
「パートナーシップ構築宣言」の公表企業一覧

（2021年9月27 日時点：計1,519社）

企業名（業種別）

農業、林業【7社】

株式会社柴田産業

有限会社鉾田ゆうき

株式会社Happy Quality

株式会社合原有機農園

株式会社匝瑳おひさま畑

葉っピイ向島園株式会社

宮本農産

漁業【1社】

株式会社ゲイト

鉱業、採石業、砂利採取業【4社】

第一石産運輸株式会社

明円工業株式会社

八溝マテリアル株式会社

報徳石産株式会社

建設業【170社】

谷庄建設株式会社

株式会社不動建装

東建工業株式会社

株式会社ソネック

株式会社FLYUP

小杉造園株式会社

四国通建株式会社

株式会社弘電社

株式会社ヤマト

第一建設株式会社

株式会社山田組

株式会社三和工務店

山本建設工業株式会社

羽後電設工業株式会社

中野プランツ株式会社

株式会社榛原電業

芝田重機有限会社

新井工業株式会社

株式会社リヴィトップ

笹木産業株式会社



川本工業株式会社

鹿島建設株式会社

戸田建設株式会社

千代田興業株式会社

株式会社橋本店

アイリ設備株式会社

株式会社イートン 

株式会社フジタ

株式会社高脇基礎工事

I・KIND株式会社

大成建設株式会社

株式会社大林組

阿部建設株式会社

東亜建設工業株式会社

株式会社プラステクト

八生建設株式会社

有限会社トシズ

株式会社松下工務店

株式会社久本組

北野建設株式会社

宮坂建設工業株式会社

井上建設株式会社

株式会社森組

株式会社ケージーエム

pine village株式会社

松浦建設株式会社

株式会社南部電設工業

株式会社ディスプレイイトー

吾妻工業株式会社

株式会社 飯沼工務店

株式会社熊谷組

株式会社辻工務店

三機工業株式会社

サイカン工業株式会社

シン建工業株式会社

東洋熱工業株式会社

株式会社エムアンドエー

清水建設株式会社

青木あすなろ建設株式会社



株式会社タザワ電気

奥羽住宅産業株式会社

みらい建設工業株式会社

稲沢建設株式会社

株式会社長谷駒組

株式会社竹中工務店

株式会社六花舎設計

株式会社小林植木

株式会社庭や光葉

株式会社シンエイ

白木建設株式会社

株式会社竹中土木

株式会社安部日鋼工業

羽後設備株式会社

株式会社英明工務店

日本電機興業株式会社

スミダ工業株式会社

株式会社リバリング機工

有限会社タガワ建設工業

淡路土建株式会社

株式会社轟組

株式会社住まいるペイント

五洋建設株式会社

株式会社高橋組

株式会社森川組

?松建設株式会社

三重シンリョー設備株式会社

株式会社松本組

イケダアクト株式会社

?松テクノサービス株式会社

福留開発株式会社

株式会社中央住宅

東海建設株式会社

株式会社美創

前田建設工業株式会社

株式会社ヨシダアニー

関東道路株式会社

東神ハウス株式会社

山岡工業株式会社



株式会社チュウブ

岩田地崎建設株式会社

大真エンジニアリング株式会社

丸谷塗装工業株式会社

東北発電工業株式会社

四国電設工業株式会社

三和興産株式会社

三和エムケーアイ株式会社

豊開発株式会社

株式会社江川工芸社

翔飛工業株式会社

株式会社日本ピーエス

株式会社西海建設

株式会社ホリエ

平岩建設株式会社

東急建設株式会社

柏木建設株式会社

四国開発建設株式会社

株式会社植木センター広瀬

有限会社瀬戸内ネオン

株式会社四国ライト

ホーセック株式会社

株式会社安水建設

株式会社空間建築工房

株式会社ミナミ防災通信工業

スホー電機株式会社

株式会社ナガノ

富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社

株式会社佐伯工務店

芙蓉建設株式会社

株式会社永本建設

北陸電気工事株式会社

東海建設株式会社

株式会社若生塗建

伸和建設株式会社

株式会社トラスト

株式会社長浜機設

株式会社ガリレオ

株式会社アグリツリー



株式会社奥村組

市民エネルギーちば株式会社

株式会社マエダハウジング

株式会社長田工業所

株式会社和賀組

株式会社八洲電業社

白鷺電気工業株式会社

栃木アンカー工業株式会社

有限会社 ワークス

有限会社 竜王興産

稲栄産業株式会社

株式会社いろは建築技巧

盛興建設株式会社

株式会社ハカル

株式会社山本工業

株式会社シバタホームズ

株式会社ビット

有限会社太平洋興業

サン・シールド

有限会社大津工業

ミタニ建設工業株式会社

吉田ビニール株式会社

香山道路株式会社

(株)大黒建設

大和ハウス工業株式会社

有限会社東海ガーデン

株式会社半田機工

TOYOTOMI株式会社

株式会社富士ピー・エス

日本国土開発株式会社

エクスガーデンズ

株式会社IKホーム

株式会社増岡組

食料品製造業【44社】

石渡食品有限会社

西海醤油株式会社

株式会社大和

キノエネ醤油株式会社

株式会社エル・アンド・デー



イナホ製菓株式会社

株式会社大富士

株式会社田子の月

株式会社榮太樓總本鋪

株式会社斎藤商事

株式会社六星

株式会社サンフレッセ

はごろもフーズ株式会社

加賀味噌食品工業協業組合

兵庫県手延素?協同組合

株式会社でん六

株式会社横福

株式会社那波商店

カルビーポテト株式会社

