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事業所名 都道府県

株式会社　ARCS 愛知県

アークランドサカモト　株式会社 山形県

株式会社　アースエンジニアリング 石川県

有限会社　アースエンタープライズ 栃木県

株式会社　アースクリーン東北 宮城県

株式会社　アート 大阪府

株式会社　アート 神奈川県

アート金属工業　株式会社　塩田工場 長野県

アート梱包運輸　株式会社　東北営業所 山形県

株式会社　アーバン・カストディアル 東京都

アーベストフーズ　株式会社 栃木県

アール・ビー・コントロールズ　株式会社 石川県

株式会社　アールアンドエーブレインズ 東京都

アイ・ティー・エスファーム　株式会社 岩手県

株式会社　アイ・フジナミ 静岡県

株式会社　IHI 神奈川県

株式会社　IHI　相馬事業所 福島県

株式会社　IHI　瑞穂工場 東京都

株式会社　IHIインフラ建設 大阪府

株式会社　IHIインフラ建設 愛知県

IHIビジネスサポート 神奈川県

IHミートパッカー　株式会社 青森県

アイエスエス　株式会社 東京都

アイエスケー　株式会社 東京都

株式会社　アイエス工業所 大阪府

株式会社　アイエヌテック 新潟県

IM　テクノサービス 愛知県

有限会社　アイエムティ 静岡県

IMV　株式会社 大阪府

相生運送　有限会社 静岡県

相生電子工業　株式会社 神奈川県

株式会社　アイカム 長野県

株式会社　アイケアジャパン　富士吉田工場 山梨県

株式会社　アイコック 長崎県

株式会社　アイザック・オール 富山県

株式会社　アイザック・ユー 富山県

株式会社　会澤工務店 埼玉県

株式会社　相澤鐵工所 埼玉県

株式会社　相澤鐵工所　岩手工場 岩手県

IGRいわて銀河鉄道　株式会社 岩手県

有限会社　アイシーエス 福岡県

アイジー工業　株式会社　寒河江工場 山形県

アイシン・インフォテックス　株式会社 愛知県

アイシン産業　株式会社 大阪府

株式会社　アイス信州 長野県

株式会社　ispace 東京都

株式会社　アイセス 秋田県
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株式会社　アイソネットライン 埼玉県

アイチ消火器工業 沖縄県

愛知陸運　株式会社 福島県

愛知陸運　株式会社 群馬県

会津オリンパス　株式会社 福島県

會津通運　株式会社 福島県

会津鉄道　株式会社 福島県

会津富士通セミコンダクターウェハーソリューション　株式会社 福島県

会津若松地方森林組合 福島県

株式会社　アイテス 滋賀県

アイテック　株式会社 岐阜県

IDEC　株式会社 兵庫県

IDEC　株式会社 大阪府

株式会社　アイ電子企画 宮城県

特定非営利活動法人　i-net　こどものじかん保育園 千葉県

株式会社　アイフク・テック 三重県

株式会社　I Love ファーム　五島 長崎県

アイリス・ジャパニーズランゲージスクール 愛知県

アイリス電工　株式会社　米原営業所 滋賀県

有限会社　愛和電設 兵庫県

アイング　株式会社 千葉県

アイング　株式会社 神奈川県

株式会社　アウトソーシング 埼玉県

株式会社　アウトソーシングテクノロジー 愛知県

株式会社　アウトソーシングテクノロジー 京都府

株式会社　アウラ 東京都

葵機械工業　株式会社 滋賀県

葵精機　株式会社 千葉県

青木あすなろ建設　株式会社 愛知県

青木あすなろ建設　株式会社 福島県

株式会社　青木商店　フルーツファクトリー 福島県

株式会社　アオキリネンサービス 埼玉県

あおみ建設　株式会社 東京都

青森魚類　株式会社 青森県

青森県りんごジュース　株式会社 青森県

株式会社　青森資源 青森県

青森放送　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

アカオアルミ　株式会社 東京都

株式会社　赤城国際カントリークラブ 群馬県

赤坂印刷　株式会社 山口県

アガタジャポン　株式会社 東京都

暁運送　株式会社 埼玉県

株式会社　暁工業 埼玉県

株式会社　赤羽金属製作所 神奈川県

株式会社　赤福 三重県

赤星工業　株式会社 千葉県
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株式会社　安芸大谷製作所 広島県

アキタ　株式会社　富山営業所 富山県

アキタ　株式会社　長野営業所 長野県

株式会社　秋田ケーブルテレビ 秋田県

株式会社　秋田魁新報印刷 秋田県

秋田ジンクリサイクリング　株式会社 秋田県

秋田備蓄マリンサービス　株式会社 秋田県

秋田プライウッド　株式会社　向浜第一工場 秋田県

株式会社　アキテム 東京都

株式会社　秋葉ダイカスト工業所 群馬県

秋山逓送　株式会社 和歌山県

株式会社　アクアリネン 埼玉県

株式会社　アクセス　名古屋営業所 愛知県

株式会社　アクセル 愛知県

合同会社　アクティ 大阪府

株式会社　アクティー 石川県

株式会社　アクティオ 新潟県

株式会社　アクティオ 大阪府

株式会社　アクティブソナー 東京都

アクトシステムエンジニアリング　株式会社 東京都

株式会社　アクトリー 石川県

株式会社　アクトワンヤマイチ 石川県

株式会社　明智ゴルフ倶楽部　かしおゴルフ場 岐阜県

アケボノ技研　株式会社 埼玉県

曙ブレーキ岩槻製造　株式会社 埼玉県

曙ブレーキ工業　株式会社 埼玉県

曙ブレーキ福島製造　株式会社 福島県

赤穂化成　株式会社 兵庫県

赤穂リゾート開発　株式会社 兵庫県

浅尾電気 神奈川県

浅草ハム　株式会社　関東工場 茨城県

浅田鉄工　株式会社 大阪府

アサヒ飲料　株式会社 岡山県

アサヒ飲料　株式会社　北陸工場 富山県

アサヒ飲料販売　株式会社 東京都

株式会社　朝日運輸 富山県

朝日エティック　株式会社 大阪府

朝日エンジニアリング 三重県

旭化成　株式会社 岡山県

旭化成　株式会社　ハイポア工場 滋賀県

旭化成　株式会社　守山製造所 滋賀県

旭化成EICソーリューションズ　株式会社 岡山県

アサヒクオリティアンドイノベーションズ　株式会社 茨城県

アサヒグループ食品　株式会社 岡山県

アサヒグループ食品　株式会社　栃木小金井工場 栃木県

朝日珪砂鉱業　株式会社 愛知県

朝日建設　株式会社 福島県

旭交通　株式会社 鹿児島県
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旭精機　株式会社 愛知県

株式会社　朝日段ボール 香川県

旭鉄工　株式会社 愛知県

旭電気　株式会社 三重県

旭電業　株式会社 岡山県

アサヒビール　株式会社 茨城県

アサヒビール　株式会社　茨城工場 茨城県

アサヒビール　株式会社　神奈川工場 神奈川県

アサヒビール　株式会社　栃木支社 栃木県

アサヒビール　株式会社　福島工場 福島県

株式会社　アサヒファシリティズ 神奈川県

株式会社　アサヒファシリティズ　札幌事業所 北海道

アサヒ物流　株式会社 埼玉県

旭有機材　株式会社 栃木県

朝日ライフサイエンス　株式会社 埼玉県

アサヒロジスティクス　株式会社　北上営業所 岩手県

株式会社　浅間 愛知県

株式会社　あさやホテル 栃木県

アジア化工　株式会社 大阪府

AsianStream　株式会社 東京都

株式会社　あじかん 神奈川県

株式会社　アシスト 東京都

アシスト　株式会社 愛知県

有限会社　アシスト 三重県

株式会社　アジテック 岩手県

味日本　株式会社 広島県

芦野工業　株式会社 山形県

味の素　株式会社 三重県

味の素　株式会社 神奈川県

味の素エンジニアリング　株式会社 東京都

味の素冷凍食品　株式会社 佐賀県

味の素冷凍食品　株式会社　大阪工場 大阪府

味の素冷凍食品　株式会社　千葉工場 千葉県

味の素冷凍食品　株式会社　中部工場 岐阜県

アシマ　株式会社 埼玉県

アスカ　株式会社 愛知県

株式会社　アスカ設備研究所 石川県

アスカフーズ　株式会社 秋田県

asuzac　株式会社 長野県

ASTI　株式会社 静岡県

アステック　株式会社 東京都

株式会社　アステックコーポレーション 茨城県

アスノック　株式会社 大阪府

アズビルTACO　株式会社 神奈川県

株式会社　東産業 三重県

株式会社　麻生設備 神奈川県

麻生セメント　株式会社 福岡県

株式会社　阿蘇自然の恵み総本舗 熊本県
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厚木プラスチック　株式会社　関東工場 群馬県

株式会社　厚木ミクロ 神奈川県

渥美浜北　株式会社 静岡県

ADIVA　株式会社 東京都

株式会社　アテック 秋田県

株式会社　アドヴァンス 新潟県

株式会社　アトックス　女川事業所 宮城県

アトテックジャパン　株式会社 神奈川県

アトミクス　株式会社　福岡営業所 福岡県

アトラスコプコ　株式会社 東京都

アトラスコプコ　株式会社 神奈川県

株式会社　あなぶきクリーンサービス 香川県

阿南自動車　株式会社　飯田支店 長野県

株式会社　アビーズ 山形県

アピタ北方店 岐阜県

アピタ知立店 愛知県

アプラス電設 茨城県

株式会社　阿部管工 東京都

株式会社　天池 東京都

尼崎電機　株式会社 兵庫県

天方エンジニアリング　株式会社 静岡県

株式会社　アマダミヤチ 千葉県

奄美観光ホテル 鹿児島県

株式会社　天谷製作所 埼玉県

株式会社　アミューズ 東京都

株式会社　アメニティ・ジャパン 茨城県

アメリカンエンジニアコーポレイション　東京支社 神奈川県

株式会社　アヤラ産業 栃木県

有限会社　アライ自動車鈑金 埼玉県

株式会社　新井製作所 埼玉県

株式会社　荒川 鹿児島県

荒川化学工業　株式会社 大阪府

株式会社　荒木海苔店 愛知県

株式会社　あらた 岩手県

株式会社　あらた　ツルハグループ関東物流センター 千葉県

新家工業　株式会社　関西工場 大阪府

有明技研　株式会社　熊本工場 熊本県

有明マテリアル　株式会社 福岡県

有沢樹脂工業　株式会社 埼玉県

株式会社　有沢製作所 新潟県

アルコ電機 株式会社 神奈川県

アルスフィア　株式会社 東京都

株式会社　アルティア 大阪府

株式会社　アルティー 岐阜県

株式会社　アルデバラン 愛知県

アルトン工業　株式会社 福島県

株式会社　アルナ矢野特車 滋賀県

アルバックテクノ　株式会社 徳島県
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アルピコタクシー　株式会社 長野県

株式会社　アルプスウェイ　松本センター 長野県

株式会社　アルプスビジネスクリエーション 宮城県

株式会社　アルプス物流　大井営業所 東京都

株式会社　アルプス物流　北上営業所 岩手県

株式会社　アルミネ三隅 山口県

株式会社　アンジェリカ 東京都

株式会社　安秀会津 福島県

社会福祉法人　杏寿会 長崎県

安全輸送　株式会社 神奈川県

医療法人　杏仁会　御所野ひかりクリニック 秋田県

株式会社　アンビス　医心館横浜立場 神奈川県

社会労務士法人　アンブレラ 東京都

株式会社　イー・メンテ豊橋 愛知県

株式会社　イーアイティー 東京都

EXA 千葉県

EMGルブリカンツ　合同会社 神奈川県

株式会社　e・オータマ 神奈川県

EC南部コーポレーション　株式会社 岩手県

株式会社　EG八王子 東京都

株式会社　eスター 滋賀県

株式会社　イーステージ 東京都

株式会社　East Japan Lighting 千葉県

株式会社　イーツール 静岡県

イートランド　株式会社 滋賀県

株式会社　飯沼本家 千葉県

一品香食品　株式会社 福岡県

イオン　大和郡山店 奈良県

イオン大宮西店 埼玉県

イオン三条店 新潟県

イオン吹田店 大阪府

イオンスーパーセンター　株式会社 青森県

イオンスーパーセンター　株式会社　大館店 秋田県

イオンスーパーセンター　釜石店 岩手県

イオンスーパーセンター　紫波古舘店 岩手県

イオンスーパーセンター　美郷店 秋田県

イオン製薬　株式会社 大阪府

イオンディライト　株式会社　大和郡山センター 奈良県

イオンビッグ　株式会社　ザ・ビッグ菰野店 三重県

株式会社　イオンファンタジー 千葉県

イオンフードサプライ　株式会社 神奈川県

イオン前沢店 岩手県

イオンリテール株式会社　イオン　瀬戸みずの店 愛知県

イオンリテール　株式会社　イオン伊賀上野店 三重県

イオンリテール　株式会社　イオン石巻店 宮城県

イオンリテール　株式会社　イオン江刺店 岩手県

イオンリテール　株式会社　イオン金剛東店 大阪府

イオンリテール　株式会社　イオン佐野新都市店 栃木県
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イオンリテール　株式会社　イオンスタイル御嶽山駅前 東京都

イオンリテール　株式会社　イオンスタイルとなみ 富山県

イオンリテール　株式会社　イオン中仙店 秋田県

イオンリテール　株式会社　イオン新座店 埼玉県

イオンリテールストア　株式会社 愛知県

株式会社　イカイアウトソーシング 栃木県

伊賀産業　株式会社 三重県

有限会社　五十嵐吉蔵商事 山形県

いがり産業　株式会社 茨城県

イカリ消毒　株式会社 千葉県

イカリ消毒　株式会社 埼玉県

イカリ消毒　株式会社 京都府

株式会社　井木組 鳥取県

生田印刷　株式会社 大阪府

株式会社　井口機工製作所 東京都

株式会社　イグナルファーム 宮城県

株式会社　池田車框製作所 東京都

株式会社　いこし 千葉県

株式会社　生駒化学工業　つくば工場 茨城県

株式会社　伊佐建設 東京都

株式会社　石井電技 千葉県

石垣メンテナンス　株式会社 石川県

石川可鍛製鉄　株式会社 石川県

石川金網　株式会社 東京都

イシグロ　株式会社 千葉県

石黒工建　株式会社 富山県

石島化学工業　株式会社 東京都

有限会社　イシダ 東京都

株式会社　イシダエムエステー 滋賀県

石田エンジニアリング　株式会社 大阪府

石田エンジニアリング　株式会社　北海道営業所 北海道

株式会社　石巻フーズ 宮城県

株式会社　イシン総合サービス 大阪府

いすゞ自動車　株式会社 栃木県

いすゞ自動車東北　株式会社　仙台サービスセンター 宮城県

いすゞショップ八千代　株式会社 千葉県

株式会社　いずみ・ファーマーズ 大阪府

和泉金属工業　株式会社 大阪府

いずみサポート　株式会社　名古屋支社 愛知県

株式会社　泉システム 山梨県

株式会社　イズミテクノ 長野県

株式会社　イズミテクノ 広島県

株式会社　イズミテクノ　ゆめタウン博多 福岡県

有限会社　イズミ電気商会 埼玉県

イズミヤ　株式会社 大阪府

イズミヤ　株式会社　デイリーカナートイズミヤ桂坂店 京都府

イセ食品　株式会社　色麻液卵工場 宮城県

一般財団法人　伊勢神宮崇敬会 三重県
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株式会社　いそのボデー 山形県

株式会社　板通 群馬県

伊丹電機工業　株式会社　三重工場 三重県

株式会社　市川鉄工所 愛知県

株式会社　市川電設 神奈川県

株式会社　イチキ 福岡県

株式会社　イチネンケミカルズ 愛知県

株式会社　一ノ蔵 宮城県

一宮運輸　株式会社　四国支社 愛媛県

株式会社　一の宮カントリー倶楽部 千葉県

株式会社　一番 京都府

株式会社　一富士製麺所 愛知県

株式会社　一楽荘 山形県

株式会社　五浦観光ホテル 茨城県

株式会社　イデグチ創建 大阪府

伊藤建設工業　株式会社 新潟県

伊藤忠工業ガス　株式会社 神奈川県

公益社団法人　移動通信基盤整備協会 東京都

伊藤ハム　株式会社　西宮工場 兵庫県

伊藤冷機工業　株式会社 福島県

I・T・O　株式会社　滋賀工場 滋賀県

株式会社　イトーキ 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　イトー急行 愛知県

株式会社　イトーヨーカ堂　上尾駅前 埼玉県

株式会社　イトーヨーカ堂　上永谷店 神奈川県

株式会社　イトーヨーカ堂　刈谷店 愛知県

株式会社　イトーヨーカ堂　新百合ヶ丘店 神奈川県

イトーヨーカ堂　草加店 埼玉県

株式会社　イトーヨーカ堂　能見台店 神奈川県

イトーヨーカドー　上福岡東店 埼玉県

イトーヨーカドー　屯田店 北海道

伊那食品工業　株式会社 長野県

株式会社　井波建材 富山県

株式会社　イノアックコーポレーション 岐阜県

株式会社　イノアック住環境 愛知県

井上機工　株式会社 静岡県

井上軸受工業　株式会社 大阪府

茨城グリーン開発　株式会社 茨城県

茨城リネンサプライ　株式会社 茨城県

イビケン　株式会社 岐阜県

株式会社　イビデン住設 岐阜県

イビデン物産　株式会社 岐阜県

イビデン物産　株式会社　本巣工場 岐阜県

株式会社　イフイ 愛媛県

株式会社　指宿ロイヤルホテル 鹿児島県

今井空調 大阪府
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今井航空機器工業　株式会社 岐阜県

株式会社　イマオコーポレーション 岐阜県

株式会社　今治国際ホテル 愛媛県

今治造船　株式会社　丸亀事業本部丸亀工場西多度津事業部 香川県

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

一般財団法人　医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団 大阪府

岩井建設　株式会社　建材部 群馬県

岩泉ホールディングス　株式会社 岩手県

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

岩国西生コン　株式会社 山口県

株式会社　岩越電機 北海道

岩崎電気　株式会社 大阪府

岩田工機　株式会社　大口工場 愛知県

岩手罐詰　株式会社　大船渡工場 岩手県

岩手トヨタ自動車　株式会社 岩手県

岩手三八五流通　株式会社 岩手県

イワフジ工業　株式会社 岩手県

インストロン　ジャパン 神奈川県

株式会社　インター・ベル 東京都

インターテック　ジャパン　株式会社 東京都

インターナショナル宣伝　株式会社 石川県

インターナショナルトイレツリース　株式会社 神奈川県

インテグリス・ジャパン　株式会社 山形県

犬童電気　株式会社 大阪府

インフィニオンテクノロジーズジャパン　株式会社 東京都

ヴァイテックイメージング　株式会社 東京都

株式会社　ヴィアックス 東京都

株式会社　WI-S 神奈川県

ヴィオニア日信ブレーキシステムジャパン　株式会社 栃木県

うぃず成増保育園 東京都

WILLER　EXPRESS　株式会社　新潟営業所 新潟県

株式会社　ウイルテック 三重県

株式会社　ウイング 北海道

株式会社　ウィンリッヂ 東京都

上門工業　株式会社 沖縄県

株式会社　ウエスト神姫 兵庫県

上田興産　株式会社 滋賀県

株式会社　ウエックス 東京都

ウエットマスター 株式会社 東京都

ウエットマスター　株式会社 愛知県

株式会社　ウエノ 山形県

上野運輸　株式会社 東京都

上野エンジニアリング　株式会社 東京都

上野自動車　株式会社 東京都

有限会社　上野清掃社 三重県

上野電気工業　株式会社 大阪府

上野輸送　株式会社 宮城県
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上原ＦＡ電気設計　合同会社 東京都

上村建設　株式会社 福岡県

植村電気工事　株式会社 滋賀県

株式会社　ウォーターエージェンシー 宮城県

株式会社　ウォーターエージェンシー 東京都

魚津交通　株式会社 富山県

浮間合成　株式会社 千葉県

株式会社　宇佐美工業 熊本県

株式会社　牛越製作所 長野県

牛込箪笥地域センター管理運営委員会 東京都

臼井国際産業　株式会社 静岡県

株式会社　うすい中華 広島県

株式会社　薄衣電解工業　北上工場 岩手県

内方電機　有限会社 愛知県

株式会社　内田電気 神奈川県

有限会社　内山グループ 千葉県

宇内金属工業　株式会社 大阪府

ウナテック　株式会社 埼玉県

株式会社　UNIGEN 岐阜県

株式会社　ウヌマ地域総研 秋田県

宇部興産　株式会社 山口県

宇部興産機械　株式会社 山口県

株式会社　宇部スチール 山口県

株式会社　うみあかり 富山県

株式会社　梅木緑光園 鹿児島県

ウメトク　株式会社 愛知県

梅山空調設備 群馬県

株式会社　浦建 福岡県

株式会社　ウロコマシナリー 北海道

エア・リキード工業ガス　株式会社 兵庫県

エアー・ウォーター防災　株式会社 兵庫県

エア・ウォーター・ゾル　株式会社　岐阜工場 岐阜県

エア・ウォーター・ダイオー　株式会社 大阪府

エア・ウォーター食品物流　株式会社 岩手県

株式会社　ＡＩＲＤＯ 北海道

株式会社　エアフィールド 静岡県

エアポートメンテナンスサービス　株式会社 千葉県

株式会社　エィ・ダブリュ・アイ・エス 福井県

エイエフティー　株式会社 滋賀県

栄興電機工業　株式会社 兵庫県

有限会社　エイケイ 長崎県

株式会社　エイケンサービス 千葉県

株式会社　エイコー 福岡県

株式会社　栄伸 山口県

エイセブプラス　株式会社 愛知県

有限会社　永善 福島県

永大産業　株式会社　事業管理部 山口県

HIM　株式会社 東京都
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株式会社　HNA津山 岡山県

株式会社　エイチワン　亀山製作所 三重県

エイテック　株式会社 大阪府

栄共　有限会社 静岡県

株式会社　エイビック 群馬県

エイブリック　株式会社 秋田県

英和　株式会社 大阪府

株式会社　永和 東京都

株式会社　永和運輸 神奈川県

永和化成工業　株式会社　宇治田原工場 京都府

株式会社　エー・ビー・シーリブラ 大阪府

株式会社　エーアイテック 長野県

株式会社　エー・アンド・デイ 埼玉県

エーエスエムエル・ジャパン　株式会社 長崎県

ANAエンジンテクニクス　株式会社 東京都

エーザイ　株式会社 茨城県

株式会社　A．Cインターナショナル　広島紅葉カントリークラブ 広島県

AGF関東　株式会社 栃木県

AGF鈴鹿　株式会社 三重県

AGC　株式会社 千葉県

AGC　株式会社　京浜工場 神奈川県

AGCエレクトロニクス　株式会社 福島県

AGCオートモーテイブウインドウシステムズ　株式会社 三重県

AGCグラスプロダクツ　株式会社 神奈川県

AGCグラスプロダクツ　株式会社　小山工場 栃木県

AGCプライブリコ　株式会社 東京都

AGCマテックス　株式会社 神奈川県

株式会社　エージーピー 大阪府

エースコック　株式会社　東京工場 埼玉県

株式会社　エースジャパン 山形県

有限会社　ACE　JAPAN 東京都

株式会社　ACE　HIGH 千葉県

A-Tech　株式会社 東京都

A.TOSO　株式会社 東京都

株式会社　エービー 福島県

株式会社　エーピーアイコーポレーション 福島県

株式会社　A-LINE 三重県

株式会社　エール　峰山店 京都府

株式会社　えがおのわ　樹楽足立谷在家 東京都

株式会社　エクシス 福岡県

株式会社　エクセティ物流　上野出張所 三重県

株式会社　エクセレントケアシステム 神奈川県

株式会社　エクレールめぐみ 東京都

エコア　株式会社　東京事業所 東京都

株式会社　エコー電機製作所 大阪府

株式会社　エコシステム 新潟県

エコシステム千葉　株式会社 千葉県

株式会社　エコスタイル 埼玉県
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株式会社　エコネクト物流 富山県

