
～私たちも”赤い羽根共同募金運動”に参加しています～

令和2年度　法人募金協力企業一覧（50音順・敬称略）

（株）アーク情報システム 浅賀住宅（有）

（株）アールエスエス あさがや清水歯科医院

（株）Ｒ’ｔ空調 （株）浅川製作所

（株）R-Terroir （株）浅沼組

アール電子（株） 浅野　博

Ｒ.Ｂ.Ｇ（株） 旭化成（株）

（株）ＲＹ・コーポレーション 旭工業（株）

（株）アイ （有）旭工業

アイ・ネクストジーイー（株） 旭工芸（株）

アイ･プロスパ（株） 旭日興産（株）

（株）ＩＨＩ 朝日梱包運輸（株）

（株）アイエス 旭商船（株）

（株）アイ・エンター （株）朝日新聞社

藍監査法人 朝日造園（株）

（株）アイ・ケイ・フルヤ （株）旭日達

愛建機材（株） 朝日テスコム（株）

愛三建設（株） アサヒビジネス（株）

（株）アイズ あさひ法律事務所

相田化学工業（株） （有）アサヒ薬局

會津　正明 （有）朝宏

会津ゴム工業（株） 旭ロール（株）

（株）アイティ・イット （株）麻布中央ビル

（株）アイ・テック　東京支社 （株）アシザワ

アイテック（株） （社労）アシストワンはとり

（株）アイテックムラモト東京支店 （株）味ノマチダヤ

アイルジャパン（株） 味の素ヘルシーサプライ（株）

（株）アイワホーム （税）ＡＳＨＡ

葵企業（株） あすか信用組合

（株）青井黒板製作所東京支社 （株）梓設計

（株）葵精螺製作所 （株）あすなろ

アオイネオン（株） アズビル（株）

青ヶ島総合開発（株） 東電球（株）

青木（株） （有）アゼリア

（株）青木商店 足立電材（株）

（株）アオトクリエイティブ （同）アダム医健

青山特殊鋼（株） アチーブメント（株）

青山レジデンス（株） （株）厚木玄林堂

（有）赤井商事 ＡＤＥＫＡライフクリエイト（株）

赤坂倉庫（株） アトミクス（株）

（株）アカセ アトムリビンテック（株）

アカツキ商事（株） （株）ＡＮＵＺＩＫ

赤堤商店街振興組合 （株）アネシス

ｱｶﾞﾄﾝ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ（株） （株）アバールデータ

赤松　豪 （有）アビコネジ

秋本産業（株） （株）アビステ

（有）昭代ビル （株）天池

（株）アクシス （株）天塩

（株）アクスル 雨宮　正弘

（株）アクセス･トランスポート （株）アムラックストヨタ

（有）アクセスブレイン アメリカン電機（株）

アクタスマネジメントサービス（株） （有）荒井経営研究所

（株）阿久津電機 （株）荒井工務店

（同）アクルイノベーション 新井ハガネ（株）

（株）明野設備研究所 新井薬師　梅照院

アコム（株） 有明興業（株）

浅井商事（有） （株）アリーナ



（株）アリミノ 一瀬　邦夫

アリュー（株） （有）一晃

（株）アルゴグラフィックス 井筒まい泉（株）

ＡＬＳＯＫ保険サービス（株） （株）一徳商会

（株）アルタイル いであ（株）

アルファ自動車（株） 井出紙業（株）

（株）アルメックＶＰＩ （株）伊都

（株）アレグロ 伊藤合金（有）

安全施設（株） 伊東自動車販売

（株）アンダーライン （株）伊藤鐵工所

（株）アンデス イトウ電機（株）

（株）アンテックス （有）いとうトータルサポート

安藤　祥介 イトヤ食品（株）

（株）安藤大理石 （有）稲垣商事

（株）イー・スタッフィング （有）稲垣建物

イーアス不動産（株） （株）稲川良一商店

イー・アンド・エム（株） 稲久土木（株）

ＥＳＴ（株） （株）イナゲ

（株）イーガルド （株）稲電舎

（株）飯島 イナバゴム（株）東京支店

イースタン興業（株） （株）伊那貿易商会

（株）イイヅカ （株）イノタケ

（株）飯塚製作所 イノベイジア（株）

（株）イーネット （株）息吹工藝社

（有）イイムラ 今井　誠司

飯室　和弘 （有）今井表具店

Yes, we can　尾崎　峯之 （株）イムノカーサ

（株）五十嵐工具 （有）井門

五十嵐冷蔵（株） （株）イリア

（株）生田化研社 岩﨑　音次

井口ポリエチレン（株） 岩佐機械工業（株）

（株）池田園 （有）岩﨑硝子

池田鉄工（株） 岩﨑倉庫（株）

（有）池田屋油店 岩手缶詰（株）東京支社

（株）池田理化 岩堀特許事務所

（株）いさみや 印刷労連関東南部地方協議会

伊澤（株） （株）インターナショナルアンティックハウス

（株）石井工務店 （株）インテック

（株）石井電工 （株）インフォーム

（株）石黒保険事務所 インフォテックソリューション（株）

石田道路（株） （株）インフォメーションクリエーティブ

（有）石田ビルディング （有）ヴアルゴ

石田プレス工業（株） ウィズ（株）

石塚　重徳 （株）ウインズ

（株）石松組 上倉　博

石森不動産（株） （株）ウエスト

医歯薬出版（株） （株）植田プロダクション

土地家屋調査士法人　石山事務所 上野　雅子

泉工医科工業（株） （有）うえの会計

泉紙業（株） 上野広小路商業協同組合

（株）イズミスタジオ （株）ウエルストンエキスプレス

（有）伊豆和 （株）ウォーターエージェンシー

伊岳商事（株） （株）ウォーターワークス

（株）井田両国堂 宇賀神電機（株）

（株）壹会 （有）宇佐美

市來　博文 （有）宇佐美建築設備設計事務所

（株）イチケン 潮不動産（株）



（株）宇田川金属工業所 （有）ｴﾑ･ｱｲ･ｲｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

内田　嘉一 （株）エム・アイ・シー

（株）打田製作所 ｴﾑ･ｴﾑ･ｴｽ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ（株）ﾒﾃﾞｨｶｽｼﾞｬﾊﾟﾝ

