノ・エンジニアリング 愛知県

株式会社　ノーミ・テクノ・エンジニアリング 大阪府
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株式会社　野口硝子 神奈川県

株式会社　ノグチ工芸 北海道

希サービス 大阪府

ノダック　株式会社 大阪府

野田電機 愛知県

野々垣建築 愛知県

有限会社　野村製作所 富山県

株式会社　ノムラフーズ 京都府

株式会社　ノリタケカンパニーリミテド　松阪工場 三重県

パーカー工業　株式会社 埼玉県

ハードグラス工業　株式会社 兵庫県

ハーバー　株式会社 北海道

株式会社　ハーブスグローイング東京ファクトリー 東京都

パープルクロス　株式会社 東京都

ハイウエイ開発　株式会社 東京都

パイオニアOLEDライティングデバイス　株式会社 山形県

株式会社　ハイトゥーディー 東京都

株式会社　俳優座劇場 埼玉県

株式会社　パイロットコーポレーション 東京都

合同会社　ハウス2050 埼玉県

株式会社　パウレック 埼玉県

株式会社　パウレック 兵庫県

白十字　株式会社　群馬工場 群馬県

ハシダ技研工業　株式会社 大阪府

パシフィックグレーンセンター　株式会社 東京都

一建設　株式会社　東村山営業所 東京都

株式会社　パスコ　国土基盤課 大阪府

パスコ冷食カンパニー　神戸冷食プラント 兵庫県

株式会社　Hazmat 東京都

株式会社　長谷川建設 岩手県

株式会社　八王子ゴルフ倶楽部 東京都

株式会社　パックタケヤマ 愛知県

八光オートメーション　株式会社 福岡県

八水蒲鉾　株式会社 愛媛県

株式会社　初田製作所　本社工場 大阪府

鳩タクシー　株式会社 東京都

パナソニック　株式会社 滋賀県

株式会社　パナソニック 滋賀県

パナソニックESネットワークス　株式会社 東京都

パナソニックES防災システムズ　株式会社 大阪府

パナソニックストレージバッテリー　株式会社 静岡県

株式会社　花園サービス 千葉県
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株式会社　花田工務店 愛知県

花の木ゴルフクラブ 岐阜県

株式会社　ハナワトランスポート　首都圏エリア事業部 東京都

ハニー化成　株式会社 兵庫県

株式会社　パニーデリカ 千葉県

ハネクトーン早川　株式会社 栃木県

羽田交通　株式会社 東京都

羽田タートルサービス　株式会社　百里空港事業所 茨城県

株式会社　ハマキョウレックス 神奈川県

株式会社　ハマキョウレックス　浅羽営業所 静岡県

株式会社　ハマケイ 神奈川県

浜新硝子　株式会社 福岡県

濱田プレス工藝　株式会社 京都府

浜松NDS　株式会社 静岡県

株式会社 浜松空調工業 静岡県

浜松タクシー　株式会社 静岡県

株式会社　浜松パルス 静岡県

株式会社　林スプリング製作所 岐阜県

株式会社　ハヤシ・ニット 奈良県

株式会社　林原 岡山県

株式会社　早瀬工業所 愛知県

株式会社　原田伸銅所　仙台工場 宮城県

株式会社　原田製作所 東京都

株式会社　パルコスペースシステムズ 大阪府

株式会社　パルコスペースシステムズ　仙台事業所 宮城県

有限会社　春吉タクシー 福岡県

阪急電鉄　株式会社　運輸部　梶川洋平 大阪府

萬歳工業　株式会社 埼玉県

株式会社　萬歳自動車工場　小倉東店 福岡県

阪神管理サービス　株式会社 奈良県

阪神製菓　株式会社　横浜支店 神奈川県

阪神動力機械　株式会社 大阪府

阪神輸送機　株式会社 大阪府

株式会社　はんだや 東京都

株式会社　バンテクニカ 富山県

株式会社　バンテック九州 福岡県

株式会社　ハンド 岐阜県

阪南鉄工　株式会社 大阪府

阪和流通センター東京株式会社 千葉県

ピアゴ　榛原店 静岡県

ピアゴ大和店 愛知県

BASF INOAC ポリウレタン　株式会社 愛知県
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株式会社　PFU 愛知県