株式会社　エコパレット滋賀 滋賀県

株式会社　エコファイブ 福岡県

エコモーション　株式会社 東京都

株式会社　エコライクみえ　四日市事業所 三重県

株式会社　エコロトータルサポート 愛知県

株式会社　エス・エス・エス 東京都

株式会社　エス・ケイ・ディ 埼玉県

エス・シー・ビルサービス西日本　株式会社 大阪府

株式会社　エス・ディーひかり工芸 北海道

エスアールエンジニアリング　株式会社 兵庫県

株式会社　エスアンドジー 愛知県

株式会社　エスエスケー 東京都

株式会社　SFCライン 東京都

株式会社　SMMプレシジョン 秋田県

SMC　株式会社　草加第二工場 埼玉県

SMC　株式会社　筑波工場 茨城県

エスオーエル　株式会社 埼玉県

エスオーエンジニアリング　株式会社 大阪府

エスケー化研　株式会社 東京都

株式会社　SKシステム 静岡県

エスケー設備　株式会社 三重県

株式会社　SKB 大阪府

SGフィルダー　株式会社 福岡県

SGフィルダー　株式会社　中部支店ジョブセンター名古屋 愛知県

SGモータース　株式会社 福岡県

株式会社　エスディ・メンテナンス 埼玉県

エスディ・メンテナンス　関東支店 群馬県

株式会社　SDI 静岡県

株式会社　エステック 千葉県

株式会社　エステック 愛知県

株式会社　S-DEN 東京都

エスデン産業　株式会社 東京都

SBIリーシングサービス　株式会社 東京都

SBS三愛ロジ九州　株式会社 佐賀県

SBSフレックネット　株式会社 茨城県

SBSロジコム　株式会社　横浜町田支店 神奈川県

SBSロジコム関東　株式会社　矢板支店 栃木県

株式会社　Ｓ．Ｐ．ＣＯＭ 神奈川県

エスペック　株式会社 栃木県

エスペック　株式会社　神戸Ｒ＆Ｄセンター 兵庫県

株式会社　エスライン各務原 岐阜県

エタックエンジニアリング　株式会社 埼玉県

エチレンケミカル　株式会社 千葉県

株式会社　江戸一　草加工場 埼玉県

社会福祉法人　江戸川菜の花の会　とらいあんぐる 東京都

社会福祉法人　江戸川菜の花会　菜の花作業所 東京都

恵那機器　株式会社 岐阜県
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ENISHI 大阪府

株式会社　エヌ・エス・シー 福島県

株式会社　エヌ・エス・シー 大阪府

エヌイーケムキャット　株式会社　沼津事業所 静岡県

NECプラットフォームズ　株式会社 東京都

株式会社　NHKアイテック 大阪府

株式会社　ＮＨＫアイテック　中部支社 愛知県

NSMコイルセンター　株式会社 大阪府

NSKマシナリー　株式会社 埼玉県

エヌエヌ商事　株式会社 栃木県

株式会社　NFエンジニアリング 山口県

株式会社　NF通信システム 大阪府

NOK　株式会社 茨城県

NKシスト　株式会社 京都府

株式会社　NKトランス 埼玉県

NCセグメント　株式会社 茨城県

エヌシーバス　株式会社 奈良県

株式会社　NT企画 鹿児島県

NTKセラミック　株式会社 愛知県

エヌティーダブリュー　株式会社 千葉県

NTTインフラネット　株式会社 岩手県

NTTインフラネット　株式会社　東日本事業本部　ア－バンデザインセンタ 東京都

NTTタウンページ　株式会社 長野県

NTTタウンページ　株式会社　九州営業本部 福岡県

株式会社　NTTドコモ 石川県

株式会社　NTTドコモ　東海支社 愛知県

NTT都市開発ビルサービス　株式会社 東京都

NTTビジネスソリューションズ　株式会社　中国支店 岡山県

株式会社　NTTファシリティーズ関西 大阪府

株式会社　NTTフィールドテクノ 広島県

株式会社　NTTロジスコサービス 長野県

エヌテック　株式会社 宮城県

有限会社　エヌピー 愛知県

エヌピー運輸関東　株式会社 栃木県

株式会社　NBSロジソル 熊本県

株式会社　NBSロジソル　三重営業所 三重県

有限会社　エヌピーエンジニアリング 茨城県

ENEOSグローブエナジー　株式会社　関東支社　京葉支店　 千葉県

株式会社　エネックス　関東LNG支店　袖ヶ浦営業所 千葉県

株式会社　エネックス関東　LNG支店　根岸営業所 神奈川県

株式会社　エノモト 山梨県

株式会社　エバースリー 愛知県

エバスペヒャーミクニクライメットコントロールシステムズ　株式会社 神奈川県

荏原交通　株式会社 東京都

荏原交通　株式会社　久ケ原営業所 東京都

エバラ食品工業　株式会社　群馬工場 群馬県

株式会社　荏原製作所 愛知県

株式会社　荏原風力機械 三重県
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株式会社　恵比須堂印刷 山口県

株式会社　愛媛朝日テレビ 愛媛県

愛媛飼料産業　株式会社　鶏卵事業部 愛媛県

株式会社　エフ・イー・ティーシステム　セレクトロイヤル八代 熊本県

株式会社　エフ・シー・シー　鈴鹿工場 三重県

株式会社　エフ・シー・シー　浜北工場 静岡県

エプソンアトミックス　株式会社 青森県

有限会社　エフツーアート 福岡県

エフディ フューチャー　株式会社 長野県

株式会社　ＦＴＩ 滋賀県

株式会社　FTS 愛知県

株式会社　FTS　豊田工場 愛知県

株式会社　エフテック・ティーエム 千葉県

株式会社　エフピコ 東京都

エフピコ愛パック　株式会社　山形工場 山形県

株式会社　エフベーカリーコーポレーション 大阪府

エフベーカリーコーポレーション　名古屋工場 愛知県

F-LINE　株式会社 三重県

F-LINE　株式会社　川崎物流センター 神奈川県

エプロス 神奈川県

江別製粉　株式会社 北海道

株式会社　エマージュ・ジャパン 大阪府

株式会社　エマール 三重県

有限会社　エム　イー　シー 千葉県

株式会社　エム・エスサービス 東京都

株式会社　Mizkan　館林工場 群馬県

株式会社　M&Aテクノ 兵庫県

MHIプラントエンジニアリング＆コンストラクション　株式会社 兵庫県

株式会社　MHPSコントロールシステムズ 長崎県

MNFサービス　株式会社 茨城県

株式会社　エムオーテック 大阪府

株式会社　エムケー 広島県

MCCアドバンスドモールディングス　株式会社 三重県

MGCエレクトロテクノ　株式会社 福島県

MGCフィルシート　株式会社 埼玉県

MCCユニテック　株式会社 青森県

株式会社　エムズ電機 福岡県

エムズメッセ　株式会社 北海道

株式会社　エムズライン 東京都

株式会社　MDI 福岡県

株式会社　エムティエス 千葉県

エムディシステム 北海道

株式会社　Mテック 愛知県

株式会社　エムテックス 福島県

MV南東北　株式会社　ザ・ビッグ須賀川店 福島県

株式会社　エムワイフーズ 栃木県

エリエールプロダクト　株式会社 栃木県

有限会社　エルアール 新潟県
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株式会社　エルーア・システム 神奈川県

株式会社　エルエスディ 神奈川県

合同会社　エルシーエス 埼玉県

株式会社　LJP 宮城県

エルスター電機　株式会社 神奈川県

エルダーホームケア町田 東京都

株式会社　エルビーアール 東京都

エルリングクリンガー・マルサン　株式会社 東京都

株式会社　エレケア 東京都

有限会社　エレテック 千葉県

株式会社　エンジニアパートナー 神奈川県

遠州鉄道　株式会社 静岡県

園増電気 東京都

延対寺荘 富山県

遠鉄タクシー　株式会社 静岡県

遠藤工業　株式会社 新潟県

エンドウメタル工業　株式会社 神奈川県

遠藤林業　株式会社　大館工場 秋田県

エンドレスハウザージャパン　株式会社 東京都

オイレス工業　株式会社 滋賀県

株式会社　旺栄 東京都

王子アドバ京都　株式会社 京都府

王子コーンスターチ　株式会社 東京都

王子コーンスターチ　株式会社　名古屋工場 愛知県

王子コンテナー　株式会社　名古屋工場 愛知県

王子物流　株式会社 栃木県

王子マテリア　株式会社　日光工場 栃木県

近江化学陶器　株式会社 滋賀県

近江鍛工　株式会社　長崎工場 長崎県

株式会社　オオイエ電機 石川県

オーウェル　株式会社 神奈川県

大浦工測　株式会社 福岡県

大浦電設　株式会社 千葉県

大江運送　株式会社 北海道

OSPアドバンス　株式会社 栃木県

大江戸温泉物語ホテルズアンドリゾーツ　株式会社 熊本県

大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ　株式会社　鳴子温泉ますや 宮城県

オーエヌ総合電機　株式会社 愛知県

株式会社　オーエンス　仙台支店 宮城県

オーオーシーエルロジスティクスジャパン　株式会社 東京都

株式会社　大芽重工業 兵庫県

株式会社　オーカム 宮城県

株式会社　おおかわ 兵庫県

株式会社　大川商会 愛知県

株式会社　オークウェーブ 埼玉県

有限会社　大久保商会 東京都

大久保歯車工業　株式会社 神奈川県

オークラエンジニアリング　株式会社 東京都
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株式会社　オークワ　大浦街道店 和歌山県

株式会社　OKテック 千葉県

大古精機　株式会社 栃木県

大阪亜鉛鍍金　株式会社 大阪府

大阪アサノコンクリート　株式会社　堺工場 大阪府

大阪ガス　株式会社 奈良県

大阪ガス　株式会社 兵庫県

大阪ガスオートサービス　株式会社 大阪府

株式会社　大阪ガスファシリティーズ 大阪府

大阪ガスリキッド　株式会社 大阪府

大阪化成　株式会社 大阪府

地方独立行政法人 大阪産業技術研究所 大阪府

大阪シーリング印刷　株式会社　栃木工場 栃木県

株式会社　大阪真空機器製作所　堺工場 大阪府

大阪精工　株式会社 大阪府

株式会社　大崎　富士支店 山梨県

大崎テクノサービス　株式会社 埼玉県

大崎電気工業　株式会社 埼玉県

オオサキメディカル　株式会社 岐阜県

OCI　株式会社 兵庫県

大島酒造　株式会社 長崎県

株式会社　大島造船所 長崎県

太田資源開発　株式会社 群馬県

株式会社　オオチコンサルタンツ 埼玉県

ou2　株式会社 東京都

株式会社　オーツカ　関ケ原工場 岐阜県

大槻電気通信　株式会社 福島県

大津鉄工　株式会社 岐阜県

株式会社　O-TECシステム 大阪府

株式会社　オートニクス 大阪府

大利根倉庫　株式会社 群馬県

オートネットワーク技術研究所 三重県

株式会社　オートパーツ伊地知 鹿児島県

有限会社　オートパーツ光伸 兵庫県

大友運送　株式会社 石川県

オートリブ　株式会社 茨城県

オートリブ　株式会社 茨城県

株式会社　大西熱学 千葉県

株式会社　大西熱学 東京都

株式会社　大貫工務店 茨城県

株式会社　大野建設 新潟県

大野ゴム工業　株式会社　喜連川工場 栃木県

オーハツ　株式会社 大阪府

株式会社　大林組 東京都

株式会社　大林組 神奈川県

株式会社　大林組　旭化成守山工事事務所 滋賀県

大原薬品工業　株式会社 滋賀県

株式会社　オーバルテック 神奈川県
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株式会社　大真哲 大阪府

大宮通運　株式会社 埼玉県

大村技研　株式会社 東京都

大森建設　株式会社 秋田県

大山空調　有限会社 愛知県

株式会社　おおやま夢工房 大分県

オールケア旭 大阪府

株式会社　オールワンソリューションズ 群馬県

岡﨑建工　株式会社 福岡県

岡崎合繊　株式会社 愛知県

岡三機工　株式会社 大阪府

株式会社　御菓子御殿ホールディングス 沖縄県

株式会社　オカダ電気 山口県

株式会社　岡電気工業所 大阪府

株式会社　岡野エレクトロニクス 鹿児島県

岡野バルブ製造　株式会社 福岡県

岡部　株式会社 京都府

株式会社　岡部新電元 埼玉県

株式会社　岡部マイカ工業所 福岡県

株式会社　オカムラ 山形県

株式会社　オカムラ 静岡県

株式会社　岡本 岐阜県

有限会社　岡本工機　滋賀営業所 滋賀県

岡本土木　株式会社 福岡県

岡山アスコン　株式会社 岡山県

岡山県貨物運送　株式会社　兵庫主管支店 兵庫県

株式会社　岡山ハーモニー 岡山県

株式会社　小川電機 熊本県

沖食スイハン　株式会社 沖縄県

沖食スイハン　株式会社　糸満工場 沖縄県

興電気　株式会社 神奈川県

沖縄エクセル電器　株式会社 沖縄県

沖縄コカ・コーラボトリング　株式会社 沖縄県

沖縄製粉　株式会社 沖縄県

沖縄日野自動車　株式会社 沖縄県

株式会社　小楠金属工業所 静岡県

奥田建設　株式会社 宮城県

株式会社　奥谷金網製作所　明石工場 兵庫県

奥山ボーリング　株式会社 秋田県

株式会社　小掠塗装店 千葉県

株式会社　尾崎製作所 大阪府

株式会社　小田垣製作所 千葉県

株式会社　小滝電機製作所 秋田県

株式会社　小田原オートメーション長岡 新潟県

小名浜製錬　株式会社 福島県

株式会社　オネスト 東京都

株式会社　小野金属工業所 茨城県

株式会社　小野工業所 福島県
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小野食品　株式会社 岩手県

有限会社　小野制御計測 神奈川県

株式会社　オフィスバスターズ 東京都

株式会社　OPEX 東京都

オムロン　株式会社 静岡県

オムロン　株式会社　綾部事業所 京都府

オムロンエキスパートリンク　株式会社　一宮事業所 愛知県

株式会社　おやつカンパニー 三重県

小山鋼材　株式会社 栃木県

オリエンタルエアブリッジ　株式会社 長崎県

オリエンタルエンヂニアリング　株式会社 埼玉県

株式会社　オリエンタルフーズ 静岡県

オリエンタルモーターテック　株式会社 千葉県

株式会社　オリエントファクトリー 千葉県

オリオン精工　株式会社 栃木県

オリオン精工　株式会社　高山工場 長野県

オリジン東秀　株式会社 山梨県

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 滋賀県

株式会社　オルテクス 三重県

尾張陸運　有限会社　名古屋東物流センター 愛知県

恩納ガラス 沖縄県

株式会社　カーク 愛知県

株式会社　カーズ 福島県

ガーデンパートナー舞 埼玉県

カーリット産業　株式会社 群馬県

株式会社　ガイアート　福井合材工場 福井県

海王交通　株式会社 富山県

有限会社　甲斐建設 岩手県

介護老人保健施設　あかしあの里 東京都

海洋ゴム　株式会社 三重県

株式会社　カイレン・テクノ・ブリッジ 埼玉県

株式会社　カインズ 栃木県

株式会社　カインズ　カインズ宇都宮平出店 栃木県

花王　株式会社 神奈川県

花王　株式会社　栃木工場 栃木県

株式会社　加賀観光ホテル 石川県

株式会社　加賀田組 新潟県

加賀ワークス　株式会社 長野県

株式会社　柿安本店　しぐれセンター 三重県

岳南建設　株式会社 東京都

株式会社　化研 愛知県

株式会社　果香 山形県

鹿児島味岡生コンクリート　株式会社　第一工場春山 鹿児島県

鹿児島協同食品　株式会社 鹿児島県

鹿児島くみあい食品　株式会社　鹿屋工場 鹿児島県

鹿児島くみあいチキンフーズ　株式会社　加工食品工場 鹿児島県

笠井設計　株式会社 東京都
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笠寺工業　株式会社 愛知県

株式会社　梶川建設 東京都

株式会社　梶製作所 石川県

株式会社　梶原工業所 山梨県

鹿島建設　株式会社 福島県

鹿島建設　株式会社 埼玉県

有限会社　鹿島タクシー 宮城県

鹿島道路　株式会社 大阪府

鹿島ハイツスポーツプラザ 茨城県

カシュー　株式会社 埼玉県

株式会社　梶原鉄工所 兵庫県

梶原電気工業　株式会社 北海道

春日井製菓　株式会社　春日井工場 愛知県

株式会社　ガス檢中部 愛知県

かずさカントリークラブ 千葉県

風吹鹿島共同アスコン 和歌山県

片岡運輸　株式会社　北摂事業本部 大阪府

片桐機械　株式会社　今金レンタルセンター 北海道

株式会社　片桐電気工業所 愛知県

カツデンアーキテック　株式会社 埼玉県

カツラギ工業　株式会社 大阪府

ガデリウス・インダストリー　株式会社 東京都

加藤嘉八郎酒造　株式会社 山形県

株式会社　加藤組鉄工所 神奈川県

有限会社　加藤電機 愛知県

株式会社　加藤電気工業所 埼玉県

株式会社　加藤均総合事務所 大阪府

株式会社　カナエ　神戸工場 兵庫県

カナエ工業　株式会社 静岡県

株式会社　カナオカ　関西工場 三重県

神奈川県シルバー人材センター連合会 神奈川県

カナコーエンターテイメンツ　株式会社 神奈川県

株式会社　金沢環境サービス公社 石川県

株式会社　金沢村田製作所 石川県

金沢ゆめのゆ 石川県

株式会社　かなめ商事 東京都

株式会社　カナモト　宇都宮南営業所 栃木県

株式会社　カナモト　五所川原営業所 青森県

カニエJAPAN　株式会社 愛知県

株式会社　可児ゴルフ倶楽部 岐阜県

一般財団法人　可児市公共施設振興公社 岐阜県

株式会社　鹿沼梱包運輸 栃木県

鹿沼市森林組合 栃木県

カネカソーラー販売　株式会社 大阪府

カネキ燃料　有限会社 静岡県

株式会社　カネクラ 埼玉県

株式会社　金子機械製作所 千葉県

株式会社　かね貞 愛知県
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株式会社　かねたや家具店 千葉県

株式会社　かねふく 福岡県

かのか設備 山口県

株式会社　カフィール 滋賀県

カブシキガイシャ　ドン・キホーテ　金沢森本店 石川県

株式会社　甲山製作所 岐阜県

株式会社　カマタ 千葉県

有限会社　鎌田 東京都

鎌田段ボール工業　株式会社 岩手県

株式会社　上組　志布志支店 鹿児島県

株式会社　上組　八幡支店 福岡県

カミタルク　株式会社　新潟東港工場 新潟県

神近管財　株式会社 東京都

公益財団法人　亀岡市環境事業公社 京都府

株式会社 鴨川グランドホテル　　 東京都

カルソニックカンセイ　株式会社　研究開発センター・本社 埼玉県

カルソニックカンセイ　株式会社　実験研究センター 栃木県

カルソニックカンセイ宇都宮　株式会社 栃木県

カルソニックカンセイ九州　株式会社 大分県

株式会社　カルタス 東京都

カルビー　株式会社 栃木県

カルビー　株式会社　新宇都宮工場 栃木県

カルビーロジスティクス　株式会社 栃木県

株式会社　カワイ化工 山形県

株式会社　カワイ化工 東京都

河合シャーリング　株式会社 岐阜県

株式会社　河合電器製作所 愛知県

川口印刷工業　株式会社 岩手県

川﨑コンテナ運輸　株式会社 兵庫県

有限会社　川崎屋運送 栃木県

株式会社　川島商事 埼玉県

株式会社　カワスミ 茨城県

株式会社　川瀬電気工業所 愛知県

川惣電機工業　株式会社 滋賀県

株式会社　カワタ 愛知県

株式会社　カワタ 兵庫県

川田建設　株式会社 愛知県

川田工業　株式会社 東京都

カワダロボティクス　株式会社　栃木事業所 栃木県

株式会社　川熱 神奈川県

学校法人川原学園　東京動物専門学校 千葉県

川俣貨物　株式会社 福島県

株式会社　カワムラ 群馬県

株式会社　河村機械工業所 埼玉県

川本サービス　株式会社 東京都

株式会社　カン喜 山口県

株式会社　環境改善計画　大阪事業所 大阪府

環境計測　株式会社　群馬事業所 群馬県
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株式会社　環境公害分析センター 栃木県

株式会社　環境施設 宮城県

株式会社　環境総合テクノス 福島県

関西エナジス　株式会社 兵庫県

株式会社　関西オークラ 滋賀県

関西ガスファースト 大阪府

関西クリアセンター　株式会社 大阪府

株式会社　関西シーケンス工業 大阪府

関西電力　株式会社 滋賀県

関西ベストフーズ　株式会社 滋賀県

関西明装　株式会社 京都府

関西名鉄運輸　株式会社 大阪府

株式会社　関商ネットワーク 宮城県

株式会社　管製作所 山形県

苅田港海陸運送　株式会社 福岡県

カンダコーポレーション　株式会社　三郷センター 埼玉県

神田通信機　株式会社 東京都

株式会社　かんでんエンジニアリング 京都府

株式会社　関電工 東京都

関東いすゞ自動車　株式会社 埼玉県

関東いすゞ自動車　株式会社　所沢・三芳支店 埼玉県

関東宇部コンクリート工業　株式会社 東京都

関東運輸　株式会社　小美玉営業所 茨城県

関東エラストマ－　株式会社 福島県

株式会社　関東エルエンジニアリング 東京都

関東交通　株式会社 栃木県

有限会社　関東実行センター 栃木県

関東ダイエットクック　神奈川工場 神奈川県

関東電工　株式会社 群馬県

関東農産　株式会社 群馬県

関東名鉄運輸　株式会社 東京都

株式会社　カントー 静岡県

学校法人簡野育英会　ふぞく六郷保育園 東京都

社会福祉法人　かんばら会 静岡県

かんぽの宿　磯部 群馬県

かんぽの宿　寄居 埼玉県

キーサイト・テクノロジー 株式会社 東京都

株式会社　桔梗屋 山梨県

菊川　株式会社 岐阜県

菊池運輸　株式会社 長野県

株式会社　菊永工業 山口県

岐建　株式会社 岐阜県

キシダ化学　株式会社 大阪府

株式会社　気象工学研究所 大阪府

キスコフーズ　株式会社　清水工場 静岡県

岐セン　株式会社 岐阜県

株式会社　キタイ 奈良県

北沖縄ビル管理　株式会社 沖縄県
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株式会社　北嘉組 三重県

