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事業所名 都道府県

株式会社　アーカイヴセキュリティ 福岡県

株式会社　アークホテル 福岡県

アークランドサカモト　株式会社 新潟県

株式会社　アース・ネット 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 神奈川県

アートコーポレーション　株式会社　仙台南支店 宮城県

アート梱包運輸　株式会社　松本営業所 長野県

アートチャイルドケア　株式会社 埼玉県

株式会社　アートランド 群馬県

アーボ　株式会社 岐阜県

アーリーフーズ　株式会社　首都圏工場 埼玉県

株式会社　アール・テクノ 鹿児島県

株式会社　アーレスティ　東海工場 愛知県

株式会社　アイ・アンド・ティー 愛知県

株式会社　IHI 愛知県

株式会社　ＩＨＩジェットサービス 大阪府

株式会社　IHIスター 北海道

株式会社　IHI汎用ボイラ 兵庫県

株式会社　IHI物流産業システム 群馬県

株式会社　ＩＨＩ　横浜工場 神奈川県

ＩＨミートパッカー　株式会社 青森県

アイ・エス電子 神奈川県

株式会社　アイ・エヌ・ジー 三重県

株式会社　アイエヌライン 福岡県

I.M.S防災　株式会社 千葉県

アイカ　株式会社 愛知県

アイグステック　株式会社 神奈川県

アイケイ工事　株式会社 東京都

アイコムシステック　株式会社 東京都

株式会社　アイザック　パッケージ事業本部　滑川工場 富山県

株式会社　相澤鐵工所 愛知県

株式会社　アイ・シイ・エス 神奈川県

株式会社　IGN 埼玉県

アイ・シー電子工業　株式会社 群馬県

株式会社　アイシライ 大阪府

アイシン精機　株式会社 愛知県

アイシン東北　株式会社 岩手県

アイセロパック　株式会社 愛知県

愛知日野自動車　株式会社　小牧営業所 愛知県

愛知陸運　株式会社 群馬県

株式会社　会津タムラ製作所 福島県

アイデアルハウスサービス 三重県

株式会社　アイディ日本サービス 東京都
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株式会社　アイテクノス 三重県

株式会社　アイテス　栗東事業所 滋賀県

アイテック　株式会社 東京都

株式会社　アイテック 新潟県

アイネットテクノ　株式会社 大阪府

アイパックスイケタニ　株式会社 山梨県

株式会社　アイビス髙島 福井県

株式会社　AIHO　名古屋支店 愛知県

アイホン　株式会社 東京都

アイム電機工業　株式会社 福岡県

株式会社　アイメイト 埼玉県

株式会社　アイメタルテクノロジー 岩手県

株式会社　相本カガク 東京都

アイン食品　株式会社 大阪府

アインズ　株式会社 滋賀県

アウディジャパン　株式会社 東京都

青木運輸　株式会社 山口県

青木電器工業　株式会社 埼玉県

株式会社　青木木工所 群馬県

株式会社　青島工業 大阪府

株式会社　青葉技研 福井県

あおみ建設　株式会社 大阪府

あおみ建設　株式会社 兵庫県

青森県りんごジュース　株式会社 青森県

株式会社　青森浄化槽綜合センター 青森県

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

株式会社　青山製作所 愛知県

株式会社　青山製作所製造本部　可児工場 岐阜県

株式会社　赤城国際カントリークラブ 群馬県

吾倉石産　株式会社 群馬県

赤坂ジパング 東京都

株式会社　アカサカテック 神奈川県

有限会社　赤澤電機工業所 長野県

明石機械工業　株式会社 兵庫県

暁運送　株式会社 埼玉県

株式会社　赤羽金属製作所 東京都

株式会社　赤福 三重県

株式会社　あかりシステム 岩手県

秋田運輸　株式会社 岐阜県

秋田運輸　株式会社　一宮営業所 愛知県

秋田運輸　株式会社　萩原営業所 愛知県

秋田運輸　株式会社　福井営業所 福井県

秋田海陸運送　株式会社 秋田県
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秋田ガルバー　株式会社 秋田県

秋田機電 秋田県

秋田十條化成　株式会社 秋田県

秋田住友ベーク　株式会社 秋田県

秋田石油備蓄　株式会社　男鹿事業所 秋田県

有限会社　秋田総合空調設備 秋田県

株式会社　秋田屋本店　洞戸工場 岐阜県

秋田ルビコン　株式会社 秋田県

アキモク鉄工　株式会社 秋田県

アクアエンタープライズ　株式会社 秋田県

アクアシステム　株式会社　須越工場 滋賀県

株式会社　アクティチャレンジ 栃木県

株式会社　アクティブエナジー 奈良県

アクトタンク　株式会社 東京都

株式会社　アクトリー 石川県

アグリゲート　株式会社 東京都

曙金属工業　株式会社 埼玉県

あけぼのタクシー　有限会社 福岡県

曙ブレーキ工業　株式会社 埼玉県

アコーダー・ビジネス・フォーム　株式会社 埼玉県

アコーディア・ゴルフ・アセット　合同会社　霞ゴルフクラブ 三重県

有限会社　アコナ 山梨県

浅草ハム　株式会社　関東工場 茨城県

朝日運輸　株式会社 愛知県

旭エレクトロニクス　株式会社 大阪府

旭化成　株式会社 滋賀県

旭化成EICソリューションズ　株式会社 岡山県

旭化成建材　株式会社 茨城県

旭化成建材　株式会社 岐阜県

旭硝子　株式会社 東京都

旭金属工業　株式会社 岐阜県

朝日建設　株式会社 神奈川県

朝日興業　株式会社 岐阜県

朝日工業　株式会社 埼玉県

旭興産　株式会社 大阪府

旭興産　株式会社 山口県

株式会社　朝日硬質鍍金工業所 大阪府

旭鉱末　株式会社　真弓工場 茨城県

旭国際テクネイオン　株式会社 千葉県

旭国際テクネイオン　株式会社 兵庫県

旭コンクリート工業　有限会社 福岡県

社会福祉法人　旭長寿の森 大阪府

旭電気　株式会社 三重県

アサヒドラフトマーケティング　株式会社 東京都
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アサヒビール　株式会社　茨城工場 茨城県

アサヒフォージ　株式会社　岐阜工場 岐阜県

アサヒフォージ　株式会社　土岐工場 岐阜県

アサヒフォージ　株式会社　真庭工場 岡山県

アサヒフォージ　株式会社　美濃工場 岐阜県

株式会社　旭物産 茨城県

株式会社　アサヒブロイラー 埼玉県

株式会社　アサヒブロイラー　埼玉工場 埼玉県

株式会社　あさ開 岩手県

アサヒロジスティクス　株式会社　白井営業所 千葉県

アサヒロジスティクス　株式会社　花見台共配センター 埼玉県

株式会社　アサヤマ　神戸支店 兵庫県

アジアプラントサービス　株式会社 神奈川県

株式会社　アシストエンジニアリング 山梨県

味の素　株式会社 神奈川県

味の素パッケージング　株式会社 神奈川県

味の素ファインテクノ　株式会社　活性炭事業部 神奈川県

株式会社　明日香 千葉県

アスカカンパニー　株式会社 兵庫県

飛鳥ゴルフ　株式会社 奈良県

明日香食品　株式会社 大阪府

あすか創建　株式会社 東京都

飛鳥特装　株式会社 神奈川県

株式会社　アスカメディカル 大阪府

アステラスビジネスサービス　株式会社　西根事業所 岩手県

株式会社　アスパーク 埼玉県

アズビルTACO　株式会社 埼玉県

株式会社　アスピレーション 埼玉県

株式会社　東コンサルタント 静岡県

麻生観光開発　株式会社 茨城県

株式会社　厚木植物園 神奈川県

アツギ東北　株式会社　むつ事業所 青森県

厚木プラスチック　株式会社 群馬県

熱田工業　株式会社 愛知県

株式会社　渥美建設興業 福島県

渥美工業　株式会社 静岡県

株式会社　アドバンスワーク 滋賀県

アトラスコプコ　株式会社 愛知県

アピ　株式会社　池田医薬品工場 岐阜県

アピタ高森店 長野県

株式会社　アペックエンジニアリング 東京都

株式会社　アポロエンジニアリング 山梨県

株式会社　天池設計 愛知県

天藤製薬　株式会社 大阪府
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株式会社　天野産業 千葉県

株式会社　天乃屋 東京都

株式会社　アメック 北海道

有限会社　新垣商店 大阪府

株式会社　新川屋　高崎工場 群馬県

株式会社　あらた 埼玉県

株式会社　あらた秋田支店 秋田県

株式会社　あらた　神奈川支店　神奈川センター 神奈川県

株式会社　有岡空調 大阪府

有田特殊工業　株式会社 福島県

アルコ電機　株式会社 神奈川県

株式会社　アルティア 東京都

株式会社　アルティア 大阪府

株式会社　アルティア 福島県

アルナ車両　株式会社 大阪府

アルピコ交通　株式会社 長野県

株式会社　アルファホープス 奈良県

アルプス観光　株式会社 岐阜県

アルプス計器　株式会社 長野県

アルプス電気　株式会社 宮城県

株式会社　アルプス物流　横浜営業所 神奈川県

アルフレッサ　ファインケミカル　株式会社 秋田県

株式会社　アルメックホンゴ 富山県

アロニクス　株式会社 東京都

株式会社　アンカースタッフ 茨城県

安全索道　株式会社 滋賀県

アンデン　株式会社 愛知県

株式会社　安藤組 山形県

株式会社　安藤・間 青森県

株式会社　アンドーカーパーツ 静岡県

アンビック　株式会社 兵庫県

株式会社　E&A 愛知県

ｅエナジー 大阪府

飯倉タクシー　株式会社 福岡県

株式会社　イーグル 兵庫県

イーグル工業　株式会社 埼玉県

株式会社　イーグル・ジャパン　切文字屋　FC本部 千葉県

株式会社　イーステージ 東京都

有限会社　飯田電設 茨城県

株式会社　飯塚製作所 奈良県

イートアンド　株式会社　関西工場 大阪府

イー・トップ　株式会社 兵庫県

衣浦部品工業　株式会社 愛知県

イオン秋田中央店 秋田県
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イオン九州　株式会社 宮崎県

イオン製薬　株式会社 大阪府

イオン長浜店 滋賀県

イオンビッグ　株式会社　ザ・ビッグエクストラ湖南店 滋賀県

イオン北海道　株式会社　イオンスーパーセンター石狩緑苑台店 北海道

イオンリテール　株式会社 京都府

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 宮城県

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　イオン北浦和店 埼玉県

イオンリテール　株式会社　イオン岐阜店 岐阜県

イオンリテール　株式会社　イオン甲府昭和店 山梨県

イオンリテール　株式会社　イオン下妻店 茨城県

イオンリテール　株式会社　イオンマリンピア店 千葉県

イオンリテール　株式会社　江釣子店 岩手県

イオンリテール　株式会社　南関東カンパニー　西神奈川山梨事業部　イオン大和鶴間店 神奈川県

株式会社　伊賀 三重県

株式会社　イカイアウトソーシング　原事業所 静岡県

株式会社　イガタ地質 岡山県

株式会社　伊賀の里　モクモク手づくりファーム 三重県

株式会社　伊香保カントリー倶楽部 群馬県

株式会社　五十嵐工業所 山形県

株式会社　イクスル 岩手県

社会福祉法人　育成会　北区立東十条保育園 東京都

株式会社　イクタ 愛知県

株式会社　イクタ 大阪府

株式会社　イグナルファーム 宮城県

IKEA JAPAN Tokyo-Bay店 千葉県

池内精工　株式会社 神奈川県

株式会社　池田工業 愛知県

池田重量 大阪府

イケダヤ製菓　株式会社 愛知県

池本電機工業　株式会社 兵庫県

井阪産業　株式会社 神奈川県

株式会社　井沢鉄工所 兵庫県

石井自動車トラック販売整備 茨城県

石井商事　株式会社 群馬県

石井電設 京都府

石上電機　株式会社 京都府

石黒工建　株式会社 富山県

株式会社　石﨑本店　防府工場新築地 山口県

礎電工 大阪府

株式会社　石田老舗 京都府

石部運輸倉庫　株式会社 滋賀県
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いすゞ・やまとエンジン　株式会社 埼玉県

いすみ鉄道　株式会社 千葉県

イズミヤ　株式会社　玉手店 大阪府

株式会社　イズミ　ゆめタウン防府 山口県

株式会社　伊関組 北海道

イセゴム工業　株式会社 三重県

株式会社　伊勢パールピアホテル 三重県

特定非営利活動法人　いそごまごころの会 神奈川県

磯原ウレタン工業　株式会社 茨城県

有限会社　イソベ電化工業所 愛知県

伊丹産業　株式会社　津山工場 岡山県

伊丹電機工業　株式会社 三重県

株式会社　一圓興産　彦根キャッスル　リゾート＆スパ 滋賀県

株式会社　イチネンケミカルズ 愛知県

株式会社　一ノ瀬 大阪府

一宮郵便局　総務部 愛知県

イチビキ　株式会社　第２工場 愛知県

有限会社　一成工業所 愛知県

株式会社　井筒八ッ橋本舗 京都府

株式会社　出雲みらいフーズ 島根県

出光ユニテック　株式会社　兵庫工場 兵庫県

株式会社　伊藤商会 長野県

伊藤忠人事総務サービス　株式会社 東京都

株式会社　イトーキ 愛知県

株式会社　イトーキ 滋賀県

株式会社　イトーキ　生産本部　関西工場　寝屋川製造部 大阪府

株式会社　イトーヨーカドー　ザ・プライス川口店 埼玉県

イトーヨーカドー　六地蔵店 京都府

株式会社　伊徳 秋田県

株式会社　井波建材 富山県

いぬい電工　有限会社 大阪府

株式会社　イノアックコーポレーション 岐阜県

株式会社　イノウエ 群馬県

井上軸受工業　株式会社 大阪府

株式会社　茨城岡野機電 茨城県

茨城グリコ　株式会社 茨城県

株式会社　茨城シーアイシー研究所 茨城県

茨城リネンサプライ　株式会社 茨城県

イビデン　株式会社 岐阜県

イビデンエンジニアリング　株式会社 岐阜県

イビデングリーンテック　株式会社 岐阜県

イフジ産業　株式会社 茨城県

株式会社　イボキン 兵庫県

今井物流サービス 埼玉県
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株式会社　今川工務店 埼玉県

株式会社　イムラ封筒　相模原工場　技術部　関東統括課 神奈川県

岩井機械工業　株式会社 東京都

岩泉森林事務所 岩手県

岩井設備 群馬県

岩井ファルマテック　株式会社 東京都

株式会社　イワキ 埼玉県

株式会社　イワキ 大阪府

株式会社　岩城 東京都

岩倉化学工業　株式会社 北海道

岩品運送　有限会社 静岡県

岩塚製菓　千歳工場 北海道

岩手罐詰　株式会社　盛岡工場 岩手県

株式会社　岩手ヤクルト工場 岩手県

岩手八五流通　株式会社 岩手県

岩堀建設工業　株式会社 埼玉県

巖本金属　株式会社 京都府

株式会社　インターテック 熊本県

インターベット中央研究所 茨城県

ヴァイテックビデオコム　株式会社 東京都

株式会社　ヴァレオジャパン 秋田県

株式会社　ヴァンパッシオン 東京都

株式会社　ヴィルド 埼玉県

株式会社　ウエイブワン 東京都

植田アルマイト工業　株式会社 大阪府

上田電機 大阪府

株式会社　上田電機システム 岐阜県

株式会社　ウエックス 東京都

株式会社　ウエノ 山形県

株式会社　ウェバートン 大阪府

株式会社　ウェルテクノ 群馬県

株式会社　ウェルファムフーズ　岡山事業所 岡山県

ウエル・ユーカン　株式会社 福岡県

株式会社　ウォーターエージェンシー 埼玉県

株式会社　魚国総本社　安全衛生環境部 大阪府

魚津交通　株式会社 富山県

株式会社　鵜飼 岐阜県

ウシオオプトセミコンダクター　株式会社 京都府

潮通信建設　株式会社 愛知県

株式会社　ウチダ 埼玉県

株式会社　内山アドバンス　草加工場 埼玉県

株式会社　打江精機 岐阜県

ウツミリサイクルシステムズ　株式会社 大阪府

株式会社　UNEMOTO 広島県
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宇部興産　株式会社　宇部藤曲工場 山口県

株式会社　梅の花　佐野工場 栃木県

梅村計装 愛知県

エア・ウォーター・ゾル　株式会社　茨城工場 茨城県

株式会社　エア・ガシズ・テクノス 大阪府

有限会社　エアコンセンター 宮城県

エアポートメンテナンスサービス　株式会社 千葉県

AeroEdge　株式会社 栃木県

エイヴィエルジャパン　株式会社 大阪府

株式会社　エイエスワイ 青森県

エイエフティー　株式会社 滋賀県

エイキット　株式会社　本社工場　 岐阜県

永興　株式会社 群馬県

株式会社　英光 埼玉県

株式会社　栄興技研 福岡県

株式会社　栄工社 神奈川県

株式会社　榮伸 福島県

株式会社　栄進機工 神奈川県

HRS通信 東京都

HAF組 神奈川県

有限会社　エイチエス　宇佐美 神奈川県

エイテック　株式会社 熊本県

株式会社　エイリン 愛知県

株式会社　エーアイ 山梨県

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 愛知県

ASC　株式会社 神奈川県

ANAベースメンテナンステクニクス　株式会社 千葉県

AGCグラスプロダクツ　株式会社　小山第二工場 栃木県

AGCプライブリコ　株式会社 東京都

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　エージック 愛知県

エース工機　株式会社 東京都

エース工機　株式会社 大阪府

エース工機　株式会社 福岡県

エーピーアイ　株式会社 秋田県

エービーカーゴ東日本　株式会社 茨城県

有限会社　エーワン 東京都

エクスプレス勝運　有限会社 群馬県

株式会社　ExOne 神奈川県

株式会社　江口組 石川県

株式会社　eco city 茨城県
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株式会社　エコテック　前橋支店 群馬県