株式会社　ビークルーエッセ 大阪府

株式会社　ビークルーエッセ 広島県

株式会社　ＰＫテクノ藤沢 神奈川県

株式会社　ピーシーアコウスティック 滋賀県

合資会社　ビームス 青森県

檜垣造船　株式会社 愛媛県

東日本興業　株式会社 宮城県

東日本フィールドエンジニア　株式会社 北海道

東日本三菱自動車販売　株式会社 福島県

東日本旅客鉄道　株式会社 東京都

株式会社  東日本旅客鉄道　浦和電車区 埼玉県

東富士カントリークラブ 静岡県

東洋電設ＥＳ 株式会社 青森県

株式会社　ヒカリS.E 群馬県

株式会社　光製作所 岐阜県

久富電機産業　株式会社 広島県

菱井工業　株式会社 大阪府

菱屋精工　株式会社 大阪府

Bizex　株式会社　埼玉物流センター 埼玉県

ビソー工業　株式会社 埼玉県

株式会社　ヒタチ 茨城県

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　中部サービスエンジニアリングセンタ 愛知県

日立オートモティブシステムズ　株式会社 茨城県

日立化成エレクトロニクス　株式会社　石岡工場 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

日立金属工具鋼　株式会社　技術部　技術管理グループ 栃木県

株式会社　日立システムズ 宮城県

日立自動車交通第二　株式会社 東京都

株式会社　日立製作所　インダストリアルプロダクツ社 兵庫県

日立造船　株式会社 千葉県

株式会社　日立ニコトランスミッション 埼玉県

株式会社　日立ハイテクノロジーズ　那珂地区 茨城県

株式会社　日立物流　中部営業本部 愛知県

株式会社　ビッグ・エコ 静岡県

株式会社　ビッグエンジニアリング 宮城県

ビックカメラ　藤沢店 神奈川県

株式会社　ビッグモーター 東京都

株式会社　ピックルスコーポレーション　宮城ファクトリー 宮城県

株式会社　ビットアイル 東京都
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株式会社　ビットサーフ 東京都

ピップ物流　株式会社 千葉県

株式会社　百楽荘 石川県

株式会社　ヒューテック 京都府

ビューテック　株式会社 静岡県

ビューテック九州　株式会社　熊本支店 熊本県

ビューテック　株式会社　東海事業所　豊橋工場 愛知県

株式会社　ヒューテックノオリン　関西支店第一センター 大阪府

株式会社　飛馬 福島県

株式会社　平川カントリークラブ 千葉県

平田機工　株式会社 栃木県

株式会社　平野電設 大阪府

株式会社　平山製作所 埼玉県

ビル環境熊本　株式会社 熊本県

比留間運送　株式会社　伊奈平工場 東京都

ヒロサワ機械　株式会社 大阪府

広沢電機工業　株式会社 東京都

広島伊丹電機　株式会社 広島県

広島ガスプロパン　株式会社 広島県

広島グリコ乳業　株式会社 広島県

広島国際ゴルフ倶楽部 広島県

広島海苔　株式会社　海田工場 広島県

広島日野自動車　株式会社　大野工場 広島県

株式会社　ヒロタニ　八本松工場 広島県

広野運輸　株式会社　本社営業所 北海道

広野化学工業　株式会社 兵庫県

株式会社　PINPOINTJAPAN　関西支店 大阪府

ファイテン　株式会社 京都府

ファイテン　株式会社 開発部メタル事業部 京都府

ファインテック　株式会社 東京都

株式会社　ファウスト 静岡県

株式会社　ファミリーネット・ジャパン 東京都

フーズテック　有限会社 栃木県

株式会社　フォース 静岡県

株式会社　フォーバックス 宮城県

フォレスト　株式会社 静岡県

深江発条　株式会社 兵庫県

富岳通運　株式会社 山梨県

深田工業　株式会社 東京都

深田サルベージ建設　株式会社　名古屋支店 愛知県

株式会社　深堀鉄工所 群馬県

福岡合成　株式会社 愛知県
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株式会社　福嶋鉄工所 三重県

