
都道府県 市区町村

㈱アートネイチャー あーとねいちゃー その他製品 東京都 渋谷区
㈱アーバネットコーポレーション あーばねっとこーぽれーしょん 不動産業 東京都 千代田区
アーバンライフ㈱ あーばんらいふ 不動産業 兵庫県 神戸市
㈱アールテック・ウエノ あーるてっく・うえの 医薬品 東京都 千代田区
㈱アーレスティ あーれすてぃ 非鉄金属 東京都 中野区
あいホールディングス㈱ あい　ほーるでぃんぐす 卸売業 東京都 中央区
㈱アイ・アール ジャパンホールディングス あい・あーるじゃぱんほーるでぃんぐサービス業 東京都 千代田区
㈱IHI あいえいちあい 機械 東京都 江東区
アイエーグループ㈱ あいえーぐるーぷ 小売業 神奈川県 横浜市
あいおいニッセイ同和損保㈱ あいおいにっせいどうわそんぽ 保険業 東京都 渋谷区
アイカ工業㈱ あいかこうぎょう 化学 愛知県 清須市
㈱アイケイ あいけい 小売業 愛知県 名古屋市
藍澤證券㈱ あいざわしょうけん 証券、商品先物取引業 東京都 中央区
愛三工業㈱ あいさんこうぎょう 輸送用機器 愛知県 大府市
アイシン精機㈱ あいしんせいき 輸送用機器 愛知県 刈谷市
㈱アイスタイル あいすたいる 情報・通信業 東京都 港区
愛知製鋼㈱ あいちせいこう 鉄鋼 愛知県 東海市
愛知時計電機㈱ あいちとけいでんき 精密機器 愛知県 名古屋市
㈱アイフラッグ あいふらっぐ 卸売業 東京都 港区
㈱アイル あいる 情報・通信業 大阪府 大阪市
㈱アインファーマシーズ あいんふぁーましーず 小売業 北海道 札幌市
㈱AOIPro. あおいぷろ 情報・通信業 東京都 品川区
㈱青森銀行 あおもりぎんこう 銀行業 青森県 青森市
暁飯島工業㈱ あかつきいいじまこうぎょう 建設業 茨城県 水戸市
㈱秋田銀行 あきたぎんこう 銀行業 秋田県 秋田市
アクサ生命保険㈱ あくさせいめいほけん 保険業 東京都 港区
アクシアルリテイリング㈱ あくしある　りていりんぐ 小売業 新潟県 長岡市
㈱アグレックス あぐれっくす 情報・通信業 東京都 新宿区
アグロカネショウ㈱ あぐろ　かねしょう 化学 東京都 港区
曙ブレーキ工業㈱ あけぼのぶれーきこうぎょう 輸送用機器 埼玉県 羽生市
㈱アコーディア・ゴルフ あこーでぃあ・ごるふ サービス業 東京都 渋谷区
アコム㈱ あこむ その他金融業 東京都 千代田区
アサガミ㈱ あさがみ 倉庫・運輸関連業 東京都 千代田区
㈱アサツーディケイ あさつー　でぃ・けい サービス業 東京都 港区
旭化成グループ あさひかせい 化学 東京都 千代田区
旭硝子㈱ あさひがらす ガラス・土石製品 東京都 千代田区
アサヒグループホールディングス㈱ あさひぐるーぷほーるでぃんぐす 食料品 東京都 墨田区
朝日工業㈱ あさひこうぎょう 鉄鋼 東京都 豊島区
旭精機工業㈱ あさひせいきこうぎょう 機械 愛知県 尾張旭市
朝日生命保険相互会社 あさひせいめいほけんそうごがいし 保険 東京都 千代田区大手町
㈱朝日ラバー あさひらばー ゴム製品 埼玉県 さいたま市
アジア・アライアンス・ホールディングス㈱ あじあ・あらいあんす・ほーるでぃん 証券、商品先物取引業 東京都 港区
アシードホールディングス㈱ あしーどほーるでぃんぐす 小売業 広島県 福山市
㈱アシックス あしっくす その他製品 兵庫県 神戸市
味の素㈱ あじのもと 食料品 東京都 中央区
芦森工業㈱ あしもりこうぎょう 繊維製品 大阪府 大阪市
㈱アジュバンコスメジャパン あじゅばんこすめじゃぱん 化学 兵庫県 神戸市
あすか製薬㈱ あすかせいやく 医薬品 東京都 港区
アスクル㈱ あすくる 小売業 東京都 江東区
アステラス製薬㈱ あすてらすせいやく 医薬品 東京都 中央区
アストラゼネカ㈱ あすとらぜねか 医薬品 大阪府 大阪市
アズビル㈱ あずびる 電気機器 東京都 千代田区
㈱アスモ あすも 卸売業 東京都 新宿区
アゼアス㈱ あぜあす 卸売業 東京都 台東区
麻生フォームクリート㈱ あそうふおーむくりーと 建設業 神奈川県 川崎市
㈱アダストリアホールディングス あだすとりあほーるでぃんぐす 小売業 茨城県 水戸市
アツギ㈱ あつぎ 繊維製品 神奈川県 海老名市
㈱ACKグループ あっくぐるーぷ サービス業 東京都 渋谷区
㈱ＡＤＥＫＡ あでか 化学 東京都 荒川区
アドアーズ㈱ あどあーず サービス業 東京都 港区
㈱アドウェイズ あどうぇいず サービス業 東京都 新宿区
アドソル日進㈱ あどそるにっしん 情報・通信業 東京都 港区
㈱アドテック あどてっく 電気機器 東京都 港区
アニコム　ホールディングス㈱ あにこむ　ほーるでぃんぐす 保険業 東京都 新宿区
㈱アプラスフィナンシャル あぷらすふぃなんしゃる その他金融業 大阪府 大阪市
アフラック あふらっく 保険業 東京都 新宿区
㈱アマガサ あまがさ 卸売業 東京都 台東区
アメリカン・エクスプレス あめりかんえくすぷれす その他金融業 東京都 杉並区
アライドテレシスホールディングス㈱ あらいどてれしすほーるでぃんぐす 電気機器 東京都 品川区
荒川化学工業㈱ あらかわかがくこうぎょう 化学 大阪府 大阪市
新家工業㈱ あらやこうぎょう 鉄鋼 大阪府 大阪市
アルインコ㈱ あるいんこ 金属製品 大阪府 大阪市
㈱アルゴグラフィックス あるごぐらふぃっくす 情報・通信業 東京都 中央区
ALSOK㈱ あるそっく サービス業 東京都 港区
㈱アルバイトタイムス あるばいとたいむす サービス業 東京都 千代田区
アルパイン㈱ あるぱいん 電気機器 福島県 いわき市
㈱アルバック あるばっく 電気機器 神奈川県 茅ヶ崎市
㈱アルファ あるふぁ サービス業 岡山県 岡山市
㈱アルファ あるふぁ 金属製品 神奈川県 横浜市
㈱アルファシステムズ あるふぁしすてむず 情報・通信業 神奈川県 川崎市
㈱アルプス技研 あるぷすぎけん サービス業 神奈川県 横浜市
アルプス電気㈱ あるぷすでんき 電気機器 東京都 大田区
㈱アルメディオ あるめでぃお その他製品 東京都 東村山市
㈱阿波銀行 あわぎんこう 銀行業 徳島県 徳島市
安心生活㈱ あんしんせいかつ サービス業 愛知県 名古屋市東区
アンリツ㈱ あんりつ 電気機器 神奈川県 厚木市
イー・ガーディアン㈱ いー・がーでぃあん サービス業 東京都 港区
イーサポートリンク㈱ いーさぽーとりんく サービス業 東京都 豊島区
飯野海運㈱ いいのかいうん 海運業 東京都 千代田区
イオン㈱ いおん 小売業 千葉県 千葉市
イオン九州㈱ いおんきゅうしゅう 小売業 福岡県 福岡市
イオンディライト㈱ いおんでぃらいと サービス業 大阪府 大阪市
イオンモール㈱ いおんもーる 不動産業 千葉県 千葉市
㈱池田泉州銀行 いけだせんしゅうぎんこう 銀行業 大阪府 大阪市
㈱石井工作研究所 いしいこうさくけんきゅうしょ 機械 大分県 大分市
石垣食品㈱ いしがきしょくひん 食料品 東京都 千代田区
石坂産業㈱ いしざかさんぎょう サービス 埼玉県 入間郡三芳町
石光商事㈱ いしみつしょうじ 卸売業 兵庫県 神戸市
㈱イズミ いずみ 小売業 広島県 広島市
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いちよし証券㈱ いちよししょうけん 証券、商品先物取引業 東京都 中央区
㈱井筒屋 いづつや 小売業 福岡県 北九州市
㈱伊藤園 いとうえん 食料品 東京都 渋谷区