モルツウェル株式会社

株式会社山豊

柄木田製粉株式会社

株式会社かもめパン

琉球創喜Labo合同会社

有限会社斎藤昭一商店

株式会社たけや製パン

株式会社Ｔ．Ｍ．Ｌ

株式会社セキグチデイリー

カルビー株式会社

合名会社アリモト

株式会社スドージャム

株式会社河鶴

株式会社柴沼?油インターナショナル

株式会社オハラ

株式会社金桝屋菓子店

愛情果有限会社

カクサン食品株式会社

株式会社あじかん

オタフクソース株式会社

株式会社にしき堂

株式会社ライフワークス

コレカラフーズ

広島駅弁当株式会社

広島アグリフードサービス株式会社



飲料・たばこ・飼料製造業【10社】

丸源飲料工業株式会社

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社

第一酒造株式会社

サッポロホールディングス株式会社

株式会社松葉屋本店

磯田園製茶株式会社

富士山の銘水株式会社

秋田酒類製造株式会社

株式会社マルイ

有限会社Ｐ＆Ｆａ

繊維工業【16社】

株式会社ＴＳＩホールディングス

シキボウ株式会社

ユニチカ株式会社

株式会社三陽商会

株式会社オンワード樫山

東洋紡株式会社

東レ株式会社

株式会社成光ネクタイ

帝人株式会社

丸昌産業株式会社

株式会社ユーエス

株式会社東京ソワール

サイボー株式会社

株式会社PR

株式会社シコー

セーレン株式会社

木材・木製品製造業（家具を除く）【4社】

有限会社日本バイオリン研究所大正琴全国普及会

中本造林株式会社

中本造林徳島株式会社

有限会社守屋建具店

家具・装備品製造業【2社】

株式会社WOODBASE・F

ｔ－ＦＬＡＴ

 パルプ・紙・紙加工品製造業【10社】

レンゴー株式会社

シンコーラミ工業株式会社



植田産業株式会社

王子ホールディングス株式会社

森紙器株式会社

ジョイパック

丸住製紙株式会社

丸三製紙株式会社

上山製紙株式会社

株式会社共進ペイパー＆パッケージ

印刷・同関連業【31社】

株式会社アルファー

株式会社あさひ印刷

株式会社丸信

株式会社 秀飯舎

共立速記印刷株式会社

NISSHA株式会社

芙蓉化成株式会社

望月印刷株式会社

大三紙業株式会社

株式会社イシクラ

町田印刷株式会社

神田印刷工業株式会社

秋田協同印刷株式会社

株式会社プリントワークス

西日本ビジネス印刷株式会社

株式会社金陽社印刷所

株式会社ツジマキ

秋田印刷製本株式会社

第一ビジネス・フォーム株式会社

久留米印刷株式会社

株式会社エース広告

株式会社文伸

株式会社トーン・アップ

株式会社井上総合印刷

山藤三陽印刷株式会社

株式会社アステージ

関東図書株式会社

大和印刷株式会社

株式会社キャスト西野

三美印刷株式会社



エーアールファクトリー有限会社

 化学工業【17社】

東京応化工業株式会社

第一稀元素化学工業株式会社

CAXEL株式会社

昭和電工株式会社

タイガースポリマー株式会社

サイデン化学株式会社

株式会社ローザ特殊化粧料

信越化学工業株式会社

日信化学工業株式会社

久保井インキ株式会社

株式会社ESC

三菱ケミカル株式会社

住友化学株式会社

セイカ株式会社

マナック株式会社

三重化学工業株式会社

株式会社細胞工学研究所

石油製品・石炭製品製造業【1社】

大木産業株式会社

プラスチック製品製造業【18社】

株式会社奥田

株式会社ミューパック・オザキ

ワエストロ株式会社

東ポリ株式会社

株式会社ヨシザワ

RINX株式会社

株式会社サカエ工業

マルイチエクソム株式会社

フジイ化工株式会社

株式会社ミロク

山陽レジン工業株式会社

有限会社大府プラスチック工業

有限会社吉田製作所

株式会社永興産業

パーフェクトン株式会社

水口化成株式会社

株式会社MIXIM



宇部エクシモ株式会社

ゴム製品製造業【3社】

株式会社都ローラー工業

亜木津工業株式会社

西川ゴム工業株式会社

なめし革・同製品・毛皮製造業【2社】

柏レザー株式会社

株式会社ネモフアー

窯業・土石製品製造業【6社】

株式会社西尾硝子鏡工業所

日本特殊陶業株式会社

松浪硝子工業株式会社

AGC株式会社

中工精機株式会社

株式会社オアーゾ

鉄鋼業【26社】

福留工業株式会社

日本製鉄株式会社

濱田重工株式会社

伊藤鉄工株式会社

日立金属株式会社

司工業株式会社

株式会社辻井製作所

大同特殊鋼株式会社

新報国製鉄株式会社

山陽特殊製鋼株式会社

長沼商事株式会社

日鉄ファーストテック株式会社

川口内燃機鋳造株式会社

友鉄工業株式会社

愛知製鋼株式会社

株式会社イトー鋳造

北光金属工業株式会社

株式会社神戸製鋼所

株式会社三条特殊鋳工所

ＪＦＥスチール株式会社

田口金属株式会社

株式会社光陽商会

株式会社マツバラ



山鋼プランテック株式会社

株式会社サンテック

共英製鋼株式会社

非鉄金属製造業【14社】

コマニー株式会社

住友金属鉱山株式会社 

株式会社静岡物産

株式会社東京チタニウム

秋田製錬

ノースヒルズ溶接工業株式会社

株式会社グローバル・ニュクリア・フュエル・ジャパン

株式会社大栄螺旋工業

株式会社アーレスティ

大一電機株式会社

ジャパンフィルター株式会社

住友電気工業株式会社