株式会社  福島電気 千葉県

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

有限会社　フクショウサービス 広島県

株式会社　フクデン 兵庫県

株式会社　フクデンインターナショナル 沖縄県

フクニシ　株式会社 宮城県

株式会社　福屋 広島県

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　京都南支店 京都府

福山通運　株式会社　埼玉ターミナル支店 埼玉県

福山通運　株式会社　八尾支店 大阪府

福山通運　株式会社　横浜支店 神奈川県

株式会社　フクヨー愛媛 愛媛県

株式会社　フジイチ 静岡県

株式会社　富士機械工作所 大阪府

株式会社　フジ機工 福島県

富士急シティバス　株式会社 静岡県

株式会社　フジクラ 東京都

フジクリーン工業 愛知県

フジクリーン工業　株式会社　第一開発部 愛知県

富士港運　株式会社　10号地営業所 東京都

富士工機　株式会社 愛知県

富士鋼業　株式会社 岡山県

有限会社　藤澤電機 愛知県

富士酸素　株式会社 大阪府

冨士色素　株式会社 兵庫県

富士重工業　株式会社 東京都

富士精工　株式会社　筑波事業所 茨城県

株式会社　富士ダイナミクス 東京都

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

株式会社　フジタトータルサービス 福岡県

富士通　株式会社 神奈川県

富士通テレコムネットワークス　株式会社 神奈川県

富士通テン　株式会社 兵庫県

富士電機エフテック　株式会社 埼玉県

フジ電計装　株式会社 愛知県

フジパン　株式会社 愛知県

株式会社　富士ピー・エス 大阪府

富士平工業　株式会社 埼玉県
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株式会社　藤平工業所 東京都

株式会社　不二ビルサービス 広島県

富士フィルムエンジニアリング　株式会社 静岡県

フジフーズ　株式会社　船橋第3工場 千葉県

有限会社　フジメンテナンス 広島県

有限会社　藤本鉄工所 広島県

武州製薬　株式会社 埼玉県

藤原運輸　株式会社　阪神事業部 大阪府

株式会社　フセラシ 三重県

株式会社　フソウ 埼玉県

扶桑化学工業　株式会社 大阪府

扶桑化学工業　株式会社 京都府

株式会社　双葉製作所　秋田工場 秋田県

双葉電気通信　株式会社 三重県

物産フードサイエンス　株式会社　名古屋工場 愛知県

株式会社　芙蓉システム　東北支店 宮城県

株式会社　芙蓉実業 千葉県

プライムデリカ　株式会社　相模原工場 神奈川県

株式会社　プライムベーカリー 静岡県

株式会社　プラネットグリーン 栃木県

株式会社　プラネットグリーン 愛知県

フランスベッド　株式会社　静岡工場 静岡県

PLANT-6　瑞穂店 岐阜県

ブリヂストン化工品ジャパン　株式会社 東京都

ブリヂストン化成品　株式会社 埼玉県

ブリヂストン化成品　株式会社 愛知県

株式会社　ブリヂストン　熊本工場 熊本県

株式会社　ブリヂストン　那須工場　安全・防災推進室 栃木県

ブリヂストンBRM　株式会社 埼玉県

株式会社　ブリヂストン　彦根工場 滋賀県

ブリヂストン物流　株式会社 福岡県

ブリヂストンプラントエンジニアリング　株式会社 滋賀県

株式会社　プリンスホテル 京都府

古河AS　株式会社　秦荘工場 滋賀県

古河AS　株式会社　ものづくり改革本部　生技開発部 滋賀県

古川エヌ・デー・ケー　株式会社 宮城県

古河キャステック　株式会社 栃木県

古河電工パワーシステムズ　株式会社 神奈川県

古河電工パワーシステムズ　株式会社 神奈川県

古郡ホーム　株式会社 埼玉県

古野電気　株式会社　東京支社 東京都

フルハシEPO　株式会社 愛知県
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株式会社 古橋冷暖房設備 京都府

