
会社名 業種

ANAスカイビルサービス(株) ビルメンテナンス

ANAセールス(株) 一般旅行業

CTCシステムマネジメント(株) 他の事業サービス

DID(株) 印刷インク製造

ENEOSグローブエナジー(株) 石油卸

HOYA その他の電子部品製造

IHI運搬機械(株) 荷役運搬設備製造

JFEエンジニアリング(株) 他産業機械装置製造

JFE環境サービス(株) 他の事業サービス

JFEシステムズ(株) ソフト受託開発

JFE電制(株) 一般電気工事業

JFE東日本ジーエス(株) ビルメンテナンス

JFE物流(株) 沿海貨物海運業

JRS(株) 合成ゴム製造

JR東日本メカトロニクス(株) 機械器具設置工事業

JSR(株) 合成ゴム製造

KDDIエンジニアリング(株) 電気通信工事業

KDDI(株) 移動通信業

MeijiSeikaファルマ(株) 医薬品製剤製造

MS&ADシステムズ(株) ソフト受託開発

MSD(株) 医薬品製剤製造

MXモバイリング(株) 情報家電機器小売

NECエンジニアリング(株) ソフト受託開発

NECネッツエスアイ(株) 電気通信工事業

NOK(株) 工業用ゴム製品製造

NTTコムエンジニアリング(株) ソフト受託開発

NTTコムソリューションズ(株) ソフト受託開発

SAPジャパン(株) パッケージソフト業

SBSゼンツウ(株) 一般貨物自動車運送

SBSロジコム(株) 一般貨物自動車運送

SCSK(株) ソフト受託開発

SMC(株) 油圧・空圧機器製造

TDCソフト(株) ソフト受託開発

TDK(株) SW電源等製造

新しい市場開拓をともにご支援くださる方について

下記記載のご企業に10年以上お勤めされていた方、または現在お勤めの方

【ご経験のキャリア】マーケティング、営業企画、営業、人材教育、人事、海外事業



会社名 業種

THK(株) ベアリング製造

ＴＩＳソリューションリンク(株) 情報処理サービス

アース製薬(株) 医薬品製剤製造

アートチャイルドケア(株) 他の事業サービス

アイング(株) ビルメンテナンス

アキレス(株) 樹脂フィルム製造

曙ブレーキ岩槻製造(株) 自動車操縦装置製造

アサヒ飲料(株) 清涼飲料製造

旭化成イーマテリアルズ(株) プラスチック製造

旭化成(株) その他の投資業

旭化成ファーマ(株) 医薬品製剤製造

旭硝子(株) 板ガラス製造

朝日航洋(株) 航空機使用業

旭情報サービス(株) 情報処理サービス

アサヒビール(株) ビール製造

アサヒ飲料(株) 清涼飲料水の製造・販売

味の素(株) 化学調味料製造

アズビル(株) 電気計測器製造

新電元工業(株) SW電源等製造

アマノ(株) 事務用機械器具製造

綜警常駐警備(株) 警備業

アルパイン(株) 電気音響機器製造

アルプス電気(株) 接続・切替部品製造

イオンモール(株) 貸事務所業

イオンリテール(株) スーパーストア

イケア・ジャパン(株) 家具小売

いすゞ自動車(株) 自動車製造業

一建設(株) 建物売買業

出光興産(株) 石油精製業

出光リテール販売(株) ガソリンスタンド

伊藤忠商事(株) 各種商品卸

伊藤忠テクノソリューションズ(株) 情報処理サービス

伊藤忠ロジスティクス(株) 普通倉庫業

岩崎電気(株) 電気照明器具製造

ウエルシア薬局(株) 医薬品小売

エーザイ(株) 医薬品製剤製造

NTTアドバンステクノロジ(株) ソフト受託開発

エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) 電気通信工事業



企業名 業種

エプソン販売(株) 産業用電気機器卸

エム・ユー・ビジネスサービス(株) 他の事業サービス

エム・ユー・フロンティア債権回収(株) その他の貸金業

応用地質(株) 土木建築サービス

大星ビル管理(株) ビルメンテナンス

大陽日酸(株) 圧縮・液化ガス製造

岡三証券(株) 証券業（会員）

沖電気工業(株) 有線通信機器製造

小田急電鉄(株) 普通鉄道業

小田急バス(株) 乗合旅客自動車運送