伊藤忠エネクス㈱ いとうちゅうえねくす 卸売業 東京都 港区
伊藤忠商事㈱ いとうちゅうしょうじ 卸売業 東京都 港区
伊藤忠食品㈱ いとうちゅうしょくひん 卸売業 東京都 港区
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ いとうちゅうてくのそりゅーしょんず 情報・通信業 東京都 千代田区
伊藤ハム㈱ いとうはむ 食料品 兵庫県 西宮市
㈱イトーキ いとーき その他製品 大阪府 大阪市
稲畑産業㈱ いなばたさんぎょう 卸売業 東京都 中央区
㈱イナリサーチ いなりさーち サービス業 長野県 伊那市
イハラケミカル工業㈱ いはらけみかるこうぎょう 化学 東京都 台東区
イビデン㈱ いびでん 電気機器 岐阜県 大垣市
㈱今仙電機製作所 いませんでんきせいさくしょ 輸送用機器 愛知県 犬山市
㈱イムラ封筒 いむらふうとう パルプ・紙 大阪府 大阪市
井村屋グループ㈱ いむらやぐるーぷ 食料品 三重県 津市
イメージ情報開発㈱ いめーじじょうほうかいはつ 情報・通信業 東京都 千代田区
㈱伊予銀行 いよぎんこう 銀行業 愛媛県 松山市
岩井コスモホールディングス㈱ いわいこすもほーるでぃんぐす 証券、商品先物取引業 大阪府 大阪市
岩谷産業㈱ いわたにさんぎょう 卸売業 大阪府 大阪市
㈱岩手銀行 いわてぎんこう 銀行業 岩手県 盛岡市
㈱インターアクション いんたーあくしょん 精密機器 神奈川県 横浜市
インターライフホールディングス㈱ いんたーらいふほーるでぃんぐす 建設業 東京都 中央区
㈱インテック いんてっく 情報・通信業 東京都 新宿区
㈱インフォメーション・ディベロプメント いんふぉめーしょん・でぃべろぷめん情報・通信業 東京都 千代田区
㈱ウィザス うぃざす サービス業 大阪府 大阪市
㈱ウィル うぃる 不動産業 兵庫県 宝塚市
㈱ウェザーニューズ うぇざーにゅーず 情報・通信業 千葉県 美浜区
㈱ＵＥＸ うえっくす 卸売業 東京都 品川区
㈱ウェッズ うぇっず 卸売業 東京都 大田区
ウシオ電機㈱ うしおでんき 電気機器 東京都 千代田区
㈱内田洋行 うちだようこう 卸売業 東京都 中央区
㈱ウチヤマホールディングス うちやまほーるでぃんぐす サービス業 福岡県 北九州市
㈱宇徳 うとく 倉庫・運輸関連業 神奈川県 横浜市
宇部興産㈱ うべこうさん 化学 東京都 港区
ウライ㈱ うらい 卸売業 京都府 京都市
㈱ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス えいえふしー－えいちでぃーあむす食料品 静岡県 静岡市
AGS㈱ えいじーえす 情報・通信業 埼玉県 さいたま市
EIZO㈱ えいぞー 電気機器 石川県 白山市
㈱エイチ・アイ・エス えいち・あい・えす サービス業 東京都 新宿区
エイチ・ツー・オー　リテイリング㈱ えいち・つー・おー　りていりんぐ 小売業 大阪府 大阪市
英和㈱ えいわ 卸売業 大阪府 大阪市
エーザイ㈱ えーざい 医薬品 東京都 文京区
㈱エクセディ えくせでぃ 輸送用機器 大阪府 寝屋川市
㈱エクセル えくせる 卸売業 東京都 港区
㈱エコス えこす 小売業 東京都 昭島市
江崎グリコ㈱ えざきぐりこ 食料品 大阪府 大阪市
㈱エスアールエル えすあーるえる サービス業 東京都 新宿区
エスアールジータカミヤ㈱ えすあーるじーたかみや サービス業 大阪府 大阪市
SEホールディングス・アンド・インキュベーショズ㈱ えすいーほーるでぃんぐす・あんど・情報・通信業 東京都 新宿区
ＳＭＫ㈱ えすえむけい 電気機器 東京都 品川区
㈱エスケイジャパン えすけいじゃぱん 卸売業 大阪府 大阪市
㈱エスケーホーム えすけーほーむ 建設業 東京都 新宿区
ＳＣＳＫ㈱ えすしーえすけい 情報・通信業 東京都 江東区
ＳＧホールディングス㈱ えすじーほーるでぃんぐす 陸運業 京都府 京都市
エステー㈱ えすてー 化学 東京都 新宿区
㈱エストラスト えすとらすと 不動産業 山口県 下関市
エスビー食品㈱ えすびーしょくひん 食料品 東京都 中央区
㈱エスプール えすぷーる サービス業 東京都 中央区
エスペック㈱ えすぺっく 電気機器 大阪府 大阪市
㈱エスポア えすぽあ 不動産業 愛知県 名古屋市
エヌ・デーソフトウェア㈱ えぬ・でーそふとうぇあ 情報・通信業 山形県 南陽市
NECキャピタルソリューション㈱ えぬいーしーきゃぴたるそりゅーしょその他金融業 東京都 港区
㈱NSD えぬえすでぃ 情報・通信業 東京都 千代田区
NDS㈱ えぬでぃーえす 建設業 愛知県 名古屋市
NTTグループ えぬてぃてぃぐるーぷ 情報・通信業 東京都 千代田区
㈱NTTデータ えぬてぃてぃでーた 情報・通信業 東京都 江東区
㈱NTTドコモ えぬてぃてぃどこも 情報・通信業 東京都 千代田区
エヌ・ティ・ティ都市開発㈱ えぬてぃてぃとしかいはつ 不動産業 東京都 千代田区
荏原実業㈱ えばらじつぎょう 機械 東京都 中央区
エバラ食品工業㈱ えばらしょくひんこうぎょう 食料品 神奈川県 横浜市
㈱荏原製作所 えばらせいさくしょ 機械 東京都 大田区
㈱愛媛銀行 えひめぎんこう 銀行業 愛媛県 松山市
ＦＤＫ㈱ えふでぃーけい 電気機器 東京都 港区
㈱エフテック えふてっく 輸送用機器 埼玉県 久喜市
㈱エフピコ えふぴこ 化学 広島県 福山市
㈱MIEコーポレーション えむあいいーこーぽれーしょん その他金融業 三重県 桑名市
㈱エムビーエス えむびーえす 建設業 山口県 宇部市
㈱エンチョー えんちょー 小売業 静岡県 富士市
㈱エンプラス えんぷらす 電気機器 埼玉県 川口市
オイシックス㈱ おいしっくす 小売業 東京都 品川区
王子ホールディングス㈱ おうじほーるでぃんぐす パルプ・紙 東京都 中央区
応用地質㈱ おうようちしつ サービス業 東京都 千代田区
オエノンホールディングス㈱ おえのんほーるでぃんぐす 食料品 東京都 中央区
㈱大分銀行 おおいたぎんこう 銀行業 大分県 大分市
オーエス㈱ おーえす サービス業 大阪府 大阪市
㈱大垣共立銀行 おおがききょうりつぎんこう 銀行業 岐阜県 大垣市
大倉工業㈱ おおくらこうぎょう 化学 香川県 丸亀市
㈱オークローンマーケティング おーくろーんまーけてぃんぐ 小売業 愛知県 名古屋市
オーケー食品工業㈱ おーけーしょくひんこうぎょう 食料品 福岡県 朝倉市
大阪ガス㈱ おおさかがす 電気・ガス業 大阪府 大阪市
㈱大阪ソーダ おおさかそーだ 化学 大阪府 大阪市
大阪有機化学工業㈱ おおさかゆうきかがくこうぎょう 化学 大阪府 大阪市
大崎電気工業㈱ おおさきでんきこうぎょう 電気機器 東京都 品川区
㈱オーシャンシステム おーしゃんしすてむ 小売業 新潟県 三条市
㈱大塚家具 おおつかかぐ 小売業 東京都 江東区
大塚ホールディングス㈱ おおつかほーるでぃんぐす 医薬品 東京都 港区
㈱ODKソリューションズ おーでぃーけいそりゅーしょんず 情報・通信業 大阪府 大阪市
㈱オーテック おーてっく 建設業 東京都 江東区
㈱オートバックスセブン おーとばっくすせぶん 卸売業 東京都 江東区
㈱オーナミ おーなみ 倉庫・運輸関連業 大阪府 大阪市



オーナンバ㈱ おーなんば 非鉄金属 大阪府 大阪市
㈱オーハシテクニカ おーはしてくにか 卸売業 東京都 港区
㈱大林組 おおばやしぐみ 建設業 東京都 港区
大林道路㈱ おおばやしどうろ 建設業 東京都 墨田区