北関東秩父コンクリート　株式会社 群馬県

北九州医療刑務所 福岡県

北九州空調　株式会社 東京都

一般社団法人 北九州市環境保全協会 福岡県

株式会社　北九州ニッスイ 福岡県

北富士オリジン　株式会社 山梨県

株式会社　キタムラ産業 大阪府

吉南　株式会社 山口県

キッコーマンソイフーズ　株式会社 茨城県

キッコーマンソイフーズ　株式会社　埼玉工場 埼玉県

キッコーマンフードテック　株式会社　江戸川工場 千葉県

キッズガーデン足立綾瀬 東京都

キッズガーデン北区滝野川 東京都

キッズスマイル江東猿江 東京都

株式会社　キッツ 山梨県

喜連川カントリー倶楽部 栃木県

鬼怒川観光ホテル 栃木県

木下建設　株式会社 和歌山県

木下の保育 神奈川県

株式会社　木下の保育　木下の保育園　野方 東京都

株式会社　木下の保育　てらおか保育園 東京都

木下の保育セガサミーそらもり保育園 東京都

株式会社　キノックス 福岡県

株式会社　岐阜セラツク製造所 岐阜県

株式会社　岐阜東航電 岐阜県

岐阜東リ　株式会社 岐阜県

木部建設　株式会社 東京都

株式会社　キムラ 広島県

株式会社　木村海産 香川県

木村工機　株式会社 大阪府

株式会社　木村鋳造所　御前崎工場 静岡県

株式会社　木村電気工事 茨城県

木村生コン　株式会社 香川県

株式会社　木村屋総本店　東京工場 東京都

キヤノントッキ　株式会社 新潟県

有限会社　キャピタル 岡山県

株式会社　キャンディルテクト 福岡県

九州エナジス　株式会社 鹿児島県

九州エノキ　株式会社 福岡県

九州ガス　株式会社 長崎県

九州昭和産業　株式会社　志布志工場 鹿児島県

株式会社　九州たまがわ 長崎県

九州ティ・エス　株式会社 熊本県

九州電気システム　株式会社　福岡支店 福岡県

九州メンテナンス　株式会社 福岡県

九州リオン　株式会社 福岡県

株式会社　九州ロードサービス 福岡県
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九昭電設工業　株式会社 沖縄県

株式会社　キユーソーエルプラン 埼玉県

株式会社　QDレーザ 神奈川県

九鉄工業　株式会社　北九州支店 福岡県

九電産業　株式会社 福岡県

キューネ・アンド・ナーゲル　株式会社 大阪府

株式会社　九飛勢螺 鹿児島県

株式会社　Q-rings　Audi　静岡東 静岡県

株式会社　キューレイ 福岡県

キュリアス精機　株式会社 愛知県

株式会社　キュリエ 東京都

協育歯車工業　株式会社 埼玉県

社会福祉法人　共栄会　城山保育園 東京都

共栄鋼材　株式会社 岐阜県

興栄産業　株式会社 福岡県

株式会社　協栄清水商店 東京都

共栄精工　株式会社 大阪府

共英製鋼　株式会社　山口事業所 山口県

株式会社　協栄製作所 奈良県

協栄電気興業　株式会社 大阪府

共栄フード　株式会社 岩手県

株式会社　共益商会 東京都

株式会社　KYOUKARA 東京都

興建産業　株式会社　神奈川工場 神奈川県

株式会社　京才電機製作所 愛知県

協伸精鋼　株式会社 秋田県

株式会社　共伸電機製作所 兵庫県

京セラ　株式会社 東京都

京セラ　富山入善工場 富山県

京セラ　株式会社　福島郡山工場 福島県

京セラ　株式会社　山形東根工場 山形県

京セラコミュニケーションシステム　株式会社　福岡事業所 福岡県

株式会社　京セラソーラーコーポレーション 愛知県

京扇産業　株式会社 京都府

共聴アンテナ設備　株式会社 神奈川県

協電工業　株式会社 埼玉県

協同運輸　株式会社 大阪府

協同油脂　株式会社 三重県

共同リネンサプライ　株式会社　大阪支店 大阪府

京都食品　株式会社 京都府

株式会社　京都新聞印刷 京都府

京都センコー運輸　株式会社 京都府

株式会社　京都プラテック 京都府

株式会社　共立 広島県

株式会社　協立製作所 茨城県

株式会社　共立メンテナンス　いにしえの宿　伊久 三重県

共和機械　株式会社 岡山県

協和技建工業　株式会社 千葉県
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協和機工　株式会社 長崎県

協和キリンプラス　株式会社　宇部営業所 山口県

協和工業　株式会社 東京都

京和工業　株式会社 東京都

株式会社　共和工業所 石川県

共和真空技術　株式会社 埼玉県

有限会社　協和制御 埼玉県

協和テクノロジィズ　株式会社 大阪府

株式会社　共和電工 滋賀県

協和物産　株式会社 東京都

キョウワプロテック　株式会社 愛知県

キョウワプロテック　株式会社　福岡事業所 福岡県

キョウワプロテック　株式会社　山形事業所 山形県

キョーリン製薬グループ工場　株式会社 滋賀県

旭東ダイカスト　株式会社 神奈川県

旭平硝子加工　株式会社 山形県

旭平硝子加工　株式会社 神奈川県

学校法人玉林学園　ことりの森保育園 東京都

社会福祉法人　清瀬わかば会　わかば第１学童クラブ 東京都

株式会社　キリウ山形 山形県

株式会社　桐原容器工業所 広島県

キリンディスティラリー　株式会社 静岡県

キリンビール　株式会社　北海道千歳工場 北海道

キリンホールディングス　株式会社 神奈川県

株式会社　近畿電熱機器製作所 奈良県

近畿特殊整機　株式会社 兵庫県

近畿ニチレキ工事　株式会社 大阪府

キング醸造　株式会社 兵庫県

株式会社　キングスメン　プロジェクツ　ジャパン 東京都

株式会社　近計サービス 大阪府

有限会社　金城鉄筋工業 千葉県

株式会社　金城樓 石川県

株式会社　銀星交通 兵庫県

銀扇福井　株式会社 福井県

近鉄住宅管理　株式会社　広島営業所 広島県

近鉄百貨店　橿原店 奈良県

株式会社　きんでん 埼玉県

近物レックス　株式会社　津支店 三重県

銀木犀　東砂 東京都

クアーズテック　株式会社　小国事業所 山形県

クインテッサホテル伊勢志摩 三重県

空研工業　株式会社　福岡工場 福岡県

株式会社　空調保全工業 東京都

クオドラント・ポリペンコ・ジャパン　株式会社　千葉製造所 千葉県

国上精機工業　株式会社　新潟事業所 新潟県

日下部建設　株式会社 兵庫県

釧路交通　株式会社 北海道

釧路市上下水道部 北海道
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株式会社　くつろぎ宿 福島県

工藤建設　株式会社 東京都

工藤建設　株式会社 神奈川県

株式会社　工藤電設 北海道

クニミネ工業　株式会社　御津工場 愛知県

株式会社　クボタ 大阪府

クボタ環境サービス　株式会社 兵庫県

株式会社　クボタケミックス 栃木県

株式会社　熊谷　岩室工場 新潟県

熊谷製麺　株式会社 長野県

熊野第一交通　株式会社 和歌山県

株式会社　クマヒラ 広島県

クマリフト　株式会社 千葉県

久米産業　株式会社 広島県

株式会社　久米島の久米仙 沖縄県

クラウンタクシー　株式会社 大阪府

株式会社　倉敷ケーブルテレビ 岡山県

株式会社　蔵出しめんたい本舗 佐賀県

株式会社　グラノプト 秋田県

蔵の街運送　株式会社 栃木県

株式会社　グラフィック　竹田工場 京都府

株式会社　クラフトワーク 三重県

株式会社　倉本産業　川越工場 埼玉県

株式会社　GRANTISS 愛知県

クランテテ三田 東京都

グランドエクシブ那須白河 福島県

株式会社　グリーン・テック 神奈川県

株式会社　グリーンアローズ東北 宮城県

株式会社　クリーンコーポレーション 北海道

グリーンサイクル　株式会社 愛知県

株式会社　グリーンテック 岩手県

株式会社　グリーンテック 東京都

株式会社　グリーンテック 岡山県

株式会社　グリーンハウス　立川市学校給食共同調理場 東京都

株式会社　グリーンパックス 埼玉県

グリーンパル　株式会社 新潟県

グリーンフィル小坂　株式会社 秋田県

グリーンホスピタリティフードマネジメント　株式会社 大阪府

株式会社　クリーンライフ 京都府

株式会社　クリエイト 宮城県

株式会社　クリエイトダイス 富山県

株式会社　クリスタル電器 大阪府

クリタ・ケミカル東海　株式会社 三重県

栗田エンジニアリング　株式会社 千葉県

栗田工業　株式会社 東京都

栗田工業　株式会社 滋賀県

栗田工業　株式会社　大分駐在所 大分県

株式会社　栗田製作所 京都府
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株式会社　栗田電総 東京都

グリットリンク　株式会社 東京都

栗原工業　株式会社 広島県

栗原工業　株式会社 福岡県

栗原工業　株式会社　横浜支店 神奈川県

株式会社　栗本鐵工所 滋賀県

栗山運輸　株式会社 兵庫県

株式会社　栗山組 岐阜県

株式会社　栗山米菓　ばかうけファクトリー 新潟県

久留米運送　株式会社　大牟田店 福岡県

株式会社　クレオ 宮城県

株式会社　クレオ 埼玉県

株式会社　クレオ 愛知県

株式会社　クレハ環境 福島県

株式会社　クロ 大阪府

株式会社　グローバル 愛知県

株式会社　グローバルキッズ　北池袋園 東京都

グローバルキッズ上板橋園 東京都

グローバルキッズ八広園 東京都

株式会社　グローバルゲイツ 東京都

グローバルコンポーネントテクノロジー　株式会社 神奈川県

株式会社　グローバルテクノス 大阪府

株式会社　グローバルマシーン 山形県

グローブシップ　株式会社 愛知県

株式会社　クロカワ 東京都

黒木コンポジット　株式会社 福岡県

黒崎播磨セラコーポ　株式会社 兵庫県

株式会社　グロス 愛知県

株式会社　クロセ 大阪府

株式会社　グロップエスシー 三重県

クロバー　株式会社　大阪工場 大阪府

群桐エコロ　株式会社 群馬県

株式会社　群馬山一 群馬県

株式会社　群馬ロジテム　足利物流センター支店 栃木県

株式会社　ケアサークル恵愛 東京都

株式会社　ケアサービスひかり 東京都

ケアサポートみさと 埼玉県

株式会社　ケイ・エム　アクト 岩手県

ケイ･ティ･エム　株式会社 愛知県

ケィ・マック　株式会社 兵庫県

株式会社　ケイアイシステム 青森県

株式会社　啓愛社 東京都

株式会社　啓愛社 兵庫県

株式会社　経営支援 東京都

ケイエス冷凍食品　株式会社 大阪府

株式会社　京王プレッソイン 東京都

株式会社　ケイオーエンジンシステム 群馬県

京急電機　株式会社 神奈川県



（社）安全衛生マネジメント協会 受講事業者様一覧（2019年） 27/84ページ

京急文庫タクシー　株式会社 神奈川県

恵翔設備 千葉県

株式会社　ケイシン　東京営業所 東京都

株式会社　ケイズファクトリー 京都府

京成タクシー船橋　株式会社 千葉県

京阪久宝　株式会社 大阪府

京阪久宝　株式会社　筑波営業所 茨城県

京阪ホテルズ＆リゾーツ　株式会社 京都府

ケイミュー　株式会社　 神奈川県

ケイミュー　株式会社　滋賀工場 滋賀県

京葉運搬機　株式会社 千葉県

医療法人　渓和会　江別病院 北海道

株式会社　ケーアイエス 神奈川県

ケーアイシステム 愛知県

株式会社　K&M 滋賀県

株式会社　KHK野田 千葉県

株式会社　ケーエムエフ 千葉県

ケーエルサービス東日本　株式会社 栃木県

株式会社　ケージーエス 三重県

株式会社　KCプレミアホテル長野　ホテルJALシティ長野 長野県

K’S 福岡県

株式会社　KTシステム 愛知県

ケーディーワーク　株式会社 愛知県

ケーテー自動車工業　株式会社 大阪府

ゲートグルメジャパン　有限会社 千葉県

KYB　株式会社 神奈川県

KYB－YS　株式会社　上田工場 長野県

株式会社　ケディカ 宮城県

ケミカルグラウト　株式会社　関西支店 大阪府

けやきの森保育園おおたかの森第三 千葉県

株式会社　元氣べんとう 愛知県

株式会社　建研　名古屋営業所 愛知県

ケンコーマヨネーズ　株式会社 兵庫県

ケンコーマヨネーズ　株式会社　厚木工場 神奈川県

ケンコーマヨネーズ　株式会社　静岡富士山工場 静岡県

一般財団法人　建材試験センター 埼玉県

株式会社　建匠 東京都

株式会社　健食 栃木県

原子力エンジニアリング　株式会社　那珂事業所 茨城県

株式会社　ケンズコミュニティ 東京都

研精堂印刷　株式会社 岡山県

株式会社　建設調査コンサルタント 東京都

原電エンジニアリング　株式会社 福島県

有限会社　県南チップ 山形県

県販　株式会社　山口営業所 山口県

株式会社　研友 富山県

コアスタッフ　株式会社 東京都

小池電気 群馬県
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株式会社　小池メディカル 東京都

株式会社　コイシカワ　長野営業所 長野県

小岩井乳業　株式会社　小岩井工場 岩手県

株式会社　コイワボンドマニファクチャリング 愛知県

興亜第一交通　株式会社　白石営業所 北海道

高栄電業　株式会社 群馬県

高円寺交通　株式会社 東京都

光音電波　株式会社 神奈川県

株式会社　廣貫堂 富山県

株式会社　弘輝テック 埼玉県

興研　株式会社 埼玉県

鉱研工業　株式会社　厚木工場 神奈川県

興産管理サービス西日本　株式会社　 大阪府

株式会社　合志テック 熊本県

甲信越福山通運　株式会社　金沢東営業所 石川県

甲信越福山通運　株式会社　富山支店 富山県

有限会社　幸進商事 東京都

株式会社　甲信電気 東京都

江信特殊硝子　株式会社 福島県

株式会社　公生社 富山県

株式会社　光素 静岡県

江東電気　株式会社 茨城県

鴻池運輸　株式会社　茨城北営業所 茨城県

鴻池運輸　株式会社　静岡定温流通センター営業所 静岡県

鴻池運輸　株式会社　栃木北営業所 栃木県

鴻巣市役所 埼玉県

株式会社　神戸製鋼所 三重県

神戸測器　株式会社 兵庫県

有限会社　孝勇電設 神奈川県

株式会社　光洋 大阪府

株式会社　興洋工務店 鳥取県

光洋サーモシステム　株式会社　安全衛生環境管理室 奈良県

高陽電子　株式会社 山形県

高陵プラスチックス工業　株式会社 富山県

株式会社　剛烈酒造 茨城県

興和　株式会社 東京都

株式会社　晃和 愛知県

幸和運輸　株式会社 鹿児島県

株式会社　光和化工機 千葉県

興和化成　株式会社 愛知県

コーエイ電気設備 京都府

株式会社　コートドオール 沖縄県

コーナンPRO　伏見下鳥羽店 京都府

コーナンPRO　WORK＆TOOL　本庄西店 大阪府

郡山中央交通　株式会社 福島県

株式会社　コールドサービス 北海道

コカ・コーラボトラーズジャパン　株式会社 埼玉県

コカ・コーラボトラーズジャパン　株式会社　蔵王工場 宮城県
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古河AS　株式会社 滋賀県

小金井ゴルフ　株式会社 東京都

株式会社　コクカ 愛知県

国際交通　株式会社 神奈川県

国際電子　株式会社 東京都

国産化学　株式会社 群馬県

株式会社　国商運輸　広島営業所 広島県

国土地図　株式会社 東京都

国土防災技術　株式会社 埼玉県

株式会社　国分山形屋 鹿児島県

株式会社　小久保鉄工所 三重県

国民宿舎　サンロード吉備路 岡山県

特定非営利活動法人　国連UNHCR協会 東京都

株式会社　互光　名古屋支社 愛知県

小里機材　株式会社 栃木県

株式会社　コシイプレザービング 大阪府

小鹿酒造　株式会社 鹿児島県

五島海運　株式会社 兵庫県

株式会社　越村商店 石川県

株式会社　五十二萬石本舗 福岡県

株式会社　互省製作所　三春工場 福島県

株式会社　古城モータース 富山県

株式会社　小菅製作所 愛知県

コストコホールセールジャパン　株式会社　新三郷倉庫店 埼玉県

コストコホールセールジャパン　株式会社　ひたちなか倉庫店 茨城県

株式会社　コスモ計器 東京都

株式会社　コスモ計器 大阪府

コスモ工機　株式会社　秋田工場 秋田県

コスモシーランド　株式会社 東京都

株式会社　コスモフーズ 東京都

株式会社　コスモライン 静岡県

株式会社　コスモルート 愛知県

コスモルブサービス　株式会社 和歌山県

株式会社　後関製作所 茨城県

コダマ樹脂工業　株式会社 岐阜県

株式会社　こっこー 山口県

後藤運輸　株式会社　柳営業所 長崎県

株式会社　後藤組 山形県

後藤砕石販売　株式会社 静岡県

コニカミノルタプラネタリウム　株式会社 愛知県

株式会社　小西開発 岐阜県

小西酒造　株式会社 兵庫県

CONNEXX SYSTEMS　株式会社 京都府

小林運輸倉庫　株式会社 福岡県

株式会社　こばやし産業 埼玉県

株式会社　小林製作所 埼玉県

小林鍛工　株式会社 大阪府

有限会社　小林電機工業所 埼玉県
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コハラ　株式会社 滋賀県

株式会社　小原産業 岡山県

小冨士運送　株式会社 愛媛県

株式会社　コベルコ科研 兵庫県

コベルコROBOTiX　株式会社 大阪府

湖北工業　株式会社 滋賀県

株式会社　コマツインターリンク 石川県

小松川化工機　株式会社 東京都

コマツキャブテック　株式会社 滋賀県

コマツ産機　株式会社 愛知県

株式会社　小松製菓 岩手県

小松平工業　株式会社 岩手県

株式会社　小松電業所　小山工場 栃木県

コマツ物流　株式会社 福島県

株式会社　コマテック 石川県

株式会社　コムズ・ファースト 東京都

ゴムノイナキ　株式会社 愛知県

ゴムノイナキ　株式會社　金型研究所 愛知県

株式会社　コモダエンジニアリング 千葉県

株式会社　小森マシナリー 山形県

株式会社　コヤマ 長野県

五洋建設　株式会社 栃木県

五洋建設　株式会社 東京都

ゴルフ5カントリー　四日市コース 三重県

コンクリートコーリング　株式会社 埼玉県

株式会社　コンシェルジュ 大阪府

株式会社　コンドウ工機 愛知県

株式会社　近藤設備 岩手県

コンドーテック　株式会社 滋賀県

株式会社　コントリビューション 愛知県

コンビ　株式会社　埼玉事業所 埼玉県

金馬電機　株式会社 大阪府

株式会社　ザ・キャピトルホテル東急 東京都

株式会社　ザ・クロックハウス 東京都

株式会社　ザ・セレクトン福島 福島県

ザ・ビッグエクストラ　那須塩原店 栃木県

有限会社　サーフェイス太平 大阪府

株式会社　サーモテック 大阪府

サーライン　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　サイエンスクラフト 東京都

株式会社　サイオクス 茨城県

斎久工業　株式会社 東京都

株式会社　最上インクス 京都府

サイタ工業　株式会社　東北支社 宮城県

埼玉機器　株式会社 埼玉県

株式会社　サイタマ酒販 埼玉県

サイデック　株式会社　仙台工場 宮城県
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株式会社　サイファーテック 愛知県

サイプラス　株式会社 千葉県

株式会社　サイプレスクラブ 兵庫県

株式会社　サウンドシステム 東京都

サオサス　株式会社 熊本県

堺宇部三谷セキサン　株式会社 大阪府

有限会社　サカイ産業 埼玉県

株式会社　堺ニチアス 大阪府

サカイ引越センター 大阪府

株式会社　サカイ引越センター　大宮支店 埼玉県

株式会社　サカイ引越センター　川越支社 埼玉県

株式会社　サカイ引越センター　吹田支社 大阪府

株式会社　サカイ引越センター　奈良南支社 奈良県

株式会社　サカイ引越センター　宮崎支社 宮崎県

株式会社　サカイ引越センター　三芳支社 埼玉県

堺プレス工業　有限会社 山口県

株式会社　サカエ工業 栃木県

栄屋乳業　株式会社 愛知県

有限会社　嵯峨沢館 静岡県

サカタインクス　株式会社　滋賀工場 滋賀県

坂田建設　株式会社 東京都

株式会社　坂田自動車工場 千葉県

株式会社　サカタ製作所 新潟県

株式会社　サカタロジスティックス 栃木県

阪中電設 愛知県

佐川急便　株式会社 群馬県

佐川急便　株式会社　桐生営業所 群馬県

佐川急便　株式会社　静岡営業所 静岡県

佐川急便　株式会社　渋川営業所 群馬県

佐川急便　株式会社　矢板営業所 栃木県

株式会社　佐川急便　横浜営業所 神奈川県

佐川グローバルロジスティクス　株式会社 神奈川県

株式会社　崎戸運送 長崎県

作新工業　株式会社 滋賀県

有限会社　サクセスカンパニー 福島県

櫻井精技　株式会社 熊本県

株式会社　佐倉環境センター 千葉県

さくら観光バス　株式会社 埼玉県

株式会社　櫻商会 東京都

さくらテクノ　株式会社 埼玉県

有限会社　さくら電工 愛知県

さくらプランニング　株式会社 埼玉県

SAKODA　小戸公園前店 福岡県

株式会社　ササキ 宮城県

佐々木鐵筋工業　株式会社 宮城県

笹嶋工業　株式会社 富山県

笹原金型　株式会社 愛知県

株式会社　サザンエンジニアリング 愛知県
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サザングリーン　協同組合 鹿児島県