株式会社　エコ２１ 群馬県

株式会社　エコパレット滋賀 滋賀県

株式会社　エコリサイクル 秋田県

エスアールエンジニアリング　株式会社 兵庫県

株式会社　Ｓ＆Ｓエンジニアリング 東京都

株式会社　Ｓ＆Ｓエンジニアリング 大阪府

SNP物流　株式会社　内陸倉庫 神奈川県

SFD 茨城県

株式会社　SKワークスエンジニアリング 茨城県

エスジーエス　エンジニアリング　株式会社 滋賀県

SWS東日本　株式会社　小山工場 栃木県

株式会社　エスティ・トーニチ 東京都

株式会社　エス・デー・シー 大阪府

株式会社　S-TEKT 大阪府

有限会社　エスデン 埼玉県

SBSゼンツウ　株式会社　浦安行徳営業所 千葉県

SBSロジコム　株式会社 東京都

SBSロジコム　株式会社 神奈川県

エスペック　株式会社 京都府

エスペック　株式会社 兵庫県

エスペック　株式会社　神戸R&Dセンター 兵庫県

エスペック　株式会社　福知山工場 京都府

エスメント中部　株式会社 愛知県

株式会社　エスユーロジ　川越事業所 埼玉県

株式会社　エスラインギフ　川口支店 埼玉県

有限会社　S・Yコーポレーション 神奈川県

株式会社　エッチ・エヌ・オー 滋賀県

株式会社　エディオン 岡山県

株式会社　エディオン　広島本店 広島県

株式会社　エテック 三重県

株式会社　エデック 埼玉県

江戸川食品　株式会社 千葉県

NIケミテック　株式会社 大阪府

ＮＥＣネッツエスアイ　株式会社 東京都

N・E 電設　株式会社 北海道

株式会社　NHVコーポレーション 京都府

株式会社 エヌエスアール 大阪府

NSエンジニアリング 茨城県

NSK富山　株式会社 富山県

エヌエスジーアッセンブリーサービス　株式会社 京都府

ＮＯＫ　株式会社 熊本県

NOK　株式会社　北茨城事業場 茨城県

NKリサイクル　株式会社 東京都
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NGKフィルテック　株式会社 神奈川県

NTNテクニカルサービス　株式会社 静岡県

エヌティー精密　株式会社 愛知県

エヌティーツール　株式会社 愛知県

ＮＴＴビジネスソリューションズ　関西支店 和歌山県

NTTビジネスソリューションズ　株式会社　東海支店 静岡県

株式会社　ＮＴＴフィールドテクノ　関西支店 滋賀県

NTフィルム　株式会社 福井県

株式会社　エヌ・ティ・ティ マーケティングアクト 大阪府

株式会社　エヌティティマーケティングアクト 和歌山県

エヌテック　株式会社 福岡県

有限会社　エヌ・ユウ・エス 東京都

株式会社 NUC 神奈川県

株式会社　ＥＮＥＯＳウイング 愛知県

エネクスオート　株式会社 東京都

エネクスフリート　株式会社 埼玉県

株式会社　エネ創 栃木県

エネックス　株式会社 福井県

株式会社　江ノ電バス藤沢 神奈川県

株式会社　エノモト　岩手工場 岩手県

株式会社　荏原製作所 埼玉県

「荏原」風水力工事大阪地区安全衛生協力会 大阪府

エビナ電化工業　株式会社 東京都

株式会社　FE・WORKS 群馬県

株式会社　エフエスユニ 広島県

株式会社　Ｅｆｆｏｒｔ 福島県

エフ ケイ フロアー 神奈川県

株式会社　FTS　田原工場 愛知県

株式会社　FDKエンジニアリング 静岡県

エフディ食品　株式会社 山梨県

MRCユニテック　株式会社 青森県

株式会社　エムアンドエムサービス　里創人　熊野倶楽部 三重県

株式会社　エムイーティーライズ 埼玉県

エム・エス・ケー農業機械　株式会社 栃木県

株式会社　エムエスサービス 埼玉県

株式会社　エムオーテック 東京都

株式会社　エムケイ空調 愛知県

エムケイシステム　株式会社 大阪府

株式会社　エムシーエス 愛知県

エム・シーシー食品　株式会社 兵庫県

MCフードスペシャリティーズ　株式会社 栃木県

株式会社　エムス 福井県

エムズネクスト　株式会社 東京都

株式会社　エムティー 大阪府
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MTK　株式会社 岐阜県

株式会社　エルコム 北海道

エルスター電機　株式会社 神奈川県

L-3コミュニケーションズ香港リミテッド 東京都

株式会社　LDM 大阪府

エレシア　株式会社 秋田県

エンシュウ　株式会社　大阪支店 大阪府

遠州鉄道　株式会社　細江営業所 静岡県

Enjoy　Life Enjoy　Home 茨城県

株式会社　オイダ製作所 岐阜県

奥羽乳業協同組合 山形県

株式会社　旺栄　小諸市店 長野県

王子コーンスターチ　株式会社　千葉工場 千葉県

王子コンテナー　株式会社 兵庫県

王子コンテナー　株式会社　大阪工場 大阪府

王子製鉄　株式会社 群馬県

王子物流　株式会社 岐阜県

株式会社　桜電社 東京都

近江鉱業　株式会社　大野木工場 滋賀県

近江鉄道　鉄道部　工務課　電気区 滋賀県

オーイーエムサプライ工業　株式会社 埼玉県

大石電機工業　株式会社 東京都

大分製紙　株式会社　豊前工場 福岡県

オー・エー・ピー熱供給　株式会社 大阪府

ＯＳセミテック　株式会社 東京都

OSPアドバンス　株式会社 大阪府

大江戸温泉物語　株式会社　ホテル鬼怒川御苑 栃木県

大江戸温泉物語　株式会社　ホテル壮観 宮城県

株式会社　オーエンス 東京都

大垣ガス　株式会社 岐阜県

株式会社　オーカム 宮城県

大川運輸　株式会社　本社営業所 茨城県

株式会社　大川荘 福島県

株式会社　大川原製作所 静岡県

株式会社　大岸製作所 山形県

株式会社　オークウェーブ 埼玉県

大倉工業　株式会社　埼玉工場 埼玉県

株式会社　大倉製作所 神奈川県

株式会社　OKテック 千葉県

大阪ガス　株式会社　エネルギー事業部　カスタマーファシリティ部兵庫保安チーム 兵庫県

大阪シーリング印刷　株式会社　栃木第一事業所 栃木県

株式会社　大阪真空機器製作所　名張工場 三重県

大阪精密機械　株式会社 大阪府

大阪石材工業　株式会社 大阪府
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株式會社　大阪送風機製作所 大阪府

株式会社　大阪ソーダ　小倉工場 福岡県

大阪美錠工業　株式会社 大阪府

大阪富士工業　株式会社　水島支店 岡山県

地方独立行政法人　大阪府立産業技術総合研究所 大阪府

大阪有機化学工業　株式会社　金沢工場 石川県

株式会社　大崎金属 東京都

株式会社　オーシーエス商事 埼玉県

大竹明新化学　株式会社 広島県

太田市役所 群馬県

有限会社　太田鉄工所 静岡県

株式会社　オーツカ 岐阜県

大月ガーデンゴルフクラブ 山梨県

株式会社　オートネットワーク技術研究所 三重県

有限会社　オートパーツ光伸 兵庫県

オートメーションシステム　株式会社 神奈川県

オートモーティブエナジーサプライ　株式会社 神奈川県

株式会社　オーナミ 大阪府

大縄林業原木　株式会社 茨城県

大西衛生　株式会社 京都府

株式会社　オーネスト 福岡県

株式会社　オーネックス 埼玉県

株式会社　大野メッキ工業所 石川県

株式会社　大林組 東京都

大林道路　株式会社　中部アスコン 愛知県

株式会社　大富士電機製作所 東京都

株式会社　オーベスト 京都府

大村紙業　株式会社 埼玉県

株式会社　大村総業 静岡県

大森工業　株式会社　野田工場 千葉県

株式会社　オオヤマフーズマシナリー 神奈川県

株式会社　オーヨド　エンジン事業本部 大阪府

株式会社　岡崎製作所 兵庫県

岡崎通運　株式会社 愛知県

小笠原加工　株式会社 静岡県

お菓子処ひろせ 茨城県

株式会社　男鹿テクノ 秋田県

株式会社　岡部組 福岡県

株式会社　オカムラ食品工業 青森県

有限会社　岡本工機 奈良県

岡本設機　株式会社 愛知県

岡本台自動車学校 栃木県

岡山県貨物鋼運　株式会社 岡山県

株式会社　岡山シーアール物流 岡山県



（社）安全衛生マネジメント協会 受講事業者様一覧（2016年） 14/69ページ

事業所名 都道府県

岡山タクシー　株式会社 岡山県

岡山中央郵便局 岡山県

岡山トヨタロジテック　株式会社 岡山県

株式会社　小川建設　東関東支店 茨城県

株式会社　沖縄日立 沖縄県

株式会社　小楠金属工業所 静岡県

有限会社　奥住運輸 東京都

株式会社　奥日光ホテル　四季彩 栃木県

株式会社　小倉製菓　亀岡和菓子工場 京都府

有限会社　小山内電設 青森県

株式会社　オ－シ－エス商事 埼玉県

押尾化学工業　有限会社 埼玉県

株式会社　小田垣商店 兵庫県

株式会社　小田島組 岩手県

男前豆腐店　株式会社 京都府

オバタ総業　株式会社　北関東支店 茨城県

帯広プロパン　株式会社 北海道

株式会社　オプトン 愛知県

オムロンオートモーティブエレクトロ二クス　株式会社 長野県

オムロン　株式会社　草津事業所 滋賀県

オムロン プレシジョンテクノロジー　株式会社 埼玉県

株式会社　小山田工業所 岩手県

オリエンタル酵母工業　株式会社 千葉県

オリエンタル酵母工業　株式会社　埼玉工場 埼玉県

オリエンタル酵母工業　株式会社　千葉工場 千葉県

オリエンタル酵母工業　株式会社　長浜工場 滋賀県

オリエンタルモーター　株式会社 茨城県

株式会社　オリエンタルランド 千葉県

オリオンビール　株式会社　名護工場 沖縄県

オリックスゴルフマネジメント　株式会社　ロータリーゴルフ倶楽部 兵庫県

オリックス・ファシリティーズ　株式会社 大阪府

オリックス・ファシリティーズ　株式会社 京都府

オリックス・ファシリティーズ　株式会社 石川県

株式会社　オリバー 愛知県

オリンパス　株式会社 東京都

オルガノ　株式会社 大阪府

株式会社　温泉宏楽園 北海道

カイ　インダストリーズ　株式会社 岐阜県

株式会社　改伸工業　栃木工場 栃木県

株式会社　回進堂 岩手県

株式会社 カインズ 栃木県

株式会社　カインズ 山梨県

株式会社　カインズ　 カインズホーム吾妻店 群馬県

株式会社　カインズ　カインズホーム渋川有馬店 群馬県
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株式会社　カインズ　カインズホーム前橋吉岡店 群馬県

株式会社　カインズ　カインズホーム美浜店 愛知県

株式会社　カインズ　カインズ矢板店 栃木県

カインズホーム　豊科店 長野県

加賀アスコン　株式会社 石川県

株式会社　科学飼料研究所 群馬県

株式会社　カクイチ製作所 長野県

株式会社　カコー　千葉支店 千葉県

株式会社　カシイ 東京都

河鹿荘ロイヤルホテル 石川県

株式会社　賢島宝生苑 三重県

株式会社　カシフジ 京都府

鹿島軽井沢リゾート　株式会社 群馬県

鹿島道路　株式会社　相模合材製造所 神奈川県

有限会社　柏クリーンセンター 青森県

株式会社　カシワラ 奈良県

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

株式会社　カスミ 千葉県

株式会社　カズミサービス 埼玉県

株式会社　風の旅行社 東京都

堅田電機　株式会社 滋賀県

独立行政法人　家畜改良センター 福島県

株式会社　学研ココファン・ナーサリーもねの里 千葉県

かっこ　株式会社 東京都

社会福祉法人　葛飾会 東京都

勝田紙精選　株式会社 茨城県

カツラギ工業　株式会社 大阪府

カトウ工業 愛知県

加藤電機 神奈川県

株式会社　加藤電気工業所 埼玉県

株式会社　加藤電気工業所　板倉工場 群馬県

株式会社　香取ベンダーテクニカル 千葉県

金川造船　株式会社 兵庫県

株式会社　神奈川ナブコ 神奈川県

株式会社　金沢化成 群馬県

金森自動車興業　株式会社 愛知県

鹿沼合同タクシー　株式会社 栃木県

株式会社　カネカ 大阪府

兼希工業　株式会社 群馬県

有限会社　金子あらや商店 愛知県

カネコ種苗　株式会社 群馬県

株式会社　かね貞 千葉県

有限会社　カネハチタクシー 福島県
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株式会社　兼平製麺所 岩手県

株式会社　叶食品 群馬県

河北ライティンソリューションズ　株式会社 宮城県

釜石鉱山　株式会社 岩手県

釜石飼料　株式会社 岩手県

株式会社　釜石電機製作所　北上事業所 岩手県

株式会社　釜清製作所 茨城県

株式会社　上組　八幡支店 福岡県

株式会社　上組　門司支店 福岡県

株式会社　果夢工房 北海道

株式会社　カメヤマテック 三重県

カヤマ設備 神奈川県

カラカミ観光　株式会社　秋保グランドホテル 宮城県

株式会社　ガリバー 神奈川県

カルソニックカンセイ　株式会社 埼玉県

株式会社　ガルバート・ジャパン 岩手県

カルビー　株式会社 滋賀県

株式会社　カルラ 宮城県

川口市役所 埼玉県

川崎電気工事店 埼玉県

川崎油工　株式会社 兵庫県

川重冷熱工業　株式会社 滋賀県

株式会社　カワタ 大阪府

株式会社　カワタ 兵庫県

株式会社　カワタ　名古屋営業所 愛知県

河辺プラント工業　株式会社 滋賀県

川俣貨物　株式会社 福島県

株式会社　川村土木 青森県

川本工業　株式会社 福岡県

川本産業　株式会社 大阪府

株式会社　河本総合防災　KSB協力会 神奈川県

株式会社　カンエツ 埼玉県

株式会社　カンエツ 新潟県

環境計測　株式会社 神奈川県

環境計測　株式会社 愛知県

環境ワークス　株式会社 東京都

カンケンテクノ　株式会社 京都府

関西アライドコーヒーロースターズ　株式会社　大阪工場 大阪府

関西アライドコーヒーロースターズ　株式会社　本社工場 兵庫県

株式会社　関西宇部　堺工場 大阪府

関西オートメ機器　株式会社 滋賀県

関西オリオン　株式会社 大阪府

関西低温　株式会社 奈良県

関西テクニカルコールド　株式会社 大阪府
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関西電力　株式会社　姫路支社　業務グループ 兵庫県

株式会社　カンダ 大阪府

株式会社　かんでんエンジニアリング 大阪府

関東グリコ　株式会社 埼玉県

関東商事　株式会社 岩手県

関東福山通運　株式会社 茨城県

株式会社　カンドー 埼玉県

カンナナ流通運輸　株式会社 神奈川県

カンプロ　株式会社 茨城県

かんぽの宿　青梅 東京都

かんぽの宿　知多美浜 愛知県

カンポリサイクルプラザ　株式会社 京都府

カンロ　株式会社　豊洲研究所 東京都

漢和興業　合同会社 東京都

キーコーヒー　株式会社　中部工場 愛知県

貴空システム 香川県

株式会社　キクチ 福島県

株式会社　菊池技研コンサルタント 岩手県

株式会社　きくや 新潟県

北ガスフレアスト北　株式会社 北海道

北上消防署　大堤出張所 岩手県

株式会社　キタカミデリカ 岩手県

北関東物流　株式会社 宮城県

有限会社　北西電気商会 石川県

有限会社　北日本電設　水沢営業所 岩手県

キタハラ企画　株式会社 岐阜県

北広島第一交通　株式会社　北営業所 北海道

株式会社　北福島タクシー 福島県

北村設備　有限会社 三重県

吉南　株式会社　熊谷出張所 埼玉県

株式会社　吉祥リムジン 東京都

株式会社　キット 埼玉県

木徳神糧　株式会社　本牧工場 神奈川県

キノンビクス　株式会社 滋賀県

岐阜食品　株式会社 岐阜県

株式会社　岐阜セラツク製造所 岐阜県

株式会社　岐阜バスコミュニティ 岐阜県

株式会社　紀文食品　恵庭工場 北海道

キムラサービス 東京都

キムラ制御システム　株式会社 愛知県

木村プログレス工業　株式会社 千葉県

株式会社　木村屋總本店　柏工場 千葉県

キャスコ花葉CLUB　株式会社　キャスコ花葉CLUB空港コース 千葉県

株式会社　キャロルサービスインターナショナル 千葉県
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株式会社　キュージーシステム 神奈川県

