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～私たちも”赤い羽根共同募金運動”に参加しています～

（株）アーク情報システム （株）アクスル　
（株）アークン （有）アクセスブレイン
アース製薬（株） アクタスマネジメントサービス（株）
（株）アーツ・プロ （株）阿久津電機
（株）アート東京本社 アクトマリタイム（株）
（株）アーネスト （株）明野設備研究所
（株）アーバン･ハンズ ｱｺｰﾀﾞｰ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾌｫｰﾑ（株）
（有）アーム アコム（株）
（株）アール・アイ・エー 浅井商事（有）
（株）アールエスエス 浅賀住宅（有）
アール電子（株） （株）浅川製作所
（株）アイ 浅草モーター（株）
アイ･プロスパ（株） （株）アサクラ
（株）ＩＨＩ 朝倉　美稔子
（株）ＩＨＩ回転機械 （株）浅沼組
（株）アイエス　 旭化成（株）
（有）ＩＭ内装 旭環境サービス（株）
（株）アイ・エンター 旭器機サービス（株）
愛建機材（有）　 （株）旭技研
（株）愛光堂 （有）旭工業
（株）ＩＣＩ石井スポーツ 旭工業（株）
（株）ＩＣＤ 旭工芸（株）
相田化学工業（株） 旭日興産（株）
（株）合田工務店　東京本店 （株）アサヒサンレッド
（株）アイティ・イット 旭商船（株）
アイテック（株） （株）朝日新聞社
（株）アイデック アサヒビジネス（株）
相原印刷（株） 旭ファイナンス（株）
アイピーストラテジ（株） アサヒボンド工業（株）
アイホウ電器（株） （有）朝宏
（株）アイメイト 旭ロール（株）
（株）アイワ （株）麻布中央ビル
あいわ特許業務法人 浅間自動車部品（株）
葵企業（株） （株）浅見商店
（株）青井黒板製作所東京支社 味の素ヘルシーサプライ（株）
アオイネオン（株） （株）アズ
青ヶ島総合開発（株） アステラス製薬（株）
（株）アオトクリエイティブ （株）東化工
青葉貿易（株） （有）アゼリア
青山特殊鋼（株） 足立電材（株）
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（株）青山三河屋内田商店 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 （株）アッシュホールディングス　
税理士　赤坂　光則 （有）アットワーク
赤坂ビル（有） あづま堂印刷（株）
（株）アカセ　 アディア（株）
アカツキ商事（株） ＡＤＥＫＡライフクリエイト（株）
（有）赤津工務店 （株）アテナ
赤堤商店街振興組合 アド･フォルテ（株）
アキ商会（株）　 アトムメディカル（株）
（株）晃伸 アトムリビンテック（株）
秋葉原運輸（株） （株）アトリエケイト
（有）昭代ビル （株）アトレ
（株）アトレ （株）いさみや
（株）アネシス （有）イサムモバイルシステム
（株）アバールデータ （株）石井工務店
（株）アビステ 石井綜合事務所　
アプタス国際特許事務所 石井薬品（株）
アフラック保険サービス（株） 石岡　子介
（株）アベルコ （株）石川合成工業所
（株）天城 （株）ＩＨＩ環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
（株）天野屋 （株）石川ビル美装　
アミモ（株） （株）石黒保険事務所
アムハード小西（株） （株）石田建設
（株）アモン 石田道路（株）
（株）アユーララボラトリース （有）石田ビルディング
アライ印刷（株） 石田プレス工業（株）
新井ハガネ（株） （株）石宮
荒川区商店街連合会　 （株）イシムラ
（有）荒川紙工所 （株）石森製作所
アラコム（株） 石森不動産（株）
（株）アリストクラートテクノロジーズ 医歯薬出版（株）
（株）アリミノ （株）石山
アルケア（株） （株）イ鈴
（有）アルス いすゞシステムサービス（株）
（株）アルタイル 和泉機械（株）
（有）あるとＳＰＣマネジメント （株）イズミコーワ
（株）アルファシッピング （株）泉商会
（株）アルメック （株）イズミスタジオ
アレックス青木不動産（株） （有）伊豆和
ｱﾛｰﾍｯﾄﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ（株） （有）伊勢一商店
安全施設（株） 磯田木材（株）
（株）アンテックス 板橋貿易（株）
アント・レイ （株）井田両国堂
安藤　祥介 （株）壹会
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（株）安藤大理石 （株）一五　
（株）アンビシャス （株）一迅社
イー・アンド・エム（株） 一電機（株）
（株）飯島情報企画 一村産業（株）東京支店
イースタンエアポートモータース（株） 税理士　市村　俊夫　
イースタン興業（株） 井筒まい泉（株）
飯田通商（株） 逸見税理士事務所
（株）イイヅカ いであ（株）
（株）飯塚製作所 井出紙業（株）　
（有）イイムラ （株）伊藤印刷所
飯室　和弘 伊東建設（株）
（有）飯吉製作所 伊藤合金（有）
（株）イガラシ 伊東自動車販売
（株）五十嵐工具 （株）伊藤製袋工業所
五十嵐冷蔵（株） 伊藤忠ケミカルフロンティア（株）
猪狩　芳夫 伊藤忠テクノソリューションズ（株）
（株）生田化研社 イトウ電機（株）
井口ポリエチレン（株） （株）伊東屋
池田エンタープライズ（株） （有）稲垣建物　
（有）池田屋油店 （株）イナゲ
（株）池田理化 （株）イナダ
（有）池之端ｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ イナバゴム（株）東京支店
（株）池袋印刷 （株）伊那貿易商会
池本工業（株） 犬飼　秀敏
イゴラ商事（株） （株）イノタケ
猪俣工業（株） （株）栄蘭
（株）息吹工藝社 （株）エーエス
（有）今関紙工芸 （株）エーオーアール
（株）ｲﾒｰｼﾞｪﾝﾄ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ （株）エーオーアイ・ジャパン
（有）井門　 エージレスサービスセンター（株）
（株）イリア エート（株）
（有）入来ビル （株）エクセル
入船堂産業（株） エクセルトレイディング（株）
医療法人社団歯友会 （株）エコ・ファクトリー
（有）いるか工房 （有）エコーパッキング
（有）いろは 江崎工業（株）
岩井化学薬品（株） えざわ　大澤　エリ子
岩尾（株）東京支店 エス・ビー・エス（株）　
岩城産業（株） （株）エス・ピー・デー・サービス
（有）岩倉商事
（有）岩﨑硝子　 エスエージーバルーンズ（株）
（株）岩崎商店 エスエス製薬（株）
岩﨑倉庫（株） （株）エスケー･ハウズ
岩田不動産（株） （株）エスジー
岩手缶詰（株）東京支社 エスジー工業（株）

(合）エスアールディ
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ウィズ（株） （有）エスダブル
（株）ウインズ エステイトレード（株）
Ｖｉｎｃｅｎｔ（有） エステイワイ工業（株）
（株）植田商店 エステック（株）
（株）植田プロダクション （株）エスワイデー
（有）上野工務店 （株）江添
（株）上之原工務店 江戸川図書（株）　
上野広小路商業協同組合 江戸製版印刷（株）
上山電機工業（有） （株）エヌ･エヌ･エー
（株）ウエルズ （株）エヌ・エム・アール
ウシオ電機（株） エヌ・シー・エー（株）
牛田　雅志 （株）エヌ･ティ･ティ･アド
（株）臼井断裁所 （有）エヌアイシステム
（株）内田 （株）ＮＨＫメディアテクノロジー
（株）内田電気商会 ＮＯＫ（株）
（有）内田ビル管理 エヌケー貿易（株）
（株）内田洋行 （株）エヌジェーケー
（株）ウチナミ （株）荏原
内山硝子（株）　 （株）荏原エージェンシー
内山電機工業（株） 荏原交通（株）
（株）宇都宮製作所 荏原ﾊﾞｲﾛﾝ･ｼﾞｬｸｿﾝ（株）
（株）宇土 （社）荏原法人会
鵜殿設備サービス（株） （株）エビスヤ
（株）鰻やつこ （有）エフ・アールマーケティング
梅沢　千代子 （株）エフ･ティ･サービス　
梅田製綿寝具（有） エプソン販売（株）
（株）梅田鍍金工業所 （株）エポゾール　
梅屋敷梅交会協同組合 （株）エム・アイ・シー