オムロン フィールドエンジニアリング(株) 電気機械器具修理

オリエンタルモーター(株) 発電機電動機等製造

オリンパスメディカルシステムズ(株) 医療用機械器具製造

オルビス(株) 各種商品通信販売

花王カスタマーマーケティング(株) 合成洗剤卸

花王(株) 石けん合成洗剤製造

科研製薬(株) 医薬品製剤製造

カシオ計算機(株) 事務用機械器具製造

鹿島建物総合管理(株) ビルメンテナンス

鹿島道路(株) 舗装工事業

神奈川中央交通(株) 自動車部分品製造

神奈川都市交通(株) 乗合旅客自動車運送

神奈川トヨタ自動車(株) 乗用旅客自動車運送

兼松コミュニケーションズ(株) 情報家電機器小売

カルピス(株) 乳酸菌飲料

(株)CSKサービスウェア 他の情報サービス

(株)AOKI 男子服小売

(株)CACHoldings ソフト受託開発

(株)CFSコーポレーション 医薬品小売

(株)DTS ソフト受託開発

(株)ＨＧＳＴジャパン 労働者派遣業

(株)IHI 航空機エンジン製造

(株)JALエンジニアリング 一般機械修理

(株)JPハイテック 一般電気工事業

(株)JTBコーポレートセールス 一般旅行業

(株)JTBトラベランド 一般旅行業

(株)KADOKAWA 出版業

(株)LIXILトータルサービス 金属製建具工事業



企業名 業種

(株)LIXILトータル販売 サッシ卸

(株)LIXILビバ その他各種商品小売

(株)LSIメディエンス 医療付帯サービス

(株)NEC情報システムズ 機械設計業

(株)NECライベックス 一般食堂

(株)NIPPO 舗装工事業

(株)NSD ソフト受託開発

(株)NTTデータMSE 技術提供業

(株)NTTドコモ 移動通信業

(株)NTT東日本一関信越 他の事業サービス

(株)OKIソフトウェア ソフト受託開発

(株)SUMCO 他非鉄金属１次製錬

(株)UACJ アルミ・同合金圧延

(株)USEN 有線ラジオ放送

(株)VSN 労働者派遣業

(株)WDIJAPAN 西洋料理店

(株)アートネイチャー 他衣服身辺雑貨小売

(株)アイエスエフネット ソフト受託開発

(株)アウトソーシング 他の事業サービス

(株)アウトソーシングテクノロジー 労働者派遣業

(株)アクティオ 建設機械器具賃貸

(株)アサツーディ・ケイ 広告代理業

(株)朝日新聞社 巻取紙使用の新聞業

(株)アシスト 一般貨物自動車運送

(株)アデランス 他衣類身辺雑貨小売

(株)アトックス ビルメンテナンス

(株)アマダホールディングス 金属工作機械製造

(株)あらた 各種商品卸

(株)アルバック 事務用機械器具製造

(株)アルビオン 仕上用化粧品等製造

(株)アルファシステムズ 半導体製造装置製造

(株)アルプス技研 ソフト受託開発

(株)安藤・間 一般土木建築工事業

(株)いなげや スーパーストア

(株)ウイズネット 老人福祉事業

(株)ウォーターエージェンシー 他の建物サービス

(株)内田洋行 事務用機械器具卸

(株)栄光 非各種学校の学習塾



企業名 業種

(株)エイチ・アイ・エス 一般旅行業

(株)エイチワン 自動車車体製造

(株)エービーシー・マート 靴小売

(株)エクサ 電子計算機等製造

(株)エスアールエル 医療付帯サービス

(株)エムアイカード クレジットカード業

(株)オーエンス ビルメンテナンス

(株)オオゼキ 各種食料品小売

(株)大塚家具 家具小売

(株)大塚商会 産業用電気機器卸

(株)オートテクニックジャパン 他の事業サービス

(株)オートバックスセブン 自動車部品付属品卸

(株)大林組 一般土木建築工事業

(株)岡村製作所 金属製家具製造

(株)オリエンタルランド 遊園地

(株)オリエントコーポレーション クレジットカード業

(株)カインズ その他の各種商品小売

(株)川島コーポレーション 老人福祉事業

(株)カワチ薬品 各種食料品小売

(株)関電工 一般電気工事業

(株)キッツ 弁・同付属品製造

(株)木下の介護 老人福祉事業

(株)紀文食品 水産練製品製造

(株)キャプティ その他の管工事業