株式会社　九州ハセック 福岡県

社会福祉法人　救世軍社会事業団　救世軍婦人寮 東京都

株式会社　九電工　北九州営業所 福岡県

牛乳輸送　株式会社 福岡県

株式会社　キューピット 新潟県

協栄工業　株式会社 埼玉県

共栄食鳥　株式会社 青森県

有限会社　協栄設備 青森県

興栄通信工業　株式会社 岩手県

協栄テックス　株式会社 岩手県

共栄フード　株式会社　富田林工場 大阪府

協栄流通　株式会社 埼玉県

協伸産業　株式会社 東京都

共進電機　株式会社 千葉県

株式会社　協成　成田芝山工場 千葉県

京セラ　株式会社　滋賀八日市工場 滋賀県

協同工業　株式会社 神奈川県

共同精版印刷　株式会社 奈良県

協同電子エンジニアリング　株式会社 神奈川県

京都機械工具　株式会社 京都府

京都食肉市場　株式会社 京都府

株式会社　京屋 京都府

株式会社　協友テクノス 宮城県

協立機電工業　株式会社 東京都

共立建設　株式会社　東海支店 愛知県

共立建設　株式会社　東北支店 宮城県

有限会社　共立製作所 大阪府

共立電気計器　株式会社 東京都

共立プラント工業　株式会社 石川県

株式会社　共和 東京都

株式会社　協和 兵庫県

協和工業　株式会社 神奈川県

協和工業　株式会社 埼玉県

共和コンクリート工業　株式会社　豊橋工場 愛知県

共和産業　株式会社 愛知県

協和昇降機　有限会社 栃木県

有限会社　協和制御 埼玉県

協和塗装　株式会社 静岡県

キョーラク　株式会社 神奈川県

キョーリン製薬グループ工場　株式会社 滋賀県

極東開発工業　株式会社　東京本部 東京都

株式会社　喜代屋 長崎県

株式会社　煌 京都府
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株式会社　キリウ山形 山形県

キリンビール　株式会社 兵庫県

キリンビール株式会社 茨城県

キリンビール　株式会社　神戸工場 兵庫県

株式会社　銀河高原ビール 岩手県

近畿福山通運　株式会社　新庄営業所 奈良県

株式会社　錦江電機工業所 埼玉県

株式会社　銀座コージーコーナー　埼玉工場 埼玉県

金秀アルミ工業　株式会社 沖縄県

有限会社　銀水荘 兵庫県

金星工業　株式会社 愛知県

株式会社　キンセイ産業 群馬県

キンセイ食品　株式会社　中里工場 神奈川県

キンセイマテック　株式会社　四日市工場 三重県

株式会社　きんでん 北海道

株式会社　きんでん 岐阜県

株式会社　きんでん 大阪府

株式会社　きんでん　長野営業所 長野県

株式会社　金陽社　美野里工場 茨城県

株式会社　キンレイ 岩手県

空調のアソー 広島県

くさのでんきpanabou164 宮城県

株式会社　沓名産業 愛知県

株式会社　くつろぎ宿 福島県

株式会社　工藤パン 青森県

農事組合法人　九戸協業養豚組合 岩手県

株式会社　久原本家食品 福岡県

株式会社　クボタ 大阪府

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 大阪府

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　仙台南蒲生GOS事業所 宮城県

熊谷電設 東京都

株式会社　蔵幸 埼玉県

蔵プロダクション 東京都

クラボウ　安城工場 愛知県

株式会社　クラレ 岡山県

株式会社　クラレ 新潟県

株式会社　グランドシステム 秋田県

株式会社　グランドビジョン 福岡県

クリーンエナジーファクトリー　株式会社 山口県

株式会社　クリーンコーポレーション 北海道

株式会社　クリーンスター 北海道

グリーンパル　株式会社 新潟県
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有限会社　グリーンフィールド 沖縄県

グリーンフィル小坂　株式会社 秋田県

株式会社　クリエイターズマッチ 東京都

株式会社　クリエイティブ 静岡県

株式会社　クリエイテック 愛知県

栗田工業　株式会社 滋賀県

栗田工業　株式会社 大阪府

株式会社　クリタス 東京都

株式会社　クリタス　上郡事業所 兵庫県

株式会社　クリハラ 群馬県

株式会社　クリマテック 東京都

株式会社　栗本鐵工所　住吉工場 大阪府

株式会社　栗本鐵工所　住吉工場　機械製造部 大阪府

株式会社　栗本鐵工所　住吉工場　品質保証部 大阪府

栗山興産　株式会社 北海道

株式会社　crew　 香川県

株式会社　グルメデリカ　所沢工場 埼玉県

株式会社　クレハ　樹脂加工事業所　総務部 茨城県

株式会社　グローバルシステム 東京都

有限会社　グローバル・チーズ 千葉県

黒崎播磨　株式会社　君津事業所 千葉県

株式会社　群馬県食肉卸売市場 群馬県

群馬郵便局 群馬県

株式会社　ケイアイシステム 青森県

株式会社　ケイ・アンド・ケイ 茨城県

株式会社　ケイエスシイ 大阪府

株式会社　ケイエム 神奈川県

株式会社　ケイ・エム　アクト 岩手県

京王バス東　株式会社　調布営業所 東京都

京王バス南　株式会社　多摩営業所 東京都

社会福祉法人　啓光福祉会 東京都

京成タウンバス　株式会社 東京都

株式会社　ケイティライン　福岡営業所 福岡県

京浜交通　株式会社 神奈川県

ケイミュー　株式会社　小田原工場 神奈川県

ケイミュー　株式会社　滋賀工場 滋賀県

恵裕会　みやび歯科 山口県

京葉ポリエチレン　株式会社 東京都

株式会社　敬隣舎 東京都

株式会社　ケイワイユー 神奈川県

株式会社　ケーアイテクノ 神奈川県

株式会社　K＆M 滋賀県

株式会社　ケーイーシー 広島県

ケーイービー・ジャパン　株式会社 山形県
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KMPメンテナンス　株式会社 千葉県

KLA-Tencor　株式会社 神奈川県

株式会社　K－Style 静岡県

株式会社　KTSホスピタリティ　THE　OCEAN 静岡県

株式会社　ケーテクノ企画 宮城県

Ｋモールデベロップメント　株式会社 福島県

ＫＹＢロジスティクス　株式会社 岐阜県

ケメットジャパン　株式会社 千葉県

ケンコーマヨネーズ　株式会社 兵庫県

株式会社　源氏山ゴルフ倶楽部 千葉県

健翔運輸　株式会社 埼玉県

建設サービス　株式会社 福岡県

原電エンジニアリング　株式会社 福井県

原燃エンジニアリング　株式会社 青森県

コアレックス信栄　株式会社 静岡県

株式会社　コイケ 山梨県

小岩金網　株式会社　岡山工場 岡山県

興亜硝子　株式会社 千葉県

興亜第一交通　株式会社 北海道

株式会社　廣榮堂 岡山県

株式会社　香貴 北海道

株式会社　弘輝テック 埼玉県

株式会社　工研社 大阪府

興国インテック　株式会社 栃木県

株式会社　光洲産業 神奈川県

高周波熱錬　株式会社 神奈川県

高周波熱錬　株式会社 愛知県

高周波熱錬　株式会社　茨城工場 茨城県

高周波熱錬　株式会社　湘南事業所 神奈川県

株式会社　合食　八戸工場 青森県

甲信越福山通運　株式会社　長野支店 長野県

甲信越福山通運　株式会社　韮崎営業所 山梨県

株式会社　光新設備工業 北海道

高進電気　株式会社 埼玉県

株式会社　コウチ技研 大阪府

紅忠コイルセンター東北　株式会社 宮城県

株式会社　巧電社 福岡県

株式会社　弘電社 東京都

江東区あすなろ作業所 東京都

河南製鋲　株式会社 大阪府

鴻池運輸　株式会社　関東支店　水戸営業所 茨城県

鴻池運輸　株式会社　千歳営業所　第2センター 北海道

鴻池運輸　株式会社　西日本支店　長岡京営業所 京都府

鴻池運輸　株式会社　東日本支店　北関東流通センター営業所 群馬県
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鴻池運輸　株式会社　陸運泉北営業所 大阪府

神島化学工業　株式会社　石岡工場 茨城県

株式会社　河野製作所 千葉県

神戸交通振興　株式会社　魚崎営業所 兵庫県

神戸トヨペット　株式会社　姫路店 兵庫県

株式会社　神戸物産エコグリーン北海道 北海道

株式会社　江北重機運輸 東京都

株式会社　光明製作所 大阪府

株式会社　晃明堂 東京都

株式会社　光洋 大阪府

有限会社　コウヨウ 茨城県

株式会社　光洋ディスパース　若さ工場 福井県

株式会社　五浦観光ホテル 茨城県

株式会社　幸和 兵庫県

宏和電気工事　株式会社 大阪府

小枝鉄工　株式会社　奈良工場 奈良県

株式会社　コーケン 神奈川県

株式会社　コーシン 山梨県

コープ果汁　株式会社 千葉県

有限会社　コールドサービス 神奈川県

株式会社　コールドテック中部 愛知県

株式会社　コーワ 福井県

コカ・コーライーストジャパンプロダクツ　株式会社 埼玉県

コカ・コーラウエストプロダクツ　株式会社　明石工場 兵庫県

古河電工産業電線　株式会社　栃木工場 栃木県

古河電工パワーシステムズ　株式会社　日光事業所 栃木県

古河電池　株式会社　工事統括部　工事部 神奈川県

国際衛生　株式会社 東京都

国際計測器　株式会社 東京都

国際ケーブル・シップ　株式会社 神奈川県

小熊商事 埼玉県

コクヨ　株式会社　三重工場 三重県

株式会社 ココロコファーム 東京都

KOSHIGAYA　GOLF　CLUB 埼玉県

小嶋産業　株式会社 長崎県

株式会社　五常 神奈川県

コストコホールセールジャパン　株式会社 神奈川県

コストコホールセールジャパン　株式会社　中部空港倉庫店 愛知県

株式会社　コスメディアラボラトリーズ 神奈川県

株式会社　コスモ計器 東京都

株式会社　コスモス食品 兵庫県

コスモ石油　株式会社 三重県

児玉化学工業　株式会社　埼玉第一工場 埼玉県

五電工 神奈川県
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寿屋フロンテ　株式会社 福岡県

寿ロジコム　株式会社　埼玉支店 埼玉県

株式会社　コネクト 福井県

此花運輸　株式会社　岐阜支社 岐阜県

小橋電機　株式会社 三重県

株式会社　小早川運輸 東京都

小林工業　株式会社 秋田県

小林香料　株式会社 東京都

小林製薬　株式会社　大阪工場 大阪府

株式会社　小林電機 神奈川県

株式会社　小冨士製作所　衣川工場 岩手県

湖北地域消防本部　米原消防署 滋賀県

小松電機産業　株式会社 東京都

小松電機産業　株式会社 島根県

小湊鉄道　株式会社 千葉県

コムネットサービス　株式会社 兵庫県

米屋　株式会社 千葉県

有限会社　コモリ 神奈川県

株式会社　コヤマ 長野県

小山製麸所 北海道

五洋建設　株式会社 栃木県

五洋パッケージ　株式会社 京都府

株式会社　コラボ 京都府

コロナセントラルサービス　株式会社 北海道

株式会社　コロナワールド　天然温泉コロナの湯中川店 愛知県

コロン　株式会社　つくば工場 茨城県

株式会社　金剛製作所 大阪府

株式会社　コンテック 愛知県

株式会社　近藤 愛知県

株式会社　コンドウ工機 愛知県

株式会社　近藤紡績所　浜松事業所 静岡県

株式会社　紺野電設 東京都

株式会社　コンメックス 愛知県

株式会社　サーモテック 大阪府

サーラ物流　株式会社 愛知県

サイアヤファーマ　株式会社 滋賀県

株式会社　サイキ電工社 千葉県

有限会社　西條タクシー 広島県

株式会社　埼玉交通 埼玉県

埼玉東部消防局 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

有限会社　サイドシステム 愛知県

堺工機　株式会社 大阪府
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有限会社　境興業 大阪府

酒井重工業　株式会社 埼玉県

株式会社　サカイ引越センター 神奈川県

株式会社　サカイ引越センター 静岡県

株式会社　サカイ引越センター　新潟支社 新潟県

株式会社　サカイ引越センター　四日市支社 三重県

株式会社　栄組 岩手県

株式会社　さかえや 福岡県

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

榊&#917760;原温泉ゴルフ倶楽部 三重県

榊原工業　株式会社 北海道

株式会社　サカタロジスティックス 栃木県

株式会社　サガミ・スタッフサポート 神奈川県

相模屋食料　株式会社 群馬県

坂本建装 京都府

佐川急便　株式会社 富山県

佐川急便　株式会社　淡路島営業所 兵庫県

佐川急便　株式会社　那珂営業所 茨城県

佐川グローバルロジスティクス　株式会社 静岡県

作新工業　株式会社 滋賀県

櫻井工業　株式会社 東京都

桜井電気 群馬県

さくら計装　株式会社 埼玉県

有限会社　さくら交通 青森県

ザ・クラシックゴルフ倶楽部 福岡県

有限会社　佐倉電設 千葉県

株式会社　さくら那須モータースクール 栃木県

株式会社　サクラプラント 大阪府

笹一酒造　株式会社 山梨県

サスティナブルパワー　株式会社 神奈川県

札幌急配　株式会社 北海道

札幌高級鋳物　株式会社 北海道

札幌自動車運輸　株式会社　札幌中央支店 北海道

株式会社　サッポロドラッグストアー 北海道

サッポロビール　株式会社 群馬県

札幌北交ハイヤー　株式会社 北海道

佐藤工業　株式会社 愛知県

株式会社　佐藤渡辺 岩手県

サトーサービス 東京都

株式会社　佐野塗工店 愛知県

ザ・ビッグエクストラ　大安寺店 奈良県

ザ・ビッグ　能代長崎店 秋田県

株式会社　サプリメントジャパン 東京都
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サム工業　有限会社 静岡県

鮫川器機　株式会社 福島県

サラヤ　株式会社　大阪工場 大阪府

沢井製薬　第二九州工場 福岡県

有限会社　さわやか福寿 東京都

株式会社　サン 静岡県

サンアイ　株式会社 愛知県

三愛エコシステム　株式会社 神奈川県

株式会社　サン・アクターシステム 東京都

サンアルミ建材　株式会社 千葉県

サンアロマー　株式会社　研究開発本部 神奈川県

株式会社　三永 群馬県

三栄空調工業　株式会社 神奈川県

株式会社　三栄建販 大阪府

株式会社　三栄電工 大阪府

株式会社サンエー化研奈良工場 奈良県

三桜工業　株式会社 茨城県

三桜工業　株式会社　埼玉事業所 埼玉県

山王総合　株式会社 埼玉県

サンカフェ　株式会社 神奈川県

株式会社　サンキ 群馬県

株式会社　サンキ 福岡県

株式会社　三共 静岡県

三共技研工業　株式会社 神奈川県

株式会社　三協製作所 千葉県

株式会社　三協デリカ 福岡県

株式会社　産業分析センター 埼玉県

株式会社　サン・クリーン 福島県

株式会社　産経新聞印刷 千葉県

三建設備工業　株式会社 神奈川県

株式会社　三興 大阪府

株式会社　三光 静岡県

三弘計測サービス　株式会社 愛知県

株式会社　三幸産業 広島県

株式会社　三光ダイカスト工業所 静岡県

三晃タクシー　株式会社 愛知県

株式会社　三光通信 東京都

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

サンコー・エア・セルテック　株式会社　整備事業部 千葉県

株式会社　三五関東 茨城県

三州サービス 愛知県

三州食品　株式会社 愛知県

株式会社　山勝 茨城県
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三條金属　株式会社 新潟県

三信工業　株式会社　横浜工場 神奈川県

株式会社　山信電機 香川県

株式会社　サンセーテック 新潟県

三相電設興業　株式会社 神奈川県

サンダー電機　株式会社　第二工場 大阪府

株式会社　サンデリカ関空事業所 大阪府

株式会社　サンデリカ　滋賀事業所 滋賀県

サンデン・アドバンストテクノロジー　株式会社 群馬県

サンデン・エンバイロメントプロダクツ　株式会社 群馬県

サンデン観光バス　株式会社 山口県

有限会社　サン電機 愛知県

参天製薬　株式会社 滋賀県

参天製薬　株式会社 大阪府

サンデンホールディングス　株式会社　八斗島事業所 群馬県

株式会社　山登化学 大阪府

三徳運輸　株式会社 千葉県

サントリースピリッツ　株式会社　大阪工場 大阪府

サントリープロダクツ　株式会社 京都府

サントリープロダクツ　株式会社　宇治川工場 京都府

サンバーグ　株式会社 茨城県

株式会社　Ｓｕｎピース 愛知県

株式会社　サンファミリー東海 滋賀県

株式会社　サンメック 茨城県

サンメッセ　株式会社 岐阜県

サンユー　株式会社 兵庫県

三友エレクトリック　株式会社 滋賀県

有限会社　サンユーエンジニア 愛知県

株式会社　サンユー技研 山形県

三友工業　株式会社 愛知県

三友電設 大阪府

山陽アメニティサービス　株式会社 兵庫県

三洋化学工業　株式会社 大阪府

三洋化成工業　株式会社 茨城県

山陽食品　株式会社 広島県

株式会社　三洋タクシー 新潟県

三洋電機　株式会社 兵庫県

サンヨー缶詰　株式会社 福島県

株式会社　サンリツ 千葉県

三立製菓　株式会社　白鳥工場 静岡県

株式会社　サンロジスティックス 埼玉県

株式会社　サンワ 群馬県

株式会社　サンワ 愛知県

株式会社　サンワ企業 埼玉県
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三和合成化学　株式会社 静岡県