浦野工業（株） （株）エムケイジェイ
（株）英光社 エムケー精工（株）東京本社
（株）永廣堂本店東京支店 （株）エムシーエス
（株）エイコー （有）エムティージィージャパン　
ＡＧＣｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ高橋（株） （株）エムビル
（有）エイ商会 （有）エムファタール
栄大産業（株） エラン（株）
（株）エイムデザイン研究所 （株）エルエッチ陽光出版
栄養食（株） （株）エルガーハウス
（株）エルザジャパン 大山運送（株）
（株）エルフォー企画 （有）オールビル
（有）エルム工芸社　 小笠原　梅
（株）エルムテック　 （株）岡田
（株）エレガンス 岡田タイヤ工業（株）
エロフハンソン（株） 岡部工業（株）
（有）エンカツ社 岡部バルブ工業（株）
遠藤商事（株） 岡部　博　
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（株）遠藤波津子美容室 岡村　勝夫
尾池工業（株） 岡本工業（株）
（株）旺栄 岡谷鋼機（株）東京本店
（株）扇屋商店　 小川医院
（株）王子化学研究所 （株）小川建築積算事務所
王子合金（株） 沖ガラス（株）
（株）近江屋酒店　 荻窪銀座商店会
桜武（株） 奥崎工業（株）
（有）オー・エスネットワーク 奥田興業（株）
（株）ＯＥＣ （株）オザキ
（株）大泉書店 （有）長田屋
（有）大内商店　 小沢　益司
（株）オーエムツーネットワーク オザワ商工（株）
大賀　寛司 （株）お世話や
オーク（株） 小田急電鉄（株）
（株）大黒ヂーゼル工業所 お茶の水内外特許事務所
大崎再開発ビル（株） 音羽印刷（株）
大崎兌会計事務所 （有）小野寺三幸製本工場
（株）大迫 小野寺事務所
（有）大島印刷 小野特許事務所
大島特許事務所 オフィスアドバンス（株）
大島油脂（株） （株）オフィスダイナマイト
（株）オーシャンフェロー （有）オフィストーイ
（株）太田胃散 （有）オフィスビサイド
太田会計 （株）オプトアルファ
大高電設（株） 小俣建設工業（株）
（有）大竹工業 （株）オムテック
（有）大田工務所 （株）オリエンタルサービス
（株）太田信義薬房 （株）オリオン社
（有）大谷商会 （株）折原
大谷清運（株） オリンパス（株）
大谷　信義 オリンピア興業（株）
大田武蔵警備保障（有）　 恩田商事（株）
（株）オオツカ （株）オンワードホールディングス
（株）大塚工務店 （社）海外電力調査会
（株）大塚商会 開真産業（株）
大塚　幸雄 開星運輸（株）
（株）大槻電機製作所 （株）外装専科
（株）大野石油 （株）海洋魚耕
（有）大野屋　本店 （株）海竜社
（株）大場商会 （株）カインズ
（株）オーパスワン 花王ｶｽﾀﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ（株）
大比良工業（株） （株）カオルアクセサリー
（株）オープンパワー （有）加賀通商
大宮糧食工業（株） （株）角産
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（株）オーム電機 化研産業（株）
（株）大邑　 科研製薬（株）
大森駅ビル（株） （株）果香
大森建物（株） 葛西紙工（株）
（株）梶商店 （株）河野
（株）梶田 （株）カワノ･トラスト
鹿島建設（株） （株）カワノ･クォーク
鹿島道路（株） （有）河野商店
（株）カシムラ 川端　茂樹
（株）柏工芸 川辺（株）
（株）柏屋 （株）環境設計研究室
賀須井章人　税理士事務所　 神田飲食綜合組合
（株）カステラ本家福砂屋東京支店 （有）神田クラフトインダストリー
（株）糟谷 （株）神田製作所
片倉工業（株） （有）神田兵衛
（株）勝工業所 関東東芝情報機器システム（株）
（株）割烹以志井 （株）カントー
（有）かつら大阪屋 カントー（株）
（株）桂設計 （株）菅野電気商会
神奈川サンインターナショナル（株） ガンブロ（株）
（株）カナザワ かんべ土地建物（株）
（株）金澤商店 （株）桔梗屋
（株）金杉工芸 （株）菊商事
金光　秀郎 菊池運輸（株）
鐘ケ淵駅通り商店街平和会 菊池商事（株）
（株）兼蔵 菊池商事（株）
金子運送（株）　 （有）キシノエンタープライズ
（株）兼七 （株）希松
カネダ（株） 北一商店街振興組合
カネモク工業（株） （株）北澤電機製作所　
叶ビル（株）　 （株）キタック販売
菅野谷　信宏 （資）北橋製作所
樺澤特許事務所 北見税務会計事務所
歌舞伎座舞台（株） （株）喜田村商店
甲（株） 城所公認会計士事務所
（社）蒲田法人会 （株）木のくに屋
（株）髪剪處 （株）木場リサイクル　
神永工業（株） （有）紀文堂
（株）雷門満留賀 キムラ電機（株）
（有）亀田製作所 （株）木村バルサ
（株）亀谷 （有）木村ペイント工業
加茂建設（株） 木村鍍金工業（株）
カヤバ工業（株） （株）木村洋行
（株）華陽 （株）きもと
華陽電線（株） （株）木元省美堂
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（株）唐木洋紙店 キヤノン（株）
（宗）　烏森神社 （有）ギャラリー西田
（株）Ｋａｒｉｇｏ　 （株）ギャルドユウ・エス・ピイ
（有）カリス （株）協栄
カルビー（株） （株）共英　
カルピス（株） 協栄ケミカル（株）
川合税務会計事務所 （株）協栄工業
（株）川上楽器店 協栄産業（株）
（株）川上商店 （有）共栄シャッター
（株）カワサキ （株）協営商會
（株）カワサキ電通 共栄製袋（株）
河島コンクリート工業（株） 共栄タンカー（株）
川澄化学工業（株） （株）共栄厨房
（有）かわた菓子研究所 （有）京菓堂東京店
川田興業（株） （株）共済薬事
（有）河西商店 京三運輸（株）
京商（株） 窪寺　和男
京商プロパティー（株） 熊倉産業（株）
（有）共伸商会 熊倉　幹雄
（株）協伸商会 （株）熊乃前鋼材
（有）矯正サービス （株）熊野屋
行政書士法人　榊原・箭内事務所 （株）クライム･ワークス
京セラ興産（株） （株）クラカタ商事
共同カイテック（株） 倉工業（株）
協同組合日本シャツアパレル協会 倉敷印刷（株）　
協同建設（有）東京営業所 （有）倉本工務店
（社）京橋法人会 （有）グランドスラム
（株）共立エコー （株）クリアスター
協立化学産業（株） （株）グリーンステージ
協立機電工業（株） （株）グリーンプロモーション
共立給食（株） （株）クリテム
共立信用組合 栗林商船（株）
協立輸送（株） （有）クリンピア
協和企業（株） 呉工業（株）
共和工業（株） （株）グロウ
協和香料興産（株） （株）グローイング
協和食品（株）　 （株）クローバートレーデイング
協和製作（株） （株）グローバル
（有）共和テクノサービス （株）グローバルテクノ
（株）共和電業 グローリー（株）
協和発酵キリン（株） 黒崎播磨（株）東京支店
協和冷熱工業（株） 黒沢建設（株）
（株）キョーワピーブイティー （株）黒田陶苑
旭栄研磨加工（株） （株）桑原商会　
極東機械産業（株） （有）ケアメディカル
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（株）キリカン洋行 （株）ケイ･エス･エス
（株）桐生堂 （株）ケイ･ライターズクラブ
（株）錦花園 税理士法人　Ｋ＆ＫＪａｐａｎ
近畿日本ツーリスト（株） 京王電鉄（株）
（株）近畿ヤマト商会 （株）経盛商事
（有）キング商会 （株）経宣
（株）銀行研修社 京浜（株）
（株）キンコー堂 京浜運送（株）
（株）銀座「スエヒロ」管財 京浜急行電鉄（株）
（株）銀座コージーコーナー （株）京浜工業所
（株）銀座千疋屋 京浜相互（株）
（株）銀座テーラーグループ （有）啓不動産

啓芳堂製薬（株）
銀座吉田（株） （株）ケイミックス
錦糸町熱供給（株） （株）京葉管理工業
（社）金融財政事情研究会 （有）啓陽社印刷
（株）クイックサービス ｹｲ･ﾜｲ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｱｼﾞｱ　
宮司産業（株） ケーシー工業（株）
（株）草野建設 （株）ケーズエンジニアリング
楠本化成（株） （株）ケースリー
口と足で描く芸術家出版（有） （株）ケーテー製作所
工藤プラスチック工業（株） （株）ケービーエス