内山硝子（株） （有）Ｍ＆Ｍ1930

内山電機工業（株） ＭＨＩ保険サービス（株）

（株）宇都宮製作所 ＭＳＰ（株）

鵜殿設備サービス（株） （株）エムケイジェイ

（税）宇野・御苑会計社 （株）ＭＣＡ不動産

（株）ウノザワコーポレーション （株）エムシーエス

梅田製綿寝具（有） エムシーオー（株）

（株）梅田鍍金工業所 ＭＧＣエージレス（株）

梅屋敷梅交会協同組合 （株）エリアクエスト

浦野工業（株） （株）ＬＳＩメディエンス

ＵＬＴＲＡＤＥＮＴ　ＪＡＰＡＮ（株） （株）エルエッチ陽光出版

（株）永廣堂本店東京支店 （株）エルフォー企画

（株）エイコー エロフハンソン（株）

（有）映像企画イデア エンコムウェア （株）

栄大産業（株） 遠藤商事（株）

（有）エイチ・ビー （株）遠藤製作所

エイチアイ インターナショナル（株） （株）遠藤波津子美容室

（株）栄蘭 王子合金（株）

（株）エイル （株）王子デザイン

（株）エー・エム・サポート （医）　櫻美会　石川医院

（株）Ａ＆Ｓ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 桜武（株）

（株）エーエス （株）ＯＥＣ

（株）エーオーアール 大石　惠理子

（株）エース・オプト 大石　直臣

（株）エーデン （株）大泉スワロー体育クラブ

（株）APT 大浦電気（株）

（株）エーピープラン （有）オオエ

江口運送（株） 大崎再開発ビル（株）

（株）エクレールめぐみ 大肯精密（株）

エスエージーバルーンズ（株） 大崎電気工業（株）

（株）SLジャパン （株）大迫

（社労）SKMオフィス （株）大澤

（株）エスケー･ハウズ 大島　正孝

（株）エスジー （特許）大島・西村・宮永商標特許事務所

エスジー工業（株） 大島油脂（株）

ＳＴＹ（株） オーシャンウイング（株）

（株）エスピック オーシャンプラン（株）

（株）江添 （株）太田胃散

江戸川図書（株） 大高電設（株）

（有）江戸ッ子寿司 （有）大田工務所

（有）エヌアイシステム （株）太田信義薬房

（株）ＮＨＫグローバルメディアサービス 大谷建興（株）

（株）エヌエルシー 大谷　信義

ＮＯＫ（株） 大田武蔵警備保障（有）

（有）エヌティ・エイト オーツー企画（株）

（株）NTTデータNJK （株）オーテック

（株）ＥＢＡＣ 大野　せい子

（株）荏原エージェンシー 大場紙器印刷（株）

荏原実業（株） （有）大橋材木店

荏原二世会 大橋プレス工業（株）

荏原ﾊﾞｲﾛﾝ･ｼﾞｬｸｿﾝ（株） （株）大場造園

（株）エフ･エー･シー 大古田　昌也

（株）エフタイム （株）オープンパワー

エム･アールエフ（株） 大峰建設（株）



（株）大牟田工業 金子運送（株）

大森駅ビル（株） （有）兼子皮革染色工場

（一社）大森倶楽部 （株）兼七

（有）オールビル カネダ（株）

岡田商事（株） （株）カネテツ

岡田設備工業（株） 兼松コミュニケーションズ（株）

岡田タイヤ工業（株） 兼松サステック（株）

岡野　哲郎 叶ビル（株）

岡部工業（株） 菅野谷　信宏

岡部システムサービス（有） 甲（株）

岡部　博 （公社）蒲田法人会

（株）岡本 （株）神定工務店

（株）岡本アソシエイツ （有）上善製作所

岡谷鋼機グループ 神永工業（株）

（株）小川建築積算事務所 （株）亀清

奥崎工業（株） （株）亀谷

奥山建設（株） （株）カモシタ企画

（有）小倉屋不動産 （有）カリス

（税）おしうみ総合会計事務所 ガルフシール工業（株）

尾島興業（株） 川合税務会計事務所

小田急電鉄（株） 川口印刷工業（株）東京支店

音羽印刷（株） （株）カワサキ

（株）小野工業所 （株）カワサキ電通

小野　尚純 川田建設（株）

オフィスアドバンス（株） 川田興業（株）

オフカインターナショナル（株） （有）河徳商店

（株）オムテック （株）カワノ･クォーク

オリエント通信（株） （株）カワノ･トラスト

（株）折原 （株）環境設計研究室

（株）折峰 （株）環システムコンサルティング

オリンピア興業（株） （有）神田志乃多寿司

恩田　耕爾 （株）神田製作所

（株）オンワードホールディングス （株）神田屋鞄製作所

（一社）海外電力調査会 （株）関東コーワ

開星運輸（株） 関東商事（株）

（株）海洋先端技術研究所 （株）菅野電気商会

（株）加賀通商 基幹労連東京都本部

（株）角産 （株）菊商事

化研産業（株） 菊池商事（株）

（株）果香 菊池商事（株）

（株）梶商店 （有）紀元アカデミア

菓子食品新聞（株） （株）キジマ

鹿島建設（株） 北一商店街振興組合

鹿島道路（株） （株）北川鉄工所

賀須井章人　税理士事務所 （一社）北産業連合会

（株）糟谷 （株）北豊島園自動車学校

（株）勝工業所 （有）キッズガーデン

（学）　片柳学園 城所公認会計士事務所

葛飾ガス住宅設備機器（株） （株）木のくに屋

（株）割烹以志井 （株）木の和

（株）桂設計 （株）木場リサイクル

加藤　利雄 （有）紀文堂

（有）加藤設備工務店 キムラ電機（株）

（株）金澤商店 （有）木村ペイント工業

（株）要興業 （株）木村洋行

金森　岳司 （株）木元省美堂

金子　義明 （株）キャスト



（株）キャドマック （株）グース

キャニオン（株） 楠本化成（株）

ＧＡＬＡＰ（税） クニアキ（株）

キュー・テック労働組合 国長金属（株）

（株）久兵衛 くにた眼科医院

（株）協育 （有）くにたけ

教育開発出版（株） （株）邦友

共栄会計事務所 （株）窪島商店

協栄産業（株） （株）久保田工業所

（有）共栄シャッター 熊倉産業（株）

（株）協営商会 （税）熊代事務所

紀洋エンジニアリング（株） （株）熊乃前鋼材

（有）京菓堂東京店 （株）Ground

（株）共済薬事 倉工業（株）

（株）共ショウ （税）グラシア

京商プロパティー（株） （株）グラス

（株）共進エキスプレス グランヴァン（株）

（有）共伸商会 （株）クリア工芸舎

（有）矯正サービス （株）クリテム

司法書士法人　京谷事務所 栗林商船（株）

協同組合日本シャツアパレル協会 （株）クリハラント

協同商船（株） クリマテック（株）

共同通信電設（株） 栗山自動車工業（株）

共同電気工事（株） （株）グリンダ

共同物流（株） （株）クレアテラ

（公社）京橋法人会 呉工業（株）

（株）共保商会 ＧＲＯＷ.ＳＣ（株）

協立化学産業（株） （株）グローバルアソシエイツ

共立機械（株） （株）グローバルテクノ

協立機電工業（株） グローブシップ　クリーンサービス（株）

共立給食（株） （有）クロカワ創商