サンワサーモテック　株式会社 群馬県

三和サインワークス　株式会社 京都府

株式会社　三和食鶏 茨城県

三和精密工業　株式会社 埼玉県

三和テッキ　株式会社 東京都

三和テッキ　株式会社 栃木県

三和電装工業　株式会社 東京都

株式会社　サンワマシナリー 石川県

有限会社　シアンズ 東京都

シーアイアグロ　株式会社 熊本県

GEエナジー・ジャパン　株式会社 東京都

株式会社　シーヴイテック九州 長崎県

株式会社　ジーエーシー 埼玉県

株式会社　ジーエスケー 福島県

株式会社　ＧＳ電池商会 大阪府

株式会社　GSユアサ 北海道

株式会社　GSユアサ 京都府

株式会社　ジーエス・ユアサテクノロジー 京都府

株式会社　GFF 埼玉県

有限会社　シーエムメンテナンスサービス 千葉県

株式会社　シークエンス 東京都

CKD フィールドエンジニアリング　株式会社 愛知県

株式会社　シーディアイ 愛知県

株式会社　シーテック 愛知県

株式会社　シーテック　四日市支店 三重県

株式会社　シード 埼玉県

株式会社　しいの食品 神奈川県

CBCオプテックス　株式会社 東京都

株式会社　ジープラント 埼玉県

ジーマ　株式会社 沖縄県

ジェイアールバス関東　株式会社　白河支店 福島県

ジェイアール東日本商業開発　株式会社 東京都

株式会社　ジェイアイエヌ 東京都

株式会社　ジェイアイエヌ 神奈川県

株式会社　ジェイ・イー 福岡県

ジェイエイ新ふくしま燃料　株式会社 福島県

ジェイテック 埼玉県

ＪＲＡファシリティーズ　株式会社 東京都

株式会社　JR西日本テクシア　北陸支店 石川県

株式会社　JR西日本テクシア　北陸支店　富山支所 富山県

株式会社　ＪＲ東日本運輸サービス 栃木県

株式会社　JR東日本テクノハートTESSEI　小山サービスセンター 栃木県

株式会社　JR東日本リテールネット 東京都



（社）安全衛生マネジメント協会 受講事業者様一覧（2016年） 28/69ページ

事業所名 都道府県

JA全農青果センター　株式会社　東京センター 埼玉県

ＪＸエネルギー　株式会社　袖ケ浦事業所 千葉県

JXジュンテック　株式会社 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 大阪府

ＪＦＥ環境　株式会社 神奈川県

ＪＦＥ商事甲南スチールセンター　株式会社 兵庫県

JFEプラントエンジ　株式会社　知多事業所 愛知県

JMエナジー　株式会社 山梨県

株式会社　JKコーポレーション 大阪府

JWJAPAN　株式会社 埼玉県

株式会社　JPハイテック 東京都

株式会社　JVCケンウッド 東京都

有限会社　シェーン・アイエス 福島県

株式会社　ジェネック 福岡県

株式会社　ジェルコミュニケーション 東京都

シエル商事　株式会社 東京都

ジオテクノス　株式会社 東京都

有限会社　滋賀給食センター 滋賀県

敷島製パン　株式会社　パスコ埼玉工場 埼玉県

シグマトロン　株式会社 神奈川県

静岡エレック　株式会社 静岡県

静岡三菱自動車販売　株式会社　浜松ボデー工場 静岡県

シスコシステムズ　合同会社 東京都

株式会社　システック 静岡県

システム江澤 千葉県

静浜トランス　株式会社 静岡県

株式会社　シスムエンジニアリング 愛知県

社会福祉法人　慈生会　ナザレットの家 東京都

株式会社　JIC 滋賀県

ジット　株式会社 山梨県

公益社団法人　品川区シルバー人材センター 東京都

株式会社　品川合成製作所 秋田県

篠崎運輸　株式会社　古ヶ場センター 埼玉県

株式会社　シノテスト 神奈川県

芝浦シヤリング　株式会社　土浦事業部 茨城県

株式会社　シマ商会 福島県

島田テクノロジー　株式会社 静岡県

株式会社　島津アクセス 東京都

株式会社　島津アクセス 大阪府

株式会社　シマノ 大阪府

島原ソーイング　株式会社 長崎県

株式会社　シミズオクト 千葉県

株式会社　シミズオクト　スタジオ　機構課 千葉県
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シミズ工業　株式会社 愛知県

株式会社　シミズシンテック　システムセンター 石川県

有限会社　清水鍍金工業所 茨城県

有限会社　清水　ロタックサービス 埼玉県

下田セントラルホテル 静岡県

下電観光バス　株式会社 岡山県

下電観光バス　株式会社　管理部　岡山（営） 岡山県

シモハナ物流　株式会社　福岡第一営業所 福岡県

株式会社　下部ホテル 山梨県

下村特殊精工　株式会社 千葉県

シャープ　株式会社 三重県

株式会社　社員教育研究所　富士宮学校 静岡県

株式会社　JACOS 神奈川県

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

ジャパンクリーンプラント　株式会社 千葉県

株式会社 ジャパンクリエイト 福島県

株式会社　ジャパンスパイス 埼玉県

株式会社　ジャパンセミコンダクター 岩手県

有限会社　ジャパンテクノメタルス 千葉県

ジャパンフーズ　株式会社 千葉県

株式会社　自由計画 東京都

住鉱テック　株式会社　能代工場 秋田県

秋北バス　株式会社 秋田県

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　シュテルン京都　メルセデス・ベンツ京都中央 京都府

株式会社　聚楽　飯坂ホテル聚楽 福島県

株式会社　ジョイフル本田荒川沖店 茨城県

株式会社　ジョイフル本田　千葉ニュータウン店 千葉県

株式会社　昇栄 福島県

株式会社　松栄運輸 東京都

有限会社　ショウエイエンジニアリング 埼玉県

株式会社　正栄デリシィ 茨城県

株式会社　祥月 神奈川県

有限会社　松月堂 福島県

上信トラック　株式会社 群馬県

上代電気工事 大阪府

株式会社　昭電エンジニアリング 埼玉県

株式会社　浄土ヶ浜パークホテル 岩手県

常南物流サービス　株式会社 茨城県

上毛電気鉄道　株式会社 群馬県

常陽運送　株式会社 茨城県

株式会社　常陽エンジニアリング 茨城県

昭和市丸交通　有限会社 福岡県
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株式会社　昭和興業 秋田県

昭和コンクリート工業　株式会社　岩手工場 岩手県

昭和鉄工　株式会社　宇美工場 福岡県

昭和電工建材　株式会社　石岡製造所 茨城県

昭和パックス　株式会社　東京工場 埼玉県

昭和プロダクツ　株式会社 大阪府

昭和ラバー化学工業　株式会社 東京都

昭和冷凍食品　株式会社 新潟県

株式会社　ジョブリンクシステムズ 神奈川県

株式会社　ジョリーパスタ 埼玉県

Johnson　Controls　Interiors　Holding　US　Ⅱ　LLC 神奈川県

株式会社　白崎製作所　秋田事業所 秋田県

株式会社　白谷運輸 福岡県

白根運送　株式会社 山梨県

株式会社　シリコンデザインテクノロジー 神奈川県

株式会社　シルバーライフ 群馬県

城山工業　株式会社 神奈川県

しんあいサービス　株式会社 埼玉県

新旭電子工業山梨　株式会社 山梨県

株式会社　シンクトゥギャザー 群馬県

株式会社　新来島豊橋造船 愛知県

株式会社　シンクロン　鶴岡工場 山形県

株式会社　新建 東京都

株式会社　新建設　千葉支店 千葉県

株式会社　神鋼環境ソリューション 東京都

株式会社　新光工業 大阪府

株式会社　伸光堂物流　笠間冷凍冷蔵物流センター 茨城県

神鋼不動産ビルマネジメントサービス　株式会社 兵庫県

シンコー　株式会社 奈良県

新コスモス電機　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

新宿区立高田馬場福祉作業所 東京都

新進冷凍　株式会社 群馬県

伸誠運輸　有限会社 大阪府

新生製缶　株式会社 兵庫県

信善運輸　株式会社 愛知県

株式会社　新電 山口県

株式会社　シンドウ環境センター 千葉県

新日本観光　株式会社　浦和ゴルフ倶楽部 埼玉県

新日本空調サービス　株式会社 東京都

新日本工機　株式会社 大阪府

新日本物流　株式会社 神奈川県

新納電機　株式会社 大阪府

新橋製紙　株式会社 静岡県
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新明和オートエンジニアリング　株式会社 愛知県

新陽カントリー倶楽部 岐阜県

神陽金属工業　株式会社 埼玉県

新和工業　株式会社 岐阜県

株式会社　新和サッシ 神奈川県

株式会社　スイシン 群馬県

株式会社　スイデン 群馬県

水明機工　株式会社 埼玉県

瑞菱電機　株式会社 愛知県

SUPER　CENTER　PLANT-3　清水店 福井県

SUPER　CENTER　PLANT－５　鏡野店 岡山県

SUPER　CENTER　PLANT-5　横越店 新潟県

末丸九機　株式会社 福岡県

スカーフード工業　株式会社 埼玉県

株式会社　すかいらーく　東松山マーチャンダイジングセンター 埼玉県

スカパーJSAT　株式会社 東京都

菅谷電気工事　株式会社 群馬県

酸ケ湯温泉株式会社　八甲田ホテル 青森県

株式会社　杉並モータース 東京都

株式会社　スギノマシン 富山県

有限会社　杉村工業 大阪府

杉本金属工業　株式会社 北海道

杉山建設　株式会社 岐阜県

株式会社　スクラッチ 群馬県

すぐる食品　株式会社　浜松工場 静岡県

鈴木機械　株式会社 岩手県

株式会社　スズキ自販西埼玉 埼玉県

株式会社　鈴木スプリング製作所 静岡県

鈴木設備 神奈川県

鈴木電気工事 埼玉県

株式会社　スズキ部品秋田 秋田県

株式会社　スズケン 愛知県

スズデン　株式会社 東京都

株式会社　スズヤス　浦安支店 千葉県

スターライト工業　株式会社 滋賀県

株式会社　スタイルブレッド 群馬県

有限会社　ステンレスアート共栄 埼玉県

株式会社 砂川電機 山形県

株式会社　砂川電機　京田事業所 山形県

住重環境エンジニアリング　株式会社 東京都

住重環境エンジニアリング　株式会社 大阪府

すみだ中和こころ保育園 東京都

有限会社　住友 大阪府

住友大阪セメント　株式会社 千葉県
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住友金属鉱山　株式会社 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　泉大津工場 大阪府

住友電工デバイス・イノベーション　株式会社 山梨県

住友電工プリントサーキット　株式会社　水口事業所 滋賀県

住友不動産シスコン　株式会社 東京都

住友理工　株式会社　松阪製作所 三重県

株式会社　スリーイーホールディングス 東京都

有限会社　スリーエスコールド 神奈川県

スリーボンドファインケミカル　株式会社 神奈川県

株式会社　スワロートラック 東京都

株式会社　セイエー 愛知県

正起金属加工　株式會社　名古屋工場 愛知県

整形外科　健成クリニック 福岡県

西研グラフィックス　株式会社 佐賀県

株式会社　正光 兵庫県

株式会社　盛光ＳＣＭ 大阪府

有限会社　セイコウダイワ 福井県

セイコーエプソン　株式会社 長野県

株式会社　正鵠 愛知県

株式会社　西三交通 愛知県

正翔エンジニア 神奈川県

誠心物流　株式会社 福岡県

セイスイ工業　株式会社 千葉県

株式会社　成電工業 群馬県

西濃運輸　株式会社 愛知県

西濃運輸　株式会社　関目支店 大阪府

西濃運輸　弘前営業所 青森県

株式会社　精発 山梨県

株式会社　セイビ東海 静岡県

西武工業　有限会社 東京都

西武紙業　株式会社 東京都

清峰金属工業　株式会社 茨城県

合同会社　西友　保原店 福島県

合同会社　西友　八日市店 滋賀県

株式会社　セイワ 東京都

株式会社　青和運輸 東京都

株式会社　誠和設計事務所 東京都

ゼオンポリミクス　株式会社 滋賀県

株式会社　関ケ原製作所 岐阜県

株式会社　関商店　茨城工場 茨城県

積水化学工業　株式会社 京都府

株式会社　積水化成品沖縄 沖縄県
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積水樹脂　株式会社 滋賀県

積水ハウス　株式会社　東北工場 宮城県

積水メディカル　株式会社　岩手工場 岩手県

関根工業　有限会社 群馬県

積和建設西東京　株式会社 東京都

株式会社　ゼットン 東京都

瀬戸内陸運　株式会社　東京支店 東京都

有限会社　ゼネラルガーデニング 埼玉県

ゼビオコーポレート　株式会社　郡山ユラックス熱海 福島県

セルラー・ダイナミクス・インターナショナル・ジャパン　株式会社 東京都

株式会社　全研ビルサービス 新潟県

扇港樹脂工業　株式会社 大阪府

センコー　株式会社 福島県

センコー　株式会社　湖東営業所 滋賀県

株式会社　千石 大阪府

全星薬品工業　株式会社 大阪府

株式会社　善電工 埼玉県

株式会社　セントラル 東京都

セントラル硝子販売　株式会社　生産管理本部　利府工場 宮城県

株式会社　セントラルシステム 愛知県

千成第一交通　株式会社 愛知県

全農エネルギー　株式会社　JAクミアイプロパンあきた白神販売所 秋田県

全農エネルギー　株式会社　新潟石油基地 新潟県

センヨンロジスティクス　株式会社 群馬県

株式会社　ゼンリンプリンテックス 福岡県

有限会社　造園研究所　風夢 静岡県

草加マルイ 埼玉県

綜建工業 埼玉県

株式会社　爽健亭　習志野工場 千葉県

総合食品エスイー　株式会社　京都加工センター 京都府

有限会社　相馬運輸 栃木県

株式会社　相馬輸送 埼玉県

創和建設　株式会社 秋田県

双和工機　株式会社 東京都

株式会社　ソーワダイレクト 宮城県

株式会社　そごう・西武 神奈川県

株式会社　ソシオ 福岡県

株式会社　ソダ工業 大阪府

株式会社　ソニックフロー 東京都

ソノー電機工業　株式会社 愛知県

ソフトバンク　株式会社 宮城県

第一貨物　株式会社　会津若松支店 福島県

第一貨物　株式会社　秋田支店 秋田県

第一貨物　株式会社　厚木支店 神奈川県
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第一貨物　株式会社　いわき支店 福島県

第一公害プラント　株式会社 長野県

第一食品　株式会社 富山県

第一精工　株式会社 京都府

第一精工　株式会社 福岡県

第一鉄鋼　株式会社 北海道

第一生コンクリート　株式会社 長野県

株式会社　第一フジタクシー　大治営業所　 愛知県

第一防災　株式会社 大阪府

株式会社　第一メカテック 埼玉県

大榮エンジニアリング　株式会社 東京都

大栄管理　株式会社 神奈川県

株式会社　ダイエー　東鶯宮店 埼玉県

株式会社　ダイオー 大阪府

ダイオープリンティング　株式会社 埼玉県

株式会社　だい久製麺 宮城県

大協企業　株式会社　花巻工場 岩手県

株式会社　大協建設 千葉県

大京整備　株式会社　日立整備工場 茨城県

ダイキンエアテクノ　株式会社 大阪府

ダイキンHVACソリューション北陸　株式会社 石川県

第三交通　株式会社 埼玉県

大三紙化工業　株式会社 埼玉県

大三電機工事 大阪府

有限会社　第三フジタクシー 愛知県

太子食品工業　株式会社 栃木県

太子食品工業　株式会社　雫石工場 岩手県

太子食品工業　株式会社　十和田工場 青森県

太子食品工業　株式会社　古川清水工場 宮城県

有限会社　大昌工業 大阪府

ダイショウサイン　株式会社 大阪府

大真エンジニアリング　株式会社 大阪府

ダイシン化工　株式会社 奈良県

大成企業　株式会社 大阪府

大成建設　株式会社　関西支店 大阪府

大成建設　株式会社　砂押川作業所 宮城県

大誠電機工業　株式会社 大阪府

大成ファインケミカル　株式会社 千葉県

大成ラミック　株式会社 埼玉県

大成ロテック　株式会社 岩手県

大成ロテック　株式会社 埼玉県

株式会社　大創産業 北海道

大東工業　株式会社 東京都

大同DMソリューション　株式会社 大阪府
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ダイトーエムイー　株式会社 愛知県

大徳食品　株式会社　奈良事業所 奈良県

株式会社　ダイナックス 北海道

有限会社　第二フジタクシー 愛知県

大日本プラスチックス　株式会社 兵庫県

有限会社　タイネット 東京都

ダイハツディーゼル部品サービス　株式会社 滋賀県

大福製紙　株式会社 岐阜県

大平電設 大阪府

太平ビルサービス　株式会社　札幌支店　苫小牧営業所 北海道

太平洋クラブ　相模コース 神奈川県

株式会社　太平洋クラブ　宝塚コース 兵庫県

太平洋工業　株式会社 岐阜県

大平洋製鋼　株式会社 富山県

太平洋セメント　株式会社　熊谷工場　 埼玉県

株式会社　大北 京都府

株式会社　DIME 神奈川県

ダイヤプラスフイルム　株式会社 愛知県

ダイヤモンドエンジニアリング　株式会社 富山県

ダイヤモンド佐用カントリークラブ 兵庫県

株式会社　ダイユーリックホールディングス 岡山県

太陽工業　株式会社 大阪府

太陽精機　株式会社 滋賀県

大陽製粉　株式会社 福岡県

太陽電音　株式会社 神奈川県

太陽電宅　株式会社 千葉県

大陽日酸　株式会社 神奈川県

大陽日酸　株式会社 埼玉県

大陽日酸　株式会社 愛知県

大洋ビル管理　株式会社 秋田県

太洋マシナリー　株式会社 大阪府

株式会社　太陽流通サービス 福島県

太陽ロックサービス 千葉県

株式会社　平製作所 東京都

有限会社　ダイレクト・リペア・コーポレーション 埼玉県

大和研装社　九州支店 福岡県

有限会社　泰和工業 長野県

株式会社　ダイワ広告 奈良県

大和高速運輸　株式会社 愛知県

株式会社　大和制御 奈良県

大和電装　株式会社 神奈川県

大和ハウス工業　株式会社 広島県

大和ハウス工業　株式会社　宇都宮支社 栃木県

大和リース　株式会社 秋田県
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大和リゾート　株式会社 和歌山県