国長金属（株） ケーワイシー（株）
国田眼科医院 （株）劇団め組
（有）くにたけ　 ケル（株）
（株）国和システム （有）ケン・エンタープライズ
（資）　窪島商店 （株）玄海
（株）久保田工業所 （株）建材ｻーﾋﾞｽｾﾝﾀー
（有）建装丸幸 国際クリーニング（株）
堅展実業（株） 国際コマース（株）
（株）建帛社 国精工業（株）　
健和流通（株） 国宝商事（株）
（有）五井商店 コクボ電機（株）
（株）小糸製作所 （有）五光
（有）鯉沼誠輪社 （株）五光製作所
小岩工業（株） 五興通信システム（株）
（有）小岩ペットセンター ココプラント（株）
（株）光運社 ココリサーチ（株）
（有）広栄運輸機工　 越路建設（株）
香栄興業（株） 児島段ボール（株）
光永産業（株） （株）小島半田製造所
（株）宏栄社 小島　秀樹
恒栄電設（株） 互助会保証（株）
航機産業（株） コスメテックスローランド（株）
（株）工業市場研究所 コスモ海運（株）

（株）銀座 ?月堂　
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（一財）　工業所有権協力センター （株）コスモ技研
（社）航空貨物運送協会 （株）五成建業
（株）広芸インテック （有）小平自動車
（有）幸研 古平タイル工業（株）
興研（株） （株）国光社
（有）光興貴 （株）ゴトウ
弘済運輸（株） （株）加藤工務店
弘済企業（株） ごとう紙工（株）
（株）曠淳開発 寿産業（株）
（一財）　交詢社 壽食品工業（株）
光進電気工業（株） 寿土地建物（株）
（株）佼成出版社 （有）粉川
光誠電気工業（株） コニカミノルタヘルスケア（株）
（株）講談社ビジネスパートナーズ コニシ（株）東京本社
江東信用組合 小西安（株）
幸德運輸（有） 小林　進
（株）幸徳ボタン （株）小林金属工業所
公認会計士　遠藤　忠三 （株）小林労務管理事務所
公認会計士　税理士　小金丸裕之　 （株）木挽館
公認会計士　税理士　山本　秀夫 （有）小松公司
公認会計士・税理士　小林恒男事務所 （株）小松製作所
公認会計士田上敏明事務所 （株）小松原梱包
（株）公務員試験研究所 （株）ゴマヤ
（株）向陽 小宮総業　
（株）光洋 コムシスエンジニアリング（株）
高陽印刷（株） 小山商事（株）
興陽運輸（株） 五洋建設（株）
興洋海運（株） （株）ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ
向陽開発（株） （株）ザ・ペニーワイズ
（株）興陽社 （株）サービスエイド
恒陽振興（株） ｻｲｼｮｳ･ｴｸｽﾌﾟﾚｽ（株）
向陽トレーディング（有）　 サイデン化学（株）
（株）光和 斉藤　茂
（株）廣和技研 （株）斎藤商店
（株）興和設計工務事務所 （株）斎藤容器
（株）晃和設備　 サインポスト（株）
宏和総業（株） （株）サエラ
（株）弘和電材社 酒井工業（株）　
（株）コーセー 酒井重工業（株）
（株）コーレンス 酒井薬品（株）
榊原事務所（有） 三信製織（株）
（株）坂倉建築研究所 三星不動産（株）
坂田　儀雄 サンドー（株）
（有）酒田機工　 三徳部品（株）
（株）サカタベルコ サントレイド（株）
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（株）サガラ （株）三美真珠
佐川化成工業（株） （株）サンフジ企画
（株）鷺宮製作所 サンベック（株）　
（有）櫻井新盛堂 （株）さんぽう
サクラシステムサービス（株） （有）三豊商事
桜土地（株） 三宝製薬（株）
迫田産業（株） （株）三法電気工事
佐々木工業（株） （株）サンマリノ
（株）さつまそば （株）サンユウ
（有）さつま塗装工業所 三友技研（株）
佐藤運送（株） 三雄産業（株）
佐藤建業（株） （資）　三洋印刷所
（株）佐藤工務店 三洋海運（株）
（株）佐藤商店 三陽工業（株）
佐藤染色（有） （株）三洋工業所
（株）佐藤不動産鑑定ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ　 山陽電気工業（株）
（株）佐藤渡辺 サンヨー電機（株）
（株）サトー産業 （株）サンライズ商会
サミオ食品（株） （株）サンリック
（株）サン・マーク （株）サンレモン
（株）サン　アンド　サン （株）サンワ
三栄ゴム工業（株） （株）三和コネクタ研究所
（株）三益社 三和産業（株）
サンエス建設（株）　 三和商事（株）
三桜建設（株） （株）三和精機製作所
サン化学（株） （株）三和設計サービス
三雅商事（株） 三和通商（株）
三協（株） 三和テッキ（株）
（有）三共金属工業所 三和電気計器（株）
三協鋼鐵（株） 三和薬品（株）
（株）三共社 シアン･インターナショナル（株）
三協商事（株） （株）シーアールシージャパン
（株）三共消毒 ｼｰｱｲｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽ（株）
（株）三共田中 ＣＱ出版（株）
（株）三啓 （株）ジークス
産経商事（株） （株）シービージャパン
（株）サンケイビル （有）シェアースピリット
三景貿易（株） シェアードシステム（株）
（株）サンゲツ東京店 （株）ジェイアール東日本企画
三元建設（株） ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ（株）
三幸エステート（株） （株）ＪＡ東京中央ｾﾚﾓﾆｰｾﾝﾀｰ
（株）三興商会 ＪＳＲ（株）
（株）三光通信 ＪＸ日鉱日石トレーディング
サンコスモ（株）　 ＪＸ日鉱日石探開（株）
サンゴバン・ティーエム（株） （株）ジェイエフシー　
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（有）三事保全社 （株）Ｊ-オイルミルズ
サン写真 （株）ジェイシティー
（株）三昭製作所 （株）ジェイテック
（株）三信 （株）ＪＰビジネスサービス
三進加工（株） （株）ｼﾞｪｲﾋﾞｰﾎﾝﾀﾞｴｰﾁﾞｪﾝｼｽ
三真工業（株） （株）Ｊホールディングス
三進興業（有）　 （株）ジェイマリン
（株）ジェイワールドトラベル （株）社会保険城南研究所
（株）ジェーアンドエフ 社会保険労務士法人　石山事務所
（株）ジェー・エー・シー 石神井小関商栄会
（株）ＪＣ （株）ジャスティス
ＪＦＥ商事線材販売（株） （株）ジャスト･プラン
（株）ジェス・アド ジャック（株）　
（株）ジェット シャネル（株）
塩住産業（株） （株）ジャパンケアサービスグループ
（株）ジオット ジャパンシッピングサービス（株）
潮不動産（株） ジャパンフォーカス（株）
志賀機鋼（株） ジャパンマシナリー（株）
（株）志賀製箔所 （株）ジャパンユニックス
（株）志賀モールディング （株）ジャンプ
（資）重盛永信堂 集英社ビジネス（株）
紫紅（株） （株）住機
システムアドバンスト（株） 秋北電工（株）
システム運輸（株） （株）秋友社
システムクリエイト（株） （株）ジュエリー服部商会
システム計画（株） （株）授業学研究所　
（株）システムサービス 出店鉄鋼（株）　
システムセンス（株） 首都高速道路（株）
（株）システム創造開発 （株）春光社
（株）システムハウスナウ （株）純光社
下谷不動産（株） （株）シュンコーマーケティング
（有）ジタン （株）春秋社
七條紙商事（株） 翔　税理士法人
七島信用組合 正栄食品工業（株）
十戒企業（株） （株）商工組合中央金庫
実教出版（株） （株）ジョウサービス
（株）ジックス 城西運送（株）
実用興業（株） 城西建機産業　
品川区商店街連合会 （株）城西精器製作所
品川交通（株） （株）昌新
（株）品川都市整備公社 （有）上善製作所
（株）老舗恵命堂 （株）少年画報社
（株）シノダ 祥美印刷（株）
篠田商事（株） （有）松宝不動産
シノハラ防災（株） 城北紙器梱包（株）
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（株）芝浦会館 城北伸鉄（株）　
（株）シバタ 城北税理士法人
（株）芝パークホテル （株）城北ゼネバ工業所
渋谷興業（有） 昭洋工業（株）
渋谷中央街 （有）正力運輸
（株）渋谷リサーチ 晶立（株）
（株）シマエレ （財）昭和池田記念財団