オーベクス㈱ おーべくす 繊維製品 東京都 墨田区
岡三証券㈱ おかさんしょうけんぐるーぷ 証券、商品先物取引業 東京都 中央区
㈱岡村製作所 おかむらせいさくしょ その他製品 神奈川県 横浜市
オカモト㈱ おかもと ゴム製品 東京都 文京区
岡本硝子㈱ おかもとがらす 精密機器 千葉県 柏市
沖電気工業㈱ おきでんきこうぎょう 電気機器 東京都 港区
㈱奥村組 おくむらぐみ 建設業 大阪府 大阪市
小田急電鉄㈱ おだきゅうでんてつ 陸運業 東京都 新宿区
OCHIホールディングス㈱ おちほーるでぃんぐす 卸売業 福岡県 福岡市
㈱オノコム おのこむ 建設業 愛知県 豊橋市
小野薬品工業㈱ おのやくひんこうぎょう 医薬品 大阪府 大阪市
オプテックス・エフエー㈱ おぷてっくす・えふえー 電気機器 京都府 京都市
㈱オプト おぷと サービス業 東京都 千代田区
オムロン㈱ おむろん 電気機器 京都府 京都市
オリジナル設計㈱ おりじなるせっけい サービス業 東京都 渋谷区
オリジン電気㈱ おりじんでんき 電気機器 東京都 豊島区
オリックス㈱ おりっくす その他金融業 東京都 港区
㈱オリバー おりばー その他製品 愛知県 岡崎市
㈱オルトプラス おるとぷらす 情報・通信業 東京都 渋谷区
オンコリスバイオファーマ㈱ おんこりすばいおふぁーま 医薬品 東京都 港区
㈱オンワードホールディングス おんわーどほーるでぃんぐす 繊維製品 東京都 中央区
カーディナル㈱ かーでぃなる その他製品 大阪府 大阪市
カーリットホールディングス㈱ かーりっとほーるでぃんぐす 化学 東京都 中央区
㈱カイオム・バイオサイエンス かいおむ・ばいおさいえんす 医薬品 東京都 渋谷区
㈱カイノス かいのす 医薬品 東京都 文京区
花王㈱ かおう 化学 東京都 中央区
㈱カカクコム かかくこむ サービス業 東京都 渋谷区
㈱鹿児島銀行 かごしまぎんこう 銀行業 鹿児島県 鹿児島市
カゴメ㈱ かごめ 食料品 東京都 中央区
カシオ計算機㈱ かしおけいさんき 電気機器 東京都 渋谷区
鹿島建設㈱ かじまけんせつ 建設業 東京都 港区
㈱カスミ かすみ 小売業 茨城県 つくば市
片倉工業㈱ かたくらこうぎょう 繊維製品 東京都 中央区
片倉チッカリン㈱ かたくらちっかりん 化学 東京都 千代田区
価値開発㈱ かちかいはつ 不動産業 東京都 千代田区
㈱学研ホールディングス がっけんほーるでぃんぐす 情報・通信業 東京都 品川区
加藤産業㈱ かとうさんぎょう 卸売業 兵庫県 西宮市
㈱カネカ かねか 化学 大阪府、東京都 大阪市、港区
兼松㈱ かねまつ 卸売業 東京都 港区
㈱歌舞伎座 かぶきざ サービス業 東京都 中央区
㈱上組 かみぐみ 倉庫・運輸関連業 兵庫県 神戸市
亀田製菓㈱ かめだせいか 食料品 新潟県 新潟市
カルナバイオサイエンス㈱ かるなばいおさいえんす 医薬品 兵庫県 神戸市
カルビー㈱ かるびー 食料品 東京都 千代田区
川崎汽船㈱ かわさききせん 海運業 東京都 千代田区
川重冷熱工業㈱ かわじゅうれいねつこうぎょう 機械 滋賀県 草津市
川田テクノロジーズ㈱ かわだてくのろじーず 金属製品 富山県 南砺市
㈱カワニシホールディングス かわにしほーるでぃんぐす 卸売業 岡山県 岡山市
㈱関西アーバン銀行 かんさいあーばんぎんこう 銀行業 大阪府 大阪市
関西電力㈱ かんさいでんりょく 電気・ガス業 大阪府 大阪市
神田通信機㈱ かんだつうしんき 建設業 東京都 千代田区
元旦ビューティ工業㈱ がんたんびゅーてぃこうぎょう 金属製品 神奈川県 藤沢市
㈱関門海 かんもんかい 小売業 大阪府 大阪市
カンロ㈱ かんろ 食料品 東京都 中野区
キーウェアソリューションズ㈱ きーうぇあそりゅーしょんず 情報・通信業 東京都 世田谷区
キーコーヒー㈱ きーこーひー 食料品 東京都 港区
技研興業㈱ ぎけんこうぎょう 建設業 東京都 杉並区
㈱木曽路 きそじ 小売業 愛知県 名古屋市
㈱北川鉄工所 きたがわてっこうしょ 機械 広島県 府中市
㈱キタック きたっく サービス業 新潟県 新潟市
北野建設㈱ きたのけんせつ 建設業 長野県 長野市
キッコーマン㈱ きっこーまん 食料品 千葉県 野田市
キッセイ薬品工業㈱ きっせいやくひんこうぎょう 医薬品 長野県 松本市
㈱キッツ きっつ 機械 千葉県 千葉市
㈱キトー きとー 機械 山梨県 中巨摩郡
キヤノン㈱ きやのん 電気機器 東京都 大田区
キャノンマーケティングジャパン㈱ きやのんまーけてぃんぐじゃぱん 卸売業 東京都 港区
キャリアバンク㈱ きゃりあばんく サービス業 北海道 札幌市
九州電力㈱ きゅうしゅうでんりょく 電気・ガス業 福岡県 福岡市
㈱キユーソー流通システム きゆーそーりゅうつうしすてむ 倉庫・運輸関連業 東京都 調布市
㈱九電工 きゅうでんこう 建設業 福岡県 福岡市
キューピー㈱ きゆーぴー 食料品 東京都 渋谷区
㈱キューブシステム きゅーぶしすてむ 情報・通信業 東京都 品川区
協栄産業㈱ きょうえいさんぎょう 卸売業 東京都 渋谷区
共英製鋼㈱ きょうえいせいこう 鉄鋼 大阪府 大阪市
㈱紀陽銀行 きようぎんこう 銀行業 和歌山県 和歌山市
㈱京進 きょうしん サービス業 京都府 京都市
京セラ㈱ きょうせら 電気機器 京都府 京都市
㈱キョウデン きょうでん 電気機器 長野県 上伊那郡
共同印刷㈱ きょうどういんさつ その他製品 東京都 文京区
㈱京都銀行 きょうとぎんこう 銀行業 京都府 京都市
協立情報通信㈱ きょうりつじょうほうつうしん 情報・通信業 東京都 港区
協立電機㈱ きょうりつでんき 電気機器 静岡県 静岡市
㈱協和エクシオ きょうわえくしお 建設業 東京都 渋谷区
協和発酵キリン㈱ きょうわはっこうきりん 医薬品 東京都 千代田区
㈱きょくとう きょくとう サービス業 福岡県 福岡市
極東開発工業㈱ きょくとうかいはつこうぎょう 輸送用機器 兵庫県 西宮市
極東証券㈱ きょくとうしょうけん 証券、商品先物取引業 東京都 中央区
㈱極洋 きょくよう 水産・農林業 東京都 港区
㈱キリン堂 きりんどう 小売業 大阪府 大阪市
キリン㈱ きりんほーるでぃんぐす 食料品 東京都 中野区
㈱きんえい きんえい サービス業 大阪府 大阪市
㈱近鉄エクスプレス きんてつえくすぷれす 倉庫・運輸関連業 東京都 港区
㈱近鉄百貨店 きんてつひゃっかてん 小売業 大阪府 大阪市
クオール㈱ くおーる 小売業 東京都 港区
工藤建設㈱ くどうけんせつ 建設業 神奈川県 横浜市
㈱クボタ くぼた 機械 大阪府 大阪市



グラクソ・スミスクライン㈱ ぐらくそ・すみすくらいん 医薬品 東京都 渋谷区
クラスターテクノロジー㈱ くらすたーてくのろじー 化学 大阪府 東大阪市
㈱グラファイトデザイン ぐらふぁいとでざいん その他製品 埼玉県 秩父市
倉敷紡績㈱ くらぼう 繊維製品 大阪府 大阪市
クラリオン㈱ くらりおん 電気機器 埼玉県 さいたま市
㈱クラレ くられ 化学 東京都 千代田区
クリエイト㈱ くりえいと 卸売業 大阪府 大阪市
㈱グリムス ぐりむす 卸売業 東京都 品川区
㈱栗本鐵工所 くりもとてっこうしょ 鉄鋼 大阪府 大阪市
㈱ぐるなび ぐるなび サービス業 東京都 千代田区
㈱クレディセゾン くれでぃせぞん その他金融業 東京都 豊島区
㈱クレハ くれは 化学 東京都 中央区
㈱グロービス ぐろーびす サービス業 東京都 千代田区
㈱グローベルス ぐろーべるす 不動産業 東京都 渋谷区