佐世保製氷冷蔵　株式会社 長崎県

させぼバス　株式会社 長崎県

佐世保郵便局 長崎県

株式会社　さつき苑 鹿児島県

サッポロビール　株式会社 群馬県

薩摩酒造　株式会社 鹿児島県

株式会社　さとう 京都府

株式会社　さとう　バザールタウン篠山　NEWS館 兵庫県

佐藤金属工業　株式会社 栃木県

株式会社　佐藤庫組 秋田県

佐藤建設　株式会社 岡山県

佐藤食品　株式会社　小竹物流センター 福岡県

佐藤水産　株式会社　サーモンファクトリー工場 北海道

佐藤鉄工　株式会社 千葉県

株式会社　ザ・トーカイ　静岡支店 静岡県

サトーホールディングス　株式会社　北上事業所 岩手県

株式会社　里村電工 愛知県

株式会社　サニー・クリエーション・プランニング 福島県

サニーメタル　株式会社　大阪事業所 大阪府

サニーライフ柏 千葉県

株式会社　サニコン 大阪府

讃岐鋳造鉄工　株式会社 香川県

株式会社　SANO 滋賀県

サノヤス・エンジニアリング　株式会社 大阪府

サノヤス・ライドサービス　株式会社 栃木県

サノヤス・ライドサービス　株式会社 兵庫県

サノヤス建機　株式会社 千葉県

佐原化学工業　株式会社 大阪府

サプライズ 群馬県

有限会社　サプライテック 埼玉県

株式会社　SUMCO 北海道

株式会社　サムソン 東京都

鮫川運送　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　株式会社　第二九州工場 福岡県

株式会社　サン・イノベーション 兵庫県

三愛テック　株式会社 愛知県

株式会社　三永 群馬県

株式会社　三栄開発 滋賀県

株式会社　三栄建設 大阪府

サンエコサーマル　株式会社 栃木県

株式会社　サンエスコミュニティ 秋田県

サンエス護謨工業　株式会社 滋賀県

サンエツ金属　株式会社 富山県

株式会社　サンエックス　菊陽営業所 熊本県

株式会社　サンエムエ　テクニカル 大阪府

株式会社　三央 京都府



（社）安全衛生マネジメント協会 受講事業者様一覧（2019年） 33/84ページ

三桜工業　株式会社　埼玉事業所 埼玉県

株式会社　サンキュウ・トランスポート・中国　光営業所 山口県

株式会社　山九海陸　千葉支店 千葉県

山九　株式会社　君津支店 千葉県

山九プラントテクノ　株式会社 茨城県

株式会社　三協 栃木県

株式会社　三共 大阪府

株式会社　三協　東北支店 宮城県

三協オイルレス工業　株式会社 山形県

株式会社　三協デリカ 熊本県

三協フロンテア　株式会社 茨城県

三協フロンテア　株式会社 愛知県

三協フロンテア　株式会社 福岡県

産業リネン　株式会社 岐阜県

三宮ビルメンテナンス　株式会社 東京都

株式会社　サンクゼール 長野県

三恵技研工業　株式会社　群馬製作所 群馬県

SANKEIプランニング　株式会社 東京都

株式会社　三建 兵庫県

サンケンオプトプロダクツ　株式会社 石川県

株式会社　サンケンシステム　北海道支店 北海道

株式会社　三五 愛知県

三甲　株式会社　関西第3工場 奈良県

株式会社　三光エンジニアリング 三重県

三光化成　株式会社 青森県

株式会社　三高技研 茨城県

三晃金属工業　株式会社 東京都

三光合成　株式会社　群馬工場 群馬県

有限会社　三光工務店 栃木県

株式会社　三幸工務店 東京都

有限会社　三興設備 大阪府

三光設備　株式会社 宮城県

三晃電気　株式会社 東京都

株式会社　三光電子工業 東京都

三光陸運　株式会社 愛知県

サンコー技建　株式会社 岐阜県

株式会社　サンコーデンキ 大阪府

サンコール　株式会社 京都府

株式会社　サンシャインエンタプライズ 東京都

株式会社　サンシャインシティ・ビルマネジメント 東京都

株式会社　三社ソリューションサービス 大阪府

三州食品　株式会社 愛知県

三生医薬　株式会社 静岡県

株式会社　三昭堂 愛知県

株式会社　三進　新木場ロジスティクスセンター 東京都

三進興産　株式会社　上尾工場 埼玉県

三信交通　株式会社 東京都

サンセイ　株式会社　名古屋支店 愛知県
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三精テクノロジーズ　株式会社 大阪府

株式会社　サン総合メンテナンス 愛知県

株式会社　サンデー　青森店 青森県

株式会社　サンデー　青森浜田店 青森県

サンテクノ　株式会社 大阪府

株式会社　サンテツ技研 兵庫県

株式会社　サンテック 神奈川県

株式会社　サンテック 静岡県

株式会社　サンテック 愛知県

株式会社　サンデリカ　岡山事業所 岡山県

株式会社　サンデリカ　香川事業所 香川県

株式会社　サンデリカ　郡山事業所 福島県

株式会社　サンデリカ　阪南事業所 大阪府

参天製薬　株式会社 大阪府

参天製薬　株式会社 滋賀県

参天製薬　株式会社　能登工場 石川県

サン電通エンジニアリング　株式会社 沖縄県

株式会社　サン東海ビルメンテナス 東京都

株式会社　三東工業社 滋賀県

三徳化学工業　株式会社 宮城県

サントネージュワイン　株式会社 山梨県

サンドビック　株式会社 千葉県

株式会社　サンドリア 東京都

サントリーコーヒーロースタリー　株式会社 神奈川県

サントリープロダクツ　株式会社 埼玉県

サントリープロダクツ　株式会社 京都府

山王ファシリティーズ 大阪府

山旺理研　株式会社 愛知県

株式会社　サンハート 東京都

株式会社　サンファミリー 東京都

株式会社　サンプラネット 東京都

株式会社　サンフレム 京都府

サンフロンティアケミカル　株式会社 岡山県

株式会社　サンベネフィット 愛知県

サンポー食品　株式会社　京都工場 京都府

三明電機　株式会社 愛知県

サンメディックス　株式会社　宇都宮支店 栃木県

株式会社　サンユー 栃木県

三友エレクトリック　株式会社 滋賀県

サンユー技研工業　株式会社 三重県

三友工業　株式会社 愛知県

株式会社　三友商運 大阪府

三友ボディー　株式会社 福岡県

株式会社　三友ロジスティクス 福岡県

三洋運輸　株式会社 愛知県

山陽運輸　株式会社 山口県

三洋化成工業　株式会社 茨城県

三洋化成工業　株式会社 愛知県
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三洋化成工業　株式会社　衣浦工場 愛知県

山陽食品　株式会社 広島県

三洋食品　株式会社　知内工場 北海道

株式会社　三洋タクシー 新潟県

株式会社　三洋鉄工所 福島県

三洋電機　株式会社 大阪府

株式会社　山陽ポンプ工業所 神奈川県

株式会社　山陽マルナカ 岡山県

株式会社　山陽マルナカ　笠岡店 岡山県

株式会社　山陽マルナカ　可部店 広島県

株式会社　山陽マルナカ　金光店 岡山県

山陽マルナカ　津山川崎店 岡山県

株式会社　山陽マルナカ　中井町店 岡山県

株式会社　山陽マルナカ　早島店 岡山県

山陽マルナカ　平井店 岡山県

山陽マルナカ　平島店 岡山県

山陽マルナカ　益野店 岡山県

山陽マルナカ　三国店 大阪府

山陽マルナカ　美作店 岡山県

株式会社　山陽マルナカ　八幡店 岡山県

山陽マルナカ加茂店 広島県

サンヨー宇部　株式会社 山口県

サンヨーエッグ　株式会社 千葉県

サンヨー缶詰　株式会社　瀬上工場 福島県

株式会社　サンライズ 埼玉県

サンライズ産業　株式会社 青森県

三立電器工業　株式会社 大阪府

三糧輸送　株式会社 三重県

株式会社　三和 山形県

株式会社　サンワ　豊田物流センター 愛知県

三和コーテックス　株式会社 群馬県

サンワ産業　株式会社 群馬県

三和第一交通　株式会社 新潟県

株式会社　三和テクノ 埼玉県

サンワテクノ　株式会社　北上営業所 岩手県

株式会社　三和電機製作所 京都府

三和電気土木工事　株式会社　北陸支店 福井県

三和ハイドロテック　株式会社　京都工場 京都府

三和陸運　株式会社 福岡県

株式会社　シー・アイ・シー 新潟県

株式会社　シー・アイ・シー 愛知県

株式会社　シー・アイ・シー 岐阜県

株式会社　シー・エス・エム 宮城県

株式会社　シー・エス・ケイ 群馬県

株式会社　ジー・ディー・フードサービス 愛知県

株式会社　シーアイエル 三重県

GEII 秋田県

シーウィード・ジャパン 愛知県
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株式会社　シーエイチシー 東京都

株式会社　ジーエス・ユアサ テクノロジー 京都府

株式会社　ジーエスエフ 東京都

株式会社　GSユアサライティングサービス 京都府

株式会社　シーエックスカーゴ 兵庫県

株式会社　GXコーポレーション 東京都

株式会社　CNK 愛知県

ジーエフ　株式会社 大阪府

株式会社　シーエル 兵庫県

株式会社　シーエルエス 埼玉県

株式会社　CO2O 東京都

株式会社　シーキューブ愛知 愛知県

シーケー金属　株式会社 富山県

株式会社　ジーシーアサヒ 愛知県

シーダム　株式会社　上郡工場 兵庫県

株式会社　CTS 愛知県

シーデーピージャパン　株式会社 宮城県

シーデーピージャパン　株式会社 群馬県

株式会社　ジーテクト 滋賀県

シートシャッター販売　株式会社 京都府

株式会社　シートック　喜入工場 鹿児島県

株式会社　CPR 愛知県

株式会社　CBM 東京都

CBC　株式会社　CBCイングスカンパニー 静岡県

CBCオプテックス　株式会社 東京都

株式会社　ジーマックス 沖縄県

シーメンスガメサ・リニューアブルエナジー Pty Ltd 秋田県

Siemens gamesa  renewable energy pty LTD 東京都

G－モバイル　株式会社 東京都

シーレックス　株式会社 石川県

ジェイ・アール北海道バス　株式会社 北海道

ジェイ・システイン　株式会社 栃木県

株式会社　ジェイアールテクノサービス仙台　新庄営業所 山形県

株式会社　ジェイアールテクノサービス仙台　山形営業所 山形県

ジェイアール東海総合ビルメンテナンス　株式会社 愛知県

株式会社　ジェイアール東海パッセンジャーズ 愛知県

株式会社　ジェイアール東海パッセンジャーズ 静岡県

株式会社　ジェイアール東海ホテルズ 愛知県

株式会社　ジェイアール西日本フードサービスネット 大阪府

ジェイアールバス関東　株式会社 茨城県

ジェイアールバス関東　株式会社 東京都

ジェイアールバス関東　株式会社　白河支店 福島県

ジェイアールバス東北　株式会社　福島支店 福島県

有限会社　ジェイエスシィ 栃木県

株式会社　ジェイエヌシステム 大阪府

株式会社　ジェイエヌシステム 東京都

株式会社　ジェイオーシー羽生 埼玉県

自衛隊　第105全般支援大隊 静岡県
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株式会社　ジェイテックスマネジメントセンター 東京都

株式会社　ジェイデバイス 熊本県

ジェイドルフ製薬　株式会社 滋賀県

株式会社　ジェイファスト 東京都

ジェイロジスティクス　株式会社　秋田営業所 秋田県

株式会社　ジェー・シー・オー 茨城県

JR九州エンジニアリング　株式会社　長崎機械事業所 長崎県

JR九州ドラッグイレブン　株式会社 福岡県

JR東日本テクノロジー　株式会社 新潟県

JR東日本テクノロジー　株式会社 東京都

JR東日本ビルテック　株式会社　大宮支店 埼玉県

ＪＲ東日本ビルテック　株式会社　八王子支店 東京都

J&T環境　株式会社 宮城県

JAえひめアイパックス　株式会社 愛媛県

株式会社　JAグリーンとちぎ 栃木県

JA全農青果センター　株式会社 埼玉県

ＪＡ三井リース建物　株式会社 東京都

JSR　株式会社　筑波研究所 茨城県

株式会社　JSP 栃木県

JSPモールディング　株式会社 栃木県

JX ANCI　株式会社 千葉県

JX　ANCI　株式会社 東京都

JX金属探開　株式会社　大館営業所 秋田県

株式会社　JNS 東京都

JFEアドバンテック　株式会社 兵庫県

JFE鋼板　株式会社　玉島製造所 岡山県

ＪＦＥ条鋼　株式会社 兵庫県

JFE条鋼　株式会社　東部製造所 埼玉県

JFE継手　株式会社 大阪府

株式会社　JFA　キッズフィールド練馬関町北園 東京都

JM活性コークス　株式会社 福岡県

株式会社　J-オイルミルズ 神奈川県

Jゴルフ鶴ヶ島 埼玉県

株式会社　JCRエンジニアリング 兵庫県

JCRファーマ　株式会社 兵庫県

株式会社　JPハイテック　小出事業所 新潟県

Jリネンサービス　株式会社 大阪府

株式会社　ジェスクホリウチ　新潟支店 新潟県

株式会社　シェフコ 栃木県

株式会社　JERA 東京都

株式会社　JERA 愛知県

株式会社　シェリエ 埼玉県

株式会社　ジオエンジニアリング 東京都

有限会社　滋賀給食センター 滋賀県

敷島スターチ　株式会社 三重県

敷島製パン　株式会社 兵庫県

敷島製パン　株式会社　刈谷工場 愛知県

敷島製パン　株式会社　パスコ東京多摩工場 東京都
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シキボウリネン　株式会社　本社事業所 和歌山県

株式会社　jig.jp 東京都

重光産業　株式会社 熊本県

資源エコロジーリサイクル事業協同組合 石川県

株式会社　シコウ 石川県

四国環境サービス　株式会社 香川県

四国福山通運　株式会社 香川県

株式会社　四阪製錬所 愛媛県

静岡運送　株式会社 静岡県

静岡エレック　株式会社 静岡県

静岡森紙業　株式会社　浜松事業所 静岡県

株式会社　SYSKEN 熊本県

株式会社　システムコーディネイト 大阪府

株式会社　システムノザワ 石川県

資生堂ホネケーキ工業　株式会社 大阪府

シチズン時計　マニュファクチャリング　株式会社 鹿児島県

ジット　株式会社 岐阜県

株式会社　シティ・サービス 千葉県

一般財団法人　自動車利用者保護機構 東京都

品川区立西大井福祉園 東京都

しながわ水族館 東京都

品川リフラクトリーズ　株式会社　東日本工場　鹿島製造部 茨城県

株式会社　SYNAX 長野県

信濃運輸　株式会社 東京都

株式会社　シノブフーズ 広島県

芝園開発　株式会社 東京都

株式会社　シバックス 神奈川県

株式会社　芝電機工業所 東京都

澁澤ファシリティーズ　株式会社 東京都

有限会社　志布志自動車学校 鹿児島県

株式会社　治兵衛 千葉県

シマダヤ西日本　株式会社　滋賀工場 滋賀県

株式会社　島津アクセス 大阪府

株式会社　島津アクセス 京都府

島津システムソリューションズ　株式会社 京都府

株式会社　島津製作所 京都府

株式会社　島津テクノリサーチ 京都府

株式会社　島津電工 愛知県

株式会社　島津理化 東京都

島根自動機　株式会社 大阪府

株式会社　シマノ 大阪府

株式会社　しまバス 鹿児島県

株式会社　島村製作所 広島県

株式会社　シミズオクト 東京都

清水木材　株式会社 香川県

株式会社　JIMRO 群馬県

株式会社　シモアラ 石川県

株式会社　シモダ　つくば営業所 茨城県



（社）安全衛生マネジメント協会 受講事業者様一覧（2019年） 39/84ページ

下田エコテック　株式会社 東京都

下館陸運　株式会社 茨城県

シモハナ物流　株式会社　広島西営業所 広島県

株式会社　下平電機製作所　滋賀事業所 滋賀県

株式会社　シモン 神奈川県

シモンズ　株式会社　富士小山工場 静岡県

シャープ特選工業　株式会社 大阪府

株式会社　ジャガー東京 埼玉県

株式会社　ジャクエツ 福井県

株式会社　JASC 京都府

株式会社　シャトレーゼ　豊富工場 山梨県

株式会社　シャトレーゼヴィンテージ 山梨県

株式会社　ジャパネットロジスティックスサービス 千葉県

ジャパン・トゥエンティワン　株式会社 東京都

株式会社　ジャパンエコロジーシンキング 栃木県

株式会社　ジャパンエンジンコーポレーション 兵庫県

株式会社　ジャパンカーゴ 埼玉県

株式会社　ジャパンクリーン 宮城県

株式会社　ジャパンクリエイト　福知山営業所 京都府

ジャパンファシリティ　株式会社 東京都

ジャパンフードマネジメント　株式会社 埼玉県

ジャパンメディック　株式会社 富山県

株式会社　ジャペックスパイプライン　米沢管理所 山形県

ジャペル　株式会社 大阪府

株式会社　JALグランドサービス 東京都

株式会社　シュアーズ 大阪府

重環オペレーション　株式会社 宮城県

重環オペレーション　株式会社　大熊事業所 福島県

株式会社　十字電子 山形県

秋北バス　株式会社 秋田県

首都高ETCメンテナンス　株式会社 東京都

シュマルツ　株式会社 神奈川県

シュンセイ建設工業　株式会社　朝倉営業所 福岡県

株式会社　ジョイフル本田　千葉店 千葉県

株式会社　ジョイフル本田　新田店 群馬県

昭栄化学工業　株式会社 佐賀県

昭栄金属　株式会社 愛知県

株式会社　昇栄電装 大阪府

株式会社　昭建 滋賀県

常工 岩手県

株式会社　定光寺カントリークラブ 愛知県

株式会社　昭光電業社 大阪府

株式会社　庄司電気 神奈川県

商船三井興産　株式会社 大阪府

正田醤油　館林工場 群馬県

有限会社　正電工事 千葉県

株式会社　匠電舎 長野県

小豆島タクシー　株式会社 大阪府
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城南交通　株式会社 富山県

湘南モノレール　株式会社 神奈川県

株式会社　浄美社 京都府

株式会社　情報技術 神奈川県

株式会社　城北冷熱 埼玉県

株式会社　翔洋システム 鹿児島県

昭和市丸交通　有限会社　香椎営業所 福岡県

章和機工　株式会社 三重県

株式会社　昭和金属 埼玉県

昭和鶏卵　株式会社 埼玉県

株式会社　昭和興業 秋田県

昌和合成　株式会社 愛知県

株式会社　昭和ゴム化学工業所 東京都

昭和産業　株式会社　船橋工場 千葉県

昭和製菓　株式会社 北海道

正和製菓　株式会社 三重県

昭和電工　株式会社 栃木県

昭和電工　株式会社 大分県

昭和電工　株式会社 滋賀県

昭和電工　株式会社　東長原事業所 福島県

昭和電設工業　株式会社 福岡県

昭和電線ケーブルシステム　株式会社 神奈川県

昭和電線ケーブルシステム　株式会社 神奈川県

翔和メカニック 福島県

株式会社　ジョーメイ 新潟県

株式会社　ジョン 宮城県

ジョンソンコントロールズ　株式会社 埼玉県

株式会社　シライ 愛知県

白石食品工業　株式会社　仙台工場 宮城県

株式会社　白川運輸 福岡県

株式会社　白川電機製作所　茨城工場 茨城県

シルバーサポート　株式会社 東京都

シロウマサイエンス　株式会社 富山県

ジローレストランシステム　株式会社　ペッシェドーロお台場 東京都

ジローレストランシステム　株式会社　ペッシェドーロ東戸塚店 神奈川県

シロキクリエイトサービス　株式会社 愛知県

白鳥アイチエレック　株式会社 岐阜県

有限会社　仁 東京都

株式会社　ジン 愛知県

株式会社　ジン・コーポレーション松本車輌 長野県

しんあいサービス　株式会社 埼玉県

株式会社　新栄アリックス 福岡県

有限会社　伸栄機器 東京都

真永工業　株式会社 愛知県

信越ポリマー　株式会社 埼玉県

シンカ　株式会社 福岡県

株式会社　新開トランスポートシステムズ 神奈川県

株式会社　新開トランスポートシステムズ　一関営業所 岩手県
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株式会社　新開トランスポートシステムズ　福島営業所 福島県

株式会社　シンキ 兵庫県

新規建設　株式会社 熊本県

株式会社　シンク 青森県

新晃アトモス　株式会社 東京都

神鋼アルミ線材　株式会社 大阪府

株式会社　信光エムエムディ 東京都

株式会社　新興化学 東京都

有限会社　新考電技 神奈川県

新コスモス電機メンテナンス　株式会社 東京都

株式会社　仁済 東京都

神州一味噌　株式会社　上野原工場 山梨県

信庄産業　株式会社　 栃木県

株式会社　シンショー　仙台営業所 宮城県

株式会社　新進 群馬県

株式会社　ジンズ 東京都

新清工業　株式会社 千葉県

神生産業　株式会社 山口県

新生ビルテクノ　株式会社 茨城県

株式会社　新鮮便 群馬県

株式会社　新組織科学研究所 東京都

新立川交通　株式会社 東京都

株式会社　新地興業 静岡県

株式会社　ジンテック 東京都

ジンテック　株式会社 三重県

有限会社　新電 愛知県

新電子　株式会社 東京都

新電力福島　株式会社 福島県

新東海ダイカスト工業　株式会社 岐阜県

株式会社　新東京デリカ　白岡工場 埼玉県

シントク工業　株式会社 栃木県

株式会社　新長崎製作所 長崎県

新日本グラウト工業　株式会社 東京都

新日本テクノカーボン　株式会社 宮城県

新日本ブラス　株式会社 千葉県

新日本理化　株式会社 京都府

新日本理化　株式会社　川崎工場 神奈川県

新納電機　株式会社 大阪府

シンポ　株式会社 愛知県

有限会社　しんみケアセンター 東京都

新明和オートエンジニアリング　株式会社 宮城県

株式会社　シンユー 愛知県

ジンライン　株式会社 三重県

株式会社　新菱　三重工場 三重県

真和建設　株式会社 東京都

有限会社　シンワ工業 群馬県

株式会社　伸和工作所 奈良県

伸和コントロールズ　株式会社 長崎県
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株式会社　新和製作所 茨城県

信和測量　株式会社 東京都

株式会社　新和電工 東京都

株式会社　水機テクノス 東京都

水工サービス　株式会社 東京都

国立研究開発法人　水産研究・教育機構　中央水産研究所 神奈川県

株式会社　スイデン 奈良県

瑞菱電機　株式会社 愛知県

スウェーデンハウス　株式会社　東北支店 宮城県

株式会社　SUPER OKUSAN 北海道

株式会社　スカイ 富山県

株式会社　スカイインテック 富山県

株式会社　スカイ運輸　会津若松営業所 福島県

株式会社　スカイカーゴビジネス 千葉県

SKY.J.ワールド　株式会社 岐阜県

株式会社　スカイテック 愛知県

スカイマーク　株式会社 東京都

須賀陸送　有限会社 愛知県

須河車体　株式会社 京都府

株式会社　杉浦製作所 愛知県

株式会社　杉孝 神奈川県

株式会社　スギノダイレクトサービス 愛知県

株式会社　スギノマシン 富山県

株式会社　杉原精密金型製作所 京都府

杉山電設 福岡県

株式会社　SCREEN GP サービス西日本 福岡県

有限会社　すこやか　大島事業所 東京都

鈴鹿電気工事業協同組合 三重県

株式会社　スズキサインサービス 静岡県

株式会社　スズキ自販熊本 熊本県

株式会社　鈴木酒造 山形県

鈴木製薬　株式会社 愛知県

株式会社　スズキ部品製造 静岡県

有限会社　スズテック 愛知県

株式会社　鈴廣蒲鉾本店 神奈川県

進工業　株式会社 福井県

株式会社　鈴与カーゴサービス東京 神奈川県

株式会社　鈴与カーゴネット北関東 栃木県

株式会社　鈴与カーゴネット浜松 静岡県

スターエンジニアリング　株式会社 茨城県

株式会社　スター工業所 岐阜県

スター精密　株式会社　庵原工場 静岡県

スターゼンロジスティクス　株式会社 東京都

スターゼンロジスティクス　株式会社　川崎営業所 神奈川県

株式会社　スターパック 東京都

株式会社　スターフライヤー 東京都

スタイロ加工　株式会社 栃木県

株式会社　スタンダード　JOYSOUND彦根店 滋賀県
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スタンデックスエレクトロニクスジャパン　株式会社 山梨県