(株)キユーソーエルプラン 他運輸付帯サービス

(株)京三製作所 有線通信機器製造

(株)共立メンテナンス 不動産管理

(株)共和エクシオ 電気通信工事業

(株)協和エクシオ 電気通信工事業

(株)清光社 ビルメンテナンス

(株)近鉄エクスプレス 利用運送

(株)熊谷組 一般土木建築工事業

(株)グリーンキャブ 乗用旅客自動車運送業

(株)クリエイトエス・ディー 医薬品小売

(株)ぐるなび 他の事業サービス

(株)クレディセゾン クレジットカード業

(株)クレハ プラスチック製造

(株)京王設備サービス ビルメンテナンス



企業名 業種

(株)建設技術研究所 土木建築サービス

(株)小糸製作所 電気照明器具製造

(株)コーセー 仕上用化粧品等製造

(株)ココカラファインヘルスケア 医薬品小売

(株)コジマ 家電機械器具小売

(株)小松製作所 建設・鉱山機械製造

(株)小森コーポレーション 印刷製本等機械製造

(株)ザ・フォウルビ 美容業

(株)サイゼリヤ 西洋料理店

(株)鷺宮製作所 電力制御装置等製造

(株)サクセスアカデミー 他の事業サービス

(株)サニクリーン東京 リネンサプライ業

(株)サマンサタバサジャパンリミテッド かばん・袋物卸

(株)産業経済新聞社 巻取紙使用の新聞業

(株)三城 時計・眼鏡等小売

(株)サンデリカ その他の食品製造

サントリーホールディングス（株） 清涼飲料水の製造・販売

(株)サンドラッグ 医薬品小売

(株)三陽商会 婦人・子供服卸

(株)シーイーイー ソフト受託開発

(株)シーエックスカーゴ 一般貨物自動車運送

(株)ジーテクト 金属プレス製品製造

(株)シーポン 仕上用化粧品等製造

(株)ジェイティービー 旅行業、出版業

(株)システナ 産業用電気機器卸

(株)資生堂 仕上用化粧品等製造業

シチズン電子(株) 電子デバイス、応用・音響機器

(株)島忠 その他各種商品小売

(株)しまむら 婦人・子供服小売り

(株)ジャステック ソフト受託開発

(株)ジャックス クレジットカード業

(株)ジャパン・リリーフ 他の事業サービス

(株)ジャパンディスプレイ その他電子部品製造

(株)ジャムコ 他航空機部分品製造

(株)小学館 出版業

(株)ショーワ 自動車操縦装置製造

(株)荏原製作所 ポンプ・同装置製造

(株)スクウェア・エニックス パッケージソフト業



企業名 業種

(株)セイジョー 医薬品小売

(株)セディナ クレジットカード業

(株)セノン 警備業

(株)全日警 警備業

(株)そごう・西武 百貨店

(株)第一興商 家庭用電気機器卸

(株)大氣社 一般管工事業

(株)ダイセル プラスチック製造

(株)太平エンジニアリング 一般管工事業

(株)大丸松坂屋百貨店 百貨店

(株)タムロン 光学機械レンズ製造

(株)チヨダ 靴小売

(株)ツクイ 老人福祉事業

(株)ツムラ 生薬・漢方製剤製造

(株)ティーガイア 産業用電気機器卸

(株)帝国ホテル 旅館・ホテル

(株)ディスコ 他電子応用装置製造

(株)テツゲン その他の鉄鋼業

(株)寺岡精工 精密機械器具卸

(株)デンソーセールス 自動車部品付属品卸

(株)電通 広告代理業

(株)東急コミュニティー 不動産管理

(株)東急ハンズ 荒物小売

(株)東急百貨店 百貨店

(株)東京エネシス 機械器具設置工業

(株)東光高岳 電力制御装置等製造

(株)東芝 発電機電動機等製造

(株)東武百貨店 百貨店

(株)トゥモローランド 婦人・子供服卸

(株)東横イン 旅館・ホテル

(株)ドールドウイン スポーツ用品卸

(株)トクヤマ 他無機化学製品製造

(株)ドコモＣＳ 通信付帯サービス

(株)トラスト・テック 労働者派遣業

(株)ドン・キホーテ その他各種商品小売

(株)ナカヤマ 給排水・衛生工事業

(株)ニコン 写真機及付属品製造

(株)日新 港湾運送



企業名 業種

(株)ニトリ 家具小売

(株)ニフコ 工業用樹脂製品製造

(株)日本アクセス その他の食料飲料卸

(株)日本デジタル研究所 電子計算機等製造