黒崎播磨㈱ くろさきはりま ガラス・土石製品 福岡県 北九州市
㈱クロスキャット くろすきゃっと 情報・通信業 東京都 品川区
黒田電気㈱ くろだでんき 卸売業 大阪府 大阪市
㈱クロップス くろっぷす 情報・通信業 愛知県 名古屋市
グンゼ㈱ ぐんぜ 繊維製品 大阪府 大阪市
㈱群馬銀行 ぐんまぎんこう 銀行業 群馬県 前橋市
㈱ケアサービス けあさーびす サービス業 東京都 大田区
㈱ケア21 けあにじゅういち サービス業 大阪府 大阪市
KNT－CTホールディングス㈱ けいえぬてぃー－しーてぃーほーる サービス業 東京都 千代田区
京王電鉄㈱ けいおうでんてつ 陸運業 東京都 多摩市
KDDI㈱ けいでぃーでぃーあい 情報・通信業 東京都 千代田区
ケイティケイ㈱ けいてぃけい 卸売業 愛知県 名古屋市
ケイヒン㈱ けいひん 倉庫・運輸関連業 東京都 港区
㈱京葉銀行 けいようぎんこう 銀行業 千葉県 千葉市
KYB㈱ けいわいびー 輸送用機器 東京都 港区
㈱ケーズホールディングス けーずほーるでぃんぐす 小売業 茨城県 水戸市
㈱ケーヒン けーひん 輸送用機器 東京都 新宿区
㈱建設技術研究所 けんせつぎじゅつけんきゅうしょ サービス業 東京都 中央区
㈱小糸製作所 こいとせいさくしょ 電気機器 東京都 港区
興銀リース㈱ こうぎんりーす その他金融業 東京都 港区
㈱構造計画研究所 こうぞうけいかくけんきゅうしょ 情報・通信業 東京都 中野区
㈱高知銀行 こうちぎんこう 銀行業 高知県 高知市
鴻池運輸㈱ こうのいけうんゆ 陸運業 大阪府 大阪市
㈱神戸製鋼所 こうべせいこうしょ 鉄鋼 兵庫県 神戸市
KOA㈱ こーあ 電気機器 長野県 上伊那郡
㈱コーセー こーせー 化学 東京都 中央区
㈱郡山測量設計社 こおりやまそくりょうせっけいしゃ サービス業 福岡県 郡山市
㈱ゴールドウイン ごーるどういん 繊維製品 東京都 渋谷区
コカ・コーライーストジャパン㈱ こか・こーらいーすとじゃぱん 食料品 東京都 港区
コカ・コーラウエスト㈱ こか・こーらうえすと 食料品 福岡県 福岡市
国際自動車㈱ こくさいじどうしゃ 陸運業 東京都 港区
国際石油開発帝石㈱ こくさいせきゆかいはつていせき 鉱業 東京都 港区
コクヨ㈱ こくよ その他製品 大阪府 大阪市
㈱ココカラファイン ここからふぁいん 小売業 神奈川県 横浜市
コスモ・バイオ㈱ こすも・ばいお 卸売業 東京都 江東区
㈱コスモスイニシア こすもすいにしあ 不動産業 東京都 港区
コスモ石油㈱ こすもせきゆ 石油・石炭製品 東京都 港区
コニカミノルタ㈱ こにかみのるた 電気機器 東京都 千代田区
コネクシオ㈱ こねくしお 情報・通信業 東京都 新宿区
小林製薬㈱ こばやしせいやく 化学 大阪府 大阪市
㈱駒井ハルテック こまいはるてっく 金属製品 東京都 台東区
㈱コマツ こまつ 機械 東京都 港区
コムチュア㈱ こむちゅあ 情報・通信業 東京都 品川区
コムテック㈱ こむてっく 情報・通信業 東京都 港区
五洋建設㈱ ごようけんせつ 建設業 東京都 文京区
㈱コロナ ころな 金属製品 新潟県 三条市
㈱コンテック こんてっく 電気機器 大阪府 大阪市
コンドーテック㈱ こんどーてっく 卸売業 大阪府 大阪市
ザ・パック㈱ ざ・ぱっく パルプ・紙 大阪府 大阪市
㈱さいか屋 さいかや 小売業 神奈川県 川崎市
㈱サイバーリンクス さいばーりんくす 情報・通信業 和歌山県 和歌山市
西部ガス㈱ さいぶがす 電気・ガス業 福岡県 福岡市
サイボー㈱ さいぼー 繊維製品 埼玉県 川口市
サカイオーベックス㈱ さかいおーべっくす 繊維製品 福井県 福井市
堺化学工業㈱ さかいかがくこうぎょう 化学 大阪府 堺市
㈱サカイ引越センター さかいひっこしせんたー 陸運業 大阪府 堺市
㈱栄電子 さかえでんし 卸売業 東京都 千代田区
㈱佐賀銀行 さがぎんこう 銀行業 佐賀県 佐賀市
櫻島埠頭㈱ さくらじまふとう 倉庫・運輸関連業 大阪府 大阪市
サコス㈱ さこす サービス業 東京都 品川区
㈱札都 さっと 建設業 北海道 札幌市
㈱ザッパラス ざっぱらす 情報・通信業 東京都 渋谷区
サッポロホールディングス㈱ さっぽろほーるでぃんぐす 食料品 東京都 渋谷区
佐藤食品工業㈱ さとうしょくひんこうぎょう 食料品 愛知県 小牧市
佐鳥電機㈱ さとりでんき 卸売業 東京都 港区
サトレストランシステムズ㈱ さとれすとらんしすてむず 小売業 大阪府 大阪市
㈱サニーサイドアップ さにーさいどあっぷ サービス業 東京都 渋谷区
サラヤ㈱ さらやかぶしきがいしゃ 化学 大阪府 大阪市
沢井製薬㈱ さわいせいやく 医薬品 大阪府 大阪市
澤田ホールディングス㈱ さわだほーるでぃんぐす 証券、商品先物取引業 東京都 新宿区
㈱山陰合同銀行 さんいんごうどうぎんこう 銀行業 島根県 松江市
㈱三栄建築設計 さんえいけんちくせっけい 不動産業 東京都 杉並区
三機工業㈱ さんきこうぎょう 建設業 東京都 中央区
三協立山㈱ さんきょうたてやま 金属製品 富山県 高岡市
㈱サンゲツ さんげつ 卸売業 愛知県 名古屋市
三光合成㈱ さんこうごうせい その他製品 富山県 南砺市
㈱三社電機製作所 さんしゃでんきせいさくしょ 電気機器 大阪府 大阪市
三州製菓㈱ さんしゅうせいか 食料品 埼玉県 春日部市
㈱サンセイランディック さんせいらんでぃっく 不動産業 東京都 千代田区
サンデン㈱ さんでん 機械 東京都 台東区
参天製薬㈱ さんてんせいやく 医薬品 大阪府 大阪市
㈱山王 さんのう 金属製品 神奈川県 横浜市
三洋化成工業㈱ さんようかせいこうぎょう 化学 京都府 京都市
㈱三陽商会 さんようしょうかい 繊維製品 東京都 新宿区
山洋電機㈱ さんようでんき 電気機器 東京都 豊島区
㈱三洋堂ホールディングス さんようどうほーるでぃんぐす 小売業 愛知県 名古屋市
山陽特殊製鋼㈱ さんようとくしゅせいこう 鉄鋼 兵庫県 姫路市



サンヨーホームズ㈱ さんよーほーむず 建設業 大阪府 大阪市
㈱サンリオ さんりお 卸売業 東京都 品川区
㈱サンワドー さんわどー 小売業 青森県 青森市
三和ホールディングス㈱ さんわほーるでぃんぐす 金属製品 東京都 新宿区
㈱CIJ しーあいじぇい 情報・通信業 神奈川県 横浜市
㈱シーイーシー しーいーしー 情報・通信業 東京都 渋谷区
㈱ＧＳユアサ じーえす・ゆあさ　こーぽれーしょん 電気機器 京都府 京都市
㈱シイエム・シイ しいえむ・しい サービス業 愛知県 名古屋市
ＧＭＯアドパートナーズ㈱ じーえむおーあどぱーとなーず サービス業 東京都 渋谷区
GMB㈱ じーえむびー 輸送用機器 奈良県 磯城郡
シーキューブ㈱ しーきゅーぶ 建設業 愛知県 名古屋市
CKD㈱ しーけーでぃ 機械 愛知県 小牧市
CDS㈱ しーでぃーえす サービス業 愛知県 名古屋市
㈱シーボン しーぼん 化学 神奈川県 川崎市
㈱ジーンズメイト じーんずめいと 小売業 東京都 渋谷区
㈱ジーンテクノサイエンス じーんてくのさいえんす 医薬品 北海道 札幌市
ＪＦＥスチール㈱ じぇい　えふ　いー　ほーるでぃんぐす鉄鋼 東京都 千代田区
J．フロント　リテイリング㈱ じぇい．ふろんと　りていりんぐ 小売業 東京都 中央区
ＪＳＲ㈱ じぇいえすあーる 化学 東京都 港区
JXホールディングス㈱ じぇいえっくすほーるでぃんぐす 石油・石炭製品 東京都 千代田区