共立工業（株） 黒崎播磨（株）東京支店

（株）協立コーポレーション 黒沢建設（株）

共立信用組合 （株）クロス

（株）協和インテリア クロスフィールド（株）

共和工業（株） 黒田　武夫

協和香料興産（株） （株）黒田陶苑

京和物産（株） （株）桑原商会

共和メンテナンス（株） （株）ケイ･エス･エス

協和冷熱工業（株） （税）Ｋ＆ＫＪａｐａｎ

（株）キョーワピーブイティー Ｋ＆Ｋ　マネージメントオフィス

玉英商事（株） 京王電鉄（株）

鉅祥日本（株） （株）Ｋクリエイト

清洲土地建物（株） 警視庁職員信用組合

魚らん銀座商店会協同組合 京成電鉄（株）

（株）貴和製作所 計電工業（株）

（株）銀行研修社 （有）京阪商会

（株）銀座インズ 京浜（株）

Ｇｉｎｚａ会計事務所 京浜運送（株）

（株）銀座コージーコーナー 京浜急行電鉄（株）

銀座コクリコ美容外科 Ｋ．フォース（株）

銀座昭興（株） K・フォース（株）

（株）銀座テーラーグループ （株）啓文社

錦糸町熱供給（株） （株）ケイミックス

銀二土地（株） ｹｲ･ﾜｲ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｱｼﾞｱ

（株）近代家具出版 ＫＹＢ（株）

錦明印刷（株） ケーシー工業（株）



ＫＣセントラル貿易（株） コスムビューティーサイエンス（株）

（株）ケースリー （有）小平自動車

ケーディークロート（株） 小谷社労士事務所

（株）ケーテー製作所 （株）ゴトウ

（株）ケーピーエス 後藤　勝利

ケーワイシー（株） （株）加藤工務店

（株）劇団め組 後藤製作所

ケミ・コム・ジャパン（株） 壽食品工業（株）

ケル（株） （有）粉川

ゲン･インターナショナル（株） コニシ（株）東京サテライトオフィス

（株）玄海 小西安（株）

（有）建装丸幸 （株）小早川運輸

堅展実業（株） （株）コバヤシ

小泉商事（株） 小林　治

（株）小糸製作所 小林　恒男

（有）鯉沼誠輪社 小林　浩之

鯉渕　要三 公認会計士・税理士　小林恒男事務所

（株）コイルセンターフジタ （株）小林電機製作所

（株）光運社 （株）小原工業

香栄興業（株） （株）コブナック

虹冠竹（株） コプラムハウス（株）

（株）公器産業 （株）Cominix

航機産業（株） コミュニティワン（株）

（一社）航空貨物運送協会 （株）コムーネ

（有）幸研 コムシスエンジニアリング（株）

弘済運輸（株） （株）コムネット

弘済企業（株） 五洋インテックス（株）東京支店

（株）興産運輸 五洋建設（株）

（一財）交詢社 （株）コロナ社

（株）佼成出版社 （株）コンクリート新聞社

（株）合田工務店　東京本店 金地院

江東信用組合 （株）ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ

幸德運輸（有） （株）サークル

（株）河野 （株）サーブエンジニア

江北商事（株） （株）サーフビバレッジ

公友印刷（株） （株）再開発評価

光陽産業（株） 財形不動産（株）

（株）高齢社 ｻｲｼｮｳ.ｴｸｽﾌﾟﾚｽ（株）

（株）光和 サイズエリア（株）

（株）興和設計工務事務所 サイデン化学（株）

（株）晃和ディスプレイ 齋藤総合法律事務所

（株）弘和電材社 斉藤　昇

（株）コーアツ （株）斎藤容器

（株）コーセー サインポスト（株）

（株）コーレンス （株）坂井電気

（一財）国際文化きもの学会 酒井薬品（株）

（株）小薬印刷所 （株）榮技術

国精工業（株） 栄工業（株）

国分グループ本社（株） サカエ商事（株）

（株）KOKO International 栄部品（株）

（有）五光 （行）　榊原・箭内事務所

（株）五光製作所 榊原事務所（有）

五興通信システム（株） 坂﨑　善視

ココプラント（株） 坂田　儀雄

児島段ボール（株） （有）酒田機工

コスメテックスローランド（株） 坂田建設（株）

（株）コスモ 坂本　剛



坂本香料（株） （有）三豊商事

（株）サガラ （株）サンピア

佐川化成工業（株） サンベック（株）

（株）鷺宮製作所 三宝製薬（株）

（株）サクマコーポレーション （株）サンマリノ

（株）さくらアセットマネージメント （株）三雄

（有）櫻井新盛堂 三友技研（株）

櫻木国際特許事務所 三雄産業（株）

サクラシステムサービス（株） （株）三洋印刷所

笹徳印刷（株）東京支社 三洋海運（株）

（株）サタケ （株）三洋工業所

定山鋼材（株） 三陽電器（株）

佐藤　元明 山陽電気工業（株）

佐藤　嘉治 三洋薬品HBC（株）

（株）佐藤型枠工業 （有）サンライズ

（株）佐藤渡辺 （株）サンライズ商会

（株）サトー産業 （株）サンリオ

（株）サトックス （株）三和

（株）サプル （株）サンワ

さみづ放電加工 三和建装（株）

澤登税務会計事務所 三和産業（株）

（株）サン　アンド　サン （株）三和設計サービス

山栄管財（有） （株）三和装美

（株）三英社製作所 三和テッキ（株）

三栄製薬（株） 三和電気計器（株）

三栄造園（株） 三和不動産（株）

サンエス建設（株） 三和薬品（株）

三桜建設（株） （株）シーアールシージャパン

三機工業（株） ＣＥエンジニアリング（株）

山九（株） （株）Ｃ・Ｓ・Ｒ

三協鋼鐵（株） ＣＱ出版（株）

（株）三共社 GD　GROUP（有）

（株）三協商会 シーピーエンジニアリング（株）

（株）三共消毒 （有）シェアースピリット

（株）三共田中　代表取締役　片沼 豊 （株）ジェイアール東日本企画

産経商事（株） ＪＡＭ横河電機労働組合

（株）サンケイビル ＪＡＭ横河マニュファクチャリング労働組合

三景貿易（株） （株）ＪＡ東京中央セレモニーセンター

三光エンジニアリング（株） ＪＳＲ（株）

（株）三光商会 ＪＸ金属髙商（株）

三幸商事（株） ＪＸ金属探開（株）

三工水道工事（株） ＪＦＣジャパン（株）

（株）三幸ビーエムエス （株）Ｊ‐オイルミルズ

サンコー（株） （株）ジェイテック

（株）サンコーデバイス （株）J-POWERビジネスサービス

（株）三国一 （株）ジェイビーホンダエーヂェンシス

サンコスモ（株） （株）ジェイマリン

（有）三事保全社 JESCOホールディングス（株）

（株）三昭製作所 （株）ジオコード

（株）三信 （株）ジオット

三真工業（株） （株）塩野

三信製織（株） （株）志賀モールディング

三信不動産（株） （株）事業開発

三進木材（株） シグマジャパン（株）

サンドー（株） （株）システム科学研究所

三徳部品（株） システムクリエイト（株）

三富産業（株） （株）システムハウスナウ