合同会社　ブレイクトレード 神奈川県

株式会社　ブレインボックス 愛知県

株式会社　フレッズ 広島県

株式会社　プレナスフーズ　関東工場 埼玉県

フロイント産業　株式会社 東京都

フロンティア工機　株式会社 大阪府

文化シヤッターサービス　株式会社 東京都

文化シヤッターサービス　株式会社 神奈川県

文化タクシー　株式会社 青森県

ブンセン　株式会社 兵庫県

有限会社　平成美装 大阪府

平成理研　株式会社 栃木県

平和機械　株式会社 広島県

平和興業　株式会社 大阪府

平和テクニカ　株式会社 神奈川県

ベーリンガーインゲルハイム製薬　株式会社 山形県

ベスト資材　株式会社 群馬県

株式会社　ベストランス　岩手営業所 岩手県

有限会社　ベック九州 福岡県

朋栄交通　株式会社 神奈川県

株式会社　豊栄美装 東京都

株式会社　防災企業 東京都

芳商物流　株式会社　物流事業部 東京都

株式会社　ホウセイ 福島県

房総実業　株式会社 千葉県

有限会社　峰徳運輸 埼玉県

医療法人社団　鳳優会 東京都

朋和産業　株式会社　習志野工場 千葉県

豊和繊維工業　株式会社 静岡県

ホーチキ　株式会社 東京都

株式会社　ホームエネルギー西関東 神奈川県

有限会社　ホームテクノマルキ 愛知県

ホームプラザナフコ　四街道店 千葉県

株式会社　ホクエツ秋田　大館工場 秋田県

株式会社　北辰工芸社 富山県

株式会社　ほくつう 石川県

ホクト　株式会社　城島きのこセンター　 福岡県

北都ベリアールサービス　株式会社 北海道

北陽エレベーター工業　有限会社 沖縄県

北陸綜合警備保障　株式会社 石川県

北陸鉄道　株式会社 石川県
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北陸電気工事　株式会社 大阪府

株式会社　北陸フレッシュフーズ 富山県

北和建設　株式会社 京都府

株式会社　星野リゾート・料飲システムズ 千葉県

細倉金属鉱業　株式会社 宮城県

細田工業　株式会社 大阪府

穂高　株式会社 神奈川県

穂高　株式会社　ポニークリーニング　小平工場 東京都

株式会社　北海小型運輸　札幌支店 北海道

北海コンノ急送　株式会社 北海道

北海道サンプラス　株式会社 北海道

北海道ジェイアール物流　株式会社 北海道

株式会社　ホットライナー 栃木県

ポップリベット・ファスナー　株式会社 栃木県

ポップリベット・ファスナー　株式会社 愛知県

ホテルオークス新大阪 大阪府

ホテル　グランフォーレ 愛媛県

ホテル京阪ユニバーサル・タワー 大阪府

株式会社　ホテル小柳 新潟県

株式会社　ホテル佐勘 宮城県

株式会社　ホテルサンバレー 静岡県

株式会社　ホテルマネージメントジャパン 大阪府

ホリイフードサービス　株式会社 茨城県

株式会社　ポリテックス 東京都

株式会社　ポリテックス 大阪府

株式会社　ホワイト 愛知県

有限会社　本郷鶏肉 長野県

株式会社　ホンダ 大阪府

株式会社　ホンダ産業 千葉県

株式会社　ホンダ産業　JOYFUL-2　荒川沖店 茨城県

株式会社　ホンダ産業　JOYFUL-2　千葉ニュータウン店 千葉県

株式会社　ホンダロジスティクス　国内事業本部　輸送事業所　安全輸送管理課 埼玉県

株式会社　マーゼンプロダクツ 愛知県

マーレ　エンジン　コンポーネンツ　ジャパン　株式会社　山形工場 山形県

マイクロオートメーション　株式会社 新潟県

株式会社　マイスターエンジニアリング 大阪府

株式会社　マイスタア・ネッツ 愛媛県

株式会社　舞浜リゾートキャブ 千葉県

株式会社　舞浜リゾートライン 千葉県

マイラン製薬　株式会社 埼玉県

株式会社　前川製作所 東京都

マエダ機工　株式会社　名古屋センター 愛知県
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株式会社　前田鉄工所 宮城県