(株)日本ハウスホールディングス 木造建築工事業

(株)日本旅行 一般旅行業

(株)ニヤクコーポレーション 特定貨物自動車運送

(株)ニュー・オータニ 旅館・ホテル

(株)ニューテックノオリン 一般貨物自動車運送業

(株)ニュートン・フィナンシャル・ 生命保険媒介業

(株)ネオキャリア 労働者派遣業

(株)ネクスコ東日本エンジニアリン 他運輸付帯サービス

(株)ノジマ 情報家電機器小売

(株)野村総合研究所 ソフト受託開発

(株)パイロットコーポレーション ボールペン等製造

(株)ハウスオブローゼ 化粧品卸

(株)ハウスメイトパートナーズ 不動産管理

(株)博報堂 広告代理業

(株)博報堂プロダクツ 広告制作

(株)白洋舎 普通洗濯業

(株)パスコ 航空機使用業

(株)長谷工コーポレーション 建築工事業

(株)ハリマビシステム ビルメンテナンス

(株)バンダイ 玩具・娯楽用品卸

(株)バンテックセントラル 一般貨物自動車運送

(株)ビー・エム・エル 医療付帯サービス

(株)ピーエス三菱 一般土木建築工事業

(株)ビームス 男子服小売

(株)菱友システムズ ソフト受託開発

(株)日立ICTビジネスサービス 情報処理サービス

(株)日立公共システム ソフト受託開発

(株)日立国際電気 無線通信機器製造

(株)日立産機システム 発電機電動機等製造

(株)日立システムズエンジニアリングサービス ソフト受託開発

(株)日立製作所 発電機電動機等製造

(株)日立ハイテクノロジーズ 各種商品卸

(株)日立物流 一般貨物自動車運送

(株)ビックカメラ 家電機械器具小売



企業名 業種

(株)ファーコス 医薬品小売

(株)ファーマみらい 医薬品小売

(株)ファミリーマート コンビニ店

(株)フコク 工業用ゴム製品製造

(株)不二越 ベアリング製造

(株)フジクラ 電線・ケーブル製造

(株)フジタ 一般土木建築工事業

(株)富士通アドバンストエンジニア ソフト受託開発

(株)富士通エフサス ソフト受託開発

(株)富士通研究所 ソフト受託開発

(株)富士通ゼネラル 民生用電気機器製造

(株)富士通マーケティング パッケージソフト業

(株)富士薬品 医薬品小売

(株)ブリヂストン 自動車タイヤ製造

(株)ベストブライダル 結婚式場業

(株)ベルク 各種食料品小売

(株)ベルパーク 情報家電機器小売

(株)ポーラ 化粧品小売

(株)前川製作所 冷凍機空調装置製造

(株)マツモトキヨシ 医薬品小売

(株)松屋フーズ 一般食堂

(株)丸井 百貨店

(株)マルエツ スーパーストア

(株)マルノウチ 一般貨物自動車運送

(株)マルハン パチンコホール

(株)ミツトヨ 精密測定器製造

(株)ミライト 電気通信工事業

(株)ミリアルリゾートホテルズ 旅館・ホテル

(株)メイテックフィルダーズ 労働者派遣業

(株)明電舎 発電機電動機等製造

(株)メタルワン 鉄鋼・同加工品卸

(株)メディセオ 医薬品卸

(株)メフォス 一般食堂

(株)ヤオコー 各種食料品小売

(株)ヤクルト本社 乳製品製造

(株)ヤナセ 自動車（新車）小売

(株)やまびこ 農業用機械製造

(株)ユナイテッドアローズ 婦人・子供服小売



企業名 業種

(株)ユニクロ 婦人・子供服小売

(株)夢真ホールディングス 労働者派遣業

(株)ヨークマート スーパーストア

(株)ヨドバシカメラ 情報家電機器小売

(株)リクルートキャリア 民営職業案内

(株)リケン ピストンリング製造

(株)利権 ピストンリング製造

(株)流通サービス 一般貨物自動車運送

(株)良品計画 各種商品卸

(株)ルネサンス フィットネスクラブ

(株)レリアン 婦人・子供服小売

(株)レンタルのニッケン 建設機械器具賃貸

(株)ローソン コンビニ店

(株)ロッテ 他のパン・菓子製造

カヤバエ業(株) 油圧・空圧機器製造

カルソニックカンセイ(株) 自動車部分品製造

カルビー(株) 他のパン・菓子製造

川田工業(株) 土木工事業

河西工業(株) 金属製家具製造

関東三菱自動車販売(株) 自動車（新車）小売

北越紀州製紙(株) 洋紙製造