スタンレー電気　株式会社　オプトテクニカルセンター 神奈川県

株式会社　スタンレー新潟製作所 新潟県

株式会社　ステラハンビー二 東京都

株式会社　砂﨑製作所 京都府

株式会社　スニック 静岡県

スパ＆ゴルフリゾート久慈 茨城県

スバルリビングサービス　株式会社　群馬事業所 群馬県

スピードファム　株式会社 神奈川県

スピードファムクリーンシステム　株式会社 山形県

スペロ機械工業　株式会社 福岡県

株式会社　スマートパワーシステム 神奈川県

有限会社　スマイル・クリエイト 群馬県

合同会社　スマイルエクスプレス 秋田県

住鉱潤滑剤　株式会社　三重事業所 三重県

住鉱テック　株式会社　能代工場 秋田県

住重加速器サービス　株式会社 大阪府

株式会社　住田光学ガラス 福島県

株式会社　すみだ訪問看護ステーション 東京都

住友大阪セメント　株式会社　栃木工場 栃木県

住友化学　株式会社 大阪府

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

住友重機械エンバイロメント　株式会社 東京都

住友重機械建機クレーン　株式会社 福岡県

住友重機械工業　株式会社 神奈川県

住友重機械工業　株式会社　エネルギー環境事業部 東京都

住友電工焼結合金　株式会社 岡山県

住友電設　株式会社 京都府

住友電装　株式会社 愛知県

住友電装　株式会社 三重県

住友ナコフォークリフト販売　株式会社 東京都

住友ナコフォークリフト販売　株式会社 神奈川県

住友ナコフォークリフト販売　株式会社　横浜営業所 神奈川県

住友不動産　株式会社 埼玉県

住友不動産ヴィラフォンテーヌ　株式会社 京都府

住友林業ホームエンジニアリング　株式会社　近畿事業部 大阪府

有限会社　住吉製作所 滋賀県

株式会社　住理工大分AE 大分県

すみれ医療　株式会社 東京都

株式会社　スリー・ティ 富山県

スリーエムジャパンプロダクツ　株式会社 山形県

株式会社　スリーティ運輸 富山県

株式会社　スリーフィールド 埼玉県

株式会社　スワロー輸送 東京都

生活協同組合連合会　東海コープ事業連合 三重県

正起金屬加工　株式會社 大分県

株式会社　セイケイ 大阪府
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星光工業　株式会社 茨城県

正光寺保育園　赤羽橋園 東京都

セイコーインスツル　株式会社　仙台事業所 宮城県

セイコーエレベーター　株式会社 東京都

株式会社　セイショウ 北海道

株式会社　セイシン企業 山口県

株式会社　セイシン企業 埼玉県

株式会社　誠伸電気 神奈川県

社会福祉法人　清心福祉会　わらべ日野市役所東保育園 東京都

静鉄ジョイステップバス　株式会社　静岡営業所 静岡県

聖典　株式会社 埼玉県

西都交通　株式会社 京都府

西南開発　株式会社 愛媛県

西濃運輸　株式会社 大阪府

西濃運輸　株式会社　仙台支店 宮城県

西濃運輸　株式会社　土浦支店 茨城県

西濃運輸　株式会社　盛岡支店 岩手県

西濃運輸　株式会社　山形支店 山形県

株式会社　清風荘 福井県

株式会社　清風堂 北海道

株式会社　西武管商 岐阜県

株式会社　西部交通　共栄タクシー営業所 福岡県

西部サービス　株式会社 兵庫県

株式会社　セイブンドー　茨城事業所 茨城県

合同会社　西友　福岡東センター 福岡県

社会福祉法人誠友会　臼井はくすい保育園 千葉県

セイリツ工業　株式会社 大阪府

青凌プラント工業　株式会社 青森県

株式会社　誠和 栃木県

誠和産業　株式会社 広島県

聖和電設　株式会社 神奈川県

株式会社　セーフティサービス 福島県

瀬尾高圧工業　株式会社 大阪府

ゼオンポリミクス　株式会社 滋賀県

株式会社　セガエンタテインメント 茨城県

株式会社　セキエイ 岩手県

有限会社　関岡巧業所 東京都

株式会社　関口製作所 神奈川県

関口電気　株式会社 東京都

積水化学工業　株式会社 京都府

積水化成品工業　株式会社 滋賀県

株式会社　積水化成品東部　古河工場 茨城県

株式会社　積水化成品山口　防府工場 山口県

積水樹脂　株式会社　石川工場 石川県

積水樹脂　株式会社　滋賀工場 滋賀県

積水ナノコートテクノロジー　株式会社 愛知県

セキスイハイム東北　株式会社 福島県

積水ハウス　株式会社 愛知県
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積水ハウス　株式会社　東北工場 宮城県

株式会社　関谷 山口県

有限会社　セキテックエンジ 東京都

関戸電機 東京都

株式会社　セキュリティデザイン 東京都

セゴビアゴルフクラブ　イン　チヨダ 茨城県

セコム　株式会社　テクノ事業本部中国支店 広島県

セコム琉球　株式会社 沖縄県

セッツカートン　株式会社　越前工場 福井県

攝津電機工業　株式会社 大阪府

株式会社　錢高組 大阪府

株式会社　ゼファー 福島県

ゼブラ　株式会社　野木工場 栃木県

seven dreamers laboratories　株式会社 東京都

セブンフォーラム　株式会社 京都府

株式会社　CEM 石川県

株式会社　セリアエンジニアリング 岐阜県

セリオ　株式会社 愛知県

株式会社　ゼロ・プラス西日本 兵庫県

ZEROTEC　株式会社 滋賀県

株式会社　ゼロプラス関東　平塚カスタマーサービスセンター 神奈川県

株式会社　ZEN 愛知県

センコー　株式会社 栃木県

センコー　株式会社 愛知県

センコー　株式会社　川崎営業所 神奈川県

センコー　株式会社　寝屋川PDセンター 大阪府

センコー　株式会社　東九州車輌支店 宮崎県

センコー　株式会社　三重支店 三重県

センコーファッション物流　株式会社 千葉県

全国酪農業協同組合連合会　狭山工場 埼玉県

センターピア　株式会社 千葉県

株式会社　仙台丸水配送 宮城県

株式会社　千田電工 愛知県

センチュリー三木ゴルフ　株式会社　センチュリー三木ゴルフ倶楽部 兵庫県

株式会社　セントラル 東京都

セントラルエンジニアリング　株式会社 東京都

セントラルエンジニアリング　株式会社 山口県

セントラル硝子プラントサービス　株式会社 三重県

セントラルグラスファイバー　松阪工場 三重県

セントラルコンベヤー　株式会社 愛知県

セントラル電設　株式会社 神奈川県

セントランス　株式会社 東京都

仙南サービス 山形県

全農東北エネルギー　株式会社 秋田県

全農福岡県本部 福岡県

泉陽興業　株式会社 東京都

株式会社　創明 福島県

草加ダイヤモンド交通　有限会社 埼玉県
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株式会社　壮関 栃木県

綜研テクニックス　株式会社 東京都

有限会社　創合技研 神奈川県

総合商社水島物産　有限会社 石川県

株式会社　総合設計 東京都

創新事業協同組合 大阪府

相双復興　株式会社 福島県

相鉄グランドフレッサ　大阪なんば 大阪府

綜美薬品　株式会社 東京都

株式会社　総武サービスセンター 千葉県

株式会社　相武システム 東京都

有限会社　宗和 秋田県

相和交通　有限会社 神奈川県

綜和熱学工業　株式会社 千葉県

株式会社　ソーエー 石川県

株式会社　曽田製作所 石川県

株式会社　ソディック　中日本支店　名古屋営業所 愛知県

株式会社　ソデック 東京都

ソブエクレー　株式会社 愛知県

株式会社　ソフト99オートサービス 東京都

ソフトバンク　株式会社 福岡県

株式会社　ソラスト　グループホーム砧茶の花 東京都

株式会社　ソラリスホープ 愛知県

SOMPOケア　株式会社 東京都

株式会社　ターボ 大阪府

株式会社　ターレス 千葉県

ダイアモールディング　株式会社 滋賀県

第一運送　株式会社 福岡県

第一化成　株式会社 静岡県

第一化成　株式会社 東京都

第一化成　株式会社　製造本部 埼玉県

第一貨物　株式会社 大阪府

第一貨物　株式会社　青森支店 青森県

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

第一貨物　株式会社　大宮支店 埼玉県

第一三共プロファーマ　株式会社　高槻工場 大阪府

第一紙工　株式会社 北海道

株式会社　第一システムエンジニアリング 愛知県

第一精工　株式会社　小郡工場 福岡県

株式会社　第一ソフト 東京都

株式会社　第一パック 東京都

第一屋製パン　株式会社　高崎工場 群馬県

大榮エンジニアリング　株式会社 東京都

大榮産業　株式会社 愛知県

有限会社　大栄制御システム 愛知県

大栄電通　有限会社 熊本県

ダイエー　株式会社 石川県
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大王パッケージ　株式会社 滋賀県

株式会社　泰我電設 神奈川県

株式会社　大亀鋳工所 埼玉県

大協技研工業　株式会社 神奈川県

株式会社　大協建設 千葉県

大京食品　株式会社 京都府

ダイキョーシステム　株式会社 兵庫県

ダイキンエアテクノ　株式会社 愛知県

ダイキンHVACソリューション北陸　株式会社 石川県

ダイキンパイピング　株式会社 滋賀県

泰興　株式会社 北海道

第工　株式会社 東京都

大洸工業　株式会社 山口県

株式会社　大興鋼業 沖縄県

大広電工　株式会社 神奈川県

株式会社　大光ノースイ 山口県

大幸薬品　株式会社 大阪府

大黒自工　株式会社　石狩工場 北海道

大黒電線　株式会社 栃木県

ダイサン・　株式会社 愛知県

社会福祉法人　大慈会　たんぽぽのはら保育園 神奈川県

太子食品工業　株式会社　日光工場 栃木県

株式会社　大商金山牧場　秋田事業部 秋田県

大翔建設　株式会社 東京都

株式会社　大信技術開発 長崎県

大新東　株式会社　君津営業所 千葉県

ダイシン物流　株式会社 大阪府

有限会社　大成エンジニアリング 北海道

大成温調　株式会社 岩手県

大成温調　株式会社 東京都

有限会社　大成機械製作所 京都府

大成ラミック　株式会社 埼玉県

ダイセーエブリー二十四　株式会社　北陸スーパーハブセンター 石川県

ダイセーエブリー二十四　株式会社　北陸第三ハブセンター 石川県

株式会社　ダイセキ　北陸事業所 石川県

株式会社　泰泉閣 福岡県

株式会社　ダイゾー 大阪府

株式会社　ダイゾー　エアゾール事業部　京都工場 京都府

株式会社　ダイチクフーズ　熊本工場 熊本県

太地建設　株式会社 千葉県

株式會社　大鋳 大阪府

株式会社　タイツウ 茨城県

株式会社　大同キャスティングス 岐阜県

大統建機　株式会社 茨城県

大同DMソリューション　株式会社 大阪府

大同DMソリューション　株式会社 奈良県

大同DMソリューション　株式会社　静岡工場 静岡県

大東電材　株式会社　札幌工場 北海道
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大同流通サービス　株式会社 神奈川県

ダイトーケミックス　株式会社 福井県

大虎運輸九州　株式会社 佐賀県

大虎運輸東北　株式会社　岩手支店 岩手県

ダイナパック　株式会社　みよし事業所 愛知県

ダイニック　株式会社　真岡工場 栃木県

大日本印刷　株式会社 奈良県

大日本印刷　株式会社 福岡県

大日本印刷　株式会社 埼玉県

大日本塗料　株式会社　小牧工場 愛知県

大博多カントリー倶楽部 福岡県

ダイハツ工業　株式会社 兵庫県

ダイハツディーゼル　株式会社 滋賀県

株式会社　ダイフク 埼玉県

株式会社　ダイフク 愛知県

株式会社　ダイフクプラスモア 埼玉県

株式会社　ダイフレックス　周南工場 山口県

ダイベア　株式会社 大阪府

株式会社　たいへい 愛知県

太平運輸　株式会社 福岡県

株式会社　太平エンジニアリング 大阪府

太平化成工業　株式会社 秋田県

太平食品工業　株式会社　九州工場 福岡県

太平ビルサービス　株式会社 栃木県

太平ビルサービス　株式会社　置賜営業所 山形県

太平ビルサービス　株式会社　苫小牧営業所 北海道

株式会社　太平洋クラブ軽井沢リゾート 群馬県

株式会社　太平洋健康センター 福島県

太平洋工業　株式会社 岐阜県

太平洋工業　株式会社　九州工場 福岡県

太平洋興産　株式会社 青森県

株式会社　太平洋ゴルフサービス　美野里支店 茨城県

株式会社　ダイヘン 三重県

株式会社　大豊機械 愛知県

大豊建設　株式会社　東京土木支店 東京都

大鵬薬品工業　株式会社　徳島工場 徳島県

株式会社　ダイマツウ 愛知県

大丸運輸　株式会社 東京都

株式会社　タイム 岡山県

株式会社　タイム　タイム多治米店 広島県

株式会社　タイム　ホームセンタータイム　伊予三島店 愛媛県

大明ネットワーク　株式会社 大阪府

株式会社　タイヤコンサルタント 埼玉県

株式会社　ダイヤコンサルタント 埼玉県

ダイヤテックス　株式会社 富山県

ダイヤモンド交通　株式会社 埼玉県

太陽インキ製造　株式会社 埼玉県

株式会社　太陽化学工業所 滋賀県
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大洋技研工業　株式会社　岐阜事業所 岐阜県

太洋基礎工業　株式会社 東京都

株式会社　太陽興産 福島県

株式会社　太陽コーポレーション 茨城県

太洋セツビ　株式会社 大阪府

大陽日酸　株式会社　中部支社 愛知県

大陽日酸東関東　株式会社　水戸製造所 茨城県

株式会社　TAIYO 山口県

大隆工業　株式会社 福岡県

株式会社　大和 大阪府

株式会社　大和　香林坊店 石川県

大和建工　株式会社 東京都

大和交通保谷　株式会社 東京都

株式会社　ダイワコーポレーション 神奈川県

大和雑穀　株式会社 北海道

大和千葉製罐　株式会社 千葉県

大和電建　株式会社　東京支社 東京都

大和ハウス工業　株式会社 和歌山県

大和ハウス工業 株式会社 石川県

大和ハウス工業　株式会社 愛媛県

大和ハウス工業　株式会社　宇都宮支社 栃木県

大和ハウス工業　株式会社　岡崎支社 愛知県

大和ハウス工業　株式会社　豊田支店 愛知県

大和物流　株式会社　新潟営業所 新潟県

株式会社　ダイワメカニック 新潟県

大和リゾート　株式会社　Hotel&Resorts ISE-SHIMA 三重県

ダイワロイヤル　株式会社 東京都

ダウ・東レ　株式会社 石川県

株式会社　高秋商会 宮城県

株式会社　髙岡塗装工業 大阪府

株式会社　高尾鉄工所 東京都

高崎建設　株式会社 福井県

株式会社　高崎髙島屋 群馬県

高砂香料工業　株式会社 神奈川県

高砂熱学工業　株式会社 愛知県

有限会社　高庄特殊建設 秋田県

株式会社　高瀬運送 石川県

株式会社　高瀬金型 愛知県

株式会社　高瀬電設 秋田県

タカダ建設　有限会社 千葉県

株式会社　高田工業所　本社工場 福岡県

高千穂倉庫運輸　株式会社　諫早営業所 長崎県

有限会社　高槻メンテナンス 大阪府

有限会社　タカ電工 埼玉県

タカノフーズ東北　株式会社 宮城県

高橋金属　株式会社 滋賀県

高橋工業　株式会社 東京都

タカハシスチール　株式会社 茨城県
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高橋搬送企業　株式会社 福島県

たかはら森林組合 栃木県

高松機械工業　株式会社 石川県

株式会社　高松商会 兵庫県

株式会社　高松製作所 長野県

株式会社　高村電気グループ 東京都

高山建設工業　株式会社 秋田県

有限会社　高山電機製作所 群馬県

宝エステートサービス　株式会社 愛知県

宝資源開発　株式会社 長野県

宝酒造　株式会社　楠工場 三重県

株式会社　高脇基礎工事 埼玉県

株式会社　瀧神巧業 秋田県

瀧上工業　株式会社 愛知県

株式会社　瀧口製作所 福島県

株式会社　瀧澤興業 千葉県

タキロンシーアイ　株式会社 栃木県

タキロンシーアイ　株式会社　栃木工場 栃木県

株式会社　タグチ 栃木県

拓南製鐵　株式会社 沖縄県

拓磨電設　株式会社 福岡県

株式会社　竹田工務店 新潟県

有限会社　武田商店 和歌山県

株式会社　竹中庭園緑化 東京都

株式会社　竹中土木 東京都

竹之内穀類産業　株式会社 鹿児島県

株式会社　武生製麺 福井県

竹本容器　株式会社 富山県

株式会社　多幸会 東京都

合資会社　多胡本家酒造場 岡山県

タシロ冷熱　株式会社 大阪府

ダスキン那須塩原支店 栃木県

株式会社　タスク 愛知県

株式会社　多田工作所 大阪府

多田製菓　株式会社 大阪府

多田プラスチック工業　株式会社　ウレタン成形事業部 大阪府

タチバナ化成　株式会社 熊本県

立花金属工業　株式会社　養老工場 岐阜県

タテホ化学工業　株式会社 兵庫県

田中貴金属ジュエリー　株式会社 東京都

株式会社　田中計測設計事務所　名古屋支店 愛知県

有限会社　田中工業 福岡県

田中産業　株式会社 埼玉県

田中車輌　株式会社 青森県

株式会社　田中食品興業所 大阪府

田辺工業　株式会社 滋賀県

田辺三菱製薬　株式会社 埼玉県

谷尾食糧工業　株式会社 岡山県
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谷口運送　株式会社　藤沢営業所 神奈川県

谷口商会　株式会社 岡山県

株式会社　タニタ秋田 秋田県

株式会社　タバタ 千葉県

株式会社　タハラ 千葉県

株式会社　ダブル 東京都

WHG関西　株式会社　関西エアポ－トワシントンホテル 大阪府

タプロス　株式会社 秋田県

多摩川ハイテック　株式会社 青森県

株式会社　タマツ 山形県

株式会社　タマテック 福島県

タマパック　株式会社　甲府工場 山梨県

有限会社　多摩フォート 東京都

タマムラデリカ　株式会社　第二工場 群馬県

株式会社　タマリ工業 愛知県

株式会社　タムラ製作所 埼玉県

株式会社　TANK 東京都

株式会社　ダンクユ 長崎県

ダン工業　有限会社 福岡県

丹後海陸交通　株式会社　本社工場 京都府

株式会社　ダンジョウ 富山県

株式会社　丹新ビルサービス 京都府

株式会社　ダンタクマ 神奈川県

タンドール製菓　株式会社 岐阜県

株式会社　ダンレイ 神奈川県

株式会社　ダンロップリトレッドサービス 兵庫県

筑紫ファクトリー　株式会社 福岡県

株式会社　チクブパッケージシステム 神奈川県

チサンカントリークラブ遠賀 福岡県

知多通運　株式会社 愛知県

秩父鉱業　株式会社　寄居鉱業所 埼玉県

秩父石灰工業　株式会社 埼玉県

千歳国際線A工区JV工事事務所 北海道

株式会社　千鳥 広島県

千葉企業　株式会社 東京都

千葉市教育委員会 千葉県

千葉都市モノレール　株式会社 千葉県

株式会社　千葉パワーテクノ 千葉県

ちぼりキネヤ　株式会社 山梨県

チムニー　株式会社 東京都

株式会社　チャイルドビジョン 東京都

中越クリーンサービス　株式会社 三重県

中越通運　株式会社 新潟県

中越通運　株式会社　アークランドデポ 新潟県

中越テック　株式会社　北陸営業所 富山県

中央化学　株式会社 埼玉県

中央商工　株式会社 東京都

中央電力ソリューション　株式会社 大阪府
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中京エレク　株式会社 愛知県

中京貨物運輸　株式会社 岐阜県

中京ゴルフ倶楽部　株式会社 愛知県

中京油脂　株式会社 愛知県

株式会社　忠功 岐阜県

株式会社　中国ネット 広島県

株式会社　中静工業所 静岡県

中設エンジ　株式会社 愛知県

株式会社　中日新聞社　北陸本社 石川県

中日臨海バス　株式会社 大阪府

中部電力　株式会社 静岡県

株式会社　長大 東京都

長太郎カントリークラブ 千葉県

株式会社　長府製作所 栃木県

株式会社　銚洋陸運 千葉県

調和工業　株式会社 大阪府

チョーヤ梅酒　株式会社　伊賀上野工場 三重県

千代田エナメル金属　株式会社 東京都

株式会社　千代田テクノル 大阪府

株式会社　千代田テクノル 広島県

司冠栄製作所　株式会社 千葉県

司観光開発　株式会社　司ロイヤルホテル 熊本県

司フエルト商事　株式会社 東京都

司フエルト商事　株式会社　浜松工場 静岡県

有限会社　ツカダ 京都府

株式会社　築地寿司清 東京都

合資会社　つきしろ交通 沖縄県

月星海運　株式会社　呉事業所 広島県

有限会社　つくしの交通 福岡県

株式会社　つくば精工 茨城県

ツタ工業　株式会社 秋田県

津田工業　株式会社 埼玉県

津田駒工業　株式会社 石川県

株式会社　蔦製作所 兵庫県

都築電気　株式会社 東京都

ツネイシCバリューズ　株式会社 広島県

株式会社　ツネテクノス 兵庫県

角田電気工業　株式会社 東京都

都吹　株式会社 鹿児島県

鶴信運輸　株式会社 岡山県

鶴見サンマリン　株式会社 東京都

テイ・エス　テック　株式会社 栃木県

ディー・エス・エス　株式会社 大阪府

株式会社　TRB関西 大阪府

DIC　株式会社　埼玉工場 埼玉県

T&日本メンテ開発　株式会社 山形県

DHLサプライチェーン　株式会社 千葉県

株式会社　ティーエス・プロ　浦和事業所 埼玉県
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株式会社　ティーエスエル 東京都

TSオプト　株式会社 千葉県

TSネットワーク　株式会社　宇都宮流通センター 栃木県

ティーエスプレシジョン　株式会社 山口県

DSライフサービス 埼玉県

株式会社　DNPデータテクノ 東京都

株式会社　DNPテクノパック 福島県

株式会社　DNPテクノパック 愛知県

株式会社　DNPテクノパック 大阪府

TOAエンジニアリング　株式会社 愛知県

株式会社　TCA 東京都

株式会社　TCS　幕張出張所 千葉県

株式会社　TCCマネイジメント 栃木県

TGメンテナンス　株式会社 愛知県

有限会社　ディースペック 東京都

株式会社　ティーダップ 神奈川県

TDK　株式会社 千葉県

TDK　株式会社 秋田県

TDK　株式会社 長野県

株式会社　ティーティーコーポレーション 大阪府

TTCフーズ　株式会社　九州支店／田川工場 福岡県

ティービーアール　株式会社 山形県

TPR　株式会社　長野工場 長野県

株式会社　TBK 福島県

TBC電機　株式会社 埼玉県

TONE　株式会社　河内長野工場 大阪府

株式会社　ティエスイー 東京都

株式会社　ティエスティ 熊本県

株式会社　ディグリー 三重県

株式会社　ティグレ 東京都

株式会社　帝国機械製作所 三重県

デイサービスセンター健康倶楽部　新宿 東京都

帝人　株式会社　プラスチックステクニカルセンター 千葉県

thyssenkrupp rothe erde Japan 株式会社　羽咋工場 石川県

株式会社　テーケィアールマニュファクチャリングジャパン 岩手県

デーナジャパン　株式会社 東京都

有限会社　デービーファクトリー 北海道

株式会社　テクニカルニッポン 三重県

株式会社　テクノインター 東京都

テクノエイト　株式会社 愛知県

テクノクオーツ　株式会社　蔵王南工場 山形県

株式会社　テクノス 大阪府

テクノスメタル工業　株式会社 沖縄県

テクノ電気工業　株式会社 神奈川県

株式会社　テクノプラス 神奈川県

株式会社　テクノプロ 栃木県

テクノ防災サービス　株式会社 東京都

テクノ矢崎　株式会社　福島営業所 福島県
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テクノ冷熱　株式会社 鹿児島県