株式会社　タカギ 福岡県

タカキベーカリー秦野工場 神奈川県

株式会社　高坂商会 長野県

高砂丸誠エンジニアリングサービス　株式会社　戸田事業所 埼玉県

株式会社　高島屋サービス 大阪府

株式会社　髙島屋サービス 京都府

株式会社　高浄 大阪府

タカタ　株式会社　長浜製造所 滋賀県

高槻交通　株式会社 大阪府

高嶺清掃　株式会社 東京都

株式会社　高橋工務所 新潟県

株式会社　高松電機商会 三重県

有限会社　高村工業所 神奈川県

宝印刷　株式会社　浮間工場 東京都

株式会社　宝塚テック 兵庫県

有限会社　田口電装 秋田県

拓北電業　株式会社 北海道

拓北電業　株式会社　室蘭支店 北海道

株式会社　武市精工 大阪府

有限会社　タケオカ自動車工芸 富山県

一般財団法人　竹田健康財団　竹田綜合病院 福島県

タケダ電業　株式会社 群馬県

株式会社　武田の笹かまぼこ 宮城県

竹花工業　株式会社 長野県

株式会社　竹原鉄工所 北海道

株式会社　武生製麺 福井県

株式会社　竹村製作所 青森県

タケモトデンキ　株式会社 大阪府

株式会社　タスクフーズ 山形県

たち建設　株式会社 滋賀県

立花金属工業　株式会社 岐阜県

株式会社　立花マテリアル 埼玉県

株式会社　タック 愛知県

タツタ電線　株式会社 大阪府

タツタ電線　株式会社 宮城県

たつみ産業　株式会社 長崎県

株式会社　龍巳電気 埼玉県

株式会社　タナカエンジニアリング 富山県

有限会社　田中電器 埼玉県

田辺三菱製薬　株式会社　大阪支店 大阪府

谷尾食糧工業　株式会社 岡山県

谷口運送　株式会社　栃木営業所 栃木県

株式会社　タニサケ　本社工場 岐阜県
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谷田電設 京都府

株式会社　谷電気工業 大阪府

ダノンジャパン　株式会社 群馬県

株式会社　タハラ 東京都

田村工業　株式会社 大阪府

有限会社　だるま商事 福岡県

ダンフーズ　株式会社 愛知県

株式会社　ダンロップリトレッドサービス 兵庫県

株式会社　ちとせ印刷 沖縄県

有限会社　千葉運送 東京都

千葉市教育委員会　保健体育課 千葉県

株式会社　千葉商会 青森県

千葉中央バス　株式会社 千葉県

千葉電気 茨城県

千葉内陸バス　株式会社 千葉県

千葉冷機工業 宮城県

中越通運　株式会社　下越ブロック　新発田営業所 新潟県

中越通運　株式会社　下越ブロック新潟貨物ターミナル営業所 新潟県

中越通運　株式会社　三条営業所 新潟県

中越通運　株式会社　新潟ALC 新潟県

中央環境開発　株式会社 神奈川県

中央観光　株式会社　ホテル鐘山苑 山梨県

中央共配　株式会社 愛知県

株式会社　中央軒煎餅　埼玉工場 埼玉県

中央梱包運輸　株式会社 東京都

中央精機　株式会社 愛知県

中央設備エンジニアリング　株式会社 愛知県

中央テクノ　株式会社 神奈川県

中央発條　株式会社 愛知県

中興化成工業　株式会社　宇都宮工場 栃木県

中国企業　株式会社　山口支店　宇部営業所 山口県

中国紙工業　株式会社 広島県

中国木材　株式会社　鹿島工場 茨城県

中日コプロ　株式会社 愛知県

中日新聞一宮南部専売店　株式会社　シーエーシ 愛知県

中日荷役運輸　株式会社 愛知県

中部液輸　株式会社 愛知県

中部ケーブルネットワーク　株式会社 愛知県

株式会社　中部コーポレーション 三重県

中部ティーイーケィ　株式会社　東海保全事業部 愛知県

中部電力　株式会社 静岡県

中部電力　株式会社 愛知県

中部電力　株式会社　基幹給電制御所 愛知県

中部電力　株式会社　工務技術センター 愛知県
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中部電力　株式会社　四日市営業所 三重県

中部増成機械工業　株式会社　東京支店 神奈川県

中立電機　株式会社 愛知県

直販配送　株式会社　宇都宮営業所 栃木県

千代田管財　株式会社 東京都

千代田送風機　株式会社 大阪府

株式会社　千代田テクノル 東京都

株式会社　千代田テクノル 愛知県

ツインレイクスカントリー倶楽部 群馬県

司熊本　株式会社　若宮営業所 福岡県

司工業　株式会社 静岡県

株式会社　司工業所 神奈川県

司福岡　株式会社　宮田営業所 福岡県

有限会社　つがるフーズ 青森県

月島食品工業　株式会社　つくば工場 茨城県

月星海運　株式会社 広島県

ツクイ・サンフォレスト藤沢長後 神奈川県

槌屋ティスコ　株式会社 岐阜県

都築電気　株式会社　大阪支店 大阪府

角田商事　株式会社 山形県

鶴岡工業　株式会社 東京都

鶴見製紙　株式会社 埼玉県

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

DIC　株式会社　総合研究所 千葉県

DIC　株式会社　 館林工場 群馬県

D&Nコンフェクショナリー　株式会社 東京都

株式会社　ティー・エイチ・ティー 愛知県

TSネットワーク　株式会社　大阪支店 大阪府

TOAエンジニアリング　株式会社　名古屋営業所 愛知県

株式会社　T.K.テック 大阪府

TTiジャパン 東京都

TDK由利本荘　株式会社 秋田県

株式会社　TDEC 愛知県

テイ・エス　テック　株式会社　鈴鹿工場 三重県

株式会社　テイ・エス・メカテック　垂井生産課 岐阜県

帝国インキ製造　株式会社　山梨工場 山梨県

株式会社　帝産観光バス滋賀 滋賀県

株式会社　帝産タクシー滋賀 滋賀県

株式会社　帝北ロジスティックス　運送事業部 福島県

株式会社　デイライン　東北支店　岩手物流センター 岩手県

デイリー瑞浪開発　株式会社　デイリー瑞浪カントリー倶楽部 岐阜県

株式会社　ディンプル 静岡県

株式会社　ディンプル 大阪府
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株式会社　テクニカコム 東京都

株式会社　テクニカルスチール 山梨県

株式会社　テクニカルニッポン 三重県

テクノアシスト　株式会社 大阪府

株式会社　テクノ高布 滋賀県

株式会社　テクノメイツ 岩手県

有限会社　テコ 茨城県

テコム　株式会社 神奈川県

株式会社　デザインアーク 岡山県

株式会社　デザインアーク　福岡支店 福岡県

勅使川原産業　株式会社 愛知県

株式会社　デジタル 大阪府

テスコム電機　株式会社 東京都

株式会社　デックス 東京都

株式会社　テック長沢 新潟県

株式会社　テノックス九州 福岡県

有限会社　デメテック 神奈川県

株式会社　デュコル 東京都

テュフラインランドジャパン　株式会社 大阪府

寺岡オートドア　株式会社 福岡県

デリカサラダボーイ　株式会社　山口工場 山口県

株式会社　テルミック 東京都

テルモ　株式会社　甲府工場 山梨県

テルモヒューマンクリエイト　株式会社　甲府営業所 山梨県

有限会社　テレコム 岐阜県

株式会社　テレシステム 大阪府

株式会社　デンオー 神奈川県

電源開発　株式会社 東京都

電源開発　株式会社　火力発電部　高砂火力発電所 兵庫県

デンケン・ハイデンタル　株式会社 京都府

株式会社　電成社 埼玉県

株式会社　電装 大阪府

株式会社　デンソーユニティサービス 愛知県

株式会社　電日通 愛知県

天竜森林組合 静岡県

株式会社　天竜電機工業 静岡県

株式会社　土井志ば漬本舗 京都府

東亜工業　株式会社 群馬県

東亜工業　株式会社 静岡県

東亜石油　株式会社 神奈川県

東亜バルブエンジニアリング　株式会社 三重県

東亜バルブエンジニアリング　株式会社 兵庫県

有限会社　登永工業 神奈川県

東栄電化　株式会社 東京都
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株式会社　東映ホテルチェーン　新潟東映ホテル 新潟県

道央資源開発　株式会社 北海道

東海運　株式会社　九州事業部 福岡県

東海鋼材工業　株式会社 愛知県

東海交通機械　株式会社 東京都

株式会社　東海サービスセンター 愛知県

株式会社　東海サービスセンター仙台支社 宮城県

株式会社　東海サービスセンター　富山支社 富山県

東海サーモ　株式会社 岐阜県

東海システム　株式会社 愛知県

東海商事　株式会社 愛知県

株式会社　東海スプリング製作所 岐阜県

株式会社　東海スプリング製作所　御嵩工場 岐阜県

東海漬物　株式会社　彦根工場 滋賀県

株式会社　東海ビルメンテナス 静岡県

東海プラントエンジニアリング　株式会社 愛知県

株式会社 東海メカナイズ 三重県

東海窯業原料　株式会社 愛知県

東海溶材　株式会社 静岡県

株式会社　東輝製作所 埼玉県

株式会社　東急コミュニティー 東京都

東急テクノシステム　株式会社 神奈川県

東急ファシリティサービス　株式会社 長野県

株式会社　東急リゾートサービス　筑波東急ゴルフクラブ 茨城県

東京エスオーシー　株式会社　市川工場 千葉県

株式会社　東京エネシス 福島県

東京エレクトロンFE　株式会社 東京都

株式会社　東京エンゼル本社 東京都

東京ガスエンジニアリングソリューションズ　株式会社 東京都

東京コーン　株式会社 埼玉県

東京コンテナ工業　株式会社　茨城工場 茨城県

東京ステンレス研磨興業　株式会社 千葉県

東京製綱　株式会社　設備技術センター 岩手県

東京製綱　株式会社　土浦工場 茨城県

東京製紙　株式会社 静岡県

東京精電　株式会社 長野県

株式会社　東京測器研究所 群馬県

株式会社　東京都民銀行　多摩支店 東京都

東京トラック運送　株式会社　土浦支店 茨城県

東京パワーテクノロジー　株式会社 福島県

株式会社　東京フード 栃木県

株式会社　東京不二電機 岩手県

株式会社　東京ベイサービス 東京都

株式会社　東京メディア・サービス 東京都
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株式会社　東京輸送機 東京都

東京リンテック加工　株式会社 埼玉県

東京濾器　株式会社　相模工場 神奈川県

東建多度カントリー　株式会社 三重県

東綱スチールコード　株式会社 岩手県

株式会社　東光高岳 埼玉県

東光鉄工　株式会社 秋田県

東西化学産業　株式会社 大阪府

東西電設　株式会社 滋賀県

株式会社　東芝 神奈川県

株式会社　東芝 愛知県

東芝環境ソリューション　株式会社 神奈川県

東芝キヤリア　株式会社 愛知県

東芝電波コンポーネンツ　株式会社 神奈川県

株式会社　東芝　横浜事業所 神奈川県

東伸運輸　株式会社 愛知県

東新工業　株式会社 神奈川県

東信産業　株式会社 東京都

株式会社　東成流通サービス 静岡県

東ソー物流　株式会社 山口県

道南食品　株式会社 北海道

東部運送　株式会社　本社営業所 新潟県

東武鉄道　株式会社　東武北千住駅 東京都

東武デリバリー　株式会社 東京都

東邦車輛　株式会社 群馬県

東邦薬品　株式会社　水戸事業所 茨城県

有限会社　東北エヌテイエス 岩手県

株式会社　東北建設機械 福島県

株式会社　東北佐竹製作所 岩手県

東北紙器　株式会社 岩手県

東北重機工事　株式会社 宮城県

東北食品　株式会社 岩手県

東北電力　株式会社　上の岱地熱発電所 秋田県

東北発電工業　株式会社　東通支社 青森県

東北森紙業　株式会社 青森県

東名化学工業　株式会社 愛知県

東名化成　株式会社 埼玉県

東友建設　株式会社　東北支社 福島県

東友テクニカ　株式会社 埼玉県

東洋アルミニウム　株式会社　群馬製造所 群馬県

東洋合成工業　株式会社 兵庫県

株式会社　東洋工務店 岡山県

東洋ゴム工業　株式会社 大阪府

株式会社　東洋食彩 千葉県
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東洋製罐　株式会社　埼玉工場 埼玉県

東洋電機　株式会社 愛知県

東洋電機ファシリティーサービス　株式会社 愛知県

株式会社　東洋電設 岩手県

東洋ドライルーブ　株式会社 群馬県

東洋ベスク　株式会社 静岡県

東洋紡エンジニアリング　株式会社 東京都

東洋メディック　株式会社 大阪府

東洋炉機工業　株式会社 神奈川県

株式会社　東陽ワーク 岐阜県

株式会社　東横イン 岩手県

株式会社　東横イン 山形県

東横INN　湘南平塚駅北口Ⅰ 神奈川県

東横イン新横浜駅前新館 神奈川県

東横イン　中部国際空港本館 愛知県

株式会社　東横イン富士山三島駅 静岡県

株式会社　東横イン本厚木駅南口 神奈川県

株式会社　東横イン町田駅小田急線東口 東京都

株式会社　東横イン　松本駅前本町 長野県

東横イン　水戸駅南口 茨城県

株式会社　東横イン　横浜スタジアム前2 神奈川県

東横化学　株式会社 神奈川県

東レ　株式会社　愛知工場 愛知県

東レ・アムテックス　株式会社 大阪府

東レ　株式会社　土浦工場　工務保安課　 茨城県

東レフィルム加工　株式会社 大阪府

東レプラスチック精工　株式会社　岡崎工場 愛知県

株式会社　東和企業 神奈川県

東和工機　株式会社 東京都

DOWAサーモエンジニアリング　株式会社　滋賀工場 滋賀県

DOWAサーモエンジニアリング　株式会社　豊田工場 愛知県

株式会社　東和製作所 岐阜県

DOWAセミコンダクター秋田　株式会社 秋田県

東和電機工業　株式会社 青森県

DOWAメタニクス　株式会社 静岡県

トーエイ工業　株式会社 東京都

トーカロ　株式会社　水島工場 岡山県

株式会社　トーチク 北海道

TOTO　株式会社 滋賀県

TOTOバスクリエイト　株式会社 兵庫県

株式会社　トーネット 愛知県

株式会社　トーブ 愛知県

トーヨーカネツソリューションズ　株式会社 埼玉県

トーヨーカラー　株式会社　茂原工場 千葉県
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トールエクスプレスジャパン　株式会社 大阪府

トーレック　株式会社 神奈川県

有限会社　富樫清掃 東京都

株式会社　富樫縫製 福島県

株式会社　十川ゴム　奈良工場 奈良県

株式会社　常盤軒フーズ 東京都

ときわ総合サービス　株式会社 東京都

株式会社　トクタク 愛知県

株式会社　トクヤマエムテック 大阪府

徳山海陸運送　株式会社 山口県

徳山積水工業　株式会社 山口県

株式会社　ドコモCS中国　岡山支店 岡山県

図書印刷　株式会社 東京都

戸田建設　株式会社 東京都

杤内通信 青森県

栃木レザー　株式会社 栃木県

トップ・フーズ　株式会社　里美工場 茨城県

トナミ運輸　株式会社　足立支店 東京都

トナミ運輸　株式会社　浜松支店 静岡県

トナミ運輸　株式会社　福井支店 福井県

トナミ運輸　株式会社　名岐支店 愛知県

トナン輸送　株式会社　北関東営業所 群馬県

株式会社　トピア 三重県

トピー工業　株式会社　　豊川製造所 愛知県

株式会社　トマト交通 福岡県

株式会社　トミー精工 東京都

トミーデジタルバイオロジー　株式会社 東京都

株式会社　冨運 群馬県

トムラ・ジャパン　株式会社 東京都

有限会社　友栄工業 茨城県

株式会社　巴商会 東京都

トモヱ乳業　株式会社 茨城県

株式会社　富山エクセルホテル東急 富山県

株式会社　富山環境整備 富山県

トヤマ電気　有限会社 秋田県

豊田化工　株式会社 愛知県

トヨタ自動車東日本　株式会社　宮城大和工場 宮城県

豊田森林組合 愛知県

豊田電気　株式会社 兵庫県

豊田電気　株式会社　神戸営業所 兵庫県

トヨタ輸送中部　株式会社 滋賀県

株式会社　トライ 岡山県

株式会社　トライ 広島県

トラステックアース　株式会社 岩手県
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トラストガーデン　株式会社 東京都