下谷不動産（株） 城北警備保障（有）

（株）ジタン 城北紙器梱包（株）

七條紙商事（株） 城北（税）

七島信用組合 （公財）城北労働・福祉センター

実教出版（株） （公財）昭和池田記念財団

日本私鉄労働組合関東地方連合会　私鉄東京連絡会 昭和興産（株）

シド通商（株） 昭和礦油（株）

（株）品川都市整備公社 昭和産業（株）

（株）シノダ 昭和倉庫（株）

東雲総合法律事務所 （株）昭和電機エンジニアリング

柴田不動産（株） 昭和西川（株）

（株）紫微 白石　良二

（株）渋谷商会 白井松新薬（株）

（株）渋谷リサーチ 白川商事（株）

島田　謹一郎 （株）白川総業

嶋田保全（株） （株）白川プロ

シマダヤ（株） 白金工業（株）

島村楽器（株） 白木屋建装（株）

（株）島村葬儀社 白谷建設（株）

（株）清水商店 （株）新旭

志村　耕二 （株）新江

（株）志村運送 （有）神榮館

志村電設（株） （株）進栄産業

（株）シメックス （株）信榮設計

下川運輸（有） （有）信栄パートナーズ

下北沢南口商店街振興組合 （株）新栄プロセス社

（社労）石山事務所 新幹線メンテナンス東海（株）

（株）ジャスト･プラン 真岐興業（株）

ジャパンシッピングサービス（株） （一社）しんきん保証基金

ジャパンフォーカス（株） （株）新興エンジニア

ジャパンマシナリー（株） 新興電機（株）

（株）ジャパンユニックス （株）伸興物産

ＪＡＭ東京千葉 （株）伸晃マーク

（株）ジャンプ （株）ジンコミュニケーションズ

（有）十一屋商事 新産別運転者労働組合　東京地方本部

集英社ビジネス（株） （株）シンシアリーホームズ

（株）十條合成化学研究所 （株）新宿高野

（株）１０ＢＡＮスタジオ （株）新進商会

（株）授業学研究所 （税）新正会計

首都開発（株） 新成工業（株）

首都高速道路（株） Shinsei　Medical（株）

（株）ジュピターコーポレーション （一社）信託協会

（株）春陽堂書店 進竹産業（株）

（株）ジョイゾー シンテイ警備（株）

（株）ジョイント工業 （株）新都市

（株）翔栄 （株）新日本空調サービスホールディングス

正栄食品工業（株） 新日本車輌（株）

正金商事（株） （株）新橋ベーカリー

（株）商工組合中央金庫 （株）シンプルメーカー

（株）昌新 （株）新菱電機

（有）城清建設 （株）新和

翔（税） シンワ工業（株）

（株）城東自動車工場 （株）進和工業

昭南工営（株） （株）伸和商事

祥美印刷（株） （株）新和電工

正文社印刷（株） （株）スーパーモード

情報労連東京都協議会 （株）末広サービス



末吉　航 石油連盟

菅井　貴彦 （株）セゾン・アート

（株）スギモト （一社）世田谷青色申告会

（有）スギヤマハウス 世田谷区商店街連合会

（株）スキルプラカ 瀬戸口　秀隆

鈴鹿金属（株） （株）ゼネコス

鈴木　功一 （株）ゼネラルボーサイ

鈴木公認会計士事務所 （有）ｾﾞﾈﾗﾙ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ

（株）鈴木産業 ゼベックスインターナショナル（株）

鈴木治作（株） （株）ゼラス-K

（資）鈴木精密機械工業所 （株）セルティ

税理士　鈴木正人事務所 （株）村松仙翁

（有）寿々木屋 （一社）全国銀行協会

（株）スズショウ・アンナ （株）全国信用組合新聞社

鈴新（株） （一社）全国地方銀行協会

（株）鈴竹 全国乳業協同組合連合会

（有）鈴保電設 千住金属工業（株）

スターゼン（株） 千住倉庫（株）

（株）スタジオ･クラスター （有）扇奨

スタッフナインハット（株） 全東栄信用組合

（株）スバル産業 （株）ゼントクコーポレーション

（株）ＳＵＢＡＲＵ従業員有志御一同 （株）セントラルビルワーク

スプリング・ライフ（株） 全農林東京農政分会

（株）スペースコスメ （株）千疋屋総本店

墨田加工（株） 綜研化学（株）

（株）すみれ （株）総合商事千代田

（株）スリーワイ 綜合装備（株）

生化学工業（株） （株）綜合デザイン

西華産業（株） （株）総合不動産鑑定コンサルタント

（有）正建社 （有）創翔

誠宏印刷（株） （有）創立企画

（有）成工産業 （株）創和エンジニアリング

（株）正光社 曽我部　多摩子

精工電機（株） ソニー企業（株）

セイコーホールディングス（株） ソリュート（株）

（株）生産日本社 ソルフィッツ（株）

（株）せいじつ屋 ゾンネボード製薬（株）

（株）盛伸社 （株）大亜電業

正心堂はり灸院 第一化学工業（株）

（株）整電社 第一勧業信用組合

精発ばね工業（株） 大一建設（株）

西武鉄道（株） 第一建設工業（株）東京支店

（一社）生命保険協会　東京都協会 第一高周波工業（株）

（資）成立電機不動産 （株）第一興商

（株）聖ルカレジデンス 第一コンサルティング（株）

（株）セイワ （株）第一製版

正和建機（株） 第一電通（株）

青和信用組合 （有）大栄製版

（株）誠和設計事務所 タイガーウィング（株）

清和綜合建物（株） （株）大金

（一財）世界聖典普及協会 大光監査法人

（宗）世界平和統一家庭連合 大興商事（株）

（株）世界貿易センタービルディング 第五冷暖房（株）

関口　均 （株）大修館書店

（株）関口興業 大正建機（株）

（株）関口フランスパン （株）大昭光

セキセイ（株）東京本社 大勝工務店



（株）泰照製作所 （株）高野自動車用品製作所

大信実業（株） （株）タカノフルーツパーラー

（株）大進商会 髙橋　博

大成（株） 高橋建設（株）

大製（株） （株）高橋書店

大盛印刷（株） （有）タカヒサ化工

泰成工業（株） （株）タカムラ

（株）泰成工業所 （有）高村紙工所

泰誠産業（株） タカラ実業（株）

大成ネット（株） 宝醤油（株）

大成ロテック（株） （株）多加良製作所

（株）タイチ タカラベルモント（株）

ダイト（株）東京支店 宝ワークス（株）

大東京信用組合 滝沢新聞印刷（株）

大同信号（株） 瀧島　美知子

大同特殊鋼（株）東京本社 （株）タグ・ホールディングス

（株）大同保温工業 （株）拓実

太平興業（株） 武井　正明

（株）タイヘイサーキットシステム 竹田理化工業（株）

太平ビルサービス（株） （有）タケヤ

太平貿易（株） 田島ルーフィング（株）

（株）大丸商店 多治見無線電機（株）

大丸木材（株） （株）ダスキン木村

（株）太明 （株）Ｔ・Ａ・Ｓコーポレーション

ダイヤ精機（株） （株）タチエス

ダイヤル・サービス（株） （株）橘フォーサイトグループ

（株）太陽 辰巳産業（株）

大洋運輸（株） （株）辰巳商会東京支社