（株）シマスタジオ 昭和紙商事（株）
嶋田保全（株） 昭和交易（株）
シマダヤ（株） 昭和興産（株）
島村楽器（株） 昭和礦油（株）
（株）島屋メリヤス 昭和倉庫（株）
（有）清水技研 昌和電機（株）　
（株）清水商店 昭和西川（株）
（株）志村運送 （株）女性モード社
（株）シメックス 白金工業（株）
下北沢南口商店街振興組合 白谷建設（株）
（株）シモジマ 城山建設（株）
下山税理士事務所 （株）新江
（有）神榮館 （株）鈴木商事
（有）伸栄機器 （有）寿々木屋
新栄工業（株） 鈴新（株）
（有）信栄パートナーズ （株）鈴広工務店
（株）新栄プレス工業所　 スターゼン（株）
（株）新栄プロセス社 スターゼン東日本販売（株）
伸榮貿易（株） （株）スタート・ラボ
新幹線メンテナンス東海（株） （株）スタジオ･クラスター
真岐興業（株） （株）スタジオコメット
信金東京共同事務センター事業組合 （有）スタジオバーク
（社）しんきん保証基金 （株）須田自動車整備工場
（株）新興エンジニア （株）スバック
信光化学工業（株） すばる交通（株）
（株）新広社 （株）スパンクリートコーポレーション
（株）新興社 スプリング・ライフ（株）
新光商事（株） （株）スポーツ寿苑
新興電機（株）　 ｽﾏｲﾙ･ﾎｰﾑﾈｯﾂ（株）
（株）人財ソリューション 住商アイナックス（株）
新宿倉庫（株） 住商マテリアル（株）
新宿廣小路會 墨田加工（株）
（株）新進商会 住友軽金属工業（株）
新生電設工業（株） 住友商事（株）
（一社）　信託協会 住友林業（株）
進竹産業（株） 成旺印刷（株）
（株）新潮社 生化学工業（株）
シンテイ警備（株） （有）正建社
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新電元工業（株） （有）靖建商事
新日本空調サービス（株） （株）聖護院八ッ橋総本店
新美容出版（株） 誠宏印刷（株）　
（株）新富士空調 精工電機（株）
（株）新立 セイコーホールディングス（株）
（株）新菱電機 世進産業（株）　
信和（株） 清伸総業（株）
シンワ工業（株） （株）整電社
（株）進和工業 精発ばね工業（株）
信和合成樹脂（株） 西武鉄道（株）
新和産業（株） 精文堂印刷（株）
真和商事（株） 税理士　庄籠　一充
（株）新和設備 税理士法人　熊代事務所　
（株）新和電工 税理士法人　元　
仁和包装（株） 税理士法人　ＹＳ東京中央会計
（株）スエヒロ 税理士法人　グラシア
（株）末広サービス 成倫税理士法人
（株）スガヌマ （株）聖ルカレジデンス
須川工業（株） （株）誠和
杉浦興業（株） （株）セイワ
杉崎　伊洸 （株）清和企業
杉田エース（株） 正和建機（株）
（株）杉田製線 青和信用組合
杉中　秀誠 （株）誠和設計事務所
（社）杉並法人会 静和綜合建物（株）
（株）杉元
（株）スギモト （株）世界文化社
杉本国際特許事務所 （株）世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
（有）スギヤマハウス 瀬川　瑞之
（株）鈴木運送店 （株）関口興業
鈴木治作（株） （株）関口商店
（株）関口冨美雄商店 （株）第一製版
（資）　関口フランスパン 第一石産運輸（株）
積水ハウス（株）東京支社 第一ダイヤモンド工事（株）
石油資源開発（株） 第一電通（株）
石油連盟 大化産業（株）
（株）セゾン・アート 大輝交通（株）
世田谷青色申告会 大九建設（株）
世田谷区商店街連合会 大京警備保障（株）
（有）ｾﾞﾈﾗﾙ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 大京サービス（株）
ゼネラルビジネス･サービス（株） （株）大金
（株）ゼネラルボーサイ 大光監査法人
（株）ｾﾞﾈﾗﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 大興商事（株）
千技工業（株） 第五冷暖房（株）
（有）善香園 （株）第三文明社　

ｾｰﾊﾞｰ･ﾃﾞｨｼｼﾞｮﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙLLC　
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（一社）　全国銀行協会 （株）大修館書店
（社）全国社会保険協会連合会 大正建機（株）
（株）全国信用組合新聞社 （株）大昭光
（社）全国地方銀行協会 （有）大勝工務店
全国乳業協同組合連合会 大昭物産（株）
全互連冠婚葬祭中央協同組合 大信梱包システム（株）
千住金属工業（株）　 大信実業（株）
（有）千寿工業 （株）大進商会
千住スプリンクラー（株） 大製（株）
千住倉庫（株） （株）タイセイ・ハウジー
（株）先端技術研究所 大成印刷（株）
（株）ゼンチク販売 （株）大成企業ビル
（株）センチュリーエール 大成技研（株）
全東栄信用組合 大成交易（株）
（株）千徳 大成工業（株）
セントラル運輸（株） 泰成工業（株）
（株）セントラルビルワーク （株）泰成工業所
全日空システム企画（株） 大成ロテック（株）
全日本空輸（株）　 大東（株）
（株）全溶 大東建設不動産（株）
（株）日本経営協会総合研究所 （株）台東サービス
総合システム情報（株） （株）大藤社
総合商事（株） 大同信号（株）
（株）綜合デザイン 大同通信工業（株）
双信電機（株） （株）第二荒川ビル
綜通（株） 大日精化工業（株）
双美交通（株） 大日本交通（株）
（有）創立企画 大日本住友製薬（株）東京支社
（株）十川ゴム　東京支社 太平建設（株）
（株）ソフトウェア･サイエンス 太平興業（株）
（株）ソフトクォリティー （株）タイヘイサーキットシステム
（株）そら （株）太平社
（株）ゾレアックスジャパン 太平商事（株）
ゾンネボード製薬（株） 太平ビルサービス（株）
（株）ダイアナ 太平貿易（株）
第一環境アクア（株） 太平洋貿易（株）
第一勧業信用組合 （株）大芳
第一検査（株） （株）大丸商店
大一建設（株） 大丸木材（株）　
第一高周波工業（株） （株）ダイヤコーポレーション
（株）第一興商 ダイヤモンド住宅（株）
第一三共（株） （株）タイヨウ
第一三共ロジスティック（株） （株）太陽印刷社
大洋運輸（株） （株）タジマ
（株）太陽エージェンシー 多治見無線電機（株）
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大洋液化ガス（株） （株）ダスキン木村
太洋化学工業（株） 立花産業（株）
太洋化学工業（株） 立飛企業（株）
太陽機設（株）　 （株）ダックビル　
太陽工業（株）東京支店 （有）ダッシュ
大洋産業（株） 辰巳産業（株）
（株）太洋商会 （株）辰巳商会東京支社
太洋商工（株） （株）龍森
大葉セラム（株） （株）舘野
太陽ホールディングス（株） （株）建物保全センター
大和小田急建設（株） 田中金属（株）
（株）大和紙工業 田中公認会計士事務所　
大和住銀投信投資顧問（株） 田中宝飾（株）
大和ホーム（株）　 田中屋製菓（株）
大和木材（株） （株）田辺測量
（株）タウン管理サービス （有）谷地製作所
タウン企画設計（株） （株）タニタハウジングウェア
タカイ医科工業（株） タニック工業（株）
（資）　高木本社 たにもと建設（株）
高木容子　税理士事務所 谷本ビル（株）
高蔵建設（株） （株）種村商会
（株）タカサゴ （株）タバック
高砂設備工事（株） 田原ダイカスト興業（株）
高砂熱学工業（株） （株）タマカネ
（株）髙田嘉内商店 多摩火薬機工（株）
高千穂交易（株） （社）玉川青色申告会
髙津伝動精機（株） 玉川佐枝子税理士事務所
多賀電気（株） （株）玉川寿司
タカノ（株）東京営業所 多摩機電（株）
高野建材（株） タマ生化学（株）
（株）高野自動車用品製作所 （株）玉田建築設計事務所
高橋　修 （株）玉原製作所
（株）高橋書店 （株）玉屋商店
髙橋設備サービス（株） （株）タムラ
高橋不動産（株） （有）田村商店
（有）タカヒサ化工 （株）タムラ製作所
（株）高昌建設 （株）田村町会館ビルヂング
（有）タカムラ （株）為我井製作所
（株）タカムラ （株）ダルマン
高山工業（株） 丹勢建設（株）
宝醤油（株） （有）たん焼忍
タカラ食品工業（株） （有）チェリトリー　