前田電設 神奈川県

前田道路　株式会社 大阪府

株式会社　間口　安全衛生推進室 大阪府

間口マテリアルハンドリング　株式会社 埼玉県

柾木工業　株式会社 神奈川県

有限会社　MASA総合設備 東京都

有限会社　増田木型製作所 静岡県

株式会社　マスナリ 愛知県

株式会社　ますやみそ　焼山工場 広島県

株式会社　マセック 福岡県

有限会社　MAC 愛知県

マック食品　株式会社 群馬県

マックス　株式会社　玉村工場 群馬県

マックスバリュ　香流店 愛知県

マックスバリュ播磨一宮店 兵庫県

マックスバリュ北海道　株式会社　イーストモールいちまる 北海道

マックスバリュ北海道　株式会社　いちまるフードプライス店 北海道

マックスバリュ北海道　株式会社　キャロットいちまる 北海道

マックスバリュ北海道　株式会社　セイリョーいちまる 北海道

マックスバリュ北海道　株式会社　パークいちまる 北海道

マックスバリュ北海道　株式会社　プラザ。いちまる 北海道

マックスバリュ北海道　株式会社　プラザ。いちまる池田店 北海道

マックスバリュ北海道　株式会社　わかばいちまる 北海道

マックスバリュ南東北　株式会社　ザ・ビッグ鎌田店 福島県

マックスバリュ南東北　株式会社　ザ・ビッグ　須賀川店 福島県

マッケジャパン　株式会社 愛知県

松阪興産　株式会社 三重県

株式会社　マツザワ 秋田県

松藤運輸倉庫　株式会社 千葉県

マツモト機械　株式会社 大阪府

松本金属　株式会社 兵庫県

株式会社　松本鐵工所　埼玉事業所 埼玉県

株式会社　松山機型工業 愛媛県

株式会社　マノモクハウジング 愛知県

株式会社　マミーズ　本社 福岡県

マメトラ農機　株式会社 埼玉県

真弓興業　株式会社 大阪府

株式会社　マリン 愛知県

マルイシ運輸　株式会社 大阪府

丸井製紙　株式会社 静岡県

株式会社　丸井草加店 埼玉県
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マルエツ電機　株式会社 富山県

マルカ冷蔵　株式会社 東京都

丸喜運輸　株式会社 北海道

丸協運輸　株式会社 高知県

丸協運輸　株式会社　岡山営業所 岡山県

マルシゲ工業　株式会社 岡山県

株式会社　丸商 三重県

丸信化工　株式会社 栃木県

株式会社　マルシンレッカー運輸 静岡県

株式会社　丸水配送 宮城県

丸善石油化学　株式会社 三重県

株式会社　丸総 静岡県

マルソウ物流　株式会社 広島県

株式会社　マルタツ 茨城県

マルチプライ　株式会社 宮城県

丸長運送　株式会社 大阪府

株式会社　マルツ電波　三重営業所 三重県

マルトモ　株式会社 愛媛県

マルトモ機設　株式会社 静岡県

株式会社　マルナカ　宇和島店 愛媛県

株式会社　丸二運送 愛知県

株式会社　マルマツ 愛知県

丸美屋食品工業　株式会社 埼玉県

丸本ストルアス　株式会社 大阪府

マンディーゼルアンドターボ日本　株式会社 兵庫県

三池工業　株式会社 神奈川県

株式会社　御池鐵工所 広島県

株式会社　御池鐵工所　関東営業所 埼玉県

株式会社　三ケ島製作所 埼玉県

ミカド電装商事　株式会社 宮城県

三上鉄工　株式会社 埼玉県

株式会社　美郷 新潟県

ミサワホーム中国　株式会社　倉敷支店 岡山県

株式会社　三島新聞堂 静岡県

株式会社　水上製作所 東京都

株式会社　水島機械設計 富山県

水島鉄工　株式会社 新潟県

株式会社　ミスターマックス　おゆみ野店 千葉県

ＭｒＭａｘ　長住店 福岡県

株式会社　ミズレック　倉敷支店 岡山県

有限会社　ミゾー 埼玉県

三谷セキサン　株式会社　大阪支店 大阪府
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三谷セキサン　株式会社　広島支店 広島県