（株）太陽エージェンシー （株）龍森

太洋化学工業（株） 田中金属（株）

太洋化学工業（株） （株）タナカ産業

太陽機設（株） 田中製型（株）

（株）太洋商会 （株）田中製作所

大葉セラム（株） 田中不動産（株）

大陽日酸システムソリューション（株） （株）田辺測量

太陽ホールディングス（株） 谷　一成

（株）大陸 谷口建設（株）

（株）ダイリン 谷原珠算研究塾　加藤　和穂

大和印刷（株） （株）タバック

大和鋼機（株） （株）タマカネ

大和探査技術（株） 多摩火薬機工（株）

大和木材（株） 玉川佐枝子税理士事務所

大和輸送機（株） （株）玉川寿司

（株）タウン管理サービス 多摩機電（株）

タウン企画設計（株） 多摩住宅サービス（株）

高市商事（株） （株）玉寿司

（株）TAKAGI タマ生化学（株）

（株）高木美掃 （株）玉田建築設計事務所

高木容子　税理士事務所 玉屋硝子工業（株）

タカコー興産（株） （株）タムラ

（株）タカサゴ （株）タムラ製作所

髙島産業（株） （株）為我井製作所

（株）タカセツエンジニアリング （株）ダルマン

高千穂交易（株） 丹勢建設（株）

（有）高塚精機 （有）たん焼忍

多賀電気（株） （有）チェリトリー

高野建材（株）



（株）地下鉄メインテナンス （株）帝国電機製作所東京営業所

秩父石灰工業（株） （株）帝国ホテルキッチン

（有）千歳ゴルフセンター 帝都博善（株）

（株）チャイルド本社 ディライトコンサルティング（株）

中央（株） （株）デイリーフーズコーポレーション

（株）中央エンジニアリング ティンタジェル（株）

中央鋼材（株） （株）デー・エスサプライ

中央工設（株） テーオー食品（株）

中央電設（株） （株）テーケー

（株）中央パッキング （株）データ･キーピング･サービス

（株）中央不動産鑑定所 （株）テクニカル･ユニオン

中央労働金庫労働組合 （株）テクノ

中国化薬（株）東京支店 （株）テクノカシワ

中小企業福祉事業団 テクノ建設サービス（株）

中部物産貿易（株）東京支店 （株）テクノスジャパン

中洋工業（株） （株）テクノタケウチ

（株）チヨ・エンタープライズ （株）テクノプロ・コンストラクション

（有）長大 （株）テクノモバイル

調和工業（株） （株）デザインフィル

（株）千代田 （株）てづか会計事務所

千代田運輸（株） （株）手塚興業社

千代田機工（株） てづか税理士事務所

千代田重機工事（株） （株）手塚プロダクション

（株）千代田情報システム テック大洋工業（株）

千代田レール（株） （株）鉄鋼ビルディング

司フェルト商事（株） 鉄道機器（株）

塚原税務会計事務所 鉄道情報システム（株）

築地産業協會 （株）デプトカンパニー

築地藤田　藤田信道 （株）寺岡製作所

月島倉庫（株） 寺師産業（株）

月島西仲共栄会商店街振興組合 寺田　佳正

（株）佃可祢 テラテクノロジー（株）

（株）つくし工房 寺端　正　税理士事務所

（株）筑波エンジニアリング 寺本製菓材料（株）

津久波工業（株） 寺山商事（株）

辻建設（株）東京支店 デンカ（株）

（株）ツジデン 電機連合　東京地方協議会

辻中運送（有） （株）電子機械サービス

（株）辻和 （株）電子制御国際

（株）津多屋 （株）デンショー

（株）ツチヤ 天心建設（株）

（株）ツネミ （株）天心社

社会保険労務士事務所　ツノダ人事多摩オフィス （株）電通

（株）ツムラ 電鉄商事（株）

（有）ツユキ質店 （株）トイコー

（有）鶴島金網製作所 東亜産業（株）

鶴見サンマリン（株） 東亜造園（株）

ティアンドエスサービス（株） 東亜ディーケーケー（株）

ＴＨＫ（株） 東亜電気工業（株）

ＴＳＣ（株） 東亜ビル（株）

（株）Ｔ．Ｍ．Ａ 東栄化成（株）

ＴＣＣ日本語学校 藤英工業（株）

（株）T-STYLE 東榮興業（株）

（株）ＴＢＳホールディングス 東海カーボン（株）

Ｔ・ＭＡＣＫＳ（税） （株）東葛長谷工務店

帝国インキ製造（株） 東急（株）

（株）帝国データバンク 東京医療化学（株）



東京インキ（株） （一社）東京都信用金庫協会　城西・多摩支部

（株）東京エイドセンター （一社）東京都信用金庫協会　城東支部

（株）東京オペレーションパートナーズ （一社）東京都信用金庫協会　城南支部

（一社）東京科学機器協会 （一社）東京都信用金庫協会　城北支部

（株）東京化学同人 （一社）東京都信用金庫協会　中央支部

（株）東京科研 （一社）東京都信用組合協会

東京ガス（株） 東京都信用農業協同組合連合会

東京ガス星光会 東京都生活協同組合連合会

東京ガス労働組合 東京都青果物商業協同組合淀橋支所

東京金物卸商協同組合 東京都青果物商業協同組合荏原支所

東京金商（株） （公財）東京都中小企業振興公社

東京ガレーヂ（株） 東京都電力関連産業労働組合総連合

東京北足立市場青果卸売協同組合 東京都民共済生活協同組合

東京北魚（株） （株）東京なかお

（株）東京吉兆 東京荷役管理（株）

（有）東京桐生運輸 東京博善（株）

（一社）東京空調衛生工業会 東京八王子青果（株）

（一社）東京経営者協会 東京美化（株）

（一社）東京建設業協会 東京東信用金庫　江古田支店

東京厚生信用組合 （株）東京美術倶楽部

東京高速道路（株） 東京美術商協同組合

東京交通サービス（株） 東京美装北海道（株）

東京交通労働組合 （株）東京ビッグサイト

東京興発（株） （有）東京福祉企画

東京システム運輸ホールディングス（株） （株）東京舞台照明ホールディングス

東京システムズ（株） 東京物流（株）

（一社）東京実業連合会 東京フレイティング（株）

（株）東京自働機械製作所 東京平版（株）

（株）東京鉸製作所 東京マックス（株）

東京住宅建設（株） 東京マルコメみそ販売（株）

東京周波（株） 東京木材問屋協同組合

東京証券信用組合 東京ゆかた（株）

東京消防信用組合 （株）東京流通センター

東京食料運輸（株） 東京臨海高速鉄道（株）

東京食料センター（株） （一社）東京労働者福祉協議会

東京新木場木材商工協同組合 東建調査設計（株）

東京新宿木材市場（株） 東交観光バス（株）

東京信用保証協会 藤光樹脂（株）

東京水産ターミナル（株） 東光建物（株）

東京税理士会 東財建設（株）

（株）東京総合警備 東昭化学（株）

（株）東京葬祭 （株）東商サポート＆サービス

東京建物（株） （株）東伸

東京地下鉄（株） 東信工業（株）

東京中央大通会 東伸電機（株）

東京中央（税） （株）東信電機製作所

東京中小企業投資育成（株） 東曹産業（株）

東京通信機材（株） 東蓄工業（株）