（株）多加良製作所 （株）地下鉄メインテナンス
（株）タグ・ホールディングス （有）地球堂　
（株）田口製作所 秩父石灰工業（株）
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（有）Ｔａｃｔ・Ｆｏｒｃｅ （株）チネン電機工業
（株）宅配広告社 千葉金属工業（株）
（株）匠建設 （株）チャイナクリエート
（株）竹井商会 （株）チャイルド本社
武井　信夫 （有）茶静山園
（有）武田 中越パッケージ（株）
（有）武田建築構造設計事務所 中央（株）
竹田理化工業（株） 中央エレベーター工業（株）
竹屋塗料（株）　 中央エンジニアリング（株）
太三機工（株） （株）中央シオノヤ
中央建物（株） テーオー食品（株）
中央鉄鋼（有） テージー（株）
中央電設（株） （株）データ･キーピング･サービス
（株）中央パッキング （株）データサービス
中央ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫｰﾑ（株） テー・ブイ・ビー・ジャパン（株）
（株）中央不動産鑑定所 テーブルマーク（株）
中国化薬（株）東京支店 （株）テクノ
中部物産貿易（株）東京支店 （株）テクノカシワ
超音波工業（株） （株）テクノスジャパン
（株）鳥海建築設計事務所 （有）テクノタケウチ
（株）長南工務店 （株）デザインフィル
（株）千代田 （株）デサント　東京オフイス
千代田印房 手嶋　敏　
千代田運輸（株） （株）テックス
千代田エナメル金属（株） テック大洋工業（株）
千代田管財（株） （株）鉄鋼ビルディング
千代田機工（株） 鐵商（株）
千代田金属（株） 鉄道機器（株）
（株）千代田シェアルティＡ＆Ｓ 鉄道軌材工業（株）
千代田商店街振興組合 鉄道情報システム（株）
（株）千代田情報システム 鉄道通信工業（株）
千代田鉄工（株） （株）テプコシステムズ
（有）千代田ネオン テラインターナショナル（株）
千代田レール（株） （株）寺岡製作所　
ツィンマージャパン（株） 寺師産業（株）
（株）つきじ入船 寺端　正　税理士事務所
築地産業協会　 寺本製菓材料（株）
月島倉庫（株） 寺本不動産（株）
月島テクノメンテサービス（株） 寺山商事（株）
月島西仲共栄会商店街振興組合 東京デリカフーズ（株）
（株）佃可祢 （有）テルシステム
（株）筑波エンジニアリング （株）テレビ朝日
津久波工業（株）　 電音エンジニアリング（株）　
（株）ツジデン 電気化学工業（株）
（株）ツチヤ　 （株）電算
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（株）ツチヤ （株）電子制御国際
土屋工業（株） （株）天賞堂
ツツミプロジェクト（株） （株）デンショー
（株）ツツミワークス 天心建設（株）
（株）ツネミ 電精工業（株）
（株）ツムラ （社）電池工業会
鶴見サンマリン（株） （株）電通
ﾃﾞｲｰ･ｴｲﾁ･ｼｰ･ｻｰﾋﾞｽ（株） 電通セントラル（株）
（株）ディー･ジェイホームサービス （株）電通マネジメントサービス
（株）ティーエムエー 電鉄商事（株）
（株）ディープラニング （株）電波タイムス社
（株）ティープラン テンプホールディングス（株）
ＴＨＫ（株） 東亜印刷（株）
（株）Ｔ．Ｆ．Ｋ　 東亜技研工業（株）
（株）ＴＬＣ 東亞合成（株）
（株）帝国データバンク 東亜産業（株）
（株）帝国ホテル 東亜ディーケーケー（株）
ディフロア（株） 東亜電気工業（株）
Ｔ・ＭＡＣＫＳ税理士法人 （有）東栄エステート
（株）デイリーフーズコーポレーション 東栄化成（株）
（有）テイワイシイ 藤英工業（株）
（株）デー・エスサプライ 東榮興業（株）
東栄興業（株） （株）東京すずらん
東映ビデオ（株） 東京ステンレスバルブ（株）
東映貿易（株） （社）東京青年会議所
東海ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｵﾌｼｮｱ（株） 東京税理士会
（株）東海運輸 （社）東京節句人形振興協会
東海カーボン（株） （株）東京ソイルリサーチ
東海商事（株） （株）東京葬祭
東海商船（株） （株）東京タカラ商会
（社）東靴協会 東京建物（株）
東化研（株） 東京地下鉄（株）
東京ＥＬ社労務：岡崎事務所 東京中央大通会
（株）東京医学社 東京中小企業投資育成（株）
東京インキ（株） （社）東京中小建築業協会
（有）東京エイドセンター　 東京調理（株）
（株）東京オペレーションパートナーズ 東京通建（株）
東京織物卸商業組合 東京通信機材（株）
東京科学機器協会 （株）東京電熔社
（株）東京化学同人 （株）東京天理教館
東京化工機（株） （有）東響堂
東京ガス（株） （株）東京堂インターナショナル
東京ガス星光会 東京戸上電機販売（株）
東京学校用品（株） （財）　東京都環境整備公社
東京ｶｯﾄｸﾞﾗｽ工業協同組合 東京都競馬（株）



 18

（株）東京機械製作所 東京都下水道サービス（株）
東京機材工業（株） 東京都個人タクシー協同組合杉並支部
（株）東京吉兆 東京都個人タクシー協同組合葛飾第二支部
（株）東京機電サービス 東京都職員信用組合
東京急行電鉄（株） （社）東京都信用金庫協会　城西・多摩支部
東京協同タクシー（株） （社）東京都信用金庫協会　城東支部
東京共同貿易（株） （社）東京都信用金庫協会　城南支部
（一社）　東京空調衛生工業会 （社）東京都信用金庫協会　城北支部
（社）東京建設業協会 （社）東京都信用金庫協会　中央支部
（株）東京甲子社 東京都信用農業協同組合連合会本店
東京高速道路（株） 東京都青果物商業協同組合淀橋支所
（株）東京交通会館 東京都生命保険協会
東京交通サービス（株） （社）東京都トラック協会
東京興発（株） 東京トラヤ（株）
東京互光（株） （株）東京なかお
東京サービス（株） 東京荷役管理（株）
東京サラヤ（株） （株）東京ニュース
東京サンエス（株） （株）東京ニュース通信社
（株）東京サンコー 東京八王子青果（株）
（株）東京システック 東京発電（株）
（社）東京実業連合会 東京美化（株）
（株）東京自働機械製作所 （株）東京美術
（有）東京自動シール製袋所 （株）東京美術倶楽部
（株）東京鉸製作所　 東京美術商協同組合
東京車検整備（有） （株）東京ビッグサイト
東京周波（株） 東京ビル整美（株）
東京証券信用組合 （株）東京舞台照明
（株）東京証券取引所　グループ 東京物流（株）
東京消防信用組合 （株）東京プロカラー
東京食料運輸（株） （株）東京放送ホールディングス
東京食料センター（株） 東京北魚（株）
東京新木場木材商工協同組合 東京マルコメみそ販売（株）
東京信用保証協会 東京むさし農業協同組合　三鷹支店
東京水産ターミナル（株） （株）東京メールセンター　
東京メルテック（株） 東浴信用組合
東京ゆかた（株） （株）東横イン
東京ユニオンサーキュレーション（株） 東横商事（株）
東京洋紙代理店会 （株）道楽
（株）東京楽天地 東礼自動車（株）
東京リビングサービス（株） 東レフィルム加工（株）
（株）東京流通センター 東レ・メディカル（株）
（株）東晃エンジニアリング （株）東和工業所
東交観光バス（株） 東和電気工事（株）
東工コーセン（株） （株）東和電機商会
（株）東光社 （株）トーコン
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藤光樹脂（株） トーシンエンジニアリング（株）
東光建物（株） （株）トータスカーアシスタンス
（株）東芝　本社 トータルプリント豊工業（株）
（有）東秀工務店 （株）トーテム
藤信化建（株） ＴＯＴＯアクエア（株）
東新産業（株） トーヨー消火器工業（株）
東伸電機（株） 東レ（株）
東成興業（株） （有）常盤
東蓄工業（株） （株）トキワ計測器
（株）東通インターナショナル ときわ建設（株）　
（株）東電通 常盤商事（株）
東電リース（株） 徳栄商事（株）
（株）東都設計 税理士　徳田　清事務所　
（株）東発 ドクターセラム（株）
東武鉄道（株） 徳力建設工業（株）
東武デリバリー（株） 徳和工業（株）　
東武ビジネスサービス（株） 床鍋　博人
東部ファスナー協同組合 （株）都市環境エンジニアリング
トウプラスエンジニアリング（株） （株）都市整美センター