キッコーマン食品(株) しょう油等製造

キヤノン・コンポーネンツ(株) その他電子部品製造

キヤノンITソリューションズ(株) ソフト受託開発

キヤノン(株) 事務用機械器具製造

キヤノンソフトウェア(株) ソフト受託開発

キヤノン電子(株) 事務用機械器具製造

キヤノンファインテック(株) 事務用機械器具製造

キヤノンマーケティングジャパン(株) 事務用機械器具卸

共同印刷(株) 印刷業

共和警備保障(株) 警備業

協和警備保障(株) 警備業

クボタ環境サービス(株) 他の事業サービス

クラフト(株) 医薬品小売

クラリオン(株) 電気音響機器製造

クリナップ(株) 金属製家具製造

グローブシップ(株) ビルメンテナンス

京王電鉄(株) 普通鉄道業



企業名 業種

京成電鉄(株) 普通鉄道業

京成バス(株) 乗合旅客自動車運送

競馬セキュリティサービス(株) 警備業

京浜急行電鉄(株) 普通鉄道業

京浜急行バス(株) 乗合旅客自動車運送

コカ・コーライーストジャパン(株) その他の投資業

国際航業(株) 航空機使用業

国際石油開発帝石(株) 天然ガス鉱業

国分(株) 缶詰・瓶詰食品卸

コスモ石油(株) 石油精製業

コニカミノルタ(株) 事務用機械器具製造

コネクシオ(株) 産業用電気機器卸

コベルコ建機(株) 建設・鉱山機械製造

コマツリフト(株) 輸送用機械器具卸

五洋建設(株) 一般土木建築工事業

埼玉トヨタ自動車(株) 自動車（新車）小売

佐藤工業(株) 一般土木建築工事業

サミー(株) 他事務民生機器製造

三機工業(株) 一般管工事業

山九(株) 一般貨物自動車運送

産業振興(株) 鉄スクラップ卸

三建設備工業(株) 一般管工事業

三幸(株) ビルメンテナンス

三櫻工業(株) 自動車操縦装置製造

サンデンホールディングス(株) 自動車部品製造

サントリービバレッジサービス(株) 他の飲食料品小売

サントリーフーズ(株) 清涼飲料卸

山洋電気(株) 発電機電動機等製造

三和シヤッター工業(株) 建築用金属製品製造

シーティーシー・テクノロジー(株) 他の事業サービス

シーメンス・ジャパン(株) 医療用機械器具卸

ジェイアール東日本ビルテック(株) ビルメンテナンス

シダックスフードサービス(株) 料理品小売

品川リフラクトリーズ(株) その他の耐火物製造

清水建設(株) 一般土木建築工事業

シミック(株) 医療付帯サービス

シャープマーケティングジャパン(株) 事務用機械器具卸

昭和産業(株) 小麦粉製造



企業名 業種

信越化学工業(株) プラスチック製造

信越半導体(株) 他非鉄金属１次製錬

新興プランテック(株) 機械器具設置工事業

新生テクノス(株) 一般電気工事業

新生ビルテクノ(株) ビルメンテナンス

新日鐵住金(株) 圧延を行う高炉製鉄

新日鉄住金エンジニアリング(株) 他産業機械装置製造

新日鐵住金ステンレス(株) 圧延を行う高炉製鉄

新日鉄住金ソリューションズ(株) ソフト受託開発

新日本無線(株) 集積回路製造

シンフォニアテクノロジー(株) 発電機電動等製造

スターバックスコーヒージャパン(株) コーヒー

住友大阪セメント(株) セメント製造

住友化学(株) 石油化学系製品製造

住友重機械工業(株) 動力伝導装置製造

住友商事(株) 各種商品卸

住友電装(株) 自動車用電線の製造販売

住友不動産(株) 貸事務所業

住友不動産販売(株) 不動産代理・仲介業

住友三井オートサービス(株) 自動車賃貸

住友林業(株) 木造建築工業

住友林業ホームテック(株) 木造建築工事業

スリーエムジャパン(株) その他の化学製品卸

セイコーインスツル(株) 電子計算機等製造

西武鉄道(株) 普通鉄道業

西武バス(株) 乗合旅客自動車運送

セコム(株) 警備業

ゼリア新薬工業(株) 医薬品製剤製造

セントラル警備保障(株) 警備業

綜合警備保障(株) 警備業

双日(株) 各種商品卸

相鉄企業(株) ビルメンテナンス

ソフトバンクBB(株) 他の国内電気通信業

ソフトバンクテレコム(株) 国内電話業