株式会社　みちのくＮテックス 福島県

三井金属鉱業　株式会社　竹原製煉所 広島県

三井ホーム　株式会社 東京都

株式会社　ミツトヨ 栃木県

株式会社　ミツトヨ 神奈川県

株式会社　ミツトヨ　宇都宮事業所 栃木県

株式会社　ミツトヨ　テクノサービス事業本部 神奈川県

三菱重工プラスチックテクノロジー　株式会社 愛知県

三菱商事フードテック　株式会社 埼玉県

三菱電機エンジニアリング　株式会社 和歌山県

三菱電機システムサービス　株式会社　北海道支店 北海道

三菱電機照明　株式会社 神奈川県

三菱電機　株式会社　先端技術総合研究所 京都府

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　株式会社　九州工場黒崎地区 福岡県

三菱マテリアルトレーディング　株式会社 大阪府

三菱マテリアル　株式会社　横瀬工場 埼玉県

三元化成　株式会社 三重県

皆川城カントリークラブ 栃木県

港産業　株式会社　 徳島県

南東北福山通運　株式会社　郡山支店 福島県

株式会社　宮城化成 宮城県

三宅電機 大阪府

都島自動車　株式会社 大阪府

株式会社　宮坂ポリマー 山形県

有限会社　宮崎商会 広島県

宮下工業　株式会社 群馬県

株式会社　宮下ビルサービス 埼玉県

三山アドコス生コン　株式会社　富士見工場 群馬県

美山運輸　株式会社 京都府

ミヤマ　株式会社　燕工場 新潟県

ミヨシ電子　株式会社 兵庫県

株式会社　ミラーテック 埼玉県

株式会社　未来樹脂 埼玉県

ムーンレイクゴルフクラブ　市原コース 千葉県

株式会社　ムサシノキカイ 山形県

株式会社　武蔵野　仙台工場 宮城県

株式会社　武蔵野フーズ　札幌工場 北海道

株式会社　武蔵野　福岡工場 福岡県

株式会社　武蔵野ホールディングス 埼玉県

株式会社　武蔵野　横浜工場 神奈川県
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株式会社　ムソー 愛知県