東ベ化工（株） 利島建設（株）東京営業所
東宝（株） （株）豊島屋本店
（株）東邦 （株）都政新報社
東宝化学工業（株） （株）戸田葬祭場
東邦化研工業（株） 土地家屋調査士法人　石山事務所
東邦化工（株）　 （株）栃木屋
（有）東邦工業所 特許業務法人　中川国際特許事務所　
東邦商工（株） トッパン・フォームズ（株）
東宝不動産（株） （財）凸版印刷三幸会
東邦ホールディングス（株） （株）トップ
登馬商事（株） （株）トップインテリア
（株） 東名 鳥羽建設（株）社員会
（株）稲門 飛田　慶一
東洋科学（株） （株）トミカ
東洋金型工業（株） （有）トミクラ
東洋ケミカル機工（株） 富沢建設（株）
東洋工罐（株） （株）トミテック
東洋興業（株） （株）富藤製作所
東洋鋼鈑（株） （株）富洋
（株）東洋実業東京支店 （株）巴商店
東洋精糖（株） （株）共ショウ
東洋電装（株） 友廣　キヨ　
東洋熱工業（株） トモプロ（株）
東洋ハイテック（株）東京本部 トヤマ楽器製造（株）
東陽不動産（株） （有）豊川商事
（有）東洋ベル・オフィス （有）トヨカワショウジ　
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東洋紡テクノユニ（株） トヨタ東京カローラ（株）
豊田動物病院 中屋容器（株）
（株）豊永電機研究所 ナクシス（株）
（有）豊成貿易　 （株）なとり
（株）ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙ･ﾜﾀﾅﾍﾞ （株）七星科学研究所
（株）トライターム 浪速タンカー（株）
（有）トラストホーム ナブコシステム（株）
トラテック（株） （株）ナミス
（株）虎屋 滑川軽銅（株）
（株）ﾄﾗﾝｽ･ｳｧｰﾙﾄﾞ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ 成増興業（株）
トランスグローバル（株） 成増商店街振興組合
トランステック（株） （株）ナレッジクリエーションテクノロジー
（株）ドリームワン （株）ナンシン
鳥居薬品（株） （有）なんだい社
（株）トリオ製作所 （株）ニエカワ設備
トリヤマ（株） （株）西川
トレンドイースト（有） 錦商事（株）
（有）とんき 西芝倉庫（株）
内外施設工業（株） 西都興業（株）
ナカ･テクノメタル（株） （株）西野建設
中板橋商店街振興組合 西原工事（株）
司法書士　永井　三男　 （株）西務良
（株）ナカオ 西村＆宮永商標特許事務所
長岡鉄筋コンクリート（株） （有）西村商店
中尾金属（株） 西村　鐵男
中川特殊鋼（株） （株）ニシヤマ
中里建設（株） ニチアス（株）
（株）ナカザワ 日永商事（株）
仲澤　敦子 （株）日音
（株）長澤工務 （株）日冠
長澤税理士事務所 （株）日動運輸
中三エス･ティ（株） （株）ニチベイ　
（株）中島運送 ニチモウ（株）
（株）中島カッター興業 （株）ニチワ
（株）長島倉庫 日加商工（株）
（株）中島董商店 （株）日刊スポーツ新聞社
（有）中島ピアノ輸送サービス （株）日建設計
長瀬産業（株）東京本社 日産プリンス東京販売（株）
中田　晃 日昭運輸（株）
（株）永田商会　 日章海運（株）
（株）ナカタ電業社 日正海運（株）
長塚建設（株） 日昇化成（株）
（株）ナガノ 日章興業（株）
中野運輸（株） 日昭電器（株）
中ノ郷信用組合 （株）ニッシリ
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（株）ナカノフドー建設 （株）日新
中野冷機（株） 日進印刷（株）
長浜建設（株） 日清オイリオグループ（株）
（株）仲むら 日新化熱工業（株）
中村科学器械工業（株） 日新建設（株）
（株）中村仮設 （株）日進工
中村産業（株） 日新製糖（株）
（株）中村自工 日新電気照明（株）
（株）中村住装 日神不動産（株）
中村法律事務所 ニッスイ・エンジニアリング（株）
（株）中村屋　 日盛運輸（株）
中山商工（株） （株）日辰
中山商工（株） （財）日中友好会館
日鉄防蝕（株） 日本潤滑剤（株）
（株）日東 日本証券業協会
（株）日東 日本証券金融（株）
（株）ニット技研 日本商工（株）
日暮里不動産（株） 日本蒸留酒酒造組合
日本海洋石油資源開発（株） （株）日本信用情報機構
日本瓦斯（株） 日本スポーツエージェント
日本軽金属（株） （株）日本製鋼所
（社）日本工業倶楽部　 日本製紙連合会
日本高周波鋼業（株） （財）日本税務協会
日本製粉（株） （財）　日本繊維製品品質技術センター
日本ゼオン（株） （社）日本専門店協会
日本甜菜製糖（株） 日本曹達（株）
日本電信電話（株） （一社）日本損害保険鑑定人協会
日本郵船（株） 日本ダイヤバルブ（株）
（株）二宮 日本たばこ産業（株）
ニプロ材料事業部東京営業部 日本地図共販（株）
（株）日本・精神技術研究所 日本データ･サプライ（株）
日本アイエフ（株） （株）日本デリバリーセンター
日本アジアグループ（株） 日本電子計算機（株）
日本アルコール販売（株） 日本電色工業（株）
（株）日本醫事新報社 日本天然ガス（株）
（社）日本印刷産業連合会 日本電波工業（株）
日本インフォメーション（株） 日本電波塔（株）
日本ｴﾝﾄﾞﾚｽ（株） 日本トイズサービス（株）　
日本科研（株） 日本特器（株）
日本割賦保証（株） 日本ドライブイット（株）
日本紙管工業（株）東京営業開発部 日本乳化剤（株）
日本化薬（株） （株）日本能率協会マネジメントセンター
日本観光企業（株） 日本パイオニア（株）
（株）日本看護協会出版会 日本バイリーン（株）
（財）　日本関税協会 日本橋･京橋祭り実行委員会
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（財）　日本きもの文化協会 日本橋西川ビル（株）
（株）日本教文社 （社）日本橋法人会
（株）日本協力 日本ビダヤコム（株）
（株）日本金融通信社 （株）日本鋲螺釘製作所
日本グリーンパックス（株）東京支社　 日本ビルクリーニング（株）
（株）日本ケアサプライ 日本ビルサービス（株）
（株）日本経営開発センター 日本ヒルトン（株）
（株）日本経済広告社 （一財）　日本品質保証機構
日本軽窓（株） 日本フイルコン（株）
（社）日本計量機器工業連合会 日本フォーミング（株）
（社）日本原子力産業協会 日本フレーバー工業（株）
日本原子力防護システム（株） 日本ﾍﾟｲﾝﾄ工業用ｺｰﾃｨﾝｸﾞ（株）
日本建設工業（株） 日本胞衣衛生（株）
日本建築設計（株） （社）日本貿易会
（株）日本廣告社 （社）日本包装技術協会
日本交通技術（株） 日本琺瑯釉薬（株）
日本光電工業（株）　 日本ホテル（株）
日本公認会計士協会 （株）日本万年筆
（株）日本サービスセンター　 （株）日本メディカルセンター
（株）日本財託 日本床工事工業（株）
日本システムウエア（株） 日本洋酒酒造組合
（株）日本システムサービス 日本ライフライン（株）
（株）日本システム設計 （株）日本リーズン
日本システムワープ（株） 日本リック（株）
日本事務器株式會社 日本労働組合総連合会東京都連合会
日本労務千歳事務所 八大（株）
日本ロード･メンテナンス（株） 蜂屋（株）
日本ロール製造（株） 八幸自動車（株）
日本ロジテム（株） （株）ﾊﾂｺｴﾝﾄﾞｳ ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
（株）ニューウェル （株）発明通信社
（株）ニューウエル バテイマン･イケダ（株）
（株）ニューオークラ （株）花伊之
（株）ニューコン工業 花井物流（株）
（株）ニュー東花園 （株）花川
（株）ニレシステム （有）花喜久店
（株）ネオテック （株）花島シーマン
ネグロス電工（株） 花の樹
ネットインターナショナル（株） 萼　特許事務所
（株）ネップ 羽田運輸（株）
練馬自動車（株） （株）パネル
練馬タクシー（株） （株）馬場米穀
（株）ノア （株）バビック　
能美防災（株） （株）パピロ
農林中央金庫 （株）ﾊﾟﾌﾞﾘｼﾃｨ･ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ
野方北原通り親交会 （株）濱貴商事