ソフトバンクモバイル(株) 移動通信業

第一三共(株) 医薬品製剤製造

大王製紙(株) 洋紙製造

ダイキンエアテクノ(株) 冷暖房設備工事業



企業名 業種

大正製薬(株) 医薬品製剤製造

大成建設(株) 一般土木建築工事業

大東建物管理(株) 貸家業

大日精化工業(株) 環式中間物等製造

大日本印刷(株) 印刷業

太平電業(株) 機械器具設置工事業

太平洋セメント(株) セメント製造

太陽誘電(株) IC除電子部品製造

大和自動車交通(株) 乗用旅客自動車運送

大和製罐(株) 金属容器等製造

大和ライフネクスト(株) ビルメンテナンス

大和リビング(株) 不動産管理

大新東(株) 他の事業サービス

高砂香料工業(株) 香料製造

高砂熱学工業(株) 一般管工事業

高瀬物産(株) 各種商品卸

（株）竹中工務店 一般土木建築工事業

田中貴金属工業(株) 貴金属１次製錬精製

タニコー(株) 他の暖房等装置製造

タマホーム(株) 木造建築工事業

千葉トヨタ自動車(株) 自動車（新車）小売

千葉トヨペット(株) 自動車（新車）小売

中外製薬(株) 医薬品製剤製造

千代田化工建設(株) 機械器具設置工事業

鉄建建設(株) 一般土木建築工事業

テルモ(株) 医療用機械器具製造

電気化学工業(株) 石油化学系製品製造

電源開発(株) 発電所

テンプスタッフ(株) 労働者派遣業

東亜建設工業(株) 一般土木建築工事業

東急建設(株) 一般土木建築工事業

東急リバブル(株) 不動産代理・仲介業

東京応化工業(株) 写真感光材料製造

東京瓦斯(株) ガス事業所

東京急行電鉄(株) 普通鉄道業

東京計器(株) 精密測定器製造

東京水道サービス(株) 他の事業サービス

東京センチュリーリース(株) 総合リース



企業名 業種

東京電力(株) 電気事業所

東京トヨタ自動車(株) 自動車（新車）小売

東京トヨペット(株) 自動車（新車）小売

東京パワーテクノロジー(株) 他の事業サービス

東京ビジネスサービス(株) 他の建物サービス

東京綜合警備保障(株) 警備業

東芝ITサービス(株) 電気機械器具修理

東芝エレベータ(株) 昇降設備工事業

東芝コンシューママーケティング(株) 家庭用電気機器卸

東芝産業機器システム(株) 産業用電気機器卸

東芝ソリューション(株) ソフト受託開発

東芝デジタルメディアエンジニア(株) 機械設計業

東芝テック(株) 電気機器

東芝電気サービス(株) 電気機械器具修理

東芝電材マーケティング(株) 産業用電気機器卸

東芝プラントシステム(株) 一般電気工事業

東芝三菱電機産業システム(株) 発電機電動機等製造

東芝メディカルシステムズ(株) 医療用電子装置製造

東ソー(株) 石油化学系製品製造

東鉄工業(株) 一般土木建築工事業

東燃ゼネラル石油(株) 石油卸

東武鉄道(株) 普通鉄道業

東武トップツアーズ(株) 一般旅行業

東武ビルマネジメント(株) ビルメンテナンス

東プレ(株) 金属プレス製品製造

東邦薬品(株) 医薬品卸

東洋鋼鈑(株) ブリキ製造

東レ(株) 合成繊維製造

図書印刷(株) 印刷業

戸田建設(株) 一般土木建築工事業

都築電気(株) 産業用電気機器卸

トッパン・フォームズ(株) 印刷業

凸版印刷(株) 印刷業

トピー工業(株) 電気炉製鋼・圧延

トヨタ東京カローラ(株) 自動車（新車）小売

トラスコ中山(株) 機械工具卸

トランスコスモス(株) 情報処理サービス

鳥居薬品(株) 医薬品製剤製造



企業名 業種

ナイス(株) 木材・竹在卸

ナプテスコ(株) 自動車操縦装置製造

成田空港警備(株) 警備業

西松建設(株) 一般土木建築工事業

ニチアス(株) その他の耐火物製造

日機装(株) 医療用機械器具製造

日油(株) 脂肪酸等製造

日揮(株) 機械器具設置工事業

日建リース工業(株) 建設機械器具賃貸

日産化学工業(株) 窒素質肥料製造

日産自動車(株) 自動車製造

日産車体(株) 自動車製造

日産プリンス神奈川販売(株) 自動車（新車）小売