日本精密金型株式会社

株式会社福助アルミニウム鋳造所

金属製品製造業【84社】

鶴見鋼管株式会社

株式会社トーセイ

株式会社長山工業

蒲谷工業株式会社

鍋屋バイテック株式会社

株式会社西川精機製作所

株式会社横引シャッター

株式会社中央シャッター

株式会社関東製作所

ヱビナ電化工業株式会社

高松機械工業株式会社

小松ばね工業株式会社

株式会社ゴーリキ

スミテック株式会社

株式会社カトー

株式会社日昇テクニカ

藤恵工業株式会社

リンナイ株式会社

株式会社ナガセ

共栄テクノス株式会社



株式会社西軽精機

日本電鍍工業株式会社

TOMOE株式会社

株式会社木越工業所

株式会社ワイヱス工業所

有限会社白鳥精機

株式会社中村製作所

株式会社エイチワン

株式会社カナン製作所

ユタカ精工株式会社

株式会社佐々木工業

有限会社山下電機製作所

有限会社 佐々木製作所

株式会社星製作所

株式会社マサオプレス

株式会社レーザテック

株式会社東金ソリューション

福寿産業株式会社

山陽精螺工業株式会社

株式会社アジャスト

株式会社Biot

株式会社キャスト

株式会社ＳＰワークス

大陽ステンレススプリング株式会社

株式会社ナゴヤギア

株式会社キョーワハーツ

株式会社マテリアル

アルプススチール株式会社

山陽精工株式会社

トーメックス株式会社

有限会社トーシン

株式会社オーネックス

キリシマ精工株式会社

有限会社浜部製作所

潤和工業有限会社

有限会社広一化学工業

小松電気化学工業株式会社

株式会社METALREVISION

株式会社二光製作所



植平工業株式会社

株式会社シンクス

株式会社坂下鉄工所

株式会社藤村鐵工所

浅井工業株式会社

難波金属株式会社

株式会社 関西電工

株式会社Ｍ．Ｔ．Ｃ

中国精螺株式会社

有限会社田尻工業

株式会社ハリミ製作所

?ナカムラ

有限会社フジヤ

葵スプリング株式会社

株式会社徳田製作所

有限会社武蔵工業

アキタテクノス合同会社

株式会社山田技研

株式会社タナカ精機

株式会社タツタ

福田刃物工業株式会社

株式会社スズミ

株式会社ジェイ・エス・ケイ

有限会社斎藤技研工業

株式会社 上田工業

はん用機械器具製造業【10社】

加藤鉄工株式会社

住友建機株式会社

日本濾過工業株式会社

ダイキン工業株式会社

株式会社金久保製作所

SMC株式会社

青谷工業株式会社

株式会社シンコー

株式会社サン精機

協和工業株式会社

 生産用機械器具製造業【30社】

オグラ宝石精機工業株式会社

株式会社東鋼



株式会社ＦＵＪＩ

住友重機械工業株式会社

住友重機械ギヤボックス株式会社

住友重機械搬送システム株式会社

株式会社小松製作所

小原歯車工業株式会社

日立建機株式会社

株式会社ミナス精工

株式会社ハママツ

一宮工業株式会社

有限会社HIRANOMETALWORKS

株式会社バーテック

株式会社エーアイテック

株式会社サクラテック

日本ハードウェアー株式会社

株式会社日本テクノ

芝原工業株式会社

株式会社キトー

共栄金型株式会社

株式会社ハナガタ

株式会社菱屋

株式会社島精機製作所

株式会社鈴木鉄工

山中精工株式会社

有限会社丸之内マシーナリ

有限会社早島金型

株式会社吉田機工

有限会社佐々木鉄工所

業務用機械器具製造業【14社】

株式会社ニデック

ホシザキ株式会社

株式会社神戸機材

株式会社エノテック

株式会社 ＩＨＩ

株式会社ヒューテック

東洋産機株式会社

ユニパー株式会社

株式会社木幡計器製作所

株式会社山本製作所



株式会社ARK

株式会社ユニシス

三浦工業株式会社

旭山工業株式会社

電子部品・デバイス・電子回路製造業【15社】

日本ケミコン株式会社

富士プリント工業株式会社

三和電気工業株式会社

バリュークリエイション合同会社

日清紡ホールディングス株式会社

ポルックステクノ株式会社

京セラ株式会社

マブチモーター株式会社

ローム株式会社

株式会社村田製作所

太陽誘電株式会社

フェイス株式会社

ＴＤＫ株式会社

本多通信工業株式会社

浜松ホトニクス株式会社

電気機械器具製造業【38社】

富士工業株式会社

ナブテスコ株式会社

富士電子工業株式会社

三菱電機株式会社

株式会社田中電気研究所

BEMAC株式会社

明陽電機株式会社

東亜ディーケーケー株式会社

ファナック株式会社

株式会社 ネスター

株式会社日立製作所

オムロン株式会社

キヤノン電子株式会社

笠原工業株式会社

株式会社東芝

パナソニック株式会社

日本アビオニクス株式会社

大崎電気工業株式会社



パイオニア株式会社

信菱電機株式会社

シスメックス株式会社

立原電機株式会社

富士電機株式会社

株式会社レスカ

シャープ株式会社

株式会社安川電機

株式会社EVTD研究所

旭光電機株式会社

株式会社Phoxter

株式会社傳心堂

日新電機株式会社

カシオ計算機株式会社

有限会社ティ・エス・ディ

Little Medical Technologies合同会社

株式会社砂田製作所

株式会社マースグループホールディングス

株式会社熊平製作所

有限会社宮越鉄工所

情報通信機械器具製造業【7社】

沖電気工業株式会社

日本電気株式会社