ＪＦＥエンジニアリング㈱ じぇいえふいーえんじにありんぐ 建設業 東京都 千代田区
JFEシステムズ㈱ じぇいえふいーしすてむず 情報・通信業 東京都 墨田区
ＪＦＥ商事㈱ じぇいえふいーしょうじ 卸売業 東京都 千代田区
㈱J－オイルミルズ じぇい－おいるみるず 食料品 東京都 中央区
㈱ジェイグループホールディングス じぇいぐるーぷほーるでぃんぐす 小売業 愛知県 名古屋市
㈱JCU じぇいしーゆー 化学 東京都 台東区
㈱ジェイテクト じぇいてくと 機械 愛知県 名古屋市
Jトラスト㈱ じぇいとらすと その他金融業 東京都 港区
JBCCホールディングス㈱ じぇいびーしーしーほーるでぃんぐす情報・通信業 東京都 大田区
㈱JPホールディングス じぇいぴーほーるでぃんぐす サービス業 愛知県 名古屋市
㈱ＪＴＢ じぇーてぃーびー サービス業 東京都 品川区
㈱JBイレブン じぇーびーいれぶん 小売業 愛知県 名古屋市
㈱ジェクシード じぇくしーど 情報・通信業 東京都 千代田区
㈱ジオネクスト じおねくすと 情報・通信業 東京都 台東区
塩野義製薬㈱ しおのぎせいやく 医薬品 大阪府 大阪市
㈱滋賀銀行 しがぎんこう 銀行業 滋賀県 大津市
㈱シグマクシス しぐまくしす サービス業 東京都 港区
四国化成工業㈱ しこくかせいこうぎょう 化学 香川県 丸亀市
㈱四国銀行 しこくぎんこう 銀行業 高知県 高知市
四国電力㈱ しこくでんりょく 電気・ガス業 香川県 高松市
㈱静岡銀行 しずおかぎんこう 銀行業 静岡県 静岡市
㈱SYSKEN しすけん 建設業 熊本県 熊本市
㈱システックス しすてっくす サービス業 長野県 長野市
㈱システムインテグレーター しすてむいんてぐれーた 情報・通信業 埼玉県 さいたま市
㈱システムリサーチ しすてむりさーち 情報・通信業 愛知県 名古屋市
シスメックス㈱ しすめっくす 電気機器 兵庫県 神戸市
㈱資生堂 しせいどう 化学 東京都 中央区
㈱七十七銀行 しちじゅうしちぎんこう 銀行業 宮城県 仙台市
芝浦メカトロニクス㈱ しばうらめかとろにくす 電気機器 神奈川県 横浜市
㈱ジパング じぱんぐ 鉱業 東京都 渋谷区
㈱シベール しべーる 食料品 山形県 山形市
㈱島忠 しまちゅう 小売業 埼玉県 さいたま市
㈱島津製作所 しまづせいさくしょ 精密機器 京都府 京都市
㈱島根銀行 しまねぎんこう 銀行業 島根県 松江市
㈱シマノ しまの 輸送用機器 大阪府 堺市
㈱しまむら しまむら 小売業 埼玉県 さいたま市
㈱清水銀行 しみずぎんこう 銀行業 静岡県 静岡市
清水建設㈱ しみずけんせつ 建設業 東京都 中央区
シミックホールディングス㈱ しみっくほーるでぃんぐす サービス業 東京都 品川区
㈱シモジマ しもじま 卸売業 東京都 台東区
シャープ㈱ しゃーぷ 電気機器 大阪府 大阪市
㈱ジャステック じゃすてっく 情報・通信業 東京都 港区
㈱ジャックス じゃっくす その他金融業 東京都 渋谷区
蛇の目ミシン工業㈱ じゃのめみしんこうぎょう 機械 東京都 八王子市
㈱ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング じゃぱん・てぃっしゅ・えんじにありん精密機器 愛知県 蒲郡市
㈱ジャパンディスプレイ じゃぱんでぃすぷれい 電気機器 東京都 港区
㈱ジャフコ じゃふこ その他金融業 東京都 千代田区
㈱ジャムコ じゃむこ 輸送用機器 東京都 三鷹市
㈱秀英予備校 しゅうえいよびこう サービス業 静岡県 静岡市
JUKI㈱ じゅーき 機械 東京都 多摩市
㈱ジューテック じゅーてっく 卸売業 東京都 港区
ジューテックホールディングス㈱ じゅーてっくほーるでぃんぐす 卸売業 東京都 港区
㈱十六銀行 じゅうろくぎんこう 銀行業 岐阜県 岐阜市
㈱商船三井 しょうせんみつい 海運業 東京都 港区
松竹㈱ しょうちく 情報・通信業 東京都 中央区
㈱荘内銀行 しょうないぎんこう 銀行業 山形県 鶴岡市
常磐開発㈱ じょうばんかいはつ 建設業 福島県 いわき市
情報技術開発㈱ じょうほうぎじゅつかいはつ 情報・通信業 東京都 新宿区
㈱常陽銀行 じょうようぎんこう 銀行業 茨城県 水戸市
昭和産業㈱ しょうわさんぎょう 食料品 東京都 千代田区
昭和鉄工㈱ しょうわてっこう 金属製品 福岡県 福岡市
昭和電工㈱ しょうわでんこう 化学 東京都 港区
昭和電線ホールディングス㈱ しょうわでんせんほーるでぃんぐす 非鉄金属 東京都 港区
神栄㈱ しんえい 卸売業 兵庫県 神戸市
信越化学工業㈱ しんえつかがくこうぎょう 化学 東京都 千代田区
神鋼商事㈱ しんこうしょうじ 卸売業 大阪府 大阪市
新光電気工業㈱ しんこうでんきこうぎょう 電気機器 長野県 長野市
㈱新生銀行 しんせいぎんこう 銀行業 東京都 中央区
新電元工業㈱ しんでんげんこうぎょう 電気機器 東京都 千代田区
新東工業㈱ しんとうこうぎょう 機械 愛知県 名古屋市
新内外綿㈱ しんないがいめん 繊維製品 大阪府 大阪市
新日鐡住金㈱ しんにってつすみきん 鉄鋼 東京都 千代田区
新日鉄住金ソリューションズ㈱ しんにってつすみきんそりゅーしょん情報・通信業 東京都 中央区
新日本空調㈱ しんにっぽんくうちょう 建設業 東京都 中央区
シンポ㈱ しんぽ 金属製品 愛知県 名古屋市
新明和工業㈱ しんめいわこうぎょう 輸送用機器 兵庫県 宝塚市
㈱スーパーバリュー すーぱーばりゅー 小売業 埼玉県 上尾市
スカパーJSAT㈱ すかぱーじぇいさっとほーるでぃんぐ情報・通信業 東京都 港区
杉田エース㈱ すぎたえーす 卸売業 東京都 墨田区
スギホールディングス㈱ すぎほーるでぃんぐす 小売業 愛知県 安城市
㈱ＳＣＲＥＥＮホールディングス すくりーんほーるでぃんぐす 電気機器 京都府 京都市



図研エルミック㈱ ずけんえるみっく 情報・通信業 神奈川県 横浜市
㈱スズケン すずけん 卸売業 愛知県 名古屋市
鈴縫工業㈱ すずぬいこうぎょう 建設業 茨城県 日立市
スター精密㈱ すたーせいみつ 電気機器 静岡県 静岡市
スターゼン㈱ すたーぜん 卸売業 東京都 港区
スターティア㈱ すたーてぃあ 卸売業 東京都 新宿区
㈱ストリーム すとりーむ 小売業 東京都 港区
㈱昴 すばる サービス業 鹿児島県 鹿児島市
㈱スパンクリート　コーポレーション すぱんくりーとこーぽれーしょん ガラス・土石製品 東京都 文京区
㈱スペース すぺーす サービス業 東京都 中央区
スミダコーポレーション㈱ すみだこーぽれーしょん 電気機器 東京都 中央区
住友化学㈱ すみともかがく 化学 東京都 中央区
住友金属鉱山㈱ すみともきんぞくこうざん 非鉄金属 東京都 港区
住友ゴム工業㈱ すみともごむこうぎょう ゴム製品 兵庫県 神戸市
住友重機械工業㈱ すみともじゅうきかいこうぎょう 機械 東京都 品川区
住友商事㈱ すみともしょうじ 卸売業 東京都 中央区
住友精化㈱ すみともせいか 化学 大阪府 大阪市
住友生命保険相互会社 すみともせいめいほけん 保険業 大阪府 大阪市
住友電気工業㈱ すみともでんきこうぎょう 非鉄金属 大阪府 大阪市
住友電設㈱ すみともでんせつ 建設業 大阪府 大阪市
住友ベークライト㈱ すみともべーくらいと 化学 東京都 品川区
住友林業㈱ すみともりんぎょう 建設業 東京都 千代田区
スルガ銀行㈱ するがぎんこう 銀行業 静岡県 沼津市
生化学工業㈱ せいかがくこうぎょう 医薬品 東京都 千代田区