日産プリンス東京販売(株) 自動車（新車）小売

日清食品(株) めん類製造

日新製鋼(株) 圧延を行う高炉製鉄

ニッセイ情報テクノロジー(株) ソフト受託開発

日通NECロジスティクス(株) 一般貨物自動車運送

日鉄住金テクノロジー(株) 技術提供業

日鉄住金物産(株) 鉄鋼・同加工品卸

日鉄住金物流君津(株) 特定貨物自動車運送

日東カストディアル・サービス(株) ビルメンテナンス

日本エア・リキード(株) 圧縮・液化ガス製造

日本オーチス・エレベータ(株) 一般機械修理

日本オラクル(株) パッケージソフト業

日本カーソリューションズ(株) 自動車賃貸

日本化薬(株) 医薬品製剤製造

日本環境マネジメント(株) ビルメンテナンス

日本管財(株) ビルメンテナンス

日本原子力発電(株) 発電所

日本工営(株) 土木建築サービス

日本航空電子工業(株) 接続・切替部品製造

日本光電工業(株) 医療用計測器製造

日本梱包運輸倉庫(株) 一般貨物自動車運送

日本システムウェア(株) ソフト受託開発

日本情報産業(株) ソフト受託開発

日本信号(株) 信号・保安装置製造

日本水産(株) 冷凍調理食品製造



企業名 業種

日本精工(株) ベアリング製造

日本製紙(株) 洋紙製造

日本ゼオン(株) 合成ゴム製造

日本総合サービス(株) 他の事業サービス

日本総合住生活(株) 内装工事業

日本曹達(株) ソーダ工業

日本調剤(株) 医薬品卸

日本通運(株) 一般貨物自動車運送

日本テレビ放送網(株) テレビジョン放送

日本電気(株) 電子計算機等製造

日本電子(株) 他電子応用装置製造

日本電信電話(株) その他の投資業

日本電設工業(株) 一般電気工事業

日本道路(株) 舗装工事業

日本道路興運(株) 他の事業サービス

日本トーター(株) 産業用電気機器卸

日本ハウズイング(株) 不動産管理

日本飛行機(株) 航空機製造

日本ビル・メンテナンス(株) ビルメンテナンス

日本ベーリンガーインゲルハイム(株) 医薬品卸

日本ホテル(株) 旅館・ホテル

日本マイクロソフト(株) パッケージソフト業

日本メックス(株) 建築工事業

日本郵船(株) 外航貨物海運業

日本郵便輸送(株) 特定貨物自動車運送

日本ユニシス(株) ソフト受託開発

日本リーテック(株) 電気配線工事業

ネグロス電工(株) 配線器具等製造

ネッツトヨタ神奈川(株) 自動車（新車）小売

ネッツトヨタ千葉(株) 自動車（新車）小売

ネッツトヨタ東京(株) 自動車（新車）小売

能美防災(株) 他の通信機器製造

野村不動産アーバンネット(株) 不動産代理・仲介業

野村不動産(株) 建物売買業

パシフィックコンサルタンツ(株) 土木建築サービス

東日本電気エンジニアリング(株) 一般電気工事業

東光電気工事(株) 一般電気工事業

日神サービス(株) 他の事業サービス



企業名 業種

日立アロカメディカル(株) 医療用機械器具製造

日立オートモティブシステムズ(株) 自動車操縦装置製造

日立化成(株) プラスチック製造

日立キャピタル(株) 総合リース

日立金属(株) 転炉製鋼・製鋼圧延

日立建機日本(株) 建設・鉱山機械卸

日立システムズ・テクノサービス(株) 他の事業サービス

日野自動車(株) 自動車製造

富士重工業(株) 自動車製造

富士ゼロックス(株) オフィス複写機等の製造及び販売

富士ソフト(株) ソフト受託開発

富士通(株) 電子計算機等製造

富士通テレコムネットワークス(株) 有線通信機器製造

富士通フロンテック(株) 事務用機械器具製造

富士電機(株) 発電機電動機等製造

富士フィルムメディカル(株) 医療用機械器具卸

双葉電子工業(株) 電子管製造

プラス(株) 家具・建具卸

フランスベッド(株) 木製家具製造

ブリヂストン物流(株) 普通倉庫業

ブリヂストンリテールジャパン(株) 自動車部品付属品卸

プリマハム(株) 肉製品製造

プレス工業(株) 金属プレス製品製造

文化シヤッター(株) 建築用金属製品製造

平和交通(株) 乗用旅客自動車運送

朋和産業(株) 印刷業