テコム　株式会社 神奈川県

株式会社　デザートランド　りんごの木 長野県

株式会社　デザオ建設 京都府

テスコム　株式会社 東京都

株式会社　テック・エアサービス 東京都

有限会社　テック大宮 埼玉県

株式会社　デックス 東京都

株式会社　テックプレシジョン 静岡県

テックプロジェクトサービス　株式会社 千葉県

株式会社　テックメイク 東京都

株式会社　テノ.コーポレーション 東京都

デビフペット　株式会社 新潟県

株式会社　テプコシステムズ 東京都

テムズ中日　株式会社 愛知県

株式会社　テラシステム 熊本県

テラダイン　株式会社 神奈川県

テラダイン　株式会社 熊本県

テラダイン　株式会社 愛知県

デリカサラダボーイ　株式会社　山口 山口県

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

株式会社　デリカライフ山崎 岡山県

照葉スパリゾート 福岡県

デリバリーサービス　株式会社 東京都

株式会社　デリフラワー 神奈川県

デルタ電子　株式会社 東京都

テルモ・クリニカルサプライ　株式会社 岐阜県

テルモ山口　株式会社 山口県

株式会社　テレビ朝日サービス 東京都

株式会社　テレビ岩手 岩手県

株式会社　テレマーケティングフォース 山口県

デロンギ・ジャパン　株式会社 東京都

株式会社　出羽商会 神奈川県

株式会社　テン・コーポレーション 東京都

電気工事　サンライズ 静岡県

株式会社　テンキング 大阪府

天狗缶詰　株式会社　白鳥工場 愛知県

テングベスト　株式会社 静岡県

電源開発　株式会社 東京都

電源開発　株式会社　磯子火力発電所 神奈川県

電源開発　株式会社　竹原火力発電所 広島県

株式会社　電興製作所 栃木県

デンコーテクノヒート　株式会社 愛知県

株式会社　電子技研 大阪府

天昇電気工業　株式会社　福島工場 福島県

株式会社　天誠運輸 滋賀県

電誠サービス　株式会社 神奈川県



（社）安全衛生マネジメント協会 受講事業者様一覧（2019年） 55/84ページ

株式会社　電成社 埼玉県

電設 山口県

株式会社　デンソーテン 兵庫県

株式会社　電通リテールマーケティング 東京都

デンツプライシロナ　株式会社 栃木県

天間特殊製紙　株式会社 静岡県

デンヨー　株式会社 東京都

株式会社　電力テクノシステムズ 群馬県

株式会社　土井組 熊本県

東亜エレクトロニクス　株式会社 愛知県

東亜グラウト工業　株式会社 東京都

東亜警備保障　株式会社 栃木県

東亜建設工業　株式会社 宮城県

東栄運輸　株式会社 栃木県

桃栄金属工業　株式会社 滋賀県

東海エンジニアリング　株式会社 静岡県

東海計装　株式会社 愛知県

東海廣告　株式会社 愛知県

東海樹脂工芸　株式会社 静岡県

株式会社　東海スプリング製作所 岐阜県

東海精工　株式会社 三重県

東海漬物　株式会社　豊橋マザー工場 愛知県

東海能代精工　株式会社 秋田県

東海部品工業　株式会社 愛知県

株式会社　東海ポリエチ工業所 岐阜県

株式会社　東海メタル 埼玉県

東罐共栄　株式会社 東京都

東岐運輸　株式会社 岐阜県

東急テクノシステム　本社・中原工場 神奈川県

株式会社　東急リゾートサービス　東急ハーヴェストクラブ箱根甲子園 神奈川県

株式会社　東急リゾートサービス　三木よかわカントリークラブ 兵庫県

東京・日本交通　株式会社 京都府

株式会社　東京アスレティッククラブ（TAC未来こども保育園大和町） 東京都

株式会社　東京インテリア家具 栃木県

株式会社　東京インテリア家具　高崎店 群馬県

株式会社　東京ウエルズ　仙台研究所 宮城県

株式会社　東京エスケー 東京都

株式会社　東京エネシス 福島県

東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ　株式会社 岩手県

東京エレクトロンBP　株式会社 岩手県

東京ガスイズミエナジー　株式会社 東京都

株式会社　東京カネカフード 埼玉県

東京機材工業　株式会社 東京都

東京交通サービス　株式会社 東京都

東京コンドルタクシー　株式会社 東京都

株式会社　東京紙芸社 東京都

東京システムズ　株式会社 愛知県

東京精工　株式会社 福島県
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東京製鐵　株式会社　岡山工場 岡山県

東京セキスイハイム　株式会社 千葉県

株式会社　東京測振 東京都

国立大学法人東京大学　地震研究所 東京都

株式会社　東京ダイヤモンド工具製作所 宮城県

東京地下鉄　株式会社　第三工事事務所 東京都

公益財団法人　東京都環境公社 東京都

東京パワーテクノロジー　株式会社 神奈川県

株式会社　東京美術倶楽部 東京都

東京美装興業　株式会社 大阪府

株式会社　東京フード 栃木県

東京フードサービス　株式会社 東京都

東京貿易メカニクス　株式会社 東京都

東京三八五流通　株式会社　久喜主管支店 埼玉県

東京三八五流通　株式会社　松戸支店 千葉県

東京メトロポリタンテレビジョン　株式会社 東京都

東京遊覧観光バス　株式会社 東京都

東京ライト工業　株式会社　相模原工場 神奈川県

東京螺旋工業　株式会社 千葉県

東京ラッキー自動車　株式会社 東京都

東京濾器　株式会社　大月工場 山梨県

東京濾器　株式会社　相模第1工場 神奈川県

東京濾器　株式会社　相模第二工場 神奈川県

株式会社　東研サーモテック　小野工場 兵庫県

東建多度カントリークラブ・名古屋 三重県

東建リゾート・ジャパン　株式会社 岐阜県

東光印刷　株式会社 広島県

東興鉛鉄工業　株式会社 大阪府

株式会社　東光ストア 北海道

東幸電機　株式会社 神奈川県

東光電気工事　株式会社 東京都

有限会社　東光変圧器 福岡県

東西電工　株式会社 滋賀県

東芝ITサービス　株式会社 埼玉県

東芝ITサービス　株式会社 福岡県

東芝ITサービス　株式会社 長崎県

東芝ITサービス　株式会社 沖縄県

東芝ITサービス　株式会社 東京都

東芝インフラシステムズ　株式会社 東京都

東芝映像ソリューション　株式会社 青森県

東芝エネルギーシステムズ　株式会社 神奈川県

東芝産業機器システム　株式会社　三重事業所 三重県

東芝燃料電池システム　株式会社 神奈川県

東芝半導体サービス&サポート　株式会社　岩手事業所 岩手県

東芝三菱電機産業システム　株式会社 東京都

東芝ライテック　株式会社　　鹿沼工場 栃木県

東翔運輸　株式会社 東京都

東条パインバレーゴルフクラブ 兵庫県
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株式会社　東晋商事 三重県

東静工業　株式会社　伊豆FM工場 静岡県

東曹産業　株式会社 大阪府

東ソー・エスジーエム　株式会社 山口県

東ソー・クォーツ　株式会社 山形県

東ソー・セラミックス　株式会社 富山県

東電運輸　株式会社 三重県

東電タウンプランニング　株式会社 東京都

東特塗料　株式会社 埼玉県

道南食品　株式会社 北海道

株式会社　とうはん 大阪府

東福運送　株式会社 福岡県

東武トップツアーズ　株式会社 群馬県

東部ネットワーク　株式会社 神奈川県

東プレ東海　株式会社　東員本社工場 三重県

株式会社　東平商会 静岡県

東邦ガス　株式会社 愛知県

東邦ガスリビング　株式会社 愛知県

東邦金属熱錬工業　株式会社 愛知県

株式会社　東邦製作所 東京都

東邦電気工業　株式会社 青森県

東邦電気産業　株式会社 石川県

東宝ビル管理　株式会社 京都府

東邦窯業　株式会社 滋賀県

東北浅野防災設備　株式会社 宮城県

東北王子運送　株式会社 山形県

東北グンゼ　株式会社 山形県

東北センコー運輸　株式会社 宮城県

株式会社　東北センバ 秋田県

東北ノーミ　株式会社 宮城県

東北発電工業　株式会社　能代支社 秋田県

株式会社　東北丸和ロジスティクス 宮城県

東明エンジニアリング　株式会社 愛知県

東名化学工業　株式会社　千歳工場 北海道

株式会社　トゥモロー・ネット 東京都

東洋アルミエコープロダクツ　株式会社　千葉工場 千葉県

東洋アルミニウム　株式会社 静岡県

東洋アルミニウム　株式会社　千葉製造所 千葉県

東洋アルミニウム　株式会社　八尾製造所 大阪府

東洋化学　株式会社 滋賀県

東洋技研　株式会社 長野県

株式会社　東洋ゴムチップ 群馬県

東洋産業　株式会社 埼玉県

株式会社　東洋実業　石川事業所 石川県

株式会社　東洋食品　長野第二学校給食センター 長野県

東洋製罐　株式会社 埼玉県

株式会社　東洋精機製作所 東京都

株式会社　東洋精工 埼玉県
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東洋製鋼　株式会社 大阪府

東洋造船鉄工　株式会社 福岡県

東洋テクノ　株式会社 東京都

株式会社　東陽電設 埼玉県

東洋電装　株式会社 埼玉県

東洋バス　株式会社 千葉県

東洋ビューティ　株式会社 三重県

東洋ビルメンテナンス　株式会社 大阪府

東洋紡　株式会社 福井県

東洋紡　株式会社　岩国事業所 山口県

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 東京都

東横イン　赤羽駅東口 東京都

株式会社　東横イン　名古屋名駅南 愛知県

東横INN梅田中津Ⅱ 大阪府

東横イン金沢兼六園香林坊 石川県

東横化学　株式会社 神奈川県

東レ　株式会社 滋賀県

東レ・メディカル　株式会社 大阪府

東和運送　株式会社 大阪府

東和エレベーター　株式会社 山梨県

同和エレベータ工業　株式会社 大阪府

東和電機工業　株式会社 青森県

株式会社　東和電氣工事 東京都

株式会社　TOKAI 静岡県

トーカイ　株式会社 岐阜県

トーカロ　株式会社 岡山県

株式会社　トーカン　名古屋工場 愛知県

株式会社　TOSYS 新潟県

株式会社　TOSYS 長野県

トーセン　株式会社 大阪府

トータルサインリード　株式会社 栃木県

株式会社　トータルサポート 山形県

トーテックアメニティ　株式会社 愛知県

トーテックフロンティア　株式会社 愛知県

トーテツメンテナンス　株式会社 栃木県

TOTO　株式会社 神奈川県

株式会社　トープラ　東海工場 静岡県

株式会社　トーホーフードサービス 東京都

トーマス科学器械　株式会社 東京都

トーヨー産業　株式会社 埼玉県

トーヨースギウエ　株式会社 香川県

TOYO　TIRE　株式会社　桑名工場 三重県

トーラク　株式会社 兵庫県

トールエクスプレスジャパン　株式会社 兵庫県

トールエクスプレスジャパン　株式会社　姫路支店 兵庫県

DOWA　ハイテック　株式会社 埼玉県

DOWAエコシステム　株式会社 東京都
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DOWAエコシステム　株式会社 秋田県

DOWAホールディングス　株式会社　秋田事業所 秋田県

ときわ化研　株式会社 茨城県

特種東海製紙　株式会社 静岡県

株式会社　特種東海フォレスト 静岡県

有限会社　徳田通信 大阪府

特別養護老人ホーム　春日野園 広島県

株式会社　徳力本店 埼玉県

株式会社　トコスチ 埼玉県

株式会社　ドコモCS 東京都

株式会社　ドコモCS　山梨支店 山梨県

株式会社　ドコモCS中国　岡山支店 岡山県

株式会社　ドコモＣＳ東海　三重支店 三重県

株式会社　土佐屋　かごしま空港ホテル 鹿児島県

株式会社　トシパン　プロスプリント 茨城県

株式会社　図書館流通センター 東京都

都心運送　株式会社 福岡県

株式会社　戸田久 岩手県

戸田精工　株式会社 秋田県

栃木カネカ　株式会社 栃木県

栃木精工　株式会社 栃木県

栃木ダイハツ販売　株式会社 栃木県

株式会社　栃木ニコン 栃木県

株式会社　TOKS 滋賀県

株式会社　トップ　岩瀬工場 茨城県

トップ興業 新潟県

トップソーイング　株式会社 島根県

株式会社　トップ通商 愛知県

株式会社　トップワイジャパン　イービジネスセンター 東京都

轟産業　株式会社　研究開発センター 福井県

株式会社　斗南 青森県

図南鍛工　株式会社 神奈川県

株式会社　登根工業所 山口県

鳥羽工産　株式会社　下切第一工場 岐阜県

鳥羽工産　株式会社　南部工場 岐阜県

トピー海運　株式会社 愛知県

株式会社　トミー精工 愛知県

株式会社　トミーテック 栃木県

株式会社　富岡食品 埼玉県

株式会社　富信 岐阜県

有限会社　冨田電工 北海道

冨永物産　株式会社 千葉県

株式会社　トムズワーク 大阪府

トムラ・ジャパン　株式会社 東京都

友栄自動車　株式会社 大阪府

株式会社　トモエ自工 静岡県

株式会社　巴商会　ひたちなか営業所 茨城県

株式会社　トモズ 東京都
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株式会社　トモズ　インクローバーコクーンシティ店 埼玉県

トモズ　上野毛店 東京都

有限会社　友次 東京都

ToMoテック 東京都

豊興工業　株式会社 愛知県

豊島繊維　株式会社 福井県

トヨタエルアンドエフ岡山　株式会社 岡山県

トヨタエルアンドエフ東京　株式会社 東京都

豊田ケミカルエンジニアリング　株式会社 愛知県

トヨタ部品愛知共販　株式会社 愛知県

トヨタ部品岐阜共販　株式会社 岐阜県

トヨタ部品福島共販　株式会社 福島県

トヨタ紡織　株式会社 愛知県

トヨタ紡織滋賀　株式会社 滋賀県

豊田油気　株式会社　苫小牧営業所 北海道

豊臣熱処理工業　株式会社 愛知県

豊橋ケーブルネットワーク　株式会社 愛知県

株式会社　虎昭産業　北関東もおか工場 栃木県

トランコム　株式会社　福岡情報センター 福岡県

トランコムSC　株式会社 栃木県

株式会社　トランテックス 石川県

ドリームベッド　株式会社 広島県

有限会社　トリムコーポレーション 福岡県

株式会社　十和田電機 神奈川県

トワロン　株式会社 大阪府

株式会社　トンボ鉛筆　生産開発センター 愛知県

有限会社　ナイア 東京都

株式会社　名井商会 埼玉県

ナイス　株式会社 神奈川県

株式会社　直江鉄工 石川県

中井機械工業　株式会社 大阪府

長井紙業　株式会社 埼玉県

長岡産業　株式会社 滋賀県

株式会社　長尾機設 静岡県

株式会社　中尾総業 長崎県

中川装身具工業　株式会社　北上工場 岩手県

中川海苔　株式会社 熊本県

中川ヒューム管工業　株式会社　滋賀工場 滋賀県

ナカ工業　株式会社　東京工場 埼玉県

長崎魚市　株式会社 長崎県

長崎船舶装備　株式会社 長崎県

長崎電業　株式会社 長崎県

長崎菱電テクニカ　株式会社 長崎県

中島運輸　株式会社 東京都

株式会社　中島架設工業 東京都

株式会社　永島製作所 岩手県

中嶋電気事業　株式会社 東京都

中島ポリエチレン工業　株式会社　綾瀬事業所 東京都
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株式会社　中島窯業 岐阜県

株式会社　中田エンジン 大阪府

有限会社 中谷 徳島県

有限会社　中谷商店 静岡県

長津工業　株式会社 石川県

株式会社　ナガト 広島県

有限会社　長門環境管理センター 山口県

株式会社　長門製作所　電機工場 山口県

株式会社　中西製作所 大阪府

中西総合運輸　株式会社 三重県

中日本ロード・メンテナンス東京　株式会社 東京都

長野オートメーション　株式会社 長野県

株式会社　ナカノサービス 宮城県

株式会社　長野サンコー 長野県

株式会社　ナカノ商会 福島県

株式会社　ナカノ商会 兵庫県

株式会社　ナカノ商会　東北支社　仙台支店 宮城県

長野日本無線マニュファクチャリング　株式会社 長野県

中野物産　株式会社 大阪府

ナカノ薬品　株式会社 栃木県

中原建設　株式会社 埼玉県

株式会社　中原商店 岩手県

株式会社　中村機械 富山県

株式会社　中村機器 栃木県

中村留精密工業　株式会社 石川県

株式会社　ナカムラロジスティクス 神奈川県

中山化成　株式会社 大阪府

株式会社　中山工業 愛知県

有限会社　ナカヤマ製作所 山形県

有限会社　中山電工社 神奈川県

長良通商　株式会社　南相馬営業所 福島県

株式会社　名古屋サンギ 愛知県

名古屋電機工業　株式会社 東京都

ナゴヤパッキング製造　株式会社　養老工場 岐阜県

ナゴヤフード　株式会社　豊川営業所 愛知県

那須グリコ乳業　株式会社 栃木県

株式会社　那須ニコン 栃木県

株式会社　ナチベアリング製造 富山県

株式会社　ナチュラルフィールドサプライ 大阪府

株式会社　ナ・デックス 愛知県

株式会社　那の津 福岡県

ナブテスコ　株式会社　津工場 三重県

ナブテスコサービス　株式会社　神戸テクノセンター 兵庫県

株式会社　ナプロアース 福島県

株式会社　ナベシマ 福岡県

奈良電気 茨城県

株式会社　ナリキ 富山県

ナルックス　株式会社 滋賀県
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株式会社　鳴海合金製作所 愛知県

鳴海防災設備　有限会社 愛知県

南九イリョー　株式会社 鹿児島県

社会福祉法人　南光会　中野ひかり保育園 東京都

南国交通　有限会社 福岡県

南国殖産　株式会社 鹿児島県

南平台温泉ホテル 栃木県

新潟運輸　株式会社　春日井支店 愛知県

新潟運輸　株式会社　狭山支店 埼玉県

新潟運輸　株式会社　仙台支店 宮城県

新潟運輸　株式会社　新潟支店 新潟県

新潟興産　株式会社 新潟県

新潟名鉄運輸　株式会社 新潟県

NPO法人新治里山「わ」を広げる会 神奈川県

株式会社　ニクニ白鷹 山形県

有限会社　二軒茶屋餅角屋本店 三重県

二幸産業　株式会社 岐阜県

二幸産業　株式会社　浜松営業所 静岡県

二光商運　株式会社 東京都

西　勇輝 東京都

株式会社　西川印刷　植木工場 熊本県

西川運輸興業　株式会社 新潟県

西関東センコーロジ　株式会社 東京都

西鉄運輸　株式会社　筑後支店 福岡県

株式会社　西鉄ホテルズ 福岡県

株式会社　西日本広告 広島県

西日本高速道路エンジニアリング九州　株式会社 福岡県

西日本三桜　株式会社 山口県

西日本積水工業　株式会社 岡山県

株式会社　西日本ブラインド製作所 広島県

西福岡タクシー　株式会社 福岡県

西松建設　株式会社 大阪府

有限会社　西村設備 滋賀県

日亜鋼業　株式会社　茨城工場 茨城県

ニチアス　鶴見工場 神奈川県

ニチアス　袋井工場 静岡県

株式会社　ニチイ学館　山形支店 山形県

日医工　株式会社　富山工場 富山県

日栄化工　株式会社 大阪府

株式会社　日栄自動車 山梨県

日栄商事　株式会社 石川県

ニチコンワカサ　株式会社 福井県

株式会社　ニチダイ 京都府

日電硝子加工　株式会社 滋賀県

日動工業　株式会社 大阪府

日道電建　株式会社 北海道

日日テクニカル工業　株式会社　東京事業所　八王子分室 東京都

株式会社　ニチノーサービス　福島事業所 福島県
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ニチハ　株式会社　名古屋工場　発電ボイラー課 愛知県

株式会社　ニチビ　静岡工場 静岡県

日米レジン　株式会社 東京都

日米レジン　株式会社 埼玉県

日佑電子　株式会社 新潟県

株式会社　ニチレイ・ロジスティクスエンジニアリング 大阪府

株式会社　ニチレイ・ロジスティックスエンジニアリング東海ES 愛知県

株式会社　ニチレイフーズ 東京都

株式会社　ニチレイフーズ 千葉県

日和産業　株式会社 東京都

ニッカウヰスキー　株式会社　西宮工場 兵庫県

日化メンテナンス　株式会社 和歌山県

株式会社　日環 栃木県

日揮　株式会社 岡山県

日機装　株式会社 静岡県

日軽形材　株式会社 岡山県

株式会社　日経首都圏印刷 埼玉県

株式会社　ニッケ機械製作所　東京事業所 神奈川県

株式会社　ニッケン鋼業　滋賀事業所 滋賀県

日興電機工業　株式会社 神奈川県

日興美装工業　株式会社　茨城支社 茨城県

日幸ライト工業　株式会社 愛知県

ニッコー　株式会社 東京都

日産化学　株式会社　材料科学研究所 千葉県

日産厚生会　玉川病院 東京都

日産トレーディングジャパン　株式会社 福岡県

ニッサンフーズ　株式会社 兵庫県

日産緑化　株式会社 東京都

NISSHA　株式会社 京都府

日昇工業　株式会社 福島県

株式会社　日章電設 東京都

株式会社　日硝ハイウエー 三重県

株式会社　日硝ハイウエー 奈良県

株式会社　日昭丸運 茨城県

株式会社　日章冷凍 神奈川県

日進アシスト　株式会社 愛知県

日新エアコンサービス　有限会社 埼玉県

株式会社　日進エンジニアリング 宮城県

日新技研　株式会社 大阪府

株式会社　日新工営 岐阜県

日伸精機　株式会社 東京都

日新製鋼　株式会社 愛知県

日新電機　株式会社 京都府

株式会社　日辰電機製作所 埼玉県

株式会社　日新トランスポート　龍ヶ崎営業所 茨城県

日新蜂蜜　株式会社 岐阜県

日清ペットフード　株式会社　鶴見工場 神奈川県

日世　株式会社　びわ湖工場 滋賀県
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株式会社　日星電機 北海道