株式会社　トラスト・テック 神奈川県

トランコム　株式会社 愛知県

株式会社　TRICKSTAR 福岡県

トリニティ工業　株式会社 福岡県

トルンプ　株式会社 神奈川県

株式会社　トワード　福岡低温物流センター 福岡県

株式会社　トンボ鉛筆　生産開発センター 愛知県

株式会社　内外テクノス 埼玉県

内藤家具インテリア工業　株式会社 山梨県

株式会社　ナオミ 大阪府

株式会社　ナガイパン 広島県

株式会社　ナガイ　馬絹センター 神奈川県

有限会社　長井ロードカッター 山形県

株式会社　ナガオカ 大阪府

株式会社　長岡運送 群馬県

仲川交通　株式会社 大阪府

中川電機　株式会社 京都府

仲川電気工業　株式会社 大阪府

有限会社　中企画 京都府

ナカ工業　株式会社 埼玉県

長崎油飼工業　株式会社 長崎県

株式会社　永沢工機 福島県

長沢産業　株式会社 埼玉県

中沢フーズ　株式会社 神奈川県

株式会社　中島工業エンジニアリング 愛知県

ナカジマトーケン　株式会社 東京都

株式会社　ナカシロ 福岡県

ナガセケンコー　株式会社 東京都

ナカタ電機　株式会社 群馬県

株式会社　ナカタニ　福岡営業所 福岡県

有限会社　中対電気 千葉県

ナカックス 兵庫県

中西金属工業　株式会社 大阪府

中西総合運輸　株式会社 三重県

中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京　株式会社 東京都

中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京　株式会社 静岡県

中日本マルエス　株式会社 兵庫県

株式会社　ナカノアイシステム 新潟県

中野食品　株式会社 埼玉県

長野陸送　株式会社 長野県

中原建設　株式会社 埼玉県

株式会社　ナカボーテック　製造・調達部 埼玉県

中村建設　株式会社 大阪府
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株式会社　中村自工大成製作所 茨城県

有限会社　ナカムラ電装 東京都

中本パックス　株式会社 三重県

中本パックス　株式会社　竜ケ崎工場 茨城県

長屋サービス　株式会社 岐阜県

株式会社　中山製鋼所 大阪府

株式会社　中山鉄工所　名古屋営業所 愛知県

中山電気 兵庫県

株式会社　ナカヨ 群馬県

流山キッコーマン　株式会社 千葉県

株式会社　ナコード 千葉県

株式会社　NASU夢工房 栃木県

浪速運送　株式会社　岐阜羽島センター 岐阜県

株式会社　浪花電機 三重県

ナノテック　株式会社 千葉県

株式会社　ナフコ 千葉県

ナブコシステム　株式会社 埼玉県

ナブコシステム　株式会社　所沢営業所 埼玉県

ナブテスコサービス　株式会社　横浜テクノセンター 神奈川県

ナメカワアルミ　株式会社　富士工場 山梨県

奈良ゴルフ場　株式会社 奈良県

株式会社　ナリコマフード 大阪府

株式会社　ナリコマフード 広島県

成田空港給油施設　株式会社 千葉県

株式会社　鳴子観光ホテル 宮城県

株式会社　ナルックス　員弁パイル工場 三重県

南海スチール　株式会社 和歌山県

株式会社　南光 東京都

南茂電設　株式会社 愛知県

新潟運輸　株式会社　郡山支店 福島県

株式会社　新潟グランドホテル 新潟県

新潟中央運送　株式会社 新潟県

新潟東映ホテル 新潟県

株式会社　新潟丸和運輸 新潟県

新潟陸運　株式会社 新潟県

贄川電工　株式会社 神奈川県

株式会社　ニコン 神奈川県

株式会社　西浦精機　岩手工場 岩手県

西川計測　株式会社 埼玉県

株式会社　西川電機工業所 石川県

西口印刷　株式会社 大阪府

西田電気 神奈川県

有限会社　西出工業所 神奈川県

西鉄高速バス　株式会社 福岡県
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西鉄バス久留米　株式会社 福岡県

株式会社　西日本広告 広島県

西野屋食品　株式会社 福島県

ニシハラ理工　株式会社 埼玉県

西松建設　株式会社 東京都

西本電気　株式会社 大阪府

株式会社　西山電気 大阪府

株式会社　ニスコ 愛知県

ニチアス　株式会社　王寺工場 奈良県

日栄インテック　株式会社 東京都

日栄商事　株式会社 石川県

ニチコン大野　株式会社 福井県

株式会社　ニチダイ 京都府

日電工事　株式会社 東京都

株式会社　ニチノーサービス 福島県

株式会社　ニチボウ 東京都

日洋海運　株式会社 東京都

株式会社　ニチレイフーズ 千葉県

日和サービス　株式会社 茨城県

ニッカウヰスキー　株式会社　柏工場 千葉県

ニッカウヰスキー　株式会社　西宮工場 兵庫県

日揮　株式会社 福島県

株式会社　日経名古屋製作センター 愛知県

日建工業　株式会社 宮城県

日幸製菓　株式会社 岐阜県

日光精器　株式会社 滋賀県

株式会社　日光モーター 福井県

株式会社　ニッコー 千葉県

株式会社　ニッコー 愛知県

株式会社　日章冷凍 神奈川県

株式会社　日章冷凍 埼玉県

株式会社　日伸 愛知県

日進金属　株式会社 神奈川県

日新鋼管　株式会社　下妻工場 茨城県

日信工業　株式会社　直江津工場 新潟県

有限会社　日新サービス 大阪府

日新製鋼　株式会社　衣浦製造所 愛知県

日新製鋼建材　株式会社　本社製造所　鋼板加工工場 千葉県

株式会社　日進通信工業 埼玉県

日清紡ケミカル　株式会社　カーボン事業部　製造課 千葉県

株式会社　日新メンテナンス 滋賀県

日精電機　株式会社 岩手県

日生流通運輸倉庫　株式会社 埼玉県

株式会社　ニッセーデリカ　千葉工場 千葉県
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株式会社　ニッセン　福井ロジスティクスセンター 福井県

日測エンジニアリング　株式会社 埼玉県

日通商事　株式会社 東京都

日通商事　株式会社　扇島LSセンター 神奈川県

日通高田運輸　株式会社 新潟県

日鉄鉱業　株式会社　長尾山採石所 大阪府

日鉄住金環境プラントソリューションズ　株式会社 静岡県

日鉄住金鋼板　株式会社 大阪府

日鉄住金防蝕　株式会社 千葉県

日鉄住金ボルテン　株式会社 福岡県

日鐵住金溶接工業　株式会社 千葉県

日鐵住金溶接工業　株式会社　千葉工場 千葉県

日鐵住金溶接工業　株式会社　プラズマ事業部 千葉県

日鉄住金レールウェイテクノス　株式会社 大阪府

日東光器株式会社田沢湖工場 秋田県

株式会社　日東工業 東京都

日東工業　株式会社 静岡県

日東樹脂工業　株式会社　山梨工場 山梨県

株式会社　日東製陶所 岐阜県

日東ベスト　株式会社　寒河江工場 山形県

ニットーハイ　株式会社 東京都

日特建設　株式会社　大阪支店 大阪府

株式会社　日配運輸 岩手県

日発運輸　株式会社　太田配送センター 群馬県

NIPエンジニアリング　株式会社 兵庫県

日邦工業　株式会社 栃木県

日本運輸　株式会社 静岡県

社団法人　日本海事検定協会　鹿島事業所 茨城県

日本化薬　株式会社 新潟県

日本化薬　株式会社　厚狭工場 山口県

日本金属　株式会社　福島工場 福島県

日本シューターサービス　株式会社 東京都

日本住宅　株式会社 岩手県

日本水産　株式会社　戸畑工場 福岡県

日本水産　株式会社　姫路総合工場 兵庫県

日本製紙　株式会社 栃木県

日本製紙木材　株式会社 埼玉県

日本炭酸瓦斯　株式会社　都賀事業所 栃木県

日本通運　株式会社 愛媛県

日本通運　株式会社　仙台支店　仙台警送事業所 宮城県

日本通運　株式会社　東京北支店 東京都

日本電気　株式会社 東京都

日本電設工業　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　岐阜工場 岐阜県
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日本ハムカスタマーコミュニケーション　株式会社 茨城県

日本ハム食品　株式会社　関西プラント 兵庫県

株式会社　日本ピーエス 福井県

日本ピュアフード　株式会社 青森県

日本ヒューム　株式会社　九州工場 福岡県

日本フイツシヤ　株式会社 千葉県

日本フローダ　株式会社 東京都

日本ペイント　株式会社 栃木県

日本ホワイトファーム　株式会社 青森県

日本郵政　株式会社　かんぽの宿伊豆高原 静岡県

日本郵政　株式会社　かんぽの宿恵那 岐阜県

日本郵便　株式会社 群馬県

日本郵便　株式会社 愛知県

日本郵便　株式会社　邑久郵便局 岡山県

日本郵便　株式会社　久御山郵便局 京都府

日本郵便　株式会社　清水郵便局 静岡県

日本郵便　株式会社　東京北部郵便局 埼玉県

日本郵便　株式会社　常滑郵便局 愛知県

日本郵便　株式会社　中之条郵便局 群馬県

日本郵便　株式会社　萩原郵便局 岐阜県

日本郵便　株式会社　豊前郵便局 福岡県

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 愛知県

日本郵便輸送　株式会社　川崎営業所 神奈川県

日本郵便輸送　株式会社　南関東支社 神奈川県

日本郵便　株式会社　栗東郵便局 滋賀県

日本郵便　株式会社　和光郵便局 埼玉県

日本ロバロ　株式会社 福岡県

ニトリ　千葉桜木店 千葉県

ニトリ新潟小新店 新潟県

ニフコプラント　株式会社 兵庫県

ニプロ医工　株式会社 群馬県

ニプロファーマ　株式会社　春日部工場 埼玉県

日本アスパラガス　株式会社　千歳工場 北海道

日本板硝子　株式会社　研究開発部 神奈川県

日本板硝子　株式会社　垂井事業所 岐阜県

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 兵庫県

日本エレクトロニツクシステムズ　株式会社 愛知県

日本オーチス・エレベータ　株式会社 千葉県

日本オペレーター　株式会社 愛知県

日本音響エンジニアリング　株式会社 東京都

日本海アスコン　株式会社 富山県

日本海物流　株式会社 新潟県
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日本街路灯東京販売　株式会社 東京都

日本核燃料開発　株式会社 茨城県

日本瓦斯運輸整備　株式会社 東京都

日本カニゼン　株式会社　本社 東京都

一般社団法人　日本貨物検数協会 大阪府

一般社団法人　日本貨物検数協会　九州支部　現業課 福岡県

日本環境クリアー　株式会社 埼玉県

日本観光交通　株式会社 福岡県

日本管財　株式会社 愛知県

日本機材産業　株式会社 大阪府

日本基準寝具　株式会社 広島県

日本キャボット・マイクロエレクトロニクス　株式会社 三重県

株式会社　日本キャンパック　赤城工場 群馬県

株式会社　日本空調東海 静岡県

日本空輸　株式会社 静岡県

日本クッカリー　株式会社　島田工場 静岡県

日本原燃　株式会社 青森県

日本国民食　株式会社 東京都

日本コミッショニングシステム　株式会社 大阪府

日本コムシス　株式会社　越谷テクノステ-ション 埼玉県

日本コルマー　株式会社 大阪府

株式会社　日本コンピュータシステム 茨城県

日本梱包運輸倉庫　株式会社　苫小牧営業所　 北海道

日本梱包運輸倉庫　株式会社　長野営業所 長野県

日本システム・エイト　株式会社 茨城県

株式会社　日本システムストラクト 大阪府

日本シャフト　株式会社　　駒ヶ根工場 長野県

日本絨氈　株式会社　本社工場 大阪府

日本浄水工業　株式会社 東京都

日本水産観光　株式会社 神奈川県

日本スエーヂ工業　株式会社 大阪府

株式会社　日本生化学研究所　日生定期巡回サービス練馬 東京都

株式会社　日本製衡所 埼玉県

日本潜水工事　株式会社 東京都

日本耐酸壜工業　株式会社 岐阜県

株式会社　日本タクシー 岐阜県

日本地下水開発　株式会社 岩手県

日本中央バス　株式会社 群馬県

日本デコラックス　株式会社 愛知県

日本電産リード　株式会社 京都府

日本電子精機　株式会社 奈良県

一般社団法人　日本乳業協会 東京都

一般財団法人　日本燃焼機器検査協会 神奈川県

日本発条　株式会社　伊勢原工場 神奈川県
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日本ビーンズ　株式会社 群馬県

日本ピグメント　株式会社　埼玉川本工場 埼玉県

日本物流　株式会社 大阪府

日本ボーチフレーバー　株式会社 栃木県

株式会社　日本水処理技研 神奈川県

日本無線硝子　株式会社 埼玉県

日本ルートサービス　株式会社　熊谷事業所 埼玉県

株式会社　ニューコーポレーション 群馬県

株式会社　ニュー松島 福島県

ニューロテック　株式会社 大阪府

丹羽商　株式会社 愛知県

二和電気　株式会社 埼玉県

株式会社　ぬちまーす 沖縄県

寧薬化学工業　株式会社 奈良県

株式会社　ネオス 岩手県

株式会社　ネオディア 神奈川県

株式会社　ネクサス 岡山県

株式会社　ネクスコ東日本エンジニアリング 秋田県

株式会社　ネクスコ・メンテナンス関東 長野県

株式会社　NESS 大阪府

ネスレ日本　株式会社 茨城県

ネッカート　株式会社 愛知県

熱技術開発　株式会社 神奈川県

株式会社　ＮＥＳＩ 茨城県

株式会社　ネツレン小松 石川県

特定非営利活動法人　練馬区障害者事業所 東京都

濃飛西濃運輸　株式会社　高山支店 岐阜県

能美防災　株式会社 福岡県

ノーストランス　株式会社 北海道

株式会社　野口硝子 神奈川県

能代運輸　株式会社 秋田県

ノボ　ノルディスク　ファーマ　株式会社 福島県

野村マイクロサイエンス　株式会社　西日本営業所 大阪府

株式会社　ハアーモニー 愛知県

株式会社　ハートデリカ 岡山県

ハイウェイ・トール・システム　株式会社 山口県

バイオシステム　株式会社　岡山国際ホテル 岡山県

バイオマスエナジー　株式会社 長崎県

株式会社　ハイテックレジン 岐阜県

株式会社　ハイブ 東京都

株式会社　ハイポテック 東京都

株式会社　HI-LINE　常温岡山センター 岡山県

株式会社　パウレック 兵庫県

株式会社　芳賀総合システム 栃木県
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株式会社　 柏進電業社 千葉県

株式会社　白洋舎　東京北支店 埼玉県

株式会社　白洋舎　横浜支店 神奈川県

株式会社　ハクヨプロデュースシステム 愛知県

ハクラ精機　株式会社 東京都

株式会社　橋本電業社 千葉県

蓮沼商運　株式会社 茨城県

株式会社　長谷川運輸 富山県

畑中電工 三重県

八戸協和水産　株式会社 青森県

hakkai　株式会社 新潟県

株式会社　はづ　西浦温泉　和のリゾートはづ 愛知県

パナシアロジ　株式会社　豊田事業所 愛知県

パナソニック　株式会社　アプライアンス社ランドリークリーナー事業部 滋賀県

パナソニック　株式会社　ＡＶＣ社　岡山工場 岡山県

パナソニック液晶ディスプレイ　株式会社 兵庫県

パナソニックエクセルプロダクツ　株式会社 滋賀県

パナソニック環境エンジニアリング　株式会社 大阪府

パナソニック産機システムズ　株式会社 茨城県

パナソニックシステムネットワークス　株式会社 東京都

パナソニックシステムネットワークス　株式会社　東北社 宮城県

パナソニックリフォーム　株式会社 大阪府

ハニー化成　株式会社 兵庫県

ハネウェルジャパン　株式会社　児島工場 埼玉県

ハネウェルジャパン　株式会社　児玉工場 埼玉県

羽田交通　株式会社 東京都

ハマザキマイカーセンター 愛知県

株式会社　浜松生花地方卸売市場 静岡県

浜松バス　株式会社 静岡県

株式会社　ハヤカワ電設 埼玉県

有限会社　林工業 愛知県

株式会社　早野組 山梨県

有限会社　葉山電設 神奈川県

株式会社　原田伸銅所　仙台工場 宮城県

原電器 千葉県

パラマウント硝子工業　株式会社　鈴鹿工場 三重県

株式会社　針石電工 神奈川県

株式会社　ＰＡＬ構造 長崎県

株式会社　パルコスペースシステムズ 東京都

株式会社　PALTAC　RDC東北 岩手県

株式会社　春電 大阪府

榛名酪農業協同組合連合会 群馬県

株式会社　晴海梱包商会 東京都

株式会社　バンガード 埼玉県
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阪堺電気軌道　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　ヒューマンリソース事業部　安全衛生・健康増進担当大阪府

株式会社　阪急阪神ホテルズ 大阪府

株式会社　汎建製作所 奈良県

萬歳工業　株式会社 埼玉県

株式会社　ハンシン 兵庫県

阪神輸送機　株式会社 大阪府

パンチ工業　株式会社　宮古工場 岩手県

株式会社　バンテック 栃木県

株式会社　ハンナ 奈良県

ピアゴ　笠松店 岐阜県

ピアゴ　勝幡店 愛知県

Ｂ．Ｉ．Ｓ　株式会社 茨城県

株式会社　ピー・アンド・アイ 神奈川県

ビーエス・スチール興業　株式会社 兵庫県

株式会社　ビードハーブ 愛知県

日置電機　株式会社 東京都

株式会社　東日本イノアック 山梨県

東日本開発　株式会社　東富士カントリークラブ 静岡県

有限会社　東日本環境保全工業 青森県

東日本明星　株式会社 埼玉県

株式会社　暉技術 大阪府

株式会社　光製作所 岐阜県

株式会社　ひかり未来 広島県

久光製薬　株式会社 茨城県

合同会社　毘沙門坂 愛媛県

Bizex　株式会社 神奈川県

ビタカイン製薬　株式会社 大阪府

日立オートモティブシステムズ　株式会社 茨城県

日立オートモティブシステムズ　株式会社 群馬県

日立オートモティブシステムズメジャメント　株式会社　茨城営業所 茨城県

日立化成　株式会社 福岡県

株式会社　日立産機中条エンジニアリング 新潟県

日立システムズ・テクノサービス　株式会社 東京都

日立システムズ・テクノサービス　株式会社 愛知県

日立電鉄タクシー　株式会社 茨城県

日立バッテリー販売サービス　株式会社 大阪府

株式会社　日立物流関東　氏家営業所 栃木県

株式会社　日立物流中部 静岡県

株式会社　ビッグアップル 群馬県

Hits環境サービス　株式会社 神奈川県

比電工 神奈川県

株式会社　日の出運輸　山陽 岡山県

株式会社　日の丸リムジン 東京都
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日野メカニカル　株式会社 福井県