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（株）野上技研 （株）濱地商会
（株）野口ハードウェアー 林時計工業（株）
（株）ノグチ不動産 原川電気設備（株）
（株）野沢園 原工具（株）
野田工業（株） （有）原宿東拓
（有）野中材木店 （株）原書房
（株）野村事務所 （株）パラス
（有）パーシモン･チバ （株）原田商店
（株）ハーテック東京支店 （株）原田製作所
（株）ハート　 原ビルディング（株）
（株）パーパス バリュテック・インターナショナル（株）
（株）パールイズミ バルカー・ガーロック・ジャパン（株）
（株）Ｂｙ－Ｑホールディングス （株）ハルコーポレーション
ハイケム（株） 春原　忠行
（株）バイテラジャパン （株）バンケット・プランニング
ハイネス管理（株） （株）晩翠軒
合同会社　ハイフレックス東京 半田電気（株）
（株）パイロットコーポレーション　 （株）ハンモック
（有）萩坂クローム （株）阪和
萩原紙工業（株） ビー･エー･エス（株）
萩原社会保険労務士事務所 Ｂ-Ｒ　サーティワン　アイスクリーム（株）
萩原　孝博 ピーアールコンビナート（株）
（有）博栄堂印刷 （株）ビーアンドオー研究所　
（株）博進紙器製作所 （株）ピーデーエスコンピュータ　
（株）博文館新社 （株）ピート
（株）博報堂ＤＹホールディングス （株）Ｂ１
（株）ハクユーサービス 東銀座印刷出版（株）
（株）博友社 東コード（株）
博洋工業（株） 東信用組合
（株）白洋舎 東日本建設業保証（株）
箱豊製函（株） 東日本ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾃｯｸ（株）
長谷川香料（株） 東日本塗料（株）
（有）長谷川精機 （株）東日本フーズ
（株）長谷川製作所 （有）東村農園
（株）長谷川萬治商店 （株）ひがの運送
（株）畑清商店 （株）ヒカリ･エレカ
（株）秦工務店 光ゴム（株）
（株）光ビルサービス （株）フクシン
（有）光マンション （株）フクダ
（有）樋川商店 フクダ電子（株）
樋口会計事務所 福地ゴム（株）
ヒゲタ醤油（株） （株）福野屋電機製作所
久野　陽子 （株）フクロ薬局
（株）ビジネスグランドワークス フジオックス（株）
（株）ビジョンサービス 不二開発興業（株）
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（株）ﾋﾞｽﾞｽﾀｯﾌｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 冨士化学工業（株）
ピセ（株） フジクラ開発（株）
（株）日立国際電気 藤倉化成（株）
（株）日立物流 （株）富士経済マネージメント
（株）日立プラントテクノロジー 富士建築設備（株）
ビッグトップ（株） 富士港運（株）
（株）ひつじ書房 不二興行（株）
（株）ひでじま 富士興産（株）
日生ビデオ（株） （株）藤小西本店
（株）日野　 富士ゴムナース（株）
（株）日の出 富士産業（株）
日ノ出産業（株） （株）富士商会
（株）ヒムカ　 富士商事（株）
（有）日向忠 （株）不二製作所
（株）ヒューテックノオリン （有）富士製本所
（株）ヒューマンサポート 富士精密（株）
ヒューリック（株） 藤田運送（株）
（株）美容マリールヰズ 藤田機工（株）
日吉電材（株） （有）フジタ商会
（株）平井忠 フジテクノ（株）
平岡織染（株） （株）フジテレビジョン
平澤　勝 冨士電球工業（株）
（有）平田紙工 藤原　三幸
平山特許事務所 富士平工業（株）
平山　良正 富士フィルター工業（株）
（株）ビルド高層 富士フレーバー（株）
裕和産業（株） 富士ベッド工業（株）
広瀬工業（株） 富士見興業（株）
ヒロセ電機（株） （株）ふじみ製作所
廣瀬ビルデイング（株） （株）富士峰興業
（株）ヒロツー （株）藤本虎
（株）ファーストデザインネットワーク 藤本油化（株）
（株）ファイブ･フォックス本社 （株）不二家
（株）ファジー･アド･オフィス （株）フジユーエン
（株）ﾌｧｯｼｮﾝｳﾞｨﾚｯﾁﾞ 不二ラテックス（株）
（株）ファミリー･ライフ （有）フタバアート
（有）ファミリーカワイ （株）フタバ木田
（株）ファミリーサービス （株）双葉資材
ファミリー物産（株） 二葉商事（株）
（株）ブイテックス （有）双葉タイプ印書店　
（株）フーズコンテナー 双葉ライン（株）
（株）フエスコ 物産不動産（株）
（株）フェニックスインターナショナル （有）舟橋服装工房
フエロールーム（株） 芙蓉企業（有）
深田キデイ（株） フヨー（株）
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福井工業（株） フヨー印刷（株）　
（株）福砂屋 ぷらかい（株）
福島不動産（株） ブラストホールディングス（株）
福寿共益（株） （株）プラネット
（株）フランドル （株）保険代行社
（株）プランニングインターナショナル ホシケミカルズ（株）
（有）プランニングハウス （有）ポジティブ　
（株）ブリヂストン （株）ポスター印刷
プリメーラ（株） 細井ガレーヂ（株）
（有）プリン （株）細井商店　
古川計装（株）　 （株）細川洋行
（株）古島 （株）細田協佑社
ブルドックソース（株） 細田清デザイン事務所
（株）ブレラ （有）穂高製作所調布工場
フロイント産業（株） 北海商事（有）
（株）プロシップ 北光自動車交通（株）
（有）フロンティア 堀田（株）
フロント工事（株） ホッティーポリマー（株）
（株）文運堂 （株）ホテルオークラ
（株）文永社 （株）ﾎﾃﾙ小田急ﾊｲｱｯﾄﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ
文化産業信用組合 （株）ポプラ
文化シャッター（株） 堀口　綾子
（株）文藝春秋 堀口エンジニアリング（株）
（株）文研ユニオン 本田技研工業（株）
（株）文光堂 本多酸素（株）
ベアーズエンジニアリング（株） （株）ホンダ二輪・新宿
平成重機興業（株） 本田不動産
米輸商事（株） 本町不動産（株）
（株）平和アルミ製作所 ボンド商事（株）
平和紙業（株） （有）本間メール
平和商事（有） マークテック（株）
平和物産（株） （株）マーベラスＡＱＬ
碧正建物（株） （株）前川本店
（株）ベスト･ホームズ （株）マエダ
（株）ベストビジネスサービス 牧田電機工業（株）
（株）ベネッセホールディングス 牧野電設工業（株）　
ベラプロダクツジャパン（株） マキノ電設工業（株）
ﾍﾟﾘｰｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ（株） 牧山　雅子
（株）ベリタス （株）マグマ
（株）ベルセレージュ マコト印刷（株）
ペンニットー（株） （株）誠興業不動産
（社）ﾎﾞｲﾗ･ｸﾚｰﾝ安全協会 （有）誠商事
（株）宝古堂美術　 （株）まことや食品
防災エンジニアリング（株） 正金商事（株）
豊山堂紙巧芸（株） マスセット（株）
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防長設備機工（株） 益田商事（株）
（有）法徳園ビル （有）増田プレス工業
（株）芳文社 （有）増宮縫製
（株）鳳明館 （株）町田ひろ子アカデミー
（株）邦友 （有）松石商店
邦有紙工業（株） （株）松栄製作所
ホウライ（株） 松坂運輸倉庫（有）
（株）ホーセツ 松﨑商事（株）
ホーチキ（株） 松沢倉庫（株）
（株）ホームビソー 松葉屋（株）　
北越紀州製紙（株） 松村　正一
北王流通（株） （株）マツモト交商
（株）北進 （有）松本産業
（有）北信ビル マテリアルサイエンス（株）　
墨東化成工業（株） （株）マナセプロダクション
北部信用組合 丸井産業（株）
（有）丸臼興業 （株）ミトク
（株）丸運 水戸工業（株）
（株）マルエムＰＯＰ　 （有）三留商店
丸幸産業（株） ミドリ安全（株）
（有）丸高不動産　 （株）ミドリヤ
（株）丸十 （株）皆木運輸倉庫
（株）丸仁ホールディングス （株）ミナト設備企画設計　
（株）丸誠 港三菱自動車販売（株）
丸仙青果（株） （株）港屋
（株）丸千葉 南工業（株）
（株）丸東 南ホイル工業（株）
丸二測量設計（株） 南目　安雄
丸の内新聞事業協同組合 ミナモト電機（株）