セイコーエプソン株式会社

有限会社エーアンドエフ・コーポレーション

株式会社渡辺製作所

株式会社日立情報通信エンジニアリング

株式会社PetVoice

輸送用機械器具製造業【39社】

アイシン精機株式会社

株式会社ティラド

アサヒ電子株式会社

北陸重機工業株式会社

ヤマハ発動機株式会社

本田技研工業株式会社

株式会社ＳＵＢＡＲＵ

スズキ株式会社

株式会社エフテック

三菱自動車工業株式会社



豊田合成株式会社

愛三工業株式会社

いすゞ自動車株式会社

日産自動車株式会社

トヨタ自動車株式会社

ダイハツ工業株式会社

日野自動車株式会社

日産車体株式会社

株式会社デンソー

アクロナイネン株式会社

ＵＤトラックス株式会社

川崎重工業株式会社

トヨタ紡織株式会社

ダイハツ九州株式会社

株式会社オギ

千代田工業株式会社

株式会社ヨコタコーポレーション

三菱ふそうトラック・バス株式会社

株式会社ラピート

株式会社今野製作所

株式会社東海理化電機製作所

ダイヤ精機株式会社

AeroEdge株式会社

イーグル工業株式会社

株式会社エース

株式会社豊田自動織機

株式会社大熊製作所

株式会社キーレックス

日本発條株式会社

その他の製造業【55社】

株式会社タムロン

イワツキ株式会社

株式会社アクトサイン

株式会社コスミック恵歯研

響屋大曲煙火株式会社

株式会社サクラクレパス

山陽物産株式会社

株式会社西村プレシジョン

住友重機械建機クレーン株式会社



株式会社桑山

北海道ワイン株式会社

株式会社アサヒメッキ

オロル株式会社

株式会社モリチュウ

日本濾水機工業株式会社

ムソー工業株式会社

エフ・ピー・アール株式会社

三菱重工業株式会社

日本精工株式会社

株式会社富洋レヂン工業

株式会社MedicaNEXT

マルキユー株式会社

株式会社サタケ

吉澤石灰工業株式会社

株式会社東京化成製作所

ＥＣＯ－Ａ株式会社

有限会社大同製型

スズキテント有限会社

株式会社天野

静岡製機株式会社

株式会社FAプロダクツ

曉技研株式会社

株式会社オペス

ヤマハ株式会社

ミナミベック株式会社

株式会社共伸技研

株式会社チップス

アイリスオーヤマ株式会社

ケー・エム・エス株式会社

株式会社誠和

株式会社ハマベ

有限会社ボーダー

ダイヤ製薬株式会社

横浜ガルバー株式会社

株式会社アパークス

人の森株式会社

株式会社レザック

クロバー株式会社



リズム株式会社

株式会社ＧＳクラフト

萬国製針株式会社

有限会社大宮工芸

株式会社OTP

甲府貴宝株式会社

株式会社研創

電気・ガス・熱供給・水道業【27社】

東京ガス株式会社

野田ガス株式会社

大阪ガス株式会社

株式会社中屋

株式会社下館電業社

株式会社三和商会

東邦ガス株式会社

中国電力株式会社

静岡ガス株式会社

株式会社サイサン

九州電力株式会社

入間ガス株式会社

武州ガス株式会社

坂戸ガス株式会社

関西電力株式会社

宮崎瓦斯株式会社

東北電力株式会社

タプロス株式会社

中部電力株式会社

東京電力ホールディングス株式会社

北陸電力株式会社

北海道電力株式会社

長府工産株式会社

四国電力株式会社

沖縄電力株式会社

ミズカラ株式会社

株式会社日大

情報通信業【131社】

エリクソン・ジャパン株式会社

リコージャパン株式会社

日本アイ・ビー・エム株式会社



株式会社メディアインパクト

株式会社Opening Line

彩ネット株式会社

ビリングシステム株式会社

iMel株式会社

TradFit株式会社

株式会社ＴＫＣ

株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング

株式会社アイティーフィット

株式会社グローバルワイズ

株式会社クロスキャット

株式会社ワイ・シー・シー

Airitc株式会社

株式会社アイエスゲート

株式会社マネーフォワード

スパークジャパン株式会社

KDDI株式会社

株式会社エクス

日鉄ソリューションズ株式会社

株式会社Office AGK

株式会社アイビーシー岩手放送

ＡＧＳ株式会社

株式会社イークラフトマン

株式会社静鉄情報センター

株式会社テクノア

株式会社コヤマ・システム

SCSK株式会社

株式会社ＺＴＶ

株式会社PocketSoft

株式会社三重電子計算センター

日本電信電話株式会社

サンブロードバンド株式会社

株式会社AIサポート

株式会社CiNK

株式会社システムネットワーク

イーストライズ株式会社

株式会社エヌエスシー

東北インフォメーション・システムズ株式会社

株式会社吉備ケーブルテレビ



株式会社東北電子計算センター

株式会社秋田放送

北日本コンピューターサービス株式会社

秋田テレビ株式会社

株式会社日立システムズ

山二システムサービス株式会社

株式会社DREAM WORKS

エイデイケイ富士システム株式会社

株式会社エフエム秋田

株式会社ジョージ

株式会社batton

株式会社日立ソリューションズ

センターフィールド株式会社

福島コンピューターシステム株式会社

株式会社Creator's NEXT

株式会社見える化

ジーニーラボ株式会社

株式会社ビットコミュニケーションズ

株式会社日本法務システム研究所