東京デザインハウス（株） （株）銅富

（株）東京電熔社 （株）東発

（株）東京天理教館 東武鉄道（株）

（有）東響堂 トウプラスエンジニアリング（株）

東京都競馬（株） 東宝（株）

東京都下水道サービス（株） （株）東邦機電

東京都個人タクシー協同組合葛飾第二支部 東邦ホールディングス（株）

東京都職員信用組合 （株）東北紙業

（一財）東京都人材支援事業団 （株）稲門



（社労）同友 （株）トランスアクト

東陽化成（株） トランスグローバル（株）

東洋ケミカルエンジニアリング（株） トランステック（株）

東洋興業（株） （株）ドリームワン

東洋興業（株） 鳥居薬品（株）

東洋鋼鈑（株） （株）とりすえ

東洋重機工業（株） （株）トリスター

東洋設備（株） トリヤマ（株）

東洋熱工業（株） （株）とわ

東洋ハイテック（株）東京本部 内外ヴィッカーズ（株）

東浴信用組合 内外施設工業（株）

東横商事（株） 中井印刷（有）

東礼自動車（株） 長岡鉄筋コンクリート（株）

東レフィルム加工（株） 中尾金属（株）

（株）東和神栄社 （特許）中川国際特許事務所

（株）東和電機商会 中川特殊鋼（株）

（株）トーエイ 中里建設（株）

トーシンエンジニアリング（株） （株）ナカザワ

トータルプリント豊工業（株） 仲澤　敦子

トーフジパック（株） 仲澤　武司

東レ（株） （株）長澤工務店

（株）十川ゴム　東京支社 （株）中島運送

（株）十河サービス 中島不動産（有）

（税）TOKI 長瀬産業（株）東京本社

（株）トキワ計測器 （株）仲代金属

ときわ建設（株） （株）ナカタ電業社

徳栄商事（株） 長塚建設（株）

ドクターセラム（株） ナカ･テクノメタル（株）

（株）トクチョー 中西不動産（株）

徳和工業（株） （株）ナカネ

（株）豊島 （株）ナガノ

豊島運送（株） 中ノ郷信用組合

（株）豊島屋本店 （株）ナカノフドー建設

（株）都政新報社 中野冷機（株）

（株）戸田芳樹風景計画 中村企業（株）

トッパン・フォームズ（株） 中村産業（株）

凸版印刷（株） （株）中村住装

（一財）凸版印刷三幸会 中村法律事務所

（株）トップ （株）中村屋

（株）トップインテリア 永山コンピューターサービス（株）

鳥羽建設（株）社員会 中山商工（株）

Topologee 中山商工（株）

富岡紙業（株） 中屋容器（株）

（株）トミカ （株）なとり

（株）トモ・コーポレーション （株）七星科学研究所

（株）トモエ 成増興業（株）

（株）巴商店 （株）ナレッジクリエーションテクノロジー

共創未来ファーマ（株） 南部空調（株）

（株）トモダ企画 （株）新倉

トヤマ楽器製造（株） （株）新里製本所

トヨタ自動車（株） （株）ニエカワ設備

豊田動物病院 西内　孝文

（株）ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙ･ﾜﾀﾅﾍﾞ 西川包装（有）

トライビュー・イノベーション（株） （株）西銀座デパート

トラスト・ワン（株） 西銀座通会

（有）トラストホーム 西口物流（株）

（株）虎屋 ニシムラ（株）



（有）西村商店 （株）日本金融通信社

（株）ニシヤマ （株）日本経営開発センター

21世紀おけさアートの会 （株）日本計画研究所

ニチアス（株） 日本軽金属（株）

日栄産業（株） （一社）日本計量機器工業連合会

（株）日冠 （一社）日本原子力産業協会

ニチモウ（株） 日本建設工業（株）

（株）ニチワ 日本建築設計（株）

日加商工（株） （一社）日本工業倶楽部

（株）ニッケイ 日本交通技術（株）

日産東京販売ホールディングス（株） （株）日本サービスセンター

東京日産自動車販売（株） （株）日本財託

日産プリンス東京販売（株） 日本紙管工業（株）東京営業開発部

日産プリンス西東京販売（株） （株）日本システムサービス

日正海運（株） 日本システムワープ（株）

日章興業（株） 日本証券業協会

日昭電気（株） 日本証券金融（株）

（株）ニッシリ 日本醸造工業（株）

（株）日新 日本蒸留酒酒造組合

日清オイリオグループ（株） （株）日本信用情報機構

（株）日神グループホールディングス （株）日本製鋼所

（株）日辰建設 （一財）日本税務協会

（株）日進工 （一社）日本専門店協会

日新製糖（株） 日本曹達（株）

日新電気照明（株） 日本ダイヤバルブ（株）

日盛運輸（株） 日本データ･サプライ（株）

日西ギャラリー　取締役社長　北沢元朗 （株）日本デリバリーセンター

（株）日辰 日本電色工業（株）

日鉄防食（株） 日本電信電話（株）

（株）日東 日本電波工業（株）

日東エレベータ（株） 日本ドライブイット（株）

（株）日東工業 日本ノーディッグテクノロジー（株）

日東通運（株） 日本ノーデン（株）

（株）ニット技研 日本パレットレンタル（株）

（株）ＮＩＰＰＯ （株）日本ビデオサービスディスクズ

（株）ニッポンインダストリーズ （一財）日本品質保証機構

日本高周波鋼業（株） 日本フイルコン（株）

日本システムウエア（株） 日本フォーミング（株）

日本製鉄（株） 日本ベッド製造（株）

日本製粉（株） 日本胞衣衛生（株）

日本ゼオン（株） （一社）日本貿易会

日本通運（株） （公財）日本訪問看護財団

日本甜菜製糖（株） 日本琺瑯釉薬（株）

日本乳化剤（株） （株）日本屋根経済新聞社

日本ヒューム（株） 日本郵政グループ労働組合　江戸川支部

日本フレーバー工業（株） 日本郵政グループ労働組合　大島支部

ニプロ（株） 日本郵政グループ労働組合　大田支部

（株）日本アムス 日本郵政グループ労働組合　渋谷目黒支部

日本アルコール販売（株） 日本郵政グループ労働組合　城北支部

（一社）日本印刷産業連合会 日本郵政グループ労働組合　新東京支部

日本エックス線検査（株） 日本郵政グループ労働組合　世田谷支部

日本海洋石油資源開発（株） 日本郵政グループ労働組合　多摩中央東支部

日本割賦保証（株） 日本郵政グループ労働組合　東京国際支部

日本観光企業（株） 日本郵政グループ労働組合　東京西南支部

（公財）日本関税協会 日本郵政グループ労働組合　東京西部支部

日本橋梁工業（株） 日本郵政グループ労働組合　東京地方本部

（株）日本協力 日本郵政グループ労働組合　東京中央支部



日本郵政グループ労働組合　東京千代田支部神田分会 （株）ハツコエンドウウェディングス

日本郵政グループ労働組合　東京千代田支部麹町分会 （有）ハット企画

日本郵政グループ労働組合　東京北部支部 服部　くに

日本郵政グループ労働組合　東京ポスタル支部 （株）発明デザイン研究所