（有）丸の内橋膳 峯岸会計事務所
（有）丸橋運送店　 三野村（株）
（株）マルハニチロホールディングス みのり運輸（株）
丸紅（株） （株）みのりや
丸紅エアロスペース（株） ミハタ電設（株）
丸星（株） （株）みふね
マルミ光機（株） （株）三村製作所
丸茂電機（株） 宮内運送（有）
（株）丸山製作所 宮川　正雄
（株）丸両平友 宮川興業（株）
（株）ＭＡＲＵＷＡ （株）みやき
（有）丸和工業 宮城鋼具（株）
丸和油脂（株） 三宅島建設工業（株）
三笠製薬（株） 三宅　雄一郎
三上　英子 （有）ミヤコ
（株）三上工業所 （有）都サービス
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美川　浩一 都自動車（株）
三木産業（株）東京支店 都水産（株）
（株）ミシマ 都土地建物（株）
三嶋電子（株） 宮坂機械（株）　
（株）三代川製作所 宮坂香料（株）　
みずき特許事務所 （株）宮田
（株）ミズサワ （有）ミヤビ工芸
（株）三鈴紙器製作所 （株）宮本卯之助商店
（株）水田防熱扉製作所 （有）宮本ケアステーション　
三田飲料（株） ミヤリサン（株）
三田化工（株） （株）ミューズ
（株）ミダス 明星食品（株）
（株）三田無線研究所 （株）三善
三田屋商事（株） （有）三義
三井情報（株） （株）ミロク
三井住友カード（株） 武蔵産業（株）
三井造船（株） 武蔵野工業（株）
（株）ミツカン　東日本支社 （株）ムサシノ商店
（株）三越伊勢丹 武蔵野不動産（株）
三友建設（株） （株）ムツミ
（有）三豊運輸 （株）ムトウ
三菱ｵｰﾄﾘｰｽ（株） 村上アルミ工業（有）
三菱化学メディエンス（株） （株）ムラサキスポーツ
三菱地所（株） 村瀬硝子（株）
三菱商事プラスチック（株） 村直工業（株）
三菱総研ＤＣＳ（株） （有）村松製本所
三菱電機（株） 村良商事（株）
三峰電気（株） （株）明輝　
明協電機（株） やまう（株）
（有）明鋼工業 （株）山方商事
明治産業（株） （株）山勝
明治ホールディングス（株） （株）山川出版社
（株）明治屋 山岸　一雄
（株）メイシン （株）山金属
明大前商店街振興組合　 （株）ヤマグチ
（有）明通製作所 （株）山口シネマ
明文堂印刷（株） 山口司法書士事務所
明文図書（株） （株）山口商店
明宝（株） （有）山口隆司商店
明豊ファシリティワークス（株） （有）山﨑
盟和工業（株） 山崎製パン（株）
明和産業（株） （有）山崎葬儀社
（株）メウエンジニアリング　 （株）ヤマシタ
目黒会計調査（株） 山下印刷紙器（株）東京支店
目黒化工（株） 山下クリニック
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（株）メジャー　 （株）ﾔﾏｼﾀｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　東京本部　
（株）ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 山下商店街振興組合
（株）メディカル・データサービス 山田　道枝
（株）メテク （株）山武
メトロ開発（株） 山田マシンツール（株）
（株）メトロコマース （株）大和商会
メトロ車両（株） ヤマト特殊鋼（株）　
（株）メトロセルビス （株）ヤマトヤ商会
（株）モーリス・ホーム （株）ヤマナカ
税理士法人　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） （株）山藤
本山建設（株） （株）山室繊維工業
（株）百瀬 山本　勝彦
萠インターナショナル（株） 山本計器製造（株）
（有）モリ･リビングス （有）山本興業社
（株）森下商店 山與織物（株）
森永乳業（株） （株）ヤマロク
森ビル（株） （株）弥生ビル
（株）モリモト ユアサ商事（株）
（有）守屋建設興業　 （株）ユアソフト
モリヤ産業（株） （株）ユイプラン
（株）モルトベーネ 友栄電設（株）　
ヤエス軽工業（株） 結城運輸倉庫（株）
八木通商（株） 有機合成薬品工業（株）
（株）薬研 ユーキャン（株）
谷口建設（株） （株）ＵＫＣホールディングス
（株）ヤクルト本社 （有）ユーシーサービス
（株）ヤジマ ユージーメンテナンス（株）
八洲商會（株） （株）祐伸産業
（株）安田商店 郵船コーディアルサービス（株）
八洲防災設備（株） （株）雄大
ヤスマ（株） （株）遊長会計センター
（有）八竹 （有）ユーモアプラス
（株）ヤナガワ 有楽商事（株）
柳は緑開発（株）　 有楽橋ビル（株）
（株）柳原印刷 友和興業（株）
矢野　豊 友和商工（株）
矢萩運輸（株） （社）雪谷青色申告会
（有）矢萩商事 油脂製品（株）
（株）輸送文研社 （株）ﾗｲﾌﾍﾞﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
（有）ユタカ工業 （有）ラインテック　
豊産業（株） （株）ﾗｳﾞｨﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ蒲田
ユニオンサービス（株） ラシス（株）
ユニオンツール（株） （株）ラショナル商会
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ユニカ（株） （株）ラッキーコーポレーション
（株）ユニック （株）ラメール　
ユニック（株） （株）ラリアンス
（株）ﾕﾆｯﾄｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ東京事務所 （株）リイド社
（株）ユニテック リコー･ヒューマン･クリエイツ（株）
（株）ユニマットライフ （株）リゾナント
湯山公認会計士・税理士事務所 立正堂（株）
（株）陽栄 （株）リバティホーム　
用賀商店街振興組合 リペア　木内博子
（株）洋かつらセンタールミアン リマナチュラル（株）
（株）ヨウシン （株）龍角散
養命酒製造（株） （株）流機エンジニアリング　
（株）横河建築設計事務所 （有）隆企画
（株）ヨコシネディーアイエー （財）流通経済研究所
（株）横浜 リューベ（株）
横浜倉庫（株） （有）隆鳳
（株）横谷 菱建基礎（株）
横山写真光芸（株） リンク情報システム（株）
（株）横山製作所 （株）森乳サンワールド
横山保全（株） （社）倫理研究所
（有）吉井建具 （株）ルベール
吉川　健一　 （株）レイケン
吉川税理士事務所 （株）レクトン
（株）ヨシダ （株）レラコスメチック
（株）吉田商店 レンゴー調査（株）
吉田石材工業（株） 聯友企業（株）
（有）ヨシダ日本語学院 （株）ロイスダール
（有）吉田法衣店 （株）ロイヤル工芸
吉野石膏（株） 労務管理研究所
（有）吉野葬儀社 （株）ロータス
（株）良光被服 （有）ロールス
（株）吉村装工 ローレルバンクマシン（株）
（株）よしもと （株）ロキテクノ
（株）四倉材木店 ログキャビン（株）
（有）四葉設備サービス　 ロジネットサービス（株）
（社）四谷青色申告会　 ロトルク　ジャパン（株）
四谷三丁目商店街振興組合 ロンシール機器（株）
淀橋市場青果卸売協同組合 （株）ワーク商会
米澤　重枝 （有）ワープ・スペース
（株）米伸 （株）ワールドケミカル
ヨネックス（株） （株）ワイ・ジービー
（株）米廣 （株）ﾜｲ･ｼﾞｪｰ･ﾜｲｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
（有）よねや （株）ワイオーユー
（株）よねや商会 ＹＫＣ・システムコンサルティング（株）
（株）米山富次郎商店 （株）若月商店
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（株）読売新聞東京本社 （株）若菜　東京営業所
（株）代々木の杜企画　 若林運送（株）
ライオン商事（株） （株）若山印刷
（株）ライクス 和光窯業（株）
（株）ライセンスアカデミー 輪島漆器販売（株）
（株）ライターム （有）早稲田出版サービス
（株）ライフアップヨコー （有）和田工業所
渡邉一平国際特許事務所 渡辺倉庫（株）
渡邊運輸（株） 渡邊倉庫運送（株）
（株）渡辺機械製作所　 （株）渡菱不動産
渡辺　宏一 （有）渡辺商事
（株）渡辺興業 （株）ワモト
（株）渡辺商行　