株式会社オフィスワタナベ

株式会社陣屋コネクト

株式会社DigiDockConsulting

株式会社Arent

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・エンジニアリングシステムズ

株式会社ベジトレード

株式会社クリエイトエンターテインメント

フリー株式会社

メディアフォーユー株式会社

株式会社EnMan Corporation

株式会社トラジェクトリー

株式会社アイミックス

BTD STUDIO株式会社

株式会社AIVICK

株式会社Phoenixテクノロジーズ

株式会社物件王

株式会社アレックスソリューションズ

株式会社Calm2Uinc株式会社

株式会社Aerial Partners

株式会社スカイディスク



株式会社TRECON

株式会社80&Company

セールスワン株式会社

株式会社Confibank

イー・アンド・エム株式会社

ディーブラウアーシュトローム合同会社

株式会社キャスト・ワークス

株式会社シオラボ

株式会社トップワイジャパン

株式会社向陽デジタルワークス

アンダーズ株式会社

株式会社ビースレッド

株式会社システートソリューションズ

株式会社トラストワークス

HOCインテリジェントテクノロジー株式会社

MI-6株式会社

財情株式会社

株式会社vivito

AI東京株式会社

Ｆｏｒｅｓｔ Ｂｏｏｋ 

合同会社クラウドエンジン

株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー

株式会社テクノサイト

株式会社アーツエイハン

エイコム株式会社

株式会社クライスト・アドヴァン

合同会社五方よし

婆娑羅Project合同会社

CO-NECT株式会社

株式会社Solferiona

株式会社TONOSAMA

テックマート株式会社

株式会社インフォネクスト

株式会社ソリデンテ

株式会社Mun

中国新聞社

株式会社テクノデジタル

株式会社PRO-SEED

ideasgreen



株式会社Grrow

周南マリコム株式会社

ドルフィンスルー株式会社

トップブランディング株式会社

99.9株式会社

富士テレコム株式会社

ライセンスソリューションズ株式会社

株式会社宇宙堂八木書店

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

株式会社オークネット

株式会社グランドツー

運輸業、郵便業【56社】

有限会社トランスポート竹内

静岡鉄道株式会社

西濃運輸株式会社

株式会社トータルユソウシステム

松葉倉庫株式会社

東亜物流株式会社

カンダコーポレーション株式会社

株式会社カンダコアテクノ

カンダホールディングス株式会社

カンダリテールサポート株式会社

北海道エネライン株式会社

滝川通運株式会社

歌志内運送株式会社

田子の浦埠頭株式会社

株式会社日立物流

丸徳運送株式会社

株式会社八千代交通

名古屋鉄道株式会社

三倭観光株式会社

株式会社丸和運輸機関

株式会社中津急行

アサヒロジスティクス株式会社

愛知海運株式会社

久居運送株式会社

山九株式会社

第三交通株式会社

栗林海陸輸送株式会社



濃飛倉庫運輸株式会社

秋印株式会社

株式会社栗林商会

日徳汽船株式会社

昭和日タン株式会社

栗林商船株式会社

室蘭海陸通運株式会社

アイビーデリバリー株式会社

株式会社秋田物流センター

秋田中央交通株式会社

株式会社宮城運輸

株式会社伊予鉄グループ

秋田海陸運送株式会社

四国旅客鉄道株式会社

株式会社八森運輸

有限会社峰南運輸

関東自動車株式会社

三菱ケミカル物流株式会社

JFE物流株式会社

株式会社アジェクト

高松商運株式会社

原町港湾運送株式会社

姫路港サイロ株式会社

ユーキ商事株式会社

ロジスティーダジャパン株式会社

上野トランステック株式会社

ひまわり運輸株式会社

有限会社ゼスト

有限会社國伸運輸

卸売業【95社】

サンコーインダストリー株式会社

株式会社ジョイフル

川本鋼材株式会社

愛知産業株式会社

豊島株式会社

株式会社マルエム商会

モリリン株式会社

株式会社宮入

株式会社QUATTRO



山崎金属産業株式会社

株式会社柳生商会

丸水秋田中央水産株式会社

第一環境設備株式会社

株式会社ナヤデン

株式会社壱福

株式会社SETTE

有限会社サンメンテナンス工機

ツアン・システム有限会社

株式会社平金商店

三井物産株式会社

国分グループ本社株式会社

株式会社木津屋本店

竹村株式会社

コマツ秋田株式会社

クラブン株式会社

株式会社 ＭＫアシスト

秋田ゼロックス株式会社

馬通富株式会社

株式会社アライ

株式会社角一商会

幸和機械株式会社

株式会社藤村商会

株式会社フォーバル

株式会社日立ハイテク

飯田工業薬品株式会社

石光商事株式会社

株式会社FALCON

株式会社浅田屋

島田嘉内商店

米良電機産業株式会社

さくら電機産業株式会社

くまもと電設資材株式会社

松本米穀精麦株式会社

石山商工株式会社

丸山製茶株式会社

株式会社山形丸魚

株式会社出雲屋

有限会社前田包装容器



山二建設資材株式会社

東洋紡ＳＴＣ株式会社

中央魚類株式会社

千葉中央魚類(株)