ビバホーム　竜ケ崎店 茨城県

姫路合同貨物自動車　株式会社　ジュンテンドー広島センター 広島県

ヒメヤ工業 三重県

ビューテック　株式会社 愛知県

ビューテック　株式会社　東海事業所　豊橋工場 愛知県

ビューテック　株式会社　東海事業所　豊橋工場　産業部材 愛知県

株式会社　ヒューテックノオリン　関東第二支店 埼玉県

株式会社　ヒューテックノオリン　関東第二支店フローズンセンター 埼玉県

株式会社　ヒューテックノオリン　東京臨海支店第一センター 神奈川県

ビューテックローリー　株式会社 千葉県

株式会社　ヒューマン 三重県

屏風浦工業　株式会社 神奈川県

平賀運送　株式会社 岡山県

平錦建設　株式会社 兵庫県

株式会社　ヒラノテクシード 奈良県

株式会社　平山製作所 埼玉県

株式会社　ＨＩＲＯ－ＥＮＧ 大阪府

株式会社　弘前浄化槽センター 青森県

広島県製肥　株式会社 広島県

株式会社　広島メタル＆マシナリー 東京都

株式会社　廣電 大阪府

広野化学工業　株式会社 兵庫県

びわ湖大津プリンスホテル 滋賀県

びわ湖バレイ　株式会社 滋賀県

株式会社　ファースト 大阪府

株式会社　ファーストエコテック 埼玉県

株式会社　ファイナル・スリー・フィート 神奈川県

ファインテック　株式会社 東京都

ファインネクス　株式会社 富山県

ファスフォードテクノロジ　株式会社 山梨県

ファナック　株式会社　筑波工場 茨城県

株式会社　ファミリーネット・ジャパン 東京都

有限会社　フィールド 愛知県

株式会社　フィスト 栃木県

株式会社　フーズパレット 兵庫県

株式会社　ブーランジェリーエリックカイザージャポン 東京都

フォーティーンヒルズカントリークラブ 岐阜県

株式会社　フォーマーエンジニアリングサービス 大阪府

フォルボ・ジークリング・ジャパン　株式会社 静岡県

富岳通運　株式会社 山梨県

福井貨物自動車　株式会社 福井県

福井備蓄保安サービス　株式会社 福井県

福井ミナセル　株式会社 福井県
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福岡アルミ工業　株式会社 福岡県

株式会社　福岡機器製作所 佐賀県

福岡電業　株式会社 岩手県

福島工業　株式会社 愛知県

福助工業　株式会社　三重工場 三重県

福田青果システム　株式会社 長野県

福光運輸　株式会社 富山県

富久娘酒造　株式会社 兵庫県

福本重機械工業　株式会社 兵庫県

株式会社　冨久や 滋賀県

福山通運　株式会社　川越営業所 埼玉県

福山通運　株式会社　西尾営業所 愛知県

福山通運　株式会社　袋井支店 静岡県

福山通運　三島営業所 静岡県

福山通運　株式会社　横浜支店 神奈川県

株式会社　フコク　群馬工場 群馬県

フジアルテ　株式会社　浜松営業所 静岡県

冨士印刷　株式会社 埼玉県

富士運輸　奈良支店 奈良県

富士運輸　株式会社　成田支店 千葉県

株式会社　富士エコサイクル 静岡県

株式会社　フジオフードシステム　デリス　ららぽーと海老名店 神奈川県

株式会社　富士カントリー倶楽部 静岡県

富士急山梨ハイヤー　株式会社 山梨県

不二空機　株式会社 大阪府

フジクリーン工業　株式会社 東京都

フジクリーン工業　株式会社 埼玉県

フジクリーン工業　株式会社 静岡県

富士工機　株式会社 愛知県

富士工業　株式会社 新潟県

株式会社　富士工業所 東京都

株式会社　フジコン 岐阜県

富士シティオ　株式会社　FUJI五月台店 神奈川県

富士重工業　株式会社 群馬県

株式会社　フジショウ 岡山県

株式会社　藤城運輸 愛知県

富士水質管理　株式会社 群馬県

富士設備工業　株式会社 東京都

株式会社　富士ダイナミクス 東京都

株式会社　富士ダイナミクス 神奈川県

株式会社　Fujitaka 愛知県

藤田珈琲　株式会社　奈良結崎工場 奈良県

冨士経編　株式会社 福井県

富士通　株式会社 愛知県
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富士通アイ・ネットワークシステムズ　株式会社 山梨県

富士通　株式会社　川崎工場 神奈川県

富士通テン　株式会社 兵庫県

富士通テンマニュファクチュアリング　株式会社 岐阜県

富士通テンマニュファクチュアリング　株式会社　中津川工場 岐阜県

フジッコワイナリー　株式会社 山梨県

株式会社　フジデリカ　新宮工場 福岡県

富士テレコム　株式会社 大阪府

富士電機FAサービス　株式会社 愛知県

株式会社　富士電設工業 千葉県

株式会社　フジハイテックス 神奈川県

富士フイ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 千葉県

富士プラスチックス　株式会社 静岡県

富士プリント工業　株式会社 東京都

フジモトＨＤ　株式会社 東京都

藤本製薬　株式会社 大阪府

株式会社　不二家　野木工場 栃木県

富士屋ホテル　株式会社　富士ビューホテル 山梨県

武州製薬　株式会社　川越工場 埼玉県

富士リビング工業　株式会社 石川県

株式会社　富士レークホテル 山梨県

富士レックス　株式会社　ボートピア姫路 兵庫県

株式会社　フジワ 愛知県

株式会社　藤原 広島県

株式会社　フジワラテクノアート 岡山県

藤原不動産　株式会社 大阪府

フセハツ工業　株式会社 大阪府

扶桑電通 愛知県

株式会社　FUSO　フロン処理センター 茨城県

扶桑薬品工業　株式会社　茨城工場 茨城県

双葉三共　株式会社 広島県

フタバ産業　株式会社 愛知県

フタバ産業　株式会社　幸田工場 愛知県

フタバ食品　株式会社 栃木県

フタバ食品　株式会社　喜連川工場 栃木県

フタバ食品　株式会社　下栗工場 栃木県

物産フードサイエンス　株式会社 愛知県

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

フドー　株式会社 静岡県

船尾タクシー　有限会社 千葉県

船橋交通　株式会社 千葉県

ブライト信州　株式会社　中央安楽院 長野県

プライフーズ　みちのく二戸工場 岩手県
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プライムミート　株式会社 神奈川県

プラグマテック　株式会社 大阪府

株式会社　プラシーズ 栃木県

株式会社　プラシーズ　釜石工場 岩手県

株式会社　プラスチック・ホンダ 秋田県

株式会社　フランセ 神奈川県

株式会社　フランソア　長崎工場 長崎県

株式会社　PLANT　PLANT-4　聖籠店 新潟県

ブリジアスシステム 大阪府

株式会社　ブリヂストンＥＭＫ　九州事業部 熊本県

株式会社　ブリヂストン化成品 岐阜県

ブリヂストンサイクル　株式会社 三重県

ブリヂストンタイヤジャパン　株式会社 茨城県

ブリヂストンタイヤジャパン　株式会社　北海道カンパニー 北海道

ブリヂストン物流　株式会社 滋賀県

プリマルーケ　株式会社 長崎県

有限会社　プリンス光学 青森県

株式会社　プリンスホテル 岩手県

株式会社　プリンスホテル　札幌プリンスホテル 北海道

プリントネット　株式会社 山梨県

株式会社　フルカワ 福島県

株式会社　古川運輸 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

古河電気工業　株式会社 神奈川県

古河電気工業　株式会社 滋賀県

古川電機製作　株式会社 愛知県

株式会社　BLUECLUE 静岡県

株式会社　フルサワ 広島県

株式会社　フレシュール 岐阜県

株式会社　フレック関東 埼玉県

プレテック　株式会社 兵庫県

株式会社　プレテック 千葉県

株式会社　フローラ 福島県

株式会社　ブロキジャパン 埼玉県

株式会社　プロサーチ 大阪府

有限会社　FLOS 香川県

プロス　株式会社 福岡県

株式会社　プロテック 神奈川県

株式会社　フロム工業 福岡県

株式会社　FROMJAPAN 東京都

株式会社　プロロ 北海道

扶和産業　株式会社　鹿島支店 茨城県

文化タクシー　株式会社 青森県

社会福祉法人　文京槐の会 東京都
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株式会社 文明堂東京 愛知県

ベイシア　関店 岐阜県

株式会社　ベイシア　ベイシア富士吉田店 山梨県

株式会社　平成エンタープライズ 埼玉県

平成工業　株式会社 滋賀県

株式会社　ベストサービス 福岡県

株式会社　ベストライン 奈良県

株式会社　ペテマス 岐阜県

株式会社　ヘリオス 神奈川県

株式会社　ベルテクノプラント工業 岐阜県

株式会社　ベルポリエステル　プロダクツ 山口県

株式会社　ベン　岩手工場 岩手県

ヘンケルジャパン　株式会社　日野事業場 滋賀県

望川館　株式会社 岐阜県

株式会社　朋友 大阪府

株式会社　豊和繊維岩手製作所 岩手県

株式会社　ボー 東京都

ホーチキ　株式会社 東京都

ホーチキ　株式会社 宮城県

株式会社　ポオトデリカトオカツ 兵庫県

ホームセンタータイム　山陽店 岡山県

ホームセンタータイム多治米店 広島県

合同会社　ホームビルドシステム 東京都

ホームプラザ　ナフコ　行橋店 福岡県

株式会社　ポーラファルマ 東京都

ポールスター工業　株式会社 兵庫県

株式会社　ホカムラ 愛知県

株式会社　ほくうん 北海道

株式会社　墨運堂 奈良県

株式会社　北源 北海道

株式会社　北信電業社 岩手県

株式会社　北星社　三田事業部 兵庫県

ホクト　株式会社　大町第一きのこセンター 長野県

北都交通　株式会社　千歳支店 北海道

株式会社　北斗電気工事 神奈川県

ホクヨープイライウッド　株式会社 岩手県

株式会社　北陸リフレッシュフーズ 富山県

ホシエヌ製薬　株式会社 奈良県

星上通信　株式会社 岩手県

株式会社　星川商事　カギの救急車　新宿店 東京都

保線機器整備　株式会社 埼玉県

ホソカワミクロン　株式会社　生産統括部　大阪工場　生産部 大阪府

株式会社　北海千日 北海道

北海道運搬機　株式会社　苫小牧本店 北海道
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北海道コカ・コーラプロダクツ　株式会社 北海道

北海道コカ・コーラボトリング　株式会社 北海道

北海道西濃運輸　株式会社　札幌支店 北海道

株式会社　北海道畜産公社　道央事業所　早来工場 北海道

北海道日高乳業　株式会社 北海道

株式会社　北海道ブブ 北海道

北海道ワイン　株式会社 北海道

北関メンテナンス　株式会社 北海道

北光エンジニアリング　株式会社 宮城県

ボッシュ　株式会社 神奈川県

ホテルウィングインターナショナル相模原 神奈川県

株式会社　ホテルウエル 岡山県

株式会社　ホテル銀水荘 静岡県

ホテル木暮 群馬県

ホテル石風 山梨県

株式会社　ホテル高山宝生閣 岐阜県

ホテル辰巳屋　株式会社 福島県

保土谷化学工業　株式会社　南陽工場 山口県

株式会社　ポリテックス 東京都

株式会社　ポリテックス 愛知県

株式会社　ポリテックス 大阪府

株式会社　堀場製作所 東京都

株式会社　堀場テクノサービス 京都府

株式会社　ホリプロジェクト 神奈川県

株式会社　ボルテックスセイグン 群馬県

株式会社　ホレスト 埼玉県

株式会社　ホワイトウィングス 静岡県

本州油化　株式会社 群馬県

株式会社　ホンダ 大阪府

株式会社　ホンダカーズ宮城中央 宮城県

本田金属技術　株式会社　喜多方工場 福島県

株式会社　ホンダロジスティクス 栃木県

株式会社　ホンダロジスティクス　技術本部　安全品質環境部 三重県

株式会社　ホンダロジスティクスセンター 三重県

株式会社　マーベックス 大阪府

マイクロニクス　株式会社 京都府

舞鶴厚生　株式会社 京都府

Mipox　株式会社　山梨工場 山梨県

マイラン製薬　株式会社 埼玉県

株式会社　マインド・サービス 兵庫県

株式会社　マウスコンピューター 東京都

前川　株式会社　奈良工場 奈良県

株式会社　前澤エンジニアリングサービス 埼玉県

前田印刷　株式会社 石川県
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前田機械　株式会社 大阪府

前田製管　株式会社　米里砕石工場 岩手県

株式会社　前田製作所　身延営業所 山梨県

株式会社　前田鉄工所 東京都

前田道路　株式会社　滋賀合材工場 滋賀県

前田道路　株式会社　東広島合材工場 広島県

前田薬品工業　株式会社 富山県

前畑産業　株式会社 東京都

真岐興業　株式会社 東京都

株式会社　マクシス・シントー 愛知県

まこと工業　株式会社 岐阜県

柾木工業　株式会社 大阪府

まさき電設　株式会社 愛知県

株式会社　マスナリ 愛知県

マスプロ電工　株式会社　大阪支店 大阪府

株式会社　ますやみそ 広島県

マチダコーポレーション　株式会社　本社工場 群馬県

株式会社　マチデン 東京都

有限会社　マチヤマデンキメンテナンス 東京都

株式会社　松井製作所 愛知県

松浦梱包輸送　株式会社 静岡県

株式会社　松尾製作所 愛知県

マックス　株式会社　玉村工場 群馬県

マックスバリュ板柳店 青森県

マックスバリュ関東　株式会社 東京都

マックスバリュ関東　株式会社　MVEX木月住吉店 神奈川県

マックスバリュ東海　株式会社　マックスバリュ沼津原町店 静岡県

マックスバリュ　盛岡中屋敷店 岩手県

マックス　株式会社　藤岡工場 群馬県

松阪津田電器　株式会社 三重県

株式会社　松下産業 東京都

松田建設　株式会社 岩手県

松田工業 千葉県

マツダ物流　株式会社 兵庫県

株式会社　松永製作所 福岡県

有限会社　松野エクスプレス 静岡県

松文産業　株式会社　栗東工場 滋賀県

株式会社　松村組 広島県

松本工業　株式会社 福岡県

松本商工会議所 長野県

松本電興　株式会社 東京都

株式会社　松本電子工業 福岡県

松屋製粉　株式会社 栃木県

松陽産業　株式会社　群馬工場 群馬県
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株式会社　マテリアルビジネスサポート 東京都

マニー　株式会社 栃木県

まねきや硝子　株式会社 大阪府

マハロエンジニアリング 埼玉県

株式会社　マミーズ 福岡県

摩耶堂製薬　株式会社 兵庫県

株式会社　マリックスエンジニアリング 東京都

株式会社　マリックスエンジニアリングサービス 東京都

株式会社　丸井電設 神奈川県

株式会社　丸井　水戸店 茨城県

株式会社　丸運トランスポート東日本 神奈川県

株式会社　丸栄製作所 富山県

マルエツ電機　株式会社 富山県

丸木医科器械　株式会社 宮城県

丸喜運輸　株式会社 茨城県

マルコーフーズ　株式会社 埼玉県

株式会社　丸水運送センター 長野県

丸ス産業　株式会社 岐阜県

丸善石油化学　株式会社　千葉工場 千葉県

丸全電産ロジステック　株式会社　川崎事業所 神奈川県

株式会社　マルタイ 佐賀県

丸高　株式会社 愛知県

株式会社　マルタツ 茨城県

株式会社　まるたや洋菓子店 静岡県

株式会社　丸東 福島県

丸德海苔　株式会社 広島県

丸ト鶏卵販売　株式会社　岐阜工場 岐阜県

マルナカ　東浦店 兵庫県

丸ニ陶料　株式会社 滋賀県

株式会社　マルノウチ　千葉営業所 千葉県

株式会社　丸秀 山形県

丸紅ロジスティクス　株式会社 新潟県

マルマン　株式会社　相模工場 神奈川県

丸美屋食品工業　株式会社　埼玉工場　工務課 埼玉県

丸茂電機　株式会社 東京都

丸茂電機　株式会社　大阪営業所 大阪府

株式会社　まるよし 三重県

三浦運輸　株式会社 山口県

三重重工業　株式会社　めっき事業部 三重県

株式会社　ミカミ 神奈川県

三上鉄工　株式会社 埼玉県

株式会社　三喜タクシー 東京都

美輝電気　株式会社 大阪府

御崎工業所 滋賀県



（社）安全衛生マネジメント協会 受講事業者様一覧（2016年） 61/69ページ

事業所名 都道府県

株式会社　三沢奥入瀬観光開発 青森県

ミサワホーム近畿　株式会社 奈良県

水機興業　株式会社 群馬県

株式会社　水処理技研東関東　茨城支店 茨城県

株式会社　ミスターマックス 福岡県

株式会社　ミスターマックス　おゆみ野店 千葉県

ミスターマックス　越谷店 埼玉県

株式会社　水野鉄工所 愛知県

瑞穂農林　株式会社 京都府

水間急配　株式会社 大阪府

三谷セキサン　株式会社　大阪支店 大阪府

三田理化工業　株式会社 大阪府

三井ガーデンホテル岡山 岡山県

三井金属計測機工　株式会社 愛知県

三井住友金属鉱山伸銅　株式会社　三重事業所 三重県

ミツイ精密　株式会社　温水工場 神奈川県

三井造船　株式会社 東京都

三井造船　株式会社 静岡県

三井造船マシナリーサービス　株式会社 大阪府

株式会社　光岡自動車 埼玉県

株式会社　Mizkan　Sanmi 岐阜県

株式会社　Mizkan　Sanmi　美濃加茂工場 岐阜県

株式会社　ミツカンフレシア　三木工場 兵庫県

株式会社　ミツカンフレシア　美濃加茂工場 岐阜県

株式会社　ミツバ　富岡工場 群馬県

三菱アルミニウム　株式会社　押出製造課 静岡県

三菱鉛筆　株式会社　山形工場 山形県

三菱化学物流　株式会社　黒崎支社 福岡県

三菱化工機　株式会社 大阪府

三菱化工機　株式会社　川崎製作所 神奈川県

三菱重工業　株式会社 愛知県

三菱製鋼　株式会社　広田製作所 福島県

三菱電機　株式会社 和歌山県

三菱電機エンジニアリング　株式会社 神奈川県

三菱電機照明　株式会社 神奈川県

三菱電機ホーム機器　株式会社 埼玉県

三菱電機マイコン機器ソフトウェア　株式会社 京都府

三菱日立ツール　株式会社 滋賀県

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　株式会社　横瀬工場 埼玉県

三菱レイヨンアクア・ソリューションズ　株式会社 愛知県

三星砿業　株式会社 岐阜県

株式会社　三ツ矢　八王子工場 東京都

水戸・ゴルフ・クラブ 茨城県
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緑野カントリークラブ 群馬県