西華産業㈱ せいかさんぎょう 卸売業 東京都 千代田区
靜甲㈱ せいこう 機械 静岡県 静岡市
星光PMC㈱ せいこうぴーえむしー 化学 東京都 中央区
セイコーエプソン㈱ せいこーえぷそん 電気機器 長野県 諏訪市
西濃運輸㈱ せいのううんゆ 陸運業 岐阜県 大垣市
㈱西部技研 せいぶぎけん 機械 古賀市
㈱西武ホールディングス せいぶほーるでぃんぐす 陸運業 埼玉県 所沢市
西菱電機㈱ せいりょうでんき サービス業 兵庫県 伊丹市
星和電機㈱ せいわでんき 電気機器 京都府 城陽市
積水化学工業㈱ せきすいかがくこうぎょう 化学 大阪府 大阪市
積水化成品工業㈱ せきすいかせいひんこうぎょう 化学 大阪府 大阪市
積水ハウス㈱ せきすいはうす 建設業 大阪府 大阪市
㈱セキチュー せきちゅー 小売業 群馬県 高崎市
石油資源開発㈱ せきゆしげんかいはつ 鉱業 東京都 千代田区
セコム㈱ せこむ サービス業 東京都 渋谷区
攝津製油㈱ せっつせいゆ 食料品 大阪府 堺市
㈱セプテーニホールディングス せぷてーに・ほーるでぃんぐす サービス業 東京都 新宿区
㈱セブン&アイ・ホールディングス せぶんあんどあい・ほーるでぃんぐす小売業 東京都 千代田区
㈱セブン銀行 せぶんぎんこう 銀行業 東京都 千代田区
㈲ゼムケンサービス ぜむけんさーびす 建設業 福岡県 北九州市
㈱セリア せりあ 小売業 岐阜県 大垣市
センコー㈱ せんこー 陸運業 大阪府 大阪市
センコン物流㈱ せんこんぶつりゅう 陸運業 宮城県 名取市
泉州電業㈱ せんしゅうでんぎょう 卸売業 大阪府 大阪市
㈱千趣会 せんしゅかい 小売業 大阪府 大阪市
セントラル警備保障㈱ せんとらるけいびほしょう サービス業 東京都 新宿区
セントラル総合開発㈱ せんとらるそうごうかいはつ 不動産業 東京都 千代田区
全日本空輸㈱ ぜんにっぽんくうゆ 空運業 東京都 港区
㈱ゼンリン ぜんりん 情報・通信業 福岡県 北九州市
綜研化学㈱ そうけんかがく 化学 東京都 豊島区
㈱総合印刷新報社 そうごういんさつしんぽうしゃ その他製品 千葉県 船橋市
㈱綜合臨床ホールディングス そうごうりんしょうほーるでぃんぐす サービス業 東京都 新宿区
双日㈱ そうじつ 卸売業 東京都 千代田区
ソースネクスト㈱ そーすねくすと 情報・通信 東京都 港区
ソーバル㈱ そーばる サービス業 東京都 品川区
㈱ソトー そとー 繊維製品 愛知県 一宮市
ソニー㈱ そにー 電気機器 東京都 港区
ソニーフィナンシャルホールディングス㈱ そにーふぃなんしゃるほーるでぃんぐ保険業 東京都 港区
ソフトバンクモバイル㈱、ソフトバンクBB㈱、ソフトバンクテレそふとばんく 情報・通信業 東京都 港区
損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱ そんぽじゃぱんにっぽんこうあほーる保険業 東京都 新宿区
第一化成㈱ だいいちかせい 化学 東京都 八王子市
第一稀元素化学工業㈱ だいいちきげんそかがくこうぎょう 化学 大阪府 大阪市
第一工業製薬㈱ だいいちこうぎょうせいやく 化学 京都府 京都市
第一三共㈱ だいいちさんきょう 医薬品 東京都 中央区
第一実業㈱ だいいちじつぎょう 卸売業 東京都 千代田区
第一生命保険㈱ だいいちせいめいほけん 保険業 東京都 千代田区
㈱ダイエー だいえー 小売業 東京都 江東区
大王製紙㈱ だいおうせいし パルプ・紙 東京都 中央区
㈱ダイキアクシス だいきあくしす 化学 愛媛県 松山市
㈱大紀アルミニウム工業所 だいきあるみにうむこうぎょうしょ 非鉄金属 大阪府 大阪市
㈱大京 だいきょう 不動産業 東京都 渋谷区
ダイキン工業㈱ だいきんこうぎょう 機械 大阪府 大阪市
大建工業㈱ だいけんこうぎょう その他製品 大阪府 大阪市
㈱大光銀行 たいこうぎんこう 銀行業 新潟県 長岡市
㈱第三銀行 だいさんぎんこう 銀行業 三重県 松阪市
ダイジェット工業㈱ だいじぇっとこうぎょう 機械 大阪府 大阪市
㈱第四銀行 だいしぎんこう 銀行業 新潟県 新潟市
大成温調㈱ たいせいおんちょう 建設業 東京都 品川区
大成建設㈱ たいせいけんせつ 建設業 東京都 新宿区
大成ラミック㈱ たいせいらみっく 化学 埼玉県 白岡市
㈱ダイセル だいせる 化学 大阪府 大阪市
ダイダン㈱ だいだん 建設業 大阪府 大阪市
大東建託㈱ だいとうけんたく 建設業 東京都 港区
大同工業㈱ だいどうこうぎょう 機械 石川県 加賀市
大同特殊鋼㈱ だいどうとくしゅこう 鉄鋼 愛知県 名古屋市
大同メタル工業㈱ だいどうめたるこうぎょう 輸送用機器 愛知県 名古屋市
ダイニチ工業㈱ だいにちこうぎょう 金属製品 新潟県 新潟市
大日精化工業㈱ だいにちせいかこうぎょう 化学 東京都 中央区
大日本印刷㈱ だいにっぽんいんさつ その他製品 東京都 新宿区
大日本住友製薬㈱ だいにっぽんすみともせいやく 医薬品 大阪府 大阪市
ダイビル㈱ だいびる 不動産業 大阪府 大阪市
㈱ダイフク だいふく 機械 大阪府 大阪市
太平洋工業㈱ たいへいようこうぎょう 輸送用機器 岐阜県 大垣市
太平洋セメント㈱ たいへいようせめんと ガラス・土石製品 東京都 港区
大豊建設㈱ だいほうけんせつ 建設業 東京都 中央区
大豊工業㈱ たいほうこうぎょう 機械 愛知県 豊田市
㈱ダイユーエイト だいゆーえいと 小売業 福島県 福島市



太陽化学㈱ たいようかがく 食料品 三重県 四日市市
太洋工業㈱ たいようこうぎょう 電気機器 和歌山県 和歌山市
大陽日酸㈱ たいようにっさん 化学 東京都 品川区
太陽誘電㈱ たいようゆうでん 電気機器 東京都 台東区
㈱大和証券グループ本社 だいわしょうけんぐるーぷほんしゃ 証券、商品先物取引業 東京都 千代田区
大和ハウス工業㈱ だいわはうすこうぎょう 建設業 大阪府 大阪市
㈱タウンニュース社 たうんにゅーすしゃ サービス業 神奈川県 横浜市
㈱タカキタ たかきた 機械 三重県 三重名張市
高砂熱学工業㈱ たかさごねつがくこうぎょう 建設業 東京都 新宿区
㈱髙島屋 たかしまや 小売業 東京都 中央区
高千穂交易㈱ たかちほこうえき 卸売業 東京都 新宿区
㈱高見澤 たかみさわ 卸売業 長野県 長野市
㈱タクマ たくま 機械 兵庫県 尼崎市
㈱タクミナ たくみな 機械 大阪府 大阪市
㈱タケエイ たけえい サービス業 東京都 港区
武田薬品工業㈱ たけだやくひんこうぎょう 医薬品 大阪府 大阪市
㈱ダスキン だすきん サービス業 大阪府 吹田市
㈱タダノ ただの 機械 香川県 高松市
㈱タチエス たちえす 輸送用機器 東京都 昭島市
㈱立花エレテック たちばなえれてっく 卸売業 大阪府 大阪市
DACグループ（㈱DACホールディングス他） だっくほーるでぃんぐす サービス 東京都 台東区
㈱タツミ たつみ 輸送用機器 栃木県 足利市
㈱田中化学研究所 たなかかがくけんきゅうしょ 化学 福井県 福井市
田中商事㈱ たなかしょうじ 卸売業 東京都 品川区
田中精密工業㈱ たなかせいみつこうぎょう 輸送用機器 富山県 富山市
田辺三菱製薬㈱ たなべみつびしせいやく 医薬品 大阪府 大阪市
タビオ㈱ たびお 卸売業 大阪府 大阪市
㈱タムラ製作所 たむらせいさくしょ 電気機器 東京都 練馬区
㈱タムロン たむろん 精密機器 埼玉県 さいたま市
㈱丹青社 たんせいしゃ サービス業 東京都 台東区
ダンロップスポーツ㈱ だんろっぷすぽーつ その他製品 兵庫県 神戸市