中央自動車工業株式会社

株式会社イーワイトレーディング

秋田県産株式会社

株式会社桑原

株式会社境田商事

株式会社那波伊四郎商店

株式会社相場商店

株式会社鹿田産業

アンブレラグロウ株式会社

株式会社ユニオン

三傳商事株式会社

有限会社三嶋商事

株式会社ミライ化成

エイム株式会社

株式会社高良

京都サンダー株式会社

東海商事株式会社

株式会社加藤水産

株式会社久本酒店

廣瀬株式会社

高松青果株式会社

クロスプラス株式会社

有限会社トップエージェント

疋田産業株式会社

三菱商事株式会社

株式会社サイコー

株式会社エルゴン・ジャパン

株式会社野口ビジネスコンサルティング

株式会社エヌワイ

株式会社小南商店

豊前医化株式会社

三山株式会社

サンホワイト太陽炭株式会社

ジャパンプライズ株式会社

株式会社優輪商会



住友商事株式会社

株式会社クリエイション

株式会社長勢紙業

株式会社arps

グライコバンク株式会社

株式会社サンリオ

丸紅株式会社

株式会社青芳

小売業【115社】

株式会社材栄

株式会社千疋屋総本店

ホンダモーター藤枝販売株式会社

株式会社サノ・ファーマシー

株式会社山王薬局

秋田日産自動車株式会社

株式会社モトーレン秋田

ネッツトヨタ秋田株式会社

株式会社佐々木米穀店

秋田いすゞ自動車株式会社

ロイヤルモーター株式会社

北海道エネルギー株式会社

辻兵商事株式会社

セントラル自動車技研株式会社

有限会社荒木印房

株式会社卓球家８４０

株式会社えのきだ

新井商店株式会社

株式会社フクズミ

株式会社マイヤ

株式会社日本レーザー

(株)スーパー細川

株式会社でんきち

清水屋スポーツ株式会社

ベストプランナー合同会社

イトキン株式会社

株式会社藤枝江崎新聞店

株式会社ナップス

株式会社島忠

モーターサイクルタナカ



株式会社掛川スーパーマーケット

有限会社昭和食品

株式会社ルドファン

有限会社ファースト・バリュー

パティスリーテロワール

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス

株式会社サーラコーポレーション

有限会社糸川メガネ

秋田三菱自動車販売株式会社

株式会社えむすび

ベッド通販セラピス

株式会社ヤオコー

イオン株式会社

株式会社アゴスト

臼井ショッピングセンター協同組合

株式会社マルイ

株式会社マルシン

有限会社升谷商店

株式会社藤崎

株式会社菓子舗榮太楼

株式会社サンインマルイ

株式会社ラ・ショエット

後藤酒店

株式会社金萬

株式会社辻吟

株式会社秋田クボタ

株式会社 山 二

お茶の井ヶ田株式会社

株式会社藤海産

株式会社秋田スズキ

株式会社Ｃｏｌｏｒｓ

株式会社日産サティオ秋田

千秋ホンダ販売株式会社

秋田スバル自動車株式会社

日産プリンス秋田販売株式会社

トヨタカローラ秋田株式会社

秋田トヨペット株式会社

株式会社ローソン

ネッツトヨタ山形株式会社



株式会社ファーストリテイリング

株式会社ダイネット

MIGホールディングス株式会社

GKM株式会社

株式会社プロスタッフ

株式会社北国からの贈り物

株式会社ノースクリエイト

マックスジェイティ株式会社

株式会社オーシャン

四国キヨスク株式会社

株式会社東美

合同会社カキシード

株式会社Brand New Trading

有限会社かどや

木鶏産業合同会社

株式会社川徳

株式会社フレスタホールディングス

株式会社YOUNG LIFE-1 SHINE

有限会社レモン

株式会社Jinaサロン

株式会社オイルバンク

株式会社ヒロコーポレーション

株式会社 新居商店

株式会社吉椿

株式会社浄法寺漆産業

h.LAB

合同会社フォトランド

株式会社光ギフトセンター

株式会社コプロ

株式会社カンセキ

ミアキス株式会社

株式会社カネタカ

ヤオマサ株式会社

株式会社エコプロ

有限会社田中商会

株式会社ホンダカーズ中央佐賀

福島スバル自動車株式会社

株式会社ヒロホールディングス

株式会社YUKIMOYO



株式会社南九州マツダ

株式会社SYアリメントス

株式会社ホンダカーズ長野中央

株式会社神戸マツダ

株式会社ケーズホールディングス

株式会社サンオータス

有限会社Ｍ．Ｄ．とみやま

金融業、保険業【51社】

アクサ生命保険株式会社

株式会社GON総合保険事務所

株式会社静岡銀行

株式会社埼玉りそな銀行

東京海上ホールディングス株式会社

株式会社常陽銀行（めぶきフィナンシャルグループ）

株式会社足利銀行（めぶきフィナンシャルグループ）

秋田共立株式会社

株式会社十六銀行

株式会社武蔵野銀行

株式会社百五銀行

株式会社北海道銀行

株式会社北陸銀行

富士宮信用金庫

埼玉縣信用金庫

株式会社りそな銀行

株式会社関西みらい銀行

株式会社みなと銀行

株式会社京都銀行

株式会社山陰合同銀行

株式会社伊予銀行

株式会社ひろぎんホールディングス

秋田県火災共済協同組合

株式会社秋田銀行

西武信用金庫

株式会社紀陽銀行

室蘭信用金庫

株式会社七十七銀行

株式会社栃木銀行

株式会社秋田国際カード

株式会社仙台銀行



かながわ信用金庫

秋田信用金庫

津山信用金庫

野村證券株式会社

興産信用金庫

株式会社秋田ジェーシービーカード

株式会社北都銀行

花巻信用金庫

山梨信用金庫

東京東信用金庫

大阪シティ信用金庫

西尾信用金庫

結城信用金庫

富士信用金庫

株式会社山梨中央銀行

川之江信用金庫

観音寺信用金庫

株式会社名古屋銀行

株式会社大東銀行

大同生命保険株式会社

不動産業、物品賃貸業【35社】

株式会社ワンストップビジネスセンター