水戸ヤクルト販売　株式会社 茨城県

みどりの郷 岩手県

株式会社　皆川組 新潟県

みなと観光バス　株式会社 兵庫県

ミナト流通サービス　株式会社 岡山県

株式会社　南川電機工業所 大阪府

有限会社　ミナミ商事 栃木県

株式会社　南食品 静岡県

社会福祉法人　南知多　南知多町デイサービスセンター 愛知県

株式会社　源 富山県

ミナモト電気　株式会社 山形県

株式会社　ミニマム 東京都

美濃関カントリークラブ 岐阜県

みのる化成　株式会社 岡山県

株式会社　美はる社 広島県

有限会社　みやけ食品 新潟県

株式会社　宮島運輸 神奈川県

宮の郷木材事業協同組合 茨城県

株式会社　妙徳 岩手県

ミヨシ電子　株式会社 兵庫県

みらい飼料　株式会社 青森県

未来テクノ　株式会社 岩手県

ムーンレイクゴルフクラブ　市原コース 千葉県

株式会社　武蔵野 群馬県

株式会社　武蔵野　神奈川工場 神奈川県

株式会社　武蔵野　群馬工場 群馬県

株式会社　武蔵野　横浜工場 神奈川県

村井索道　株式会社　本社工場 石川県

村岡ゴム工業　株式会社 千葉県

株式会社　ムラタ電商 神奈川県

株式会社　ムラノセイコー 神奈川県

村松風送設備工業　株式会社 静岡県

株式会社　ムロオ　岡山支店 岡山県

株式会社　ムロコーポレーション　鳥山工場 栃木県

株式会社　ＭＥＩＯ商会 埼玉県

明王物産　株式会社 東京都

株式会社　名岐 愛知県

株式会社　メイク　都田テクノ工場 静岡県

メイグリーン　株式会社 東京都

名工建設　株式会社 愛知県

株式会社　明光堂 広島県

明工ネオン　株式会社 富山県

Meiji Seikaファルマ　株式会社　足柄研究所 神奈川県
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明治電機工業　株式会社 東京都

明治電機工業　株式会社 神奈川県

明治ロジテック　株式会社 千葉県

学校法人　明星学苑　明星大学　 東京都

株式会社　明成電気 千葉県

名鉄急配　株式会社　稲沢支店 愛知県

名鉄急配　株式会社　平和支店 愛知県

株式会社　明電エンジニアリング 群馬県

株式会社　明電エンジニアリング静岡支店 静岡県

名糖運輸　株式会社 神奈川県

名糖運輸　株式会社　福島物流センター 福島県

有限会社　名南機械製作所 愛知県

名阪近鉄バス　株式会社 愛知県

明立工業　株式会社 山形県

株式会社　メガスポーツ 宮城県

MEGAドン・キホーテ　桐生店 群馬県

メゾン代官山 群馬県

メタウォーター　株式会社 東京都

株式会社　メタルスプレート 岩手県

株式会社　メディカ・ライン 東京都

株式会社　メディックス 福岡県

メトロキャッシュアンドキャリージャパン　株式会社 東京都

メトロ自動車　株式会社 神奈川県

株式会社　メニコンネクト　郡上工場 岐阜県

メルセデス・ベンツ日本　株式会社 神奈川県

株式会社　めるへんキッズ 東京都

メロディアン　株式会社　三重工場 三重県

株式会社　モード工芸 埼玉県

株式会社　最上川環境技術研究所 山形県

株式会社　望月鉄工所 静岡県

株式会社　MODEST 茨城県

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

森井電業　株式会社　九州支店 福岡県

株式会社　盛岡デリカ 岩手県

もりか運送　株式会社 大阪府

有限会社　森商事　 岐阜県

株式会社　モリタ環境テック 愛知県

株式会社　森田産業運輸 東京都

株式会社　モリタ東京製作所 埼玉県

株式会社　盛永 栃木県

森永甲府フーズ　株式会社 山梨県

森永乳業　株式会社　近畿工場 兵庫県

森永乳業　株式会社　別海工場 北海道

森永乳業　株式会社　松本工場 長野県
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森永乳業　株式会社　盛岡工場 岩手県

森平舞台機構　株式会社 大阪府

株式会社　守谷テクノサービス 神奈川県

有限会社　森屋農場 茨城県

守山乳業　株式会社　葛巻工場 岩手県

株式会社　モンテール　美濃加茂事業所 岐阜県

モンデ酒造　株式会社 山梨県

有限会社　門間電機 秋田県

株式会社　八重椿本舗 神奈川県

矢崎化工　株式会社　太田工場 群馬県

有限会社　ヤザック 神奈川県

矢島工業　株式会社 群馬県

安井商事 東京都

八幡システム　株式会社 福岡県

八幡電機精工　株式会社 福岡県

有限会社　矢吹タクシー 福島県

山一　株式会社　防府工場 山口県

ヤマウチ　株式会社 大阪府

有限会社　山内電器商会 北海道

山岡カントリークラブ 岐阜県

山形アキレスエアロン　株式会社 山形県

山岸電気 長野県

ヤマギシリフォーム工業　株式会社 東京都

山金工業　株式会社　森田工場 福井県

株式会社　やまぐち食品 北海道

山交タウンコーチ　株式会社 山梨県

株式会社　山崎精機研究所 京都府

株式会社　ヤマザキ電機 埼玉県

株式会社　ヤマシタコーポレーション　静岡事業所 静岡県

株式会社　山角興業 兵庫県

株式会社　ヤマセ 岐阜県

株式会社　山田クラブ21　南茂原カントリークラブ 千葉県

有限会社　山田商店　山田屋　京田辺店 京都府

山田ダンボール　株式会社 滋賀県

株式会社　ヤマダフーズ 秋田県

ＹＡＭＡテック　株式会社 千葉県

ヤマト運輸　株式会社 愛知県

ヤマト運輸　株式会社　江別中央センター 北海道

ヤマト運輸　株式会社　大沢野支店 富山県

ヤマト運輸　株式会社　呉羽支店 富山県

ヤマト運輸　三次主管支店 広島県

ヤマト運輸　株式会社　仙台新田店 宮城県

ヤマト運輸　株式会社　奈良主管支店　安全推進課 奈良県

ヤマト運輸　株式会社　新潟亀田支店 新潟県
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ヤマト運輸　株式会社　平城支店 奈良県

ヤマト交通　株式会社 大阪府

大和交通　株式会社 北海道

大和製衡　株式会社 兵庫県

大和電気工業　株式会社 大阪府

ヤマトマシンテック　株式会社 兵庫県

山梨貨物自動車　株式会社 山梨県

山梨総合運輸　株式会社 山梨県

ヤマニ屋物流サービス　株式会社 茨城県

株式会社　やまはた 青森県

ヤマハファインテック　株式会社 静岡県

株式会社　やまびこ　盛岡事業所 岩手県

株式会社　YAMABISHI 神奈川県

山菱水産　株式会社 福島県

有限会社　山本計装 愛知県

株式会社　山本製作所　所沢事業所 埼玉県

株式会社　山本清掃 京都府

ヤンマー　株式会社 滋賀県

ヤンマーエネルギーシステム　株式会社 東京都

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金属加工　滋賀工場 滋賀県

株式会社　有機センター白山 石川県

ユーシービージャパン　株式会社 埼玉県

有限会社　優駿設備 埼玉県

優伸運輸　株式会社 静岡県

株式会社　ユーシン精機　北関東統括営業所 埼玉県

株式会社　ユーシン精機　テクニカルセンター 京都府

有限会社　ユース電気 愛知県

UTコンストラクション　株式会社 東京都

U-tech 三重県

株式会社　ユーテック 東京都

有限会社　悠電 大阪府

雄電工 千葉県

有楽製菓　株式会社　札幌工場 北海道

株式会社　ユーラステクニカルサービス 秋田県

株式会社　ユーラステクニカルサービス 東京都

株式会社　ユーロテクノ 神奈川県

優和総業　株式会社 福井県

雪印メグミルク　株式会社 福岡県

雪印メグミルク　株式会社　野田工場 千葉県

雪印メグミルク　株式会社　福岡工場 福岡県

油研工業　株式会社 神奈川県

ユタカ　株式会社 東京都
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ユタカ電機　株式会社 山梨県

株式会社　湯田牛乳公社 岩手県

ユニー　株式会社　ピアゴ浜松泉町店 静岡県

ユニー　株式会社　ピアゴ碧南東店 愛知県

株式会社　ユニオン 大阪府

ユニオンケミカー　株式会社 大阪府

ユニオン産業　株式会社 愛知県

株式会社　ユニカ 東京都

ユニキャリア　株式会社　滋賀工場 滋賀県

ユニコ　インターナショナル　株式会社 東京都

株式会社　ユニシス　埼玉工場 埼玉県

株式会社　ユニックス 滋賀県

ユニバーサル企業　株式会社 東京都

株式社ユニフォームネット　 東京都

株式会社　ユニレックス 群馬県

株式会社　夢テクノロジー 愛知県

株式会社　湯山製作所 大阪府

由利工業　株式会社 秋田県

由利ロール機械　株式会社 神奈川県

株式会社　幼体連スポーツクラブ 東京都

株式会社　ヨークベニマル　エブリア店 福島県

株式会社　ヨークベニマル　土浦真鍋店 茨城県

株式会社　ヨークベニマル　花春店 福島県

株式会社　ヨコオ 東京都

横浜金属　株式会社 神奈川県

横浜ゴム　株式会社　長野工場 長野県

有限会社　横堀商事運輸 群馬県

横山設備工業　株式会社 東京都

株式会社　ヨシカワ 群馬県

株式会社　吉川工務店 岐阜県

ヨシコン　株式会社 静岡県

株式会社　吉田商会　富山営業所 富山県

吉田電材工業　株式会社 埼玉県

株式会社　吉野工業所　栃木工場 栃木県

吉野ゴム工業　株式会社 大阪府

吉野電化工業　株式会社　化成品事業部 埼玉県

株式会社　吉野屋ホールディングス　京都工場 京都府

株式会社　吉銘 奈良県

株式会社　吉本ハイテック 長崎県

四日市オキシトン　株式会社 三重県

ヨツギ化学　株式会社 三重県

株式会社　淀川製鋼所　大阪工場 大阪府

米沢ダイヤエレクトロニクス　株式会社 山形県

株式会社　讀宣運輸 大阪府



（社）安全衛生マネジメント協会 受講事業者様一覧（2016年） 67/69ページ

事業所名 都道府県

寄居カントリークラブ 埼玉県

ライオンパッケージング　株式会社 千葉県

株式会社　ライズ 埼玉県

楽天マート　株式会社 東京都

ラコリス　株式会社 宮城県

ランスタッド　株式会社 栃木県

ランスタッド　株式会社 静岡県

ランスタッド　株式会社　長岡オフィス 新潟県

株式会社　リアル 埼玉県

有限会社　LEEテックス 千葉県

株式会社　リード 大阪府

リードＧＳ　株式会社 兵庫県

有限会社　リオ・ビアンコ 福島県

リオン熱学　株式会社　東京支店 東京都

株式会社　LIXIL　 岩井工場 茨城県

株式会社　LIXIL　下妻工場 茨城県

株式会社　LIXIL　ビバ 千葉県

株式会社 LIXIL　ビバ スーパービバホーム座間店 神奈川県

LIXIL　VIVA　ビバホーム　板橋小豆沢店 東京都

リグナイト　株式会社 大阪府

株式会社　理研オプテック 愛知県

理研計器　株式会社 三重県

理研計器　株式会社 兵庫県

理研計器　株式会社　東京サービスステーション 東京都

理研ビタミン　草加工場 埼玉県

株式会社　リコー 神奈川県

リコーエレメックス　株式会社 愛知県

リコージャパン　株式会社 埼玉県

リコージャパン　株式会社 長野県

リコージャパン　株式会社 岐阜県

リコージャパン　株式会社 石川県

リコーロジスティクス　株式会社 東京都

株式会社　リサイクル・ネットワーク 東京都

リサイクル燃料貯蔵　株式会社 青森県

株式会社　リジョイスカンパニー 神奈川県

株式会社　リチウムエナジージャパン 滋賀県

株式会社　リックコーポレーション　タイム玉島店 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中庄店 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

株式会社　リテールバックオフィスサポート 愛知県

株式会社　リバイブ 愛知県

有限会社　リペックス 長野県

菱高冷熱　株式会社 兵庫県

菱重コールドチェーン　株式会社 青森県
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菱重コールドチェーン　株式会社 神奈川県

菱重コールドチェーン　株式会社 埼玉県

菱重コールドチェーン　株式会社 愛知県

菱重コールドチェーン　株式会社 福島県

菱重コールドチェーン　株式会社　名港サービスセンター 愛知県

菱重ファシリティー＆プロパティーズ　株式会社 兵庫県

菱重ファシリティー＆プロパティーズ　株式会社　近畿支社 兵庫県

菱星システム　株式会社 東京都

両備トランスポート　株式会社　津山支店 岡山県

両備ホールディングス　株式会社　両備テクノカンパニー 岡山県

株式会社　良品計画 東京都

菱明三菱電機機器販売　株式会社 秋田県

社会福祉法人良友会　あゆみ保育園 滋賀県

有限会社　リョウヨーサービス 神奈川県

有限会社　リンク 東京都

リンクサービス　株式会社 岐阜県

リンテック株式会社　新宮事業所 兵庫県

リンテックス　株式会社 群馬県

リンテック　株式会社　龍野工場 兵庫県

リンパ球バンク　株式会社 東京都

ルーテック　株式会社 茨城県

株式会社　麗光　日野工場 滋賀県

冷熱サービス 長崎県

レインボーヒルズカントリークラブ 千葉県

LEGOLAND Japan 愛知県

レックインダストリーズ　株式会社 東京都

レンゴー　株式会社　新仙台工場 宮城県

レンゴー　株式会社　新名古屋工場 愛知県

レンゴーロジスティクス　株式会社　清水営業所 静岡県

株式会社　レンタルシステム東北 宮城県

株式会社　レンティック中部 静岡県

株式会社　ロイヤルオークリゾート 滋賀県

株式会社　ロイヤルロジスティックス 愛知県

ローム・アポロ　株式会社　筑後工場 福岡県

株式会社　ローヤル産業 埼玉県

株式会社　ログ 群馬県

株式会社　碌山 東京都

有限会社　ロジテックエヌイー 埼玉県

ロック　株式会社 埼玉県

株式会社　ロック・フィールド　静岡ファクトリー 静岡県

六興電気　株式会社 東京都

株式会社　ロフト　大宮ロフト 埼玉県

有限会社　ワーコム農業研究所 山形県

ワールドエコロジー　株式会社 石川県
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有限会社　ワールドファニッシング・グループ 群馬県

株式会社　ワイエスピー 福岡県

株式会社　YMZ 栃木県

株式会社　ワイ・ヨット 岐阜県

株式会社　ワイ・ヨットホールディングス 岐阜県

若築建設　株式会社　北九州営業所 福岡県

若津精密工機　株式会社 三重県

和光建窓　株式会社 東京都

株式会社　和香商事 千葉県

和興フィルタテクノロジー　株式会社 茨城県

株式会社　ワタキュークリーン 北海道

ワタナベ工業　株式会社　下原工場 岡山県

株式会社　渡辺製作所　下妻工場 茨城県

株式会社　渡辺電機 愛知県

渡辺電機工業　株式会社 東京都

有限会社　渡辺電気工事 神奈川県

株式会社　ワタナベ・レフテック 神奈川県

ワタミ　株式会社 愛知県

和同産業　株式会社 岩手県

ワミレスコスメティックス　株式会社 神奈川県

わらべや日洋　株式会社　岩手工場 岩手県

わらべや日洋　株式会社　村山第2工場 東京都

ワンコイン堺　株式会社 大阪府

わんわん保育園 東京都