日本郵政グループ労働組合　東京郵便輸送支部 （株）初雪

日本郵政グループ労働組合　西多摩支部 （有）花喜久店

日本郵政グループ労働組合　練馬支部 （株）花島シーマン

日本郵政グループ労働組合　文京荒川支部 ハナ信用組合

日本郵政グループ労働組合　港支部 （有）華天

日本床工事工業（株） （特許）はなぶさ特許商標事務所

日本洋酒酒造組合 塙　善光

日本ライフライン（株） 羽田運輸（株）

（株）日本リーズン （株）パネル

日本料理　おさむらい （株）パパドウ

（株）日本レーザー （株）パピロ

日本労働組合総連合会東京都連合会 （株）濱池商会

日本ロール製造（株） 早川産機（株）

日本ロジテム（株） （株）林事務所

ニュートヨオート（株） ハヤシホールディングス（株）

（株）ニューレックス 原　隆史

ネオワールド 原工具（株）

ネグロス電工（株） （株）パラゴン

ネットインターナショナル（株） （株）原書房

能田電気工業（株） （株）原トラスト

能美防災（株） 春原　忠行

農林中央金庫 （有）パレスエンタープライズ

（株）野口ビル （株）パワープロジェクト

（株）ノグチ不動産 （株）阪和

（株）野沢園 阪和興業（株）

野積行政書士事務所 ピー・シー・エー（株）

（有）のぞみ運輸 Ｂ‐Ｒ　サーティワン　アイスクリーム（株）

（有）ノバック （株）ピー･アール･エフ

（株）ノバック東京本店 （株）ビーアンドオー研究所

（株）野村事務所 （株）PSI

野村大理石（株） ＰＬＣパートナーズ（株）

ＢＡＲ　栞 （株）ピーデーエスコンピュータ

（有）パーシモン･チバ （株）ピート

（株）パールイズミ 東銀座印刷出版（株）

（株）パイロットコーポレーション 東信用組合

（株）ハウズ 東日本建設業保証（株）

（株）ハウセット （有）東村農園

萩原　孝博 東山興業（株）

（株）ハクエイエンタープライズ ひがしんリース（株）

（株）博進紙器製作所 （株）ヒカリ･エレカ

（株）白門保険事務所 ヒカリ産業（株）

箱根植木（株） （株）光ビルサービス

間簑　正明 樋口　忠一郎

橋爪　謙始 樋口公認会計士事務所

パシフィックパートナーズ（株） ヒゲタ醤油（株）

（株）ハジメ （株）菱田住宅相談所

橋本　皇子 ビジネス会計人クラブ

（株）ハズプランニング （株）ビジョンサービス

長谷川香料（株） （株）ひつじ書房

（有）長谷川精機 （株）ビデオリサーチ

（株）長谷川製作所 （株）日野

（株）長谷工コーポレーション （株）ヒマラヤ産業

（宗）八幡大神社 （株）ビューティーエクスペリエンス

蜂屋（株）



（株）ヒューマンサポート 富士見興業（株）

日吉電材（株） （株）ふじみ製作所

平善　平井　良八 藤本油化（株）

平田紙興（株） （株）不二家

（株）平野商会 （株）フジユーエン

平山　良正 布施木　昭

ビルテック建商（株） （株）フタバ木田

（株）ビルド高層 （株）双葉資材

廣瀬　南海子 二葉商事（株）

（株）廣瀬商会 （有）双葉タイプ印書店

廣瀬ビルディング（株） 双葉ライン（株）

（株）ファイブ･フォックス本社 不動産のめいとく

（株）ファジー･アド･オフィス 芙蓉企業（有）

（株）ファミリー ぷらかい（株）

（有）ファミリーカワイ （株）フリービズ

（株）ファミリーサービス （株）ブリヂストン

ファミリー物産（株） （株）ブリュッケ

（株）ファミリー･ライフ （有）プリントップ野村

ファルホークインターナショナル（有） 古井　悠稀

（株）ＦＩＰＳ （株）古川製作所

（株）ブイテックス （株）古島

（株）フードブリッジ・ジャパン 古林紙工（株）

Facety（株） （株）ＨＵＲＲＡＹ

（株）フォーラムエイト フロイント産業（株）

（株）フォルトーナ （株）プロシップ

深田キデイ（株） （株）プロスタファウンデーション

（株）福井製作所 （株）文運堂

福島不動産（株） （株）文永社

福寿共益（株） 文化産業信用組合

（株）フクダ 文化シャッター（株）

福田企業（有） 平成重機興業（株）

福本　敬文 （株）平和アルミ製作所

（株）福や商事 平和テクニカ（株）

（株）フクロ薬局 ベーガン通商（株）

藤井　清隆 ペガサス興業（株）

（有）藤井クリーニング ペガサスソフトウェア（株）

（株）富士キメラ総研 ベスト・リブ（有）

藤倉化成（株） （株）ベスト･ホームズ

（株）富士経済 紅不二化学工業（株）

（株）富士経済マネージメント （株）ベネフォーム

富士港運（株） ﾍﾟﾘｰｼﾞｮﾝｿﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ（株）

富士興産（株） ペルシャ貿易（有）

（株）藤小西本店 （株）ベン

富士ゴムナース（株） ペンニットー（株）

（株）富士商会 （株）ポイント・ピクチャーズ

富士商事（株） 貿易開発（株）

（有）冨士精機製作所 （株）宝研堂

（株）フシ総合研究所 （株）宝古堂美術

藤田機工（株） 防長設備機工（株）

（有）フジタ商会 （一社）ホウビ

フジテクノ（株） （株）芳文社

（株）フジテレビジョン （株）鳳友産業

藤東造園建設（株） ホウライ（株）

藤原琢也税理士事務所 （株）ほうらいやビル

富士平工業（株） 朋和商事（株）

富士フレーバー（株） （株）ホーセツ

北栄産業（株）



（有）北信ビル マルハニチロ（株）

墨東化成工業（株） （株）丸林製本所

保坂工業（株） 丸紅（株）

ホシケミカルズ（株） 丸紅エアロスペース（株）

（株）ホシバ 丸茂電機（株）

（株）ポスター印刷 （株）丸山製作所

（株）細井商店 マルワ化工（株）

（有）穂高製作所調布工場 丸和油脂（株）

北光自動車交通（株） （株）マロニエゲート

ホッティーポリマー（株） マロン環境（株）

（有）ポラリスネットワーク （株）マンネット

堀川建材工業（株） （株）ミコヤ香商

（株）ポリテック・エイディディ ミサワエンジニアリング（株）

本多通信工業（株） （株）実正

（有）マウスィングテクノス （株）瑞江商事

（株）マエダ （特許）みずき特許事務所

（有）眞壁商店 みその商事（株）

牧野電設工業（株） 溝呂木（株）

（株）誠興業不動産 三田飲料（株）

（有）誠商事 三田化工（株）

（株）まことや食品 三鷹市社会福祉協議会労働組合

益田商事（株） （株）三田無線研究所

（有）増田プレス工業 三井住友カード（株）

（有）増宮縫製 （株）Mizkan　Partners

（株）町田ひろ子アカデミー 三友建設（株）

（株）松栄製作所 光永産業（株）

松久（株） 三菱地所（株）

（有）松蔵 三菱商事プラスチック（株）