ジーエー・システム株式会社

株式会社サノ・コーポレーション

株式会社7Lifeリアルエステート

株式会社CSE

東急株式会社

株式会社日産レンタリース秋田

石井商事株式会社

株式会社三和

東京土地販売株式会社

菱和産業株式会社

秋田総合リース株式会社

辻不動産株式会社

北海道スクエア株式会社

武蔵コーポレーション株式会社

三重交通グループホールディングス株式会社

協同組合秋田市民市場

新三井産業株式会社



株式会社仙台ビルディング

株式会社秋田グランドリース

?松エステート株式会社

?松エステート株式会社

株式会社マックスプラン

秋田まちづくり株式会社

大分リース株式会社

有限会社すぐる不動産

株式会社テナントショップ

秋田空港ターミナルビル株式会社

タカマツハウス株式会社

HAYASHIYA合同会社

株式会社ミブコーポレーション

株式会社オゾネ

イーグルハウス株式会社

フジ住宅株式会社

株式会社クラッソ

学術研究、専門・技術サービス業【97社】

ミッドランド税理士法人

株式会社ミッドランドITソリューション

株式会社ブランシェ

東京国際社会保険労務士事務所

CX Value Lab株式会社

株式会社肉体改造研究所

いであ株式会社

株式会社東北リソース

株式会社あらまほし

株式会社ワクフリ

株式会社経営力推進機構

税理士法人どうめき会計

萩原事務所

中央税務会計事務所

株式会社ハタ未来デザイン研究所

日本航空高圧株式会社

エイコウコンサルタンツ株式会社

栄研テクノ株式会社

セルズケア株式会社

まつやま税理士事務所

税理士法人IKG



飯塚国際特許事務所

税理士法人山田会計

株式会社スプラム

公益財団法人日本住宅・木材技術センター

株式会社匠技術研究所

たかつか行政書士事務所

株式会社コンフィック

株式会社オニオン新聞社

株式会社渡辺佐文建築設計事務所

税理士高野好史事務所

ノーヴァネクサス株式会社

株式会社ダブリューアール

ブロッサム東京行政書士事務所

サロン＆スクールCocologne

株式会社アサユナイト

アルパーコンサルティング株式会社

株式会社インデックス

株式会社ハンズオン

株式会社ワープ

株式会社エンジョイワークス

株式会社ダイワ技術サービス

株式会社 日報ステーション

株式会社中部デザイン研究所

株式会社アルク

有限会社サステイナブル・デザイン

トリニティ株式会社

合同会社フォーアイコンサルタント

一般社団法人三次元スキャンテクノロジー協会

一般社団法人新興事業創出機構

株式会社コボ

株式会社エネルギーソリューションジャパン

アドバンスト・エム株式会社

LEARN-TO-FLY株式会社

バウンダリ行政書士法人

陸奥テックコンサルタント株式会社

シグマパイ環境事務所

DMGコンサルティング株式会社

株式会社ブルーテックジャパン

行政書士ほりべ経営支援事務所



株式会社アスライト

行政書士いからし経営法務事務所

株式会社神戸工業試験場

shinku

シーエルエムラボ合同会社

かずきよ行政書士事務所

株式会社アーチドゥーク・オーディオ

関西ドローン・ラボラトリーズ株式会社

日本カーボンマネジメント株式会社

大仲宏忠写真事務所

株式会社イワサキ経営

松永創作事務所

株式会社花市電子顕微鏡技術研究所

株式会社アロハワークス

株式会社シャイン総研

株式会社ジオストーム

一般社団法人ぜにわらい協会

一般財団法人岐阜県公衆衛生検査センター

株式会社プランナーズバリュー

株式会社リアッド

企業維新株式会社

ライトアップコンサルティング株式会社

ユナイテッド・アドバイザーズ 株式会社

ユナイテッド・アドバイザーズ税理士法人

ユナイテッド・アドバイザーズ社会保険労務士法人

株式会社東京経営サポーター

駒田総合会計事務所

株式会社マネジメントオフィスいまむら

おおたかの森ファーム株式会社

須賀芳幸税理士事務所

株式会社タスクールPｌｕｓ

株式会社安信

サンディスト株式会社

株式会社ゼロ・グラフィックス

株式会社リクチコンサルタント

株式会社SuTech

FPサテライト株式会社

宿泊業、飲食サービス業【35社】

株式会社新吉



美和商事株式会社

株式会社パークイン五所川原

株式会社二葉

株式会社ホテルニューつたや

株式会社武藤

株式会社ＪＲ四国ホテルズ

株式会社正直屋

株式会社ホテルニュー埼玉

株式会社グリーン企画社

手打ちそば清水屋

株式会社JSフードシステム

株式会社料亭濱乃家

株式会社水屋光琳

合家株式会社

株式会社ユーランドホテル八橋

肉大将

株式会社マル商

株式会社荻野屋

株式会社中江

エイチ・アンド・カンパニー株式会社

株式会社プラザマネジメント

株式会社ライオットエンターテイメント

株式会社太鼓亭

有限会社シンムー

味地歩心

株式会社ホテルゆのくに

合同会社 レイドバックカンパニー

有限会社割烹丸清

ノルズリゾート合同会社

株式会社KouShin

鮨?がわ

有限会社九龍飯店

PIZZA storia

株式会社龍氣

生活関連サービス業、娯楽業【18社】

株式会社東京義賊

株式会社イヤタカ

モリス株式会社

株式会社HACCP総合研究所



神誠商事有限会社

株式会社パッションプリンセス

鈴峰企業株式会社

株式会社ラポールヘア・グループ

株式会社ＲＢａｄｖａｎｃｅ

株式会社アル・シェア

株式会社wash-plus

株式会社ミスターリースリー

株式会社ジオフーズ

ロイヤルクリーナー?リファイン大分

株式会社本気

田辺クリーニング

株式会社ＶｉＡ

ブレス

教育、学習支援業【14社】

ナレッジ・プログラミングスクール

株式会社キャリアドライブ

株式会社  進鳳堂

English Plus