日精電機　株式会社 岩手県

日精バイリス　株式会社 滋賀県

日泉化学　株式会社 千葉県

日総工産　株式会社 石川県

日総工産　株式会社　秋田総合オフィス 秋田県

ニッソーファイン　株式会社　小名浜工場 福島県

日通商事　株式会社　大阪工場 大阪府

日通商事　株式会社　狭山LSセンター 埼玉県

日通トランスポート　株式会社　犬山支店 愛知県

日鉄建材　株式会社　君津プレスコラム工場 千葉県

日鉄神鋼シャーリング　株式会社　堺シーヤリング工場 大阪府

日鉄住金鋼管　株式会社　九州製造所 福岡県

日鉄住金ステンレス鋼管　株式会社 茨城県

日鉄住金物流　株式会社 和歌山県

日鉄住金ボルテン　株式会社 大阪府

日鉄スラグ製品　株式会社 兵庫県

日鉄テックスエンジ　株式会社 千葉県

日鉄テックスエンジ　株式会社　東北支店 岩手県

日鉄テックスエンジ　株式会社　八幡支店　八幡事業センター 福岡県

日鉄パイプライン＆エンジニアリング　株式会社 大阪府

日鉄溶接工業　株式会社　習志野工場 千葉県

日東グラスファイバー工業　株式会社 福島県

日東精機　株式会社 三重県

日東精機　株式会社 大阪府

日東電機工業　株式会社 福岡県

日東電工　株式会社　滋賀事業所 滋賀県

日東富士製粉　株式会社 埼玉県

日東物流　株式会社 兵庫県

日東ベスト　株式会社　天童工場 山形県

株式会社　日配運輸 岩手県

日発運輸　株式会社　横浜営業所 神奈川県

株式会社　ニッパツサービス 神奈川県

株式会社　ニッパツパーキングシステムズ 大阪府

株式会社　日邦 大阪府

日本瓦斯　株式会社　館林営業所 群馬県

日本運輸　株式会社　静岡営業所 静岡県

日本オーチス・エレベータ　株式会社 千葉県

日本貨物鉄道　株式会社　吹田貨物ターミナル駅 大阪府

日本キャタピラー　合同会社 神奈川県

日本金属　株式会社 福島県

日本金属　株式会社　板橋工場　設備課 東京都

日本クッカリー　株式会社　島田工場 静岡県

日本グリース　株式会社　横浜工場 神奈川県

日本軽金属　株式会社 静岡県

日本軽金属　株式会社　蒲原ケミカル工場 静岡県

日本梱包運輸倉庫　株式会社 神奈川県

日本梱包運輸倉庫　株式会社 愛知県
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日本梱包運輸倉庫　株式会社 三重県

日本梱包運輸倉庫　株式会社 滋賀県

日本梱包運輸倉庫　株式会社　北上営業所 岩手県

日本梱包運輸倉庫　株式会社　児玉営業所 埼玉県

日本梱包運輸倉庫　株式会社　富山営業所 富山県

株式会社　日本サーモエナー　千葉支店 千葉県

日本車輌製造　株式会社 愛知県

日本スタッドウェルディング　株式会社 愛知県

日本精機　株式会社 新潟県

日本精工　株式会社　石部工場 滋賀県

日本製紙　株式会社　関東工場　足利 栃木県

日本製紙パピリア　株式会社　吹田工場 大阪府

日本製紙北海道サポート　株式会社 北海道

日本製紙リキッドパッケージプロダクト　株式会社　石岡事業所 茨城県

日本製粉　株式会社 大阪府

日本洗浄機　株式会社 東京都

日本通運　株式会社 新潟県

日本通運　株式会社 東京都

日本通運　株式会社 静岡県

日本通運　株式会社 愛知県

日本通運　株式会社 山梨県

日本通運　株式会社 熊本県

日本通運　株式会社　金沢警送事業所 石川県

日本通運　株式会社　久留米支店 福岡県

日本通運　株式会社　仙台支店 宮城県

日本通運　株式会社　中部警送支店　名古屋ビジネスセンター 愛知県

日本通運　株式会社　長野航空支店 長野県

日本電解　株式会社 茨城県

日本電設工業　株式会社 福岡県

日本トーカンパッケージ　株式会社　大阪工場 大阪府

日本特殊陶業　株式会社 愛知県

日本乳化剤　株式会社 神奈川県

日本ニューマチック工業　株式会社 三重県

日本ニューマチック工業　株式会社 大阪府

日本年金機構健康保険組合 東京都

日本ハム食品　株式会社　関西プラント 兵庫県

日本パルスモーター　株式会社　岩木工場 青森県

株式会社　日本分析 東京都

日本ペイント　株式会社 宮城県

日本ペイント　株式会社 栃木県

日本ペイント　株式会社 埼玉県

日本ペイント・オートモーティブコーティングス　株式会社 大阪府

日本ペイント・サーフケミカルズ　株式会社 東京都

日本ペイントオートモーティブコーティングス　株式会社 栃木県

日本ベクトン・ディッキンソン　株式会社 福島県

日本防蝕工業　株式会社 愛知県

日本郵政　株式会社　かんぽの宿　有馬 兵庫県

日本郵便　株式会社 熊本県
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日本郵便　株式会社　飯塚郵便局 福岡県

日本郵便　株式会社　泉佐野郵便局 大阪府

日本郵便　株式会社　一関郵便局 岩手県

日本郵便　株式会社　大阪中央郵便局 大阪府

日本郵便　株式会社　釧路西郵便局 北海道

日本郵便　株式会社　堺郵便局 大阪府

日本郵便　株式会社　左京郵便局 京都府

日本郵便　株式会社　下田郵便局 静岡県

日本郵便　株式会社　裾野郵便局 静岡県

日本郵便　株式会社　福岡南郵便局 福岡県

日本郵便　株式会社　山科郵便局 京都府

日本郵便　株式会社　山梨郵便局 山梨県

日本郵便輸送　株式会社　仙台営業所 宮城県

日本陸送　株式会社 滋賀県

日本リファイン　株式会社 岐阜県

ニッポンロジ　株式会社 神奈川県

日本ロジテム　株式会社 千葉県

株式会社　ニトリ 東京都

ニフコプラント　株式会社 兵庫県

ニプロ　株式会社　びわこ工場 滋賀県

ニプロファーマ　株式会社　鏡石工場 福島県

有限会社　日本アソシエ 愛知県

日本アドバンストテクノロジー　株式会社 茨城県

日本板硝子　株式会社　津事業所 三重県

日本板硝子ビルディングプロダクツ　株式会社 大阪府

日本一フード秋田　株式会社 秋田県

日本エア・リキード　株式会社 東京都

日本エア・リキード　株式会社 兵庫県

日本エクスラン工業　株式会社　西大寺工場 岡山県

日本エマソン　株式会社 福岡県

日本エマソン　株式会社　ブランソン事業本部 大阪府

日本遠洋旋網漁業協同組合 長崎県

株式会社　日本オイルサービス 栃木県

日本オイルポンプ　株式会社 埼玉県

株式会社　日本海洋サービス 大阪府

日本果実工業　株式会社　萩工場 山口県

一般社団法人　日本貨物検数協会 千葉県

日本カラー工業　株式会社 大阪府

日本環境クリアー　株式会社 埼玉県

日本管財　株式会社 大阪府

日本管財　株式会社 兵庫県

日本管財　株式会社 奈良県

日本管財　株式会社　奈良営業所 奈良県

一般財団法人　日本気象協会　東北支社 宮城県

日本基礎技術　株式会社　関西支店 大阪府

株式会社　日本キャンパック　赤城工場 群馬県

公益財団法人　日本キリスト教婦人矯風会 東京都

日本クリーナーサービス　株式会社 愛知県
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日本クリーン北海道　株式会社 北海道

株式会社　日本クリエート 栃木県

日本結晶光学　株式会社 群馬県

日本ケミコン　株式会社　福島事業所 福島県

日本ケミテックロジテム　株式会社 埼玉県

国立研究開発法人　日本原子力研究開発機構 福島県

日本原子力研究開発機構 茨城県

日本建設　株式会社 東京都

日本建設　株式会社　札幌支店 北海道

日本原燃　株式会社 青森県

日本交通　株式会社　赤羽第一営業所 東京都

日本交通横浜　株式会社 神奈川県

日本コミュニティケア　株式会社 愛知県

日本コルマー　株式会社　広島工場 広島県

株式会社　日本サンガリアベバレッジカンパニー 大阪府

株式会社　日本サンガリアベバレッジカンパニー　壬生野工場 三重県

日本システムハウス　株式会社 東京都

日本重化学工業　株式会社　小国事業所 山形県

日本私立学校振興・共済事業団　愛知会館 愛知県

株式会社　日本生科学研究所 東京都

日本精蝋 株式会社 山口県

日本設備工業　株式会社 大阪府

日本設備工業　株式会社 兵庫県

日本総業　株式会社 東京都

日本総合住生活　株式会社 神奈川県

日本総合住生活　株式会社 千葉県

日本総合住生活　株式会社 京都府

日本建装　株式会社 大阪府

日本たばこアイメックス　株式会社 東京都

日本駐車場救急サービス　株式会社 東京都

日本通信機　株式会社 東京都

株式会社　日本デキシー 栃木県

日本テクノエンジ　株式会社 兵庫県

日本テトラパック　株式会社 東京都

株式会社　日本デリカフレッシュ　名古屋工場 愛知県

日本電化工機　株式会社　MAC冷熱品改造センター 埼玉県

日本電技　株式会社 大阪府

日本電気精機　株式会社 静岡県

日本電産エレシス　株式会社 神奈川県

日本電産シンポ　株式会社 京都府

日本トランスシティ　株式会社　西日本運輸部　福岡営業所　戸原物流センター 福岡県

日本トランスシティ　株式会社　福岡営業所 福岡県

一般財団法人　日本燃焼機器検査協会 神奈川県

日本農産工業　株式会社　塩釜工場 宮城県

株式会社　日本バイオシステム 岩手県

日本バイリーン　株式会社 茨城県

日本バイリーン　株式会社 滋賀県

日本パフ　株式会社 大阪府
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日本ファーネス　株式会社 神奈川県

日本ファインテック　株式会社 福岡県

日本ファブテック　株式会社 茨城県

日本ファブテック　株式会社　千葉臨海工場 千葉県

日本フイルター　株式会社 神奈川県

日本フィルター工業　株式会社 石川県

株式会社　日本フードリンク 新潟県

日本ブチル　株式会社 神奈川県

日本物産　株式会社 東京都

日本プラスト　株式会社 群馬県

日本ボーチフレーバー　株式会社 栃木県

日本マタイ　株式会社　岡山工場 岡山県

日本松シール工業　株式会社 福島県

日本メックス　株式会社 京都府

日本メルセン　株式会社　加須工場 埼玉県

日本山村硝子　株式会社　埼玉工場 埼玉県

日本ユピカ　株式会社　湘南工場 神奈川県

日本リネンサプライ　株式会社 長野県

日本リネンサプライ　株式会社 岐阜県

日本濾水機工業　株式会社 神奈川県

株式会社　日本ワークプレイス 愛知県

日本ワイパブレード　株式会社 埼玉県

株式会社　ニュー・フェイス 福井県

ニュージャパンマリン　株式会社 三重県

ニューラルポケット　株式会社 東京都

ニューロング　株式会社　名古屋営業所 愛知県

ニューロング秋田　株式会社 秋田県

ニューロング柏　株式会社 千葉県

株式会社　ニレコ 東京都

株式会社　にわかタクシー 福岡県

株式会社　丹羽由砕石　大津事業所 滋賀県

株式会社　ヌーヴェルゴルフ倶楽部 千葉県

株式会社　ぬちまーす 沖縄県

株式会社　ぬのはん 長野県

沼津中央青果　株式会社 静岡県

株式会社　ネオアメニティーサービス 千葉県

株式会社　ネオコミュニケーション 東京都

株式会社　NEOソリューション 福島県

株式会社　ネオマトリクス 東京都

株式会社　ネオリス 愛知県

根岸運送　株式会社 和歌山県

株式会社　ネクスコ東日本エンジニアリング　盛岡事業所 岩手県

ネクストアート 千葉県

NExT-e Solutions　株式会社 東京都

ネグロス電工　株式会社 千葉県

株式会社　熱研 大阪府

根津鋼材　株式会社 埼玉県

ネッツトヨタ栃木　株式会社 栃木県
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株式会社　ネツレン・ヒートトリート山口工場 山口県

株式会社　ノア 三重県

農地活!片浦 埼玉県

ノースイ食品　株式会社 大阪府

株式会社　ノーミ・テクノ・エンジニアリング 東京都

株式会社　ノーリツ 東京都

野口リゾートマネジメント　株式会社　山翠楼 神奈川県

株式会社　野毛電気工業　九州事業部 熊本県

株式会社　野田スクリーン 愛知県

株式会社　ノダデン 愛知県

株式会社　能登半島 石川県

ノバ・エキスプレス　株式会社 埼玉県

株式会社　のぶちゃんマン　京都伊三郎製ぱん　事業本部九州CK 福岡県

野村開発　株式会社 愛知県

野村不動産パートナーズ　株式会社 東京都

野村不動産パートナーズ　株式会社 埼玉県

野村不動産パートナーズ　株式会社 広島県

野村不動産パートナーズ　株式会社 神奈川県

パーカーアサヒ　株式会社 埼玉県

パーカーエンジニアリング　株式会社 東京都

パーカー熱処理工業　株式会社　東松山工場 埼玉県

株式会社　パーキンエルマージャパン 神奈川県

バーストレイ 大阪府

有限会社　パースル・ライン・ジャパン 秋田県

株式会社　パーツ精工 福島県

Heartseed　株式会社 東京都

パートナー　西東京店 東京都

合同会社　ハーバーリース 兵庫県

株式会社　バームス福岡 福岡県

株式会社　ハイウェイ・サポート 滋賀県

バイエルクロップサイエンス　株式会社　防府工場 山口県

バイオマスエナジー　株式会社 長崎県

株式会社　パイオラックス 神奈川県

ハイグロマスター　株式会社 東京都

有限会社　梅香園 長野県

株式会社　ハイベック 東京都

バイホロン　株式会社 富山県

株式会社　HI-LINE 岡山県

株式会社　HI－LINE　岡山共配センター 岡山県

株式会社　HI-LINE　堺共配センター 大阪府

株式会社　バウコミュニケーションズ 大阪府

株式会社　ハウステック　結城工場 茨城県

株式会社　パウレック 兵庫県

株式会社　萩電気 愛知県

株式会社　ハクスイ　ダスキン広島東工場 広島県

伯東　株式会社 東京都

伯東　株式会社 神奈川県

株式会社　ハクトートータルサービス 長野県
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株式会社　白洋舎　大阪支店 大阪府

株式会社　白洋舎　名古屋支店 愛知県

株式会社　白洋舎　ユニフォームレンタル西部事業所　明石工場 兵庫県

株式会社　白洋舎　ユニフォームレンタル東部事業所 埼玉県

函館エヌ・デー・ケー　株式会社 北海道

パシフィック・エンジニヤリング　株式会社 東京都

株式会社　パシフィックアートセンター 東京都

パシフィックゴルフマネージメント　株式会社 大阪府

株式会社　橋本運送 埼玉県

株式会社　橋本鋳造所 東京都

株式会社　パスコ 東京都

株式会社　パスコ 広島県

波澄電設 千葉県

株式会社　長谷川 東京都

有限会社　長谷川電気土木 三重県

ハタノ工業　株式会社 埼玉県

八戸給食新西センター　グリーンハウス営業所 青森県

八起電設 福岡県

株式会社　白興 埼玉県

八光オートメーション　株式会社 福岡県

株式会社　初田製作所 愛知県

株式会社　ハツタテクノ 愛知県

有限会社　はっぴい 愛知県

株式会社　華三楽 福岡県

パナソニック　株式会社 京都府

パナソニック プロダクションエンジニアリング　株式会社 大阪府

パナソニック　株式会社　ライフソリューションズ社　新潟工場 新潟県

パナソニックES内装建材　株式会社 香川県

パナソニックエイジフリー　株式会社　ライフサポート事業部 東京都

パナソニックSSサービス　株式会社 愛知県

パナソニックLSテクノサービス　株式会社 愛知県

パナソニックグループ　IS社　三洋電機　株式会社 大阪府

パナソニックグループ　オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社　三洋電機　株式会社大阪府

パナソニックグループ　三洋電機　株式会社 大阪府

パナソニックセミコンダクターソリューションズ　株式会社 京都府

パナソニック内装建材　株式会社 群馬県

パナソニックホームズ　株式会社 奈良県

株式会社　花園サービス 千葉県

パナック工業　株式会社 神奈川県

パナフーズ　株式会社　岡山工場 岡山県

株式会社　花森 北海道

ハニー化成　株式会社　明石事業所 兵庫県

有限会社　ハネックスエンジニアリング 大阪府

ハビックス　株式会社 岐阜県

ハピネスデンキ　株式会社　九州支店 福岡県

株式会社　パプリカ 福島県

浜井産業　株式会社 栃木県

浜北工業　株式会社 静岡県
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株式会社　ハマタニ 広島県

株式会社　浜野水産 石川県

株式会社　林原 岡山県

株式会社　はやしや　山梨工場 山梨県

株式会社　早瀬鉄工所 長崎県

ハヤテレ東北　株式会社 岩手県

株式会社　葉山国際カンツリー倶楽部 神奈川県

原田車両設計　株式会社 愛知県

株式会社　原町サイン 福島県

株式会社　パルコスペースシステムズ 東京都

株式会社　パロマ　恵那工場 岐阜県

株式会社　パロマ　直方工場 福岡県

パワーアシストテクノロジー　株式会社 埼玉県

パワーサプライテクノロジー　株式会社 三重県

有限会社　パワーシステム 群馬県

阪堺電気軌道　株式会社 大阪府

株式会社　萬国屋 山形県

阪神タクシー　株式会社 兵庫県

阪神千代田　株式会社 大阪府

阪神輸送機　株式会社 兵庫県

阪神ロジテム　株式会社 兵庫県

株式会社　半田 石川県

株式会社　バンダイ 東京都

磐梯リゾート開発　株式会社 福島県

バンドー化学　株式会社 兵庫県

阪奈土地建設　株式会社 大阪府

阪和興業　株式会社　北関東支店 群馬県

ピアゴ　十四山店 愛知県

ピアゴ　矢作店 愛知県

ピアゴ半田店 愛知県

ピー・アンド・ジー　株式会社 滋賀県

株式会社　ピー・エム・シー 東京都

株式会社　PRG 東京都

PRG　株式会社 東京都

株式会社　ピーエス三菱 東京都

株式会社　ピーエス三菱 福岡県

株式会社　ピーエス三菱　東北支店 宮城県

BXカネシン　株式会社 東京都

BXケンセイ　株式会社 大分県

BX西山鉄網　株式会社 栃木県

PFG　株式会社 宮城県

株式会社　ＰＪ二戸フーズ 岩手県

株式会社　ピース 愛知県

株式会社　PTC 熊本県

ビーテック　株式会社 長野県

株式会社　ビート 岡山県

ビィトップ　有限会社 神奈川県

株式会社　BBS 愛知県



（社）安全衛生マネジメント協会 受講事業者様一覧（2019年） 72/84ページ

株式会社　BPS大東 大阪府

ピーピーエル　株式会社 岐阜県

株式会社　ピーマックス 京都府

PUBG　株式会社 東京都

東日本オリオン　株式会社 長野県

東日本コベルコ建機　株式会社　埼玉東工場 埼玉県

東日本旅客鉄道　株式会社 東京都

株式会社　ヒガシヤデリカ 群馬県

株式会社　東山ホールディング　ハイアット　リージェンシー　京都 京都府

有限会社　比嘉酒造 沖縄県

有限会社　東由利電設 秋田県

ヒカリ　株式会社 奈良県

光計装　株式会社 兵庫県

光商工　株式会社 茨城県

光商工　株式会社 東京都

株式会社　光富士 山梨県

疋田電機商会　有限会社 富山県

株式会社　樋口物流サービス 東京都

株式会社　ビクトリー 埼玉県

PicoCELA　株式会社 東京都

彦根ゼラチン　株式会社 滋賀県

彦根ビューホテル 滋賀県

菱井工業　株式会社 大阪府

株式会社　菱小 愛知県

株式会社　ビジネストラベルネットワーク 東京都

ビジネスネットワーク　株式会社 東京都

株式会社　美十 京都府

備前発条　株式会社 岡山県

Bisouエアポートグランドサービス　株式会社 大阪府

協業組合　肥田セラム 岐阜県

株式会社　ヒタチ 埼玉県

ヒタチ　株式会社 山梨県

日立オートモティブシステムズ＆ナガノ　株式会社 東京都

日立オートモティブシステムズハイキャスト　株式会社 岩手県

日立オートモティブシステムズビジネスサービス　株式会社　群馬事業所 群馬県

日立化成　株式会社　五井事業所（野田） 千葉県

日立化成オートモーティブプロダクツ　株式会社 石川県

日立金属　株式会社 栃木県

日立建機日本　株式会社 京都府

株式会社　日立テクノロジーアンドサービス 兵庫県

株式会社　日立ビルシステム 東京都

株式会社　日立物流　西日本統括本部　安全品質環境部　安全品質環境グループ 愛知県

株式会社　日立プラントコンストラクション 福島県

株式会社　日立プラントサービス 大阪府

社会福祉法人　陽だまり会　国分寺もとまち保育園 東京都

飛騨酪農農業　協同組合 岐阜県

株式会社　ビッグ・エコ 静岡県

株式会社　ピックルスコーポレーション　福島工場 福島県
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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

Hits環境サービス　株式会社 神奈川県

株式会社　ビット　東京支店 東京都

株式会社　ビットキー 東京都

ピップ　株式会社 大阪府

ヒナタフーズ　株式会社 北海道

ビニフレーム工業　株式会社 富山県

火乃国食品工業　株式会社 熊本県

日の出交通　株式会社 新潟県

日の丸サンズ　株式会社 栃木県

株式会社　日比谷アメニス　大阪支店 大阪府

株式会社　ひまわりケアサービス 愛知県

株式会社　百楽荘 石川県

株式会社　ビューティエクスペリエンス 埼玉県

ビューテック　株式会社 愛知県

ビューテック　株式会社　石川工場 石川県

ビューテック　株式会社　富山工場 富山県

株式会社　ヒューテックノオリン　関西支店 大阪府

株式会社　ヒューテックノオリン　関東支店・第二センター 埼玉県

株式会社　ヒューテックノオリン　関東支店第一センター 埼玉県

株式会社　ヒューマンアイズ 兵庫県

有限会社　ヒューマンタクト 愛知県

社会福祉法人　ひよこ会　ことり保育園 三重県

株式会社　ヒラカワ 大阪府

平川商事　株式会社 奈良県

平塚日通サービス　株式会社 神奈川県

株式会社　ヒラバヤシ環境サービス 宮城県

平松エンタープライズ　株式会社 岡山県

株式会社　ピラミッド　栃木工場 栃木県

株式会社　ビルテクノス 愛知県

弘果弘前中央青果　株式会社 青森県

株式会社　ヒロコーポレーション 岐阜県

株式会社　廣澤精機製作所 愛知県

株式会社　広島エアポートホテル 広島県

有限会社　広島クレーンサービス 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　広島メタル＆マシナリー　ケムテックカンパニー 広島県

株式会社　広島メタルワーク 広島県

広島和光　株式会社 広島県

株式会社　廣瀬電気 京都府

ヒロセ電工 山口県

株式会社　ヒロタエクスプレス 栃木県

株式会社　広築　広畑事業所 兵庫県

広撚繊維工業　株式会社 福井県

びわ湖バレイ　株式会社 滋賀県

ファインネクス　株式会社 富山県

ファナック　株式会社 山梨県
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株式会社　ファミリーマート 愛知県