ホーチキ(株) 他の通信機器製造

ポーラ化成工業(株) 仕上用化粧品等製造

ホンダエンジニアリング(株) 金属工作機械製造

本田技研工業(株) 自動車製造

まいばすけっと(株) 各種食料品小売

前田建設工業(株) 一般土木建築工事業

前田道路(株) 舗装工事業

丸全昭和運輸(株) 一般貨物自動車運送

マルハニチロ(株) 生鮮魚介卸

丸紅(株) 各種商品卸

みずほ情報研究(株) ソフト受託開発

三井金属アクト(株) 自動車部分品製造



企業名 業種

三井金属鉱業(株) 銅１次製錬・精製

三井情報(株) ソフト受託開発

三井住友建設(株) 一般土木建築工事業

三井造船(株) 鋼船製造・修理

三井物産(株) 各種商品卸

三井不動産(株) 貸事務所業

三井不動産リアルティ(株) 不動産代理・仲介業

三井不動産レジデンシャル(株) 建物売買業

三井ホーム(株) 木造建築工事業

三菱ＵＦＪトラストビジネス(株) 他の事業サービス

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(株) 証券業（会員）

三菱アルミニウム(株) アルミ・同合金圧延

三菱瓦斯化学(株) メタン誘導品製造

三菱キャリア(株) 冷凍機空調装置製造

三菱地所コミュニティ(株) 不動産管理

三菱地所丸紅住宅サービス(株) 不動産管理

三菱地所レジデンス(株) 建物売買業

三菱自動車工業(株) 自動車製造

三菱樹脂(株) プラスチック板製造

三菱商事(株) 各種商品卸

三菱伸銅(株) 伸銅品製造

三菱総研ＤＣＳ(株) ソフト受託開発

三菱電機(株) 発電機電動機等製造

三菱電機システムサービス(株) 電気機械器具修理

三菱電機住宅環境システムズ(株) 家庭用電気機器卸

三菱電機照明(株) 電機照明器具製造

三菱電機特機システム(株) 無線通信機器製造

三菱日立パワーシステムズ(株) ボイラー製造

三菱ふそうトラック・バス(株) 自動車製造

ミツミ電機(株) IC除電子部品製造

ミネベア(株) ベアリング製造

美和ロック(株) その他の金物類製造

明治安田システム・テクノロジー(株) ソフト受託開発

メディカル・ケア・サービス(株) 老人福祉事業

持田製薬(株) 医薬品卸

森永製菓(株) 他のパン・菓子製造

森永乳業(株) 乳製品製造

森ビル(株) 貸事務所業



企業名 業種

ヤフー(株) 他の事業サービス

山崎パン(株) パン製造

ヤマトオートワークス(株) 他運輸付帯サービス

ヤマトグローバルエキスプレス(株) 集配利用運送

ヤマトシステム開発(株) ソフト受託開発

ヤマトホームコンビニエンス(株) 一般貨物自動車運送

ヤマトボックスチャーター(株) 一般貨物自動車運送

ヤンマーホールディングス(株) 農機、建機、小型船舶の製造・販売

ユーシーシーフーヅ(株) その他の食料飲料卸

郵船ロジスティクス(株) 運送代理店

雪印メグミルク(株) 乳製品製造

ユニ・チャーム(株) 医療用品卸

ユニアデックス(株) ソフト受託開発

ユニプレス(株) 自動車部分品製造

横河ソリューションサービス(株) 産業用電気機器卸

横浜ゴム(株) 自動車タイヤ等製造

横浜トヨペット(株) 自動車（新車）小売

横浜冷凍(株) 生鮮魚介卸

ヨネックス(株) 運動用具製造

楽天(株) 他の事業サービス

ランスタッド(株) 労働者派遣業

リコーインダストリー(株) 業務用機械器具製造

リコーロジスティクス(株) 一般貨物自動車運送

リンテック(株) 他のパルプ等製造

ルイ・ヴィトンジャパン(株) かばん・袋物卸

ルートインジャパン(株) 旅館・ホテル

ワイモバイル(株) 通信付帯サービス

YKK（株） ファスニング、建材

渡辺パイプ(株) 配管冷暖房装置等卸

ワタミの介護(株) 老人福祉業

ヱスビー食品(株) その他の調味料製造

日本生命保険相互会社 保険

第一生命保険株式会社 保険

明治安田生命保険相互会社 保険

住友生命保険相互会社 保険

富国生命保険相互会社 保険

ソニー生命保険株式会社 保険

ジブラルタ生命株式会社 保険