大日本衣料株式会社

株式会社ベネッセコーポレーション

株式会社キョーリク

ハートセンタード・イングリッシュスクール

ミュージックスクールピュアボイス

青山学院ヒューマン・イノベーション・コンサルティング株式会社

株式会社静岡県セイブ自動車学校

ドローン検定協会株式会社

株式会社bloom international

STコンサルティング有限会社

医療、福祉【20社】

医療法人財団京映会

株式会社京橋健診

特定非営利活動法人 ぷらいどサポートセンター

株式会社GLOBALFLAT

銀座ルミナス歯科

社会福祉法人美芳会

医療法人 誠仁会 塩川病院

有限会社健康企画

医療法人社団En fleurs



医療法人社団グロウクリニック

株式会社STUDIOはーと

一般社団法人KOTONASU

株式会社ＴＮコミュニケーションズ

株式会社ははごころ

有限会社アイ・エヌ・ティー

社会福祉法人青谷学園

特定医療法人財団博仁会横田記念病院

特定医療法人自由会

やくやま歯科

浅川歯科医院

複合サービス事業【11社】

仙台ターミナルビル株式会社

いわぎんリース・データ株式会社

株式会社ＯＨＡＮＡＤＯＧ

秋田ステーションビル株式会社

大洋ビル管理株式会社

グローバルナレッジ株式会社

協業組合三交モータース商会

つばさトラック事業協同組合

株式会社LOCAS

株式会社広島ベイマリーナ

株式会社クロスリアルティコンサルタンツ

サービス業（他に分類されないもの）【136社】

綜合警備保障株式会社

株式会社ミント・ブランディング

株式会社アリスマジック

ジェイ．ワークアウト株式会社

株式会社サノ・ホールディングス

株式会社京橋

株式会社CHOコンサルティング

有限会社サービスセンター白備

株式会社ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部

株式会社葉山国際カンツリー倶楽部

株式会社マネジメントソリューションズ

セコム株式会社

新潟綜合警備保障株式会社

株式会社ビザビ

株式会社北日本朝日航洋



公益財団法人盛岡観光コンベンション協会

株式会社明円ソフト開発

株式会社コーワパートナーズ

株式会社いのうえ

北海道クリエイティブ株式会社

株式会社きらぼしコンサルティング

株式会社シー・ビー・シー

株式会社日環サービス

株式会社東北ビルカンリ･システムズ

株式会社ハリマビステム

株式会社エフ・トレード

毎日興業株式会社

税理士法人遠藤・小田会計

協和総合管理株式会社

アズサ防災システム株式会社

株式会社金上

株式会社コマーム

株式会社ブリーズ

株式会社ビケンテクノ

有限会社後藤衛生コンサルタント

株式会社ゴトー

株式会社 結

吉見商事株式会社

日総工産株式会社

税理士法人ＴＡＣＳ

一般社団法人茨城県経営者協会

株式会社カルフート

Dione／ディオーネ吉祥寺店

株式会社アートシステム

アイオンプランニングセンター株式会社

トラス・アーキテクト株式会社

にいみ清掃株式会社

山陽環境開発株式会社

函館環境衛生株式会社

株式会社Mew

練馬駅前・駅近の美容室シフィ練馬

So支援事務所

株式会社ＲＩＮＧＳＰＲＯ

税理士法人ＲＩＮＧＳ



AN -Agency株式会社

有限会社プリド

有限会社金子測量設計

日本ミャンマー支援機構株式会社

株式会社ソーシャルキャピタルマネジメント

猿田興業株式会社

ブロンド美容室

株式会社久里浜中央会館

株式会社シンミドウ

合同会社Iris

株式会社 昭和興業

三傳物流株式会社

We will accounting associates株式会社

株式会社artLarge

一般財団法人大阪デザインセンター

株式会社エムケーインデクト

合同会社シマーシステム

株式会社ケンドマネジメント

石田データサービス株式会社

株式会社ボンズコミュニケーション

株式会社アクテック

合同会社コーポレートデザイン

株式会社アンジェロセック

株式会社日本動物医療センター

株式会社地方創生推進協同機構

ＫＨスタッフステーション株式会社

株式会社AKARI

PwCコンサルティング合同会社

株式会社Public dots & Company

株式会社セブンマーケット

株式会社エルアウラ

合同会社ＮＣＵ

株式会社エム・アイ・オー

北国からの贈り物株式会社

株式会社スマイルプロ

シグマアテンドサービス株式会社

アイル・コーポレーション株式会社

株式会社アークバリアジャパン

クリーンシステム株式会社



有限会社コアプラン

ニッコー・ファインメック株式会社

九州施工合同会社

株式会社グローカルプロジェクト

オークス株式会社

株式会社 まころ企画

株式会社Ｃｈｅｅｒｓ

株式会社プロ人事

有限会社 ステージング・オキナワ

有限会社ＮＥＷＳ

一般社団法人ウェルネスインバウンド協会

ことほむ合同会社

株式会社できる

大富環境開発合同会社

株式会社マップトラベル

株式会社エヌ･エム･アール流通総研

株式会社ぱるる

株式会社美翔

社会保険労務士中村事務所

アークスクェア株式会社

根本ビジネスパートナーズ

株式会社meditips

Right Arm株式会社

西田貴麿土地家屋調査士事務所

株式会社クラフト・ワークス

株式会社イストワール

中央モータース有限会社

オクノテ

 株式会社New Beginnings Japan

株式会社ティーディーピー

アジアフューチャー株式会社

株式会社Ｂｉｎｄｓ．

株式会社メディヴァ

日本ユニシス株式会社

株式会社ピハナコンサルティング

株式会社エム・シー・アイ

大東コーポレートサービス株式会社

ZaPASS JAPAN株式会社

レオマネジメント株式会社