株式会社　ファルテック 福島県

株式会社　フィオーレ 山形県

フーズアンドフーズ　株式会社 福岡県

フードテクノエンジニアリング　株式会社 東京都

フードプロセス関東　株式会社 埼玉県

フェデラル・モーグルジャパン　株式会社　湘南工場 神奈川県

株式会社　フェニックス・アインツェル 茨城県

株式会社　フォースワン 広島県

株式会社　フォーラムパッケージ 埼玉県

フォスジャパン　株式会社 東京都

フォレスト　株式会社 静岡県

フカイ工業　株式会社　茨木工場 大阪府

福井国際カントリークラブ 福井県

福泉産業　株式会社 静岡県

株式会社　福岡機器製作所 佐賀県

福岡酸素　株式会社 福岡県

福岡第一交通　株式会社　福岡営業所 福岡県

福島グリーンパレス 福島県

福島小松フォークリフト　株式会社 福島県

福島鈑金工業　株式会社 福島県

福島日野自動車　株式会社 福島県

フクシマフーズ　株式会社 福島県

福寿工業　株式会社 岐阜県

福伸電機　株式会社 兵庫県

福助　株式会社　熊本工場 熊本県

福助エンジニアリング　株式会社 兵庫県

福助工業　株式会社　三重工場 三重県

株式会社　福装21　相馬ファクトリー 福島県

株式会社　福田組 新潟県

福地建設　株式会社 鹿児島県

福農産業　株式会社 兵庫県

福山通運　株式会社　今里支店 大阪府

福山通運　株式会社　岡山支店 岡山県

福山通運　株式会社　津山支店 岡山県

福山通運　株式会社　深谷支店 埼玉県

福山通運　株式会社　四日市支店 三重県

福禄寿　株式会社 秋田県

株式会社　福和工業 香川県

藤井産業　株式会社 栃木県

藤井寺市柏原市学校給食組合 大阪府

合同会社　藤井電気 千葉県

富士運輸　株式会社 石川県

富士エンジニヤリング　株式会社 岐阜県

富士エンヂニアリング　株式会社 群馬県

フジオーゼックス　株式会社 静岡県

富士化学工業　株式会社 富山県

富士カプセル　株式会社 静岡県
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株式会社　フジキカイ 愛知県

株式会社　フジキン 大阪府

株式会社　フジキン　つくば先端事業所 茨城県

株式会社　フジクラ 三重県

株式会社　フジクラ 千葉県

株式会社　フジクラ・ダイヤケーブル 埼玉県

株式会社　フジクラ・ダイヤケーブル 三重県

藤倉航装　株式会社 福島県

藤倉コンポジット　株式会社　加須工場 埼玉県

藤倉コンポジット　株式会社　原町工場 福島県

株式会社　富士クリーン 北海道

フジクリーン工業　株式会社 北海道

フジクリーン工業　株式会社 愛知県

フジクリーン工業　株式会社 大阪府

富士計測システム　株式会社 埼玉県

株式会社　富士建設 兵庫県

富士工機　株式会社 愛知県

株式会社　不二工機　玉川工場 神奈川県

株式会社　富士工業所 埼玉県

富士高分子工業　株式会社 愛知県

株式会社　富士工房 宮城県

株式会社　フジコー 大阪府

株式会社　フジコーポレーション 静岡県

株式会社　不二越 東京都

株式会社　フジコン 埼玉県

富士サービス　株式会社 愛知県

株式会社　FUJISAKI 新潟県

有限会社　藤澤電機 愛知県

富士山の銘水　株式会社 山梨県

株式会社　フジシール 三重県

株式会社　フジシール 奈良県

株式会社　フジシールウエスト 山口県

富士資材加工　株式会社 静岡県

冨士自動車　株式会社 東京都

株式会社　藤島建設 埼玉県

富士商　株式会社 山口県

富士水質管理　株式会社 茨城県

富士精工　株式会社 愛知県

不二製油　株式会社 大阪府

富士ゼロックスマニュファクチュアリング　株式会社 三重県

富士ソフト　株式会社 兵庫県

藤田珈琲　株式会社 奈良県

フジタ製薬　株式会社 東京都

株式会社　FUJIDAN 香川県

富士チタン工業　株式会社 兵庫県

富士通　株式会社　那須工場 栃木県

株式会社　富士通ITプロダクツ 石川県

富士通ネットワークソリューションズ　株式会社 群馬県
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株式会社　フジデリカ　鹿児島工場 鹿児島県

富士電機　株式会社　鈴鹿工場 三重県

フジ電計装　株式会社 愛知県

富士電子　株式会社 山形県

富士電子工業　株式会社 山口県

富士電子工業　株式会社 大阪府

不二電子工業　株式会社　岡部工場 静岡県

株式会社　藤縄電機製作所 長野県

不二熱学工業　株式会社 愛知県

フジパン　株式会社　枚方工場 大阪府

株式会社　不二ビルサービス 広島県

富士フイルムオプティクス　株式会社 茨城県

フジフーズ　株式会社　福島工場 福島県

富士物流　株式会社　関西支社 大阪府

富士部品　株式会社　湖西工場 静岡県

フジフレッシュフーズ　株式会社 兵庫県

富士包装紙器　株式会社 滋賀県

富士紡ホールディングス　株式会社 大阪府

富士ホーニング工業　株式会社 茨城県

株式会社　伏見製薬所 香川県

一般社団法人　富士見町開発公社 長野県

藤本工業　株式会社 山口県

フジモリ産業　株式会社 大阪府

株式会社　富士屋 新潟県

株式会社　富士屋運送 東京都

フジヤ広告　株式会社 岐阜県

有限会社　藤屋幸次郎商店 栃木県

不二輸送機工業　株式会社 山口県

不二ラテックス　株式会社　栃木工場 栃木県

富士レックス　株式会社　ボートレースチケットショップ姫路 兵庫県

藤原運輸　株式会社　松阪事業部 三重県

フジワラ産業　株式会社 大阪府

藤原産業　株式会社　東京支店 埼玉県

有限会社　藤原築炉 三重県

豊前医化　株式会社 山梨県

扶桑化学工業　株式会社 京都府

扶桑工業　株式会社 広島県

扶桑薬品工業　株式会社　茨城工場 茨城県

扶桑薬品工業　株式会社　大東工場 大阪府

株式会社　フタダ 岐阜県

株式会社　双葉 東京都

株式会社　フタバ 熊本県

双葉運輸　株式会社 広島県

双葉工業　株式会社 新潟県

双葉産業　株式会社 福岡県

双葉三共　カブシキガイシャ 広島県

フタバ産業　株式会社　六ッ美工場 愛知県

フタバ食品　株式会社　喜連川工場 栃木県
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フタバ食品　株式会社　コンフェクショナリー下栗工場 栃木県

フタバデザインセンター　株式会社 埼玉県

社会福祉法人　双葉の園　野のゆり保育園 東京都

二見屋工業　株式会社 福島県

株式会社　府中テンパール 広島県

株式会社　物流ジャパン　鹿屋営業所 鹿児島県

一般財団法人　ブナの里白神公社 青森県

ふふ河口湖 山梨県

フマキラー　株式会社 広島県

株式会社　冨美家 京都府

株式会社　フューレックス 愛知県

芙蓉実業　株式会社 山梨県

プライムアースEVエナジー　株式会社 静岡県

プライムデリカ　株式会社 神奈川県

プライムフーズ　株式会社 群馬県

プラクスエア工学　株式会社 埼玉県

プラハード　株式会社 大阪府

株式会社　プラルト 長野県

株式会社　PLANT　SUPER　CENTER　PLANT-5　大玉店 福島県

PLANT-3　川北店 石川県

株式会社　フリーキラ製薬 東京都

株式会社　FREEDOM 北海道

株式会社　フリジポート　熊本工場 熊本県

株式会社　ブリヂストン 東京都

株式会社　ブリヂストン　久留米工場 福岡県

株式会社　ブリヂストン　下関工場 山口県

株式会社　ブリヂストン　横浜工場 神奈川県

ブリヂストンエラステック　株式会社 静岡県

ブリヂストンケミテック　株式会社 三重県

ブリヂストンサイクル　株式会社 埼玉県

ブリヂストンサイクル　株式会社 佐賀県

ブリヂストンタイヤサービス西日本　株式会社 愛知県

ブリヂストンタイヤサービス東日本　株式会社 東京都

ブリヂストンタイヤサービス東日本　株式会社　バンダグーリトレッド千葉ファクトリー 千葉県

ブリヂストンタイヤジャパン　株式会社 東京都

ブリヂストンタイヤジャパン　株式会社　東京カンパニー　小平物流センター 東京都

ブリヂストン物流　株式会社 滋賀県

ブリヂストンプラントエンジニアリング　株式会社　那須事務所 栃木県

ブリヂストンフローテック　株式会社　福岡工場 福岡県

プリモ・ジャパン　株式会社 東京都

株式会社　プリンスホテル　雫石プリンスホテル 岩手県

プリンセスライン　株式会社 大阪府

株式会社　プリントメディア西部 福岡県

有限会社　ブルースカイ栃木 栃木県

古川エヌ・デー・ケー　株式会社 宮城県

古河樹脂加工　株式会社 千葉県

古河電気工業　株式会社 東京都

古河電気工業　株式会社 三重県



（社）安全衛生マネジメント協会 受講事業者様一覧（2019年） 78/84ページ

古河電気工業　株式会社 滋賀県

古河電気工業　株式会社　千葉事業所 千葉県

株式会社　古川電機製作所 長崎県

ブルドックソース　株式会社 埼玉県

フルノ電気工業　株式会社 北海道

古林工業　株式会社 大阪府

株式会社　ブルボン　新潟工場 新潟県

フレスコ　株式会社 福島県

株式会社　フレスコ 山梨県

フレスコキクチ　東原町店 福島県

株式会社　フレックスキャンパス 愛知県

株式会社　フレッシュダイナー秋田工場 秋田県

株式会社　プレナスフーズ 埼玉県

プレミアムウォーター　株式会社 山梨県

株式会社　フロインテック 埼玉県

株式会社　プロウイング 東京都

株式会社　ブロードバンク 愛知県

株式会社　Bros. 愛知県

株式会社　FLOSFIA 京都府

株式会社　フロンティア　名古屋南営業所 愛知県

株式会社　フロンティアエボリューション 愛知県

株式会社　平成エンタープライズ 東京都

株式会社　平成エンタープライズ 埼玉県

平成理研　株式会社 栃木県

株式会社　平和堂　アル・プラザ金沢 石川県

平和堂　100BAN店 京都府

Vector　Cuatro　Japan　株式会社 東京都

ベタークリエイション 神奈川県

ペットフード工房　株式会社 東京都

株式会社　ベネック 埼玉県

株式会社　ヘリオス 東京都

ベリテック三協　株式会社 愛知県

株式会社　ベルーガ 東京都

株式会社　ヘルシーホーム 岡山県

ベルフォアジャパン　株式会社 東京都

へレウス　株式会社 東京都

株式会社　ベンカン機工 群馬県

ベンダ工業　株式会社 広島県

株式会社　ベンチャーバンク 茨城県

ぺんてるケミカル　株式会社 茨城県

株式会社　宝幸　八戸工場 青森県

豊國工業　株式会社 茨城県

株式会社　豊国昭和起重機製作所 大阪府

株式会社　豊国昭和メンテサービス 大阪府

株式会社　豊珠興産 東京都

株式会社　豊食　福岡工場 福岡県

宝生工業　株式会社 東京都

防府通運　株式会社 山口県
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株式会社　ホーエー 山口県

株式会社　ポーター 東京都

株式会社　ポオトデリカトオカツ 兵庫県

ホームセンタームサシ　丸岡店 福井県

株式会社　ポーラスター 石川県

株式会社　帆苅組 新潟県

北越印刷　株式会社 東京都

北越パッケージ　株式会社 埼玉県

北信ヤクルト販売　株式会社 長野県

北星ゴム工業　株式会社 富山県

北星産業　株式会社 新潟県

株式会社　北斗開発 福岡県

北斗興業　株式会社 北海道

北都交通　株式会社 北海道

北部製糖　株式会社　今帰仁事業所 沖縄県

北洋工営　株式会社 北海道

北陸建工　株式会社 富山県

北陸千代田　株式会社 石川県

北陸電気工事　株式会社　小松支社 石川県

株式会社　星田商運 茨城県

有限会社　ホシデン 埼玉県

星野リゾート　界 鬼怒川 栃木県

株式会社　ポスト24 京都府

ホスピタルメンテナンス　株式会社 京都府

株式会社　細田工務店 東京都

株式会社　北海道朝日航洋 北海道

北海道クラシックゴルフクラブ 北海道

北海道電力　株式会社 北海道

北海道乳業　株式会社 北海道

株式会社　北海道日立 北海道

北海道保証牛乳　株式会社 北海道

北海道丸一鋼管　株式会社 北海道

北海道ワイン　株式会社 北海道

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ　株式会社 愛知県

北光金属工業　株式会社 秋田県

ボッシュ　株式会社 神奈川県

ホテルアレグリアガーデンズ天草 熊本県

ホテルキャッスル 山形県

株式会社　ホテルきよ水 宮城県

株式会社　ホテル京阪 京都府

ホテルサンルート大阪なんば 大阪府

ホテルJALシティ那覇 沖縄県

ホテルトラスティ金沢香林坊 石川県

ホテルバリタワー大阪天王寺 大阪府

ホテルルートイン伊勢 三重県

ホテルルートイン大阪和泉 大阪府

ホテルルートイン鹿沼インター 栃木県

ホテルルートイン亀山インター 三重県
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ホテルルートイン南四日市 三重県

ポニー工業　株式会社 愛知県

ほまれ酒造　株式会社 福島県

ポラスハウジング千葉　株式会社 千葉県

ポラテック　株式会社 千葉県

ポラテック　株式会社 埼玉県

堀内食品工業　株式会社 埼玉県

株式会社　堀内製作所 山梨県

株式会社　ポルテック 兵庫県

有限会社　本郷鶏肉 長野県

本城金属　株式會社 大阪府

本田技研工業　株式会社 栃木県

本田技研工業　株式会社 埼玉県

本田技研工業　株式会社　狭山工場 埼玉県

株式会社　本田技術研究所 埼玉県

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　宇都宮店 栃木県

株式会社　ホンダ産業　JOYFULー2　幸手店 埼玉県

本多タオル　株式会社 愛知県

株式会社　ホンダテクノフォート 栃木県

株式会社　ホンダドリーム関東 東京都

株式会社　ホンダ二輪新宿 埼玉県

株式会社　ホンダ四輪販売岡山 岡山県

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 三重県

株式会社　ホンダロック 栃木県

株式会社　本間製作所 埼玉県

マ・マーマカロニ　株式会社　宇都宮工場 栃木県

Mywayプラス　株式会社 神奈川県

株式会社　マイクロネット 広島県

毎通運輸　株式会社 福岡県

毎日興業　株式会社 埼玉県

株式会社　舞浜リゾートライン 千葉県

株式会社　マイム・コーポレーション 栃木県

株式会社　MINE 大阪府

株式会社　前川試験機製作所 東京都

前澤化成工業　株式会社 埼玉県

有限会社　前水産 広島県

株式会社　前田製作所 長野県

株式会社　前田製作所 山梨県

前田陸送　株式会社 大阪府

株式会社　前橋LIXIL製作所 群馬県

株式会社　マキシス精工 福島県

株式会社　マキテック 岐阜県

株式会社　マキテック　米沢工場 山形県

マクセル　株式会社 神奈川県

株式会社　MAGnet 東京都

枕崎郵便局 鹿児島県
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株式会社　Macocco　三茶こっこ保育園 東京都

真鉄工　株式会社 岡山県

誠電気 愛知県

マコトトランスポートサービス　株式会社 岩手県

株式会社　マサエンジ 大阪府

株式会社　正木製作所 埼玉県

有限会社　正村製陶所 岐阜県

株式会社　マジオネット多摩　マジオたんぽぽ保育園吉祥寺 東京都

株式会社　MASS 大阪府

株式会社　マスダックマシナリー 埼玉県

益水興産　有限会社 広島県

株式会社　ますやみそ　焼山工場 広島県

株式会社　マタツ水産 北海道

松井工業　株式会社 福岡県

株式会社　松井紙業 東京都

株式会社　松井製作所 東京都

松浦企業　株式会社 神奈川県

松浦制御設計事務所 京都府

松岡モータース　株式会社 福岡県

株式会社　松尾製作所 愛知県

松尾塗装　株式会社 福岡県

株式会社　マックス 奈良県

マックスバリュ西日本　株式会社　ザ・ビッグ美祢店 山口県

マックスバリュ西日本　株式会社　徳山東店 山口県

マックスバリュ北海道　株式会社 北海道

マックスバリュ南東北　株式会社 宮城県

マックスバリュ南東北　株式会社　ザ・ビッグ石巻鹿又店 宮城県

松阪APM　株式会社 三重県

松阪市　上下水道部 三重県

松田テック 愛知県

松中鈑金　株式会社 東京都

有限会社　松野エクスプレス 静岡県

松野電工 兵庫県

株式会社　松本建設 埼玉県

株式会社　松本工業所　本社工場 愛知県

株式会社　松本コロタイプ光芸社 熊本県

松本電興　株式会社 東京都

松屋産業　株式会社 大阪府

株式会社　マナテック 長野県

まねきや硝子　株式会社　伊賀工場 三重県

株式会社　マノモクハウジング 愛知県

株式会社　真秀コールド・フーズ 奈良県

株式会社　マヤマ 大阪府

マリンフード　株式会社 大阪府

株式会社　丸井　草加マルイ 埼玉県

マルイシ運輸　株式会社　福島営業所 大阪府

マルイ食品　株式会社　大口工場 鹿児島県

マルイ食品　株式会社　野田第2工場 鹿児島県
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丸一鋼管　株式会社　詫間工場 香川県

株式会社　マルイチ産商　北関東支社 群馬県

丸一ロジスティクス　株式会社 東京都

株式会社　丸運トランスポート東日本 神奈川県

株式会社　マルエイ 長野県

丸栄化工　株式会社 福岡県

株式会社　マルエス 大阪府

株式会社　マルエスフリージングジャンクション 山梨県

丸岡金属　株式会社 大阪府

丸喜化学工業　株式会社 千葉県

丸喜産業　株式会社 富山県

マルキユー　株式会社 埼玉県

丸五運輸　株式会社 千葉県

株式会社　マルコーフーズ 静岡県

丸子警報器　株式会社 長野県

丸三機械建設　株式会社 東京都

株式会社　マルサン精密 石川県

マルシゲ食品　株式会社 群馬県

丸十運輸倉庫　株式会社 岡山県

株式会社　丸正　早川水栓 岐阜県

丸信産業　有限会社 東京都

丸善機工　株式会社 東京都

丸善製菓　株式会社 大阪府

まるそう電気 愛知県

株式会社　マルダイ 秋田県

丸長運送　株式会社　河内長野営業所 大阪府

株式会社　マルツ電波 大阪府

株式会社　マルト　光惣菜センター 福島県

株式会社　マルトウ 長野県

マルトモ　株式会社 愛媛県

株式会社　マルナカ 愛知県

丸西産業　株式会社 長野県

丸西産業　株式会社　タスパス飯田工場 長野県

株式会社　マルハチ村松　静岡工場 静岡県

マルハニチロ　株式会社 山形県

マルフジエンジニアリング　株式会社 東京都

株式会社　丸政水産 長崎県

株式会社　マルマサフード　川越工場 埼玉県

株式会社　マルマサフード　菰野工場 三重県

株式会社　マルマサフード物流サービス 大阪府

株式会社　まる味食品 山形県

丸本鋼材　株式会社 広島県

株式会社　丸山製作所 埼玉県

株式会社　丸山木工所 栃木県

株式会社　丸横運送 静岡県

株式会社　丸和運輸機関　アズコム北関東MK共配 栃木県

株式会社　丸和通運 栃木県

丸和油脂　株式会社　春日部工場 埼玉県
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株式会社　マロニエ・フレッシュミート 栃木県

株式会社　万惣 広島県

株式会社　万代　渋川畜産商品加工センター 大阪府

有限会社　萬博堂 岩手県

ミートフーズサービス　株式会社 大阪府

三浦マシン　株式会社 愛媛県

三重近鉄タクシー　株式会社 三重県

三重西濃運輸　株式会社 三重県

三重ナルミ　株式会社 三重県

三重富士通セミコンダクター　株式会社 神奈川県

御影第一　株式会社 兵庫県

株式会社　三笠会館 東京都

御門電気通信 大阪府

三河電機　株式会社 兵庫県

株式会社　幹通信工業 大阪府

株式会社　ミクニ　菊川事業所 静岡県

みくになかよしこども園 千葉県

有限会社　三咲商事 東京都

株式会社　三品松菱 愛知県

三島光産　株式会社　機工事業本部 福岡県

株式会社　水上電機製作所 大阪府

株式会社　ミズサワセミコンダクタ 岩手県

株式会社　三鈴 滋賀県

株式会社　ミスターマックス 福岡県

ミスターマックス　末武店 山口県

株式会社　ミズプラ 愛知県

みずほ信託銀行　株式会社 東京都

水間急配　株式会社 大阪府

株式会社　三鷹商事 京都府

三谷産業コンストラクションズ　株式会社 石川県

三谷セキサン　株式会社 大阪府

三田理化工業　株式会社 大阪府

株式会社　道の駅　豊北 山口県

株式会社　三井E&Sビジネスサービス 岡山県

株式会社　三井E&Sマシナリー　玉野機械工場 岡山県

三井ガーデンホテル千葉 千葉県

三井化学アグロ　株式会社 滋賀県

三井化学東セロ　株式会社　安城工場 愛知県

三井ガ－デンホテル銀座プレミア 東京都

三井金属資源開発　株式会社 東京都

三井研削砥石　株式会社 埼玉県

三井製糖　株式会社 千葉県

三井製糖　株式会社 兵庫県

三井農林　株式会社 山梨県

株式会社　ミツイバウ・マテリアル 三重県

三井物産フォーサイト　株式会社 栃木県

三井不動産ファシリティーズ・ウエスト　株式会社 大阪府

株式会社　三井不動産ホテルマネジメント 東京都
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三井ホーム　株式会社 宮城県

株式会社　Mizkan 栃木県

株式会社　ミツカン 兵庫県

株式会社　三越伊勢丹 愛知県

株式会社　三ツ知春日井 愛知県

株式会社　ミッドシフト 埼玉県

株式会社　ミツトヨ宇都宮事業所 栃木県

株式会社　ミツバ　新里工場 群馬県

株式会社　ミツハシ 神奈川県

株式会社　三橋商会 大阪府

有限会社　三橋タイル工業所 千葉県

三菱ガス化学　株式会社　新潟工場 新潟県

三菱ケミカル　株式会社 富山県

三菱地所プロパティマネジメント　株式会社 東京都

三菱重工環境・化学エンジニアリング　株式会社 神奈川県

三菱重工機械システム　株式会社 兵庫県

三菱重工サーマルシステムズ　株式会社 兵庫県

三菱重工冷熱　株式会社 愛知県

三菱重工冷熱　株式会社　大和事業所 神奈川県

三菱商事ライフサイエンス　株式会社 栃木県

三菱商事ライフサイエンス　株式会社 埼玉県

三菱伸銅　株式会社 大阪府

三菱製鋼　株式会社 千葉県

三菱電機　株式会社 京都府

三菱電機FA産業機器　株式会社 東京都

三菱電機エンジニアリング　株式会社 愛知県

三菱電機エンジニアリング　株式会社 和歌山県

三菱電機照明　株式会社 静岡県

三菱電機照明　株式会社 神奈川県

三菱電機ビルテクノサービス　株式会社 鹿児島県

三菱日立パワーシステムズ精密鋳造　株式会社 栃木県

三菱ふそうトラック・バス　株式会社 東京都

三菱ふそうトラック・バス　株式会社 栃木県

三菱ふそうトラック・バス　株式会社　九州ふそう 福岡県