秩父鉄道㈱ ちちぶてつどう 陸運業 埼玉県 熊谷市
㈱千葉銀行 ちばぎんこう 銀行業 千葉県 千葉市
㈱チャーム・ケア・コーポレーション ちゃーむ・けあ・こーぽれーしょん サービス業 大阪府 大阪市
中央自動車工業㈱ ちゅうおうじどうしゃこうぎょう 卸売業 大阪府 大阪市
中外製薬㈱ ちゅうがいせいやく 医薬品 東京都 中央区
中外炉工業㈱ ちゅうがいろこうぎょう 建設業 大阪府 大阪市
㈱中京銀行 ちゅうきょうぎんこう 銀行業 愛知県 名古屋市
㈱中広 ちゅうこう サービス業 岐阜県 岐阜市
㈱中国銀行 ちゅうごくぎんこう 銀行業 岡山県 岡山市
中国電力㈱ ちゅうごくでんりょく 電気・ガス業 広島県 広島市
中国塗料㈱ ちゅうごくとりょう 化学 広島県 大竹市
㈱駐車場綜合研究所 ちゅうしゃじょうそうごうけんきゅうじょ不動産業 東京都 渋谷区
㈱中電工 ちゅうでんこう 建設業 広島県 広島市
中部電力㈱ ちゅうぶでんりょく 電気・ガス業 愛知県 名古屋市
千代田化工建設㈱ ちよだかこうけんせつ 建設業 神奈川県 横浜市
㈱ツクイ つくい サービス業 神奈川県 横浜市
㈱筑波銀行 つくばぎんこう 銀行業 茨城県 つくば市
津田駒工業㈱ つだこまこうぎょう 機械 石川県 金沢市
㈱土屋ホールディングス つちやほーるでぃんぐす 建設業 北海道 札幌市
㈱椿本チエイン つばきもとちえいん 機械 大阪府 大阪市
㈱ツムラ つむら 医薬品 東京都 港区
テイ・エス テック㈱ てい・えす　てっく 輸送用機器 埼玉県 朝霞市
㈱デイ・シイ でい・しい ガラス・土石製品 神奈川県 川崎市
㈱Ｔ＆Ｄホールディングス てぃあんどでぃほーるでぃんぐす 保険業 東京都 港区
㈱ディー・エヌ・エー でぃー・えぬ・えー サービス業 東京都 渋谷区
TIS㈱ てぃーあいえす 情報・通信業 東京都 新宿区
DIC㈱ でぃーあいしー 化学 東京都 千代田区
㈱ティーガイア てぃーがいあ 情報・通信業 東京都 渋谷区
DCMホールディングス㈱ でぃーしーえむほーるでぃんぐす 小売業 東京都 品川区
TDCソフトウェアエンジニアリング㈱ てぃーでぃーしーそふとうぇあえんじ情報・通信業 東京都 渋谷区
㈱TBグループ てぃーびーぐるーぷ 電気機器 東京都 文京区
㈱ＴＢＫ てぃーびーけい 輸送用機器 東京都 町田市
㈱TYK てぃーわいけい ガラス・土石製品 岐阜県 多治見市
帝人㈱ ていじん 繊維製品 大阪府 大阪市
㈱ディスコ でぃすこ 機械 東京都 大田区
ディップ㈱ でぃっぷ サービス業 東京都 港区
㈱ＴＴＫ てぃてぃけぃ 建設業 宮城県 仙台市
㈱ティラド てぃらど 輸送用機器 東京都 渋谷区
㈱テイン ていん 輸送用機器 神奈川県 横浜市
㈱テクニカルオート てくにかるおーと サービス業 北海道 札幌市
テクニカル電子㈱ てくにかるでんし 電気機器 東京都 大田区
テクノアルファ㈱ てくのあるふぁ 卸売業 東京都 品川区
㈱テクノ菱和 てくのりょうわ 建設業 東京都 豊島区
㈱デサント でさんと 繊維製品 大阪府 大阪市
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ でじたる・あどばたいじんぐ・こんそーサービス業 東京都 渋谷区
㈱デジタルアドベンチャー でじたるあどべんちゃー 情報・通信業 東京都 港区
鉄建建設㈱ てっけんけんせつ 建設業 東京都 千代田区
㈱テリロジー てりろじー 卸売業 東京都 千代田区
テルモ㈱ てるも 精密機器 東京都 新宿区
電気化学工業㈱ でんきかがくこうぎょう 化学 東京都 中央区
㈱電算 でんさん 情報・通信業 長野県 長野市
天昇電気工業㈱ てんしょうでんきこうぎょう 化学 東京都 町田市
㈱デンソー でんそー 輸送用機器 愛知県 刈谷市
㈱電通 でんつう サービス業 東京都 港区
㈱電通国際情報サービス でんつうこくさいじょうほうさーびす 情報・通信業 東京都 港区
テンプホールディングス㈱ てんぷほーるでぃんぐす サービス業 東京都 渋谷区
天馬㈱ てんま 化学 東京都 北区
東亜合成㈱ とうあごうせい 化学 東京都 港区
東映㈱ とうえい 情報・通信業 東京都 中央区
東海カーボン㈱ とうかいかーぼん ガラス・土石製品 東京都 港区
東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱ とうかいとうきょうふぃなんしゃる・ほ証券、商品先物取引業 東京都 中央区
㈱東海理化 とうかいりか 輸送用機器 愛知県 丹羽郡
東海旅客鉄道㈱ とうかいりょかくてつどう 陸運業 愛知県 名古屋市
東急建設㈱ とうきゅうけんせつ 建設業 東京都 渋谷区
㈱東急コミュニティー とうきゅうこみゅにてぃー サービス業 東京都 世田谷区
東急不動産㈱ とうきゅうふどうさん 不動産業 東京都 渋谷区
東急リバブル㈱ とうきゅうりばぶる 不動産業 東京都 渋谷区
㈱東京一番フーズ とうきょういちばんふーず 小売業 東京都 新宿区
㈱東京エネシス とうきょうえねしす 建設業 東京都 中央区
東京エレクトロン㈱ とうきょうえれくとろん 電気機器 東京都 港区



東京エレクトロンデバイス㈱ とうきょうえれくとろん　でばいす 卸売業 神奈川県 横浜市
東京海上ホールディングス㈱ とうきょうかいじょうほーるでぃんぐす保険業 東京都 千代田区
東京ガス㈱ とうきょうがす 電気・ガス業 東京都 港区
㈱東京機械製作所 とうきょうきかいせいさくしょ 機械 東京都 港区
東京急行電鉄㈱ とうきょうきゅうこうでんてつ 陸運業 東京都 渋谷区
東京計器㈱ とうきょうけいき 精密機器 東京都 大田区
東京コスモス電機㈱ とうきょうこすもすでんき 電気機器 神奈川県 座間市
東京センチュリーリース㈱ とうきょうせんちゅりーりーす その他金融業 東京都 千代田区
㈱東京ソワール とうきょうそわーる 繊維製品 東京都 港区
東京建物不動産販売㈱ とうきょうたてものふどうさんはんば 不動産業 東京都 新宿区
東京電力㈱ とうきょうでんりょく 電気・ガス業 東京都 千代田区
㈱東京ドーム とうきょうどーむ サービス業 東京都 文京区
東建コーポレーション㈱ とうけんこーぽれーしょん 建設業 愛知県 名古屋市
㈱ドウシシャ どうししゃ 卸売業 大阪府 大阪市
㈱東芝 とうしば 電気機器 東京都 港区
東芝テック㈱ とうしばてっく 電気機器 東京都 品川区
東芝プラントシステム㈱ とうしばぷらんとしすてむ 建設業 神奈川県 横浜市
東ソー㈱ とうそー 化学 東京都 港区
㈱東天紅 とうてんこう 小売業 東京都 台東区
TOTO㈱ とうとう ガラス・土石製品 福岡県 北九州市
東燃ゼネラル石油㈱ とうねんぜねらるせきゆ 石油・石炭製品 東京都 港区
東宝㈱ とうほう 情報・通信業 東京都 千代田区
東邦亜鉛㈱ とうほうあえん 非鉄金属 東京都 中央区
東邦アセチレン㈱ とうほうあせちれん 化学 宮城県 多賀城市
東邦化学工業㈱ とうほうかがくこうぎょう 化学 東京都 中央区
東邦ガス㈱ とうほうがす 電気・ガス業 愛知県 名古屋市
㈱東邦銀行 とうほうぎんこう 銀行業 福島県 福島市
㈱東邦システムサイエンス とうほうしすてむさいえんす 情報・通信業 東京都 文京区
東北電力㈱ とうほくでんりょく 電気・ガス業 宮城県 仙台市
東洋インキSCホールディングス㈱ とうよういんきえすしーほーるでぃん化学 東京都 中央区