武藤工業 埼玉県

株式会社　村尾電気 新潟県

村上給食　株式会社 大阪府

株式会社　ムラコシ精工 山梨県

村田発條　株式会社 栃木県

村松風送設備工業　株式会社 静岡県

有限会社　ムラヤマ機盤 富山県

株式会社　メイク 静岡県

株式会社　明建 埼玉県

有限会社　明研 広島県

明興運輸　株式会社 京都府

名工建設　株式会社 大阪府

株式会社　明治 大阪府

株式会社　明治　　十勝工場 北海道

名鉄運輸　株式会社　東海支店 愛知県

株式会社　名鉄クリーニング 愛知県

株式会社　明電エンジニアリング 広島県

株式会社　明電舎 宮城県

株式会社　名徳 茨城県

明徳工業　株式会社 千葉県

株式会社　明都パネル 大阪府

株式会社　名濃 愛知県

名阪近鉄バス　株式会社　揖斐営業所 岐阜県

名阪近鉄バス　名古屋営業所 愛知県

名阪近鉄バス　株式会社　若森営業所 岐阜県

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　北海工場 北海道

株式会社　メドテック 山形県

メルコエステートサービス　株式会社　関西支店 兵庫県

メルビック電工　株式会社 神奈川県

株式会社　最上インクス 京都府

株式会社　最上川環境技術研究所 山形県

望月工業　株式会社 東京都

株式会社　モテギ　本社工場 群馬県

株式会社　元木物流 埼玉県

株式会社　元久保工作所 広島県

本部生コン　株式会社 沖縄県

株式会社　本屋敷造船所 広島県

モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン　合同会社 群馬県

株式会社　モリイチ 東京都

森井電業　株式会社 福岡県
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森下仁丹　株式会社 滋賀県

株式会社　モリタ　東京製作所 埼玉県

森電気工事 東京都

森永乳業　株式会社　近畿工場 兵庫県

モリマーサム樹脂工業　株式会社 大阪府

森本精密シャフト　株式会社 三重県

株式会社　守谷テクノサービス 神奈川県

株式会社　八起エンジニアリングサービス 神奈川県

柳下技研　株式会社 埼玉県

八潮交通　有限会社 埼玉県

八洲ゴム工業　株式会社 福島県

矢島鉄筋工業　株式会社 東京都

やしろ東条ゴルフクラブ 兵庫県

株式会社　安宮電機商会 大阪府

野洲メディカルイメージングテクノロジー　株式会社 滋賀県

柳河精機　株式会社　亀山工場 三重県

山形クリエイティブ　株式会社 山形県

株式会社　山形県食肉公社 山形県

山交タウンコーチ　株式会社 山梨県

山崎製パン　株式会社　古河工場 茨城県

山崎製パン　株式会社　仙台工場 宮城県

山崎製パン　株式会社　十和田工場 青森県

山三交通　株式会社 東京都

有限会社　山下工務店 福岡県

株式会社　ヤマシナ商事　横浜営業所 神奈川県

山城交通　株式会社 東京都

有限会社　山城陸運 神奈川県

山田製薬　株式会社 茨城県

有限会社　山田電機 愛知県

ヤマダユニア　株式会社 静岡県

有限会社　山電 愛知県

ヤマト運輸　株式会社　岩手主管支店 岩手県

ヤマト運輸　株式会社　栗原支店 宮城県

ヤマト運輸　株式会社　新前橋支店 群馬県

ヤマト運輸　株式会社　奈良みなみ宅急便センター 奈良県

ヤマト運輸　株式会社　浜松初生センター 静岡県

ヤマト運輸　株式会社　広島宇品宅急便センター 広島県

ヤマト運輸　株式会社　広島三原支店 広島県

ヤマト科学　株式会社 宮城県

ヤマト科学　株式会社 東京都

大和製衡　株式会社　産機事業部産機製造課 兵庫県

ヤマトホームコンビニエンス　株式会社　札幌支店 北海道



（社）安全衛生マネジメント協会 受講事業所様一覧（2015年） 59/62 ページ

事業所名 都道府県

ヤマトホームコンビニエンス　株式会社　札幌西支店 北海道

ヤマトホームコンビニエンス　株式会社　札幌南支店 北海道

ヤマトヤ　株式会社 大阪府

山梨商運　株式会社 山梨県

ヤマハ発動機　株式会社 静岡県

ヤマハビジネスサポート　豊岡事業所　管理センター 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

株式会社　ＹＡＭＡＢＩＳＨＩ 神奈川県

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

株式会社　山森製作所 富山県

山吉建設　株式会社 静岡県

彌満和精機工業　株式会社 山形県

ヤンマーエネルギーシステム　株式会社 東京都

ヤンマーエネルギーシステム　株式会社 兵庫県

株式会社　ユアテック 神奈川県

有限会社　ユア電設 神奈川県

株式会社　ユー・アイ・エンジ 愛知県

株式会社　ＵＡＣＪ製箔滋賀工場 滋賀県

株式会社　裕建 茨城県

株式会社　友工社 茨城県

株式会社　ユーコー 埼玉県

UCC上島珈琲　株式会社　北関東工場 埼玉県

株式会社　裕進 滋賀県

株式会社　ユーシン精機 埼玉県

株式会社　USEN 愛知県

UTエイム　株式会社 大阪府

UTエイム　株式会社　桐林FC 長野県

UDトラックス　株式会社 宮城県

ユーテック 京都府

株式会社　湯ヶ島ゴルフ倶楽部＆ホテル董苑 静岡県

雪印メグミルク　株式会社　京都工場 京都府

雪印メグミルク　株式会社　豊橋工場 愛知県

ユシロ化学工業　株式会社 兵庫県

輸送機工業　株式会社 愛知県

ユタカエンジニアリング 青森県

ユテクジャパン　株式会社 神奈川県

ユニー　株式会社　ピアゴ浜松泉町店 静岡県

ユニヴァーサルタクシー　株式会社 兵庫県

株式会社　ユニオン 埼玉県



（社）安全衛生マネジメント協会 受講事業所様一覧（2015年） 60/62 ページ

事業所名 都道府県

ユニキャリア　株式会社　RRDC尾道 広島県

株式会社　ユニソン 愛知県

株式会社　ユニテクノ 三重県

株式会社　ユメックス 兵庫県

由利工業　株式会社 秋田県

用賀福祉作業所 東京都

株式会社　ヨークベニマル　猪苗代店 福島県

株式会社　ヨークベニマル　田彦西店 茨城県

株式会社　ヨークベニマル　名取バイパス店 宮城県

株式会社　ヨークベニマル　東大島店 茨城県

横河ソリューションサービス　株式会社 千葉県

横浜加次食品　有限会社 神奈川県

横浜北交通　株式会社 神奈川県

横浜ゴムＭＢジャパン　株式会社 中国カンパニー 広島県

横浜ゴム　株式会社　新城工場 愛知県

横浜ゴム　株式会社　長野豊丘工場　 長野県

株式会社　ヨコレイ 神奈川県

吉田キャスト工業　株式会社 埼玉県

株式会社　吉田電設 秋田県

ヨシダ防災　株式会社 埼玉県

株式会社　吉野工業所　赤穂工場 兵庫県

吉野設備 神奈川県

株式会社　吉野家ホールディングス 埼玉県

株式会社　吉野家ホールディングス 京都府

株式会社　吉村 東京都

株式会社　吉本測量設計 広島県

米久ががやき　株式会社 埼玉県

米屋　株式会社　第二工場 千葉県

よみうりスポーツ　株式会社 千葉県

株式会社　蓬平観光ホテル　和泉屋 新潟県

株式会社　ライクス 東京都

ライナーズプラニング　株式会社 兵庫県

株式会社　ライフ・サポート　岡崎営業所 愛知県

ライブワーク　株式会社 広島県

株式会社　ラヴォックス 東京都

楽陽食品　株式会社 埼玉県

洛菱テクニカ　株式会社 京都府

ラック通運　株式会社 福岡県

株式会社　ラックランド 宮城県

株式会社　ラックランド　札幌営業所 北海道

株式会社　嵐山カントリー倶楽部 埼玉県

株式会社　ランテック　久留米支店 福岡県
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株式会社　ランテック　二日市支店 福岡県