松坂運輸倉庫（有） 三菱電機（株）

（株）松沢書店 三菱電機SOCIO-ROOTS基金

松沢倉庫（株） 三星不動産（株）

（株）松田建設 三峰電気（株）

（株）マッツ 光村図書出版（株）

（株）松貫 水戸工業（株）

（株）松野総業 三富燃料（株）

松葉屋（株） ミドリ安全（株）

松林　久行 （株）ミドリヤ

松丸管工（株） （株）皆木運輸倉庫

松村　正一 （株）港屋

（株）マツモト交商 峯岸会計事務所

（有）松本産業 （株）峰村金属工事

松本ビル（株） （株）ミネルバスピードコミュニケーション

松本優税理士事務所 三野村（株）

マテリアルサイエンス（株） みはし（株）

（株）丸愛百貨店 （株）みふね

丸磯建設（株） （株）三村製作所

（株）丸運 宮川興業（株）

（株）マルエムＰＯＰ （有）宮川本店

マルキシ（株） 宮城鋼具（株）

（有）丸清塗装店 三宅島建設工業（株）

（有）マルギン 三宅　雄一郎

（有）丸寿 （有）ミヤコ

丸昭高田製菓（株） 宮越　直樹

（株）丸仁ホールディングス 宮坂機械（株）

丸二測量設計（株） （株）みやざき洗染

（有）丸の内 宮谷土地建物（株）

丸の内新聞（株） （株）宮門商店



宮前商店会 （株）ヤシマ

（株）宮本 八洲電材（株）

（有）宮本ケアステーション 安井土木（株）

ミヤリサン（株） 安田　桂太

（株）ミューズ （株）安田組

（株）三代川製作所 （有）八竹

（株）三善 柳川精工（株）

（株）ミヨシグループ （株）柳原印刷

三輪薬品工業（株） ヤノショウコーポレーション

（株）向山商会 （有）矢萩商事

（株）武蔵境自動車教習所 八廣建築（株）

むさしのFJ司法書士法人　代表社員　山本好 やまう（株）

（株）ムサシノ商店 （株）山方商事

ムサシノ製薬（株） （有）ヤマカワ

（株）ムラキ （株）山川出版社

村直工業（株） （株）山金属

明治産業（株） 山口　満寿美

（株）明治屋 （株）山口シネマ

明窓ビルサービス（株） （有）山口善次モータース

明大前商店街振興組合 （株）山口熱処理工業所

明文図書（株） 山口　玲子

明宝（株） （有）山﨑

明豊ファシリティワークス（株） 山﨑　紀代

（医）　明悠会　サンデンタルクリニック 山崎金属産業（株）

盟和工業（株） （有）山崎鉄工所

明和設備（株） （株）ヤマシタ

（株）メーシック （株）ヤマシタ

目黒会計調査（株） 山下　太一

（株）メセナ･ネットコム 山田会計事務所

（株）メタルワン 山田建設（株）

メディアリンク（株） 山田興業（株）

（株）メディカルサポート 山田コンサルティンググループ（株）

（株）メテク 山田マシンツール（株）

メトロ開発（株） （株）大和

（株）メトロコマース 大和産業（株）東京支店

メトロ車両（株） ヤマト特殊鋼（株）

（株）メトロセルビス （株）山中電機

（税）茂木会計事務所 山根海運（株）

（株）モスフードサービス 山野美容商事（株）

望月海運（株） やまぶき商店会

モトサン・エンジニアリング（株） 山本計器製造（株）

本山建設（株） 山本　鑛一

萠インターナショナル（株） （有）山本興業社

森下産業（株） 山本シーリング工業（株）

（株）森商店 （株）山本商店

森永乳業（株） （株）ヤマロク

（株）森乳サンワールド （株）弥生ビル

森ビル（株） ヤングスチール（株）

（株）盛光 ユアサ商事（株）

（有）モリ･リビングス （株）ユイプラン

茂呂運送（株） （株）ゆう

ヤエス軽工業（株） 友栄電設（株）

八欧産業（株） 有機合成薬品工業（株）

八木通商（株） 結城商事（株）

（株）ヤクルト本社 ユウキ食品（株）

矢崎運輸倉庫（株） ユージーメンテナンス（株）

矢沢光学塗装（株） （株）祐伸産業



（株）遊長会計センター （株）リクルートホールディングス

有楽橋ビル（株） （株）リゾナント

友和商工（株） 立正堂（株）

（株）湯建工務店 リバーエレテック（株）東京営業所

油脂製品（株）東京支店 （株）リバスター

ゆずりは社会保険労務士事務所 （同）リバスト

（株）ユタカ （株）リバティホーム

（有）ユタカ工業 リボンタクシー（株）

（株）ユナイテッド （株）リミックスポイント

ユニオンサービス（株） （一財）リモート・センシング技術センター

ユニオン昭和（株） （株）龍角散

ユニオンツール（株） （株）流機エンジニアリング

ユニカ（株） （公財）流通経済研究所

（株）ﾕﾆｯﾄｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ東京事務所 リューベ（株）

（株）ユニバーサルファミリー （株）リングサポート

（株）ユニバーサルメタル （株）リンクトゥモロー

（有）ユニ・ライフ・ジャパン （株）ROOTS

湯山公認会計士・税理士事務所 （株）ルミネ

（株）陽栄 （株）RayArc

養命酒製造（株） レイテック（株）

（税）横須賀・久保田 瀝青建材（株）

（株）横田海事 （株）レクトン

（株）横浜 聯友企業（株）

（有）横目測量設計 ロイストレーディング（株）

横山建設（株） ロイヤル商事（株）

横山容器工業（株） （株）老舗恵命堂

吉井　武勇 （一財）労務行政研究所

吉川税理士事務所 （株）ロキテクノ

吉川　宏 ロンドン・ギャラリー（株）

（株）吉田商店 （株）ワークス

（有）吉田法衣店 （有）ワールドカーゴ

吉野商事（株） ワールド化成（株）

（株）吉野製作所 （株）ワールドゴルフ

吉野石膏（株） ワールドテクニカルリノベーション（有）

（株）良光被服 （株）ワイオーユー

吉森　照夫 （株）ワイ・ジービー

（株）四倉材木店 若林運送（株）

四谷三丁目商店街振興組合 （株）ワキュウトレーディング

淀橋市場青果卸売協同組合 和功通信工業（株）

（株）米伸 早稲田紙業（株）

（株）読売新聞東京本社 （有）早稲田出版サービス

ライオン運輸（株） 和田　幸一

ライオン商事（株） （有）和田産業

（株）ライクス 渡辺　章博

（株）ライセンスアカデミー 渡邊運輸（株）

（株）ライターム 渡部建設（株）

（有）ライフアーバンクリエイト 渡辺倉庫（株）

ライフフーズ（株） 渡邊倉庫運送（株）

（株）ライフプラザＮＥＯ 渡辺電機工業（株）

（株）ラインテック （株）渡辺電機製作所

（株）ﾗｳﾞｨﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ蒲田 （株）渡辺鍍金工場

ラシス（株） （株）渡菱不動産

（株）ラメール

（株）ラリアンスグループ

（株）ランドスケイプ

（株）ランドバンク

（株）リ・アーキテクト