株式会社　リアル 埼玉県

株式会社　リーガロイヤルホテル小倉 福岡県

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　リーデン 茨城県

リオン熱学　株式会社　東京支店 東京都

国立研究開発法人　理化学研究所　研究支援部施設課 埼玉県

リカバリープロ　株式会社 東京都

株式会社　LIXIL　サンウエーブ製作所　深谷工場 埼玉県

株式会社　ＬＩＸＩＬ 鈴木シャッター 宮城県

株式会社　ＬＩＸＩＬ 鈴木シャッター 大阪府

株式会社　LIXILトータルサービス 愛知県

株式会社　LIXIL　ビバホーム東大阪店 大阪府

理水化学　株式会社　大阪支店 大阪府

リズム協伸　株式会社　川越工場 埼玉県

株式会社　リックコーポレーション　ホームセンタータイム長船店 岡山県

株式会社　リックコーポレーション　ホームセンタータイム高屋店 岡山県

株式会社　リックコーポレーション　ホームセンタータイム 備前店 岡山県

株式会社　リックコーポレーション　ホームセンタータイム　平井店 岡山県

リバティいちまる 北海道

リボンタクシー　株式会社 東京都

龍王産業　株式会社 山梨県

株式会社　龍文堂 北海道

菱光石灰工業　株式会社 埼玉県

株式会社　両津工業 神奈川県

株式会社　亮電工業 香川県

菱琵テクノ　株式会社 滋賀県

両備ホールディングス　株式会社　倉敷営業所 岡山県

菱明三菱電機機器販売　株式会社 秋田県

菱和設備　株式会社　浜松支店 静岡県

リョービミラサカ　株式会社 広島県

臨港交通　株式会社 神奈川県

リンテックス　株式会社　太田工場 群馬県

リンテック　株式会社　龍野工場 兵庫県

株式会社　リンレイサービス　埼玉支店 埼玉県

ルーキーいちまる 北海道

ルートイングランティア大宰府 福岡県

株式会社　ルピシア　滋賀水口工場 滋賀県

株式会社　麗光　日野工場 滋賀県

株式会社　冷熱サービス 埼玉県

株式会社　レイバーサポートシステム 福島県

株式会社　レイメイ藤井 東京都
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株式会社　レオック 愛知県

株式会社　レベント 東京都

レンゴー　株式会社 埼玉県

レンゴーロジスティクス　株式会社　矢吹営業所 福島県

ロイヤルエアポートサービス　株式会社 大阪府

ロイヤル　株式会社　福岡ck工場 福岡県

株式会社　ロイヤルホテル　　リーガロイヤルホテル東京 東京都

ロート製薬　株式会社　上野テクノセンター 三重県

ロート製薬　株式会社　生産技術部　上野設備グループ 三重県

ロックペイント　株式会社　福崎工場 兵庫県

株式会社　ロピア　足利工場 栃木県

株式会社　ワールドケミカル　筑波工場 茨城県

株式会社　ワイ・エッチ・シー 神奈川県

株式会社　Y・M・アドバンス 神奈川県

有限会社　ＹＫエンジニアリング 東京都

ワイシステム京都　株式会社　京都営業所 京都府

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

我妻建設　株式会社 宮城県

若葉運送　株式会社 千葉県

若山電設工業　有限会社 愛知県

和光電機通信工業　株式会社 宮城県

和田ステンレス工業　株式会社 新潟県

渡辺運輸　株式会社 広島県

株式会社　渡辺工業 東京都

渡辺電気工事 神奈川県

有限会社　ワタナベ電設 宮城県

ワタミ手づくり厨房　東松山ｾﾝﾀｰ 埼玉県

株式会社　渡會 宮城県

渡會冷蔵　株式会社 宮城県

株式会社　渡商会 神奈川県

和束運輸　株式会社 京都府

ワッティー　株式会社　浜松事業所 静岡県

株式会社　わらく堂 北海道

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　群馬工場 群馬県

わらべや日洋　株式会社　千葉工場 千葉県

わらべや日洋　株式会社　東京工場 東京都

わらべや日洋　株式会社　村山第二工場 東京都

ワンコインドーム　株式会社 大阪府