東洋証券㈱ とうようしょうけん 証券、商品先物取引業 東京都 中央区
東洋水産㈱ とうようすいさん 食料品 東京都 港区
東洋炭素㈱ とうようたんそ ガラス・土石製品 大阪府 大阪市
㈱東陽テクニカ とうようてくにか 卸売業 東京都 中央区
東洋電機㈱ とうようでんき 電気機器 愛知県 春日井市
東洋電機製造㈱ とうようでんきせいぞう 電気機器 東京都 中央区
東洋刃物㈱ とうようはもの 金属製品 宮城県 黒川郡
東洋ビジネスエンジニアリング㈱ とうようびじねすえんじにありんぐ 情報・通信業 東京都 千代田区
東洋紡㈱ とうようぼう 繊維製品 大阪府 大阪市
東レ㈱ とうれ 繊維製品 東京都 中央区
㈱東和銀行 とうわぎんこう 銀行業 群馬県 前橋市
トーイン㈱ とーいん その他製品 東京都 江東区
㈱トーホー とーほー 卸売業 兵庫県 神戸市
㈱トーメンデバイス とーめんでばいす 卸売業 東京都 中央区
TOWA㈱ とーわ 機械 京都府 京都市
㈱戸上電機製作所 とがみでんきせいさくしょ 電気機器 佐賀県 佐賀市
㈱トクヤマ とくやま 化学 山口県 周南市
図書印刷㈱ としょいんさつ その他製品 東京都 北区
戸田建設㈱ とだけんせつ 建設業 東京都 中央区
㈱栃木銀行 とちぎぎんこう 銀行業 栃木県 宇都宮市
トッパン・フォームズ㈱ とっぱん・ふぉーむず その他製品 東京都 港区
凸版印刷㈱ とっぱんいんさつ その他製品 東京都 千代田区
トピー工業㈱ とぴーこうぎょう 輸送用機器 東京都 品川区
飛鳥建設㈱ とびしまけんせつ 建設業 神奈川県 川崎市
㈱トマト銀行 とまとぎんこう 銀行業 岡山県 岡山市
㈱巴川製紙所 ともえがわせいししょ パルプ・紙 東京都 中央区
巴工業㈱ ともえこうぎょう 機械 東京都 品川区
トモニホールディングス㈱ ともにほーるでぃんぐす 銀行業 香川県 高松市
トヨタ自動車㈱ とよたじどうしゃ 輸送用機器 愛知県 豊田市
㈱豊田自動織機 とよたじどうしょっき 輸送用機器 愛知県 刈谷市
豊田通商㈱ とよたつうしょう 卸売業 愛知県 名古屋市
トヨタ紡織㈱ とよたぼうしょく 輸送用機器 愛知県 刈谷市
トラスコ中山㈱ とらすこなかやま 卸売業 東京都 港区
トランスコスモス㈱ とらんすこすもす サービス業 東京都 渋谷区
トレンダーズ㈱ とれんだーず サービス業 東京都 渋谷区
内海造船㈱ ないかいぞうせん 輸送用機器 広島県 尾道市
㈱NaITO ないとう 卸売業 東京都 北区
長野計器㈱ ながのけいき 精密機器 東京都 大田区
ナカバヤシ㈱ なかばやし その他製品 大阪府 大阪市
㈱ナガホリ ながほり 卸売業 東京都 台東区
㈱中村屋 なかむらや 食料品 東京都 新宿区
㈱中山製鋼所 なかやませいこうしょ 鉄鋼 大阪府 大阪市
㈱ナカヨ なかよ 電気機器 群馬県 前橋市
㈱名古屋銀行 なごやぎんこう 銀行業 愛知県 名古屋市
㈱なとり なとり 食料品 東京都 北区
㈱ナフコ なふこ 小売業 福岡県 北九州市
ナブテスコ㈱ なぶてすこ 機械 東京都 千代田区
南海辰村建設㈱ なんかいたつむらけんせつ 建設業 大阪府 大阪市
南海プライウッド㈱ なんかいぷらいうっど その他製品 香川県 高松市
㈱南都銀行 なんとぎんこう 銀行業 奈良県 奈良市
㈱ニイタカ にいたか 化学 大阪府 大阪市
㈱ニコン にこん 精密機器 東京都 千代田区
西川ゴム工業㈱ にしかわごむこうぎょう ゴム製品 広島県 広島市
㈱西日本シティ銀行 にしにっぽんしてぃぎんこう 銀行業 福岡県 福岡市
西日本鉄道㈱ にしにっぽんてつどう 陸運業 福岡県 福岡市
西日本旅客鉄道㈱ にしにほんりょかくてつどう 陸運業 大阪府 大阪市
西松建設㈱ にしまつけんせつ 建設業 東京都 港区
ニチアス㈱ にちあす ガラス・土石製品 東京都 中央区
㈱ニチイ学館 にちいがっかん サービス業 東京都 千代田区
日医工㈱ にちいこう 医薬品 富山県 富山市
ニチコン㈱ にちこん 電気機器 京都府 京都市
ニチバン㈱ にちばん 化学 東京都 文京区
日油㈱ にちゆ 化学 東京都 渋谷区
ニチユ三菱フォークリフト㈱ にちゆみつびしふぉーくりふと 輸送用機器 京都府 長岡京市
㈱ニチリン にちりん ゴム製品 兵庫県 神戸市
㈱ニチレイ にちれい 食料品 東京都 中央区
日揮㈱ にっき 建設業 神奈川県 横浜市
日本毛織㈱ にっけ 繊維製品 大阪府 大阪市
日産化学工業㈱ にっさんかがくこうぎょう 化学 東京都 千代田区
日産自動車㈱ にっさんじどうしゃ 輸送用機器 神奈川県 横浜市
日産車体㈱ にっさんしゃたい 輸送用機器 神奈川県 平塚市



日産東京販売ホールディングス㈱ にっさんとうきょうはんばいほーるで小売業 東京都 品川区
㈱日新 にっしん 倉庫・運輸関連業 神奈川県 横浜市
日信工業㈱ にっしんこうぎょう 輸送用機器 長野県 上田市
日清食品ホールディングス㈱ にっしんしょくひんほーるでぃんぐす食料品 東京都 新宿区
日新製鋼㈱ にっしんせいこう 鉄鋼 東京都 千代田区
㈱日清製粉グループ本社 にっしんせいふんぐるーぷほんしゃ 食料品 東京都 千代田区
日新電機㈱ にっしんでんき 電気機器 京都府 京都市
㈱ニッセンホールディングス にっせんほーるでぃんぐす 小売業 京都府 京都市
ニッタ㈱ にった ゴム製品 大阪府 大阪市
日東工業㈱ にっとうこうぎょう 電気機器 愛知県 長久手市
日東電工㈱ にっとうでんこう 化学 大阪府 大阪市
日東富士製粉㈱ にっとうふじせいふん 食料品 東京都 中央区
日東ベスト㈱ にっとうべすと 食料品 山形県 寒河江市
日本発条㈱ にっぱつ 金属製品 神奈川県 横浜市
㈱ニッパンレンタル にっぱんれんたる サービス業 群馬県 前橋市
㈱ニッピ にっぴ その他製品 東京都 足立区
日邦産業㈱ にっぽうさんぎょう 卸売業 大阪府 吹田市
日本アンテナ㈱ にっぽんあんてな 電気機器 東京都 荒川区
日本ガイシ㈱ にっぽんがいし ガラス・土石製品 愛知県 名古屋市
日本金属㈱ にっぽんきんぞく 鉄鋼 東京都 港区
日本軽金属ホールディングス㈱ にっぽんけいきんぞくほーるでぃんぐ非鉄金属 東京都 品川区
日本ケミコン㈱ にっぽんけみこん 電気機器 東京都 品川区
日本ケミファ㈱ にっぽんけみふぁ 医薬品 東京都 千代田区
日本コロムビア㈱ にっぽんころむびあ 情報・通信業 東京都 港区
日本コンセプト㈱ にっぽんこんせぷと 倉庫・運輸関連業 東京都 千代田区
日本システムウエア㈱ にっぽんしすてむうえあ 情報・通信業 東京都 渋谷区
㈱日本触媒 にっぽんしょくばい 化学 大阪府 大阪市
日本水産㈱ にっぽんすいさん 水産・農林業 東京都 港区
日本製紙㈱ にっぽんせいし パルプ・紙 東京都 千代田区
日本精線㈱ にっぽんせいせん 鉄鋼 大阪府 大阪市
日本製粉㈱ にっぽんせいふん 食料品 東京都 渋谷区
日本ゼオン㈱ にっぽんぜおん 化学 東京都 千代田区
日本タングステン㈱ にっぽんたんぐすてん 電気機器 福岡県 福岡市
日本通運㈱ にっぽんつううん 陸運業 東京都 港区
日本電気㈱ にっぽんでんき 電気機器 東京都 港区
日本電気硝子㈱ にっぽんでんきがらす ガラス・土石製品 滋賀県 大津市
日本特殊陶業㈱ にっぽんとくしゅとうぎょう ガラス・土石製品 愛知県 名古屋市
㈱日本取引所グループ にっぽんとりひきじょぐるーぷ その他金融業 東京都 中央区
日本ハム㈱ にっぽんはむ 食料品 大阪府 大阪市
日本ピラー工業㈱ にっぽんぴらーこうぎょう 機械 大阪府 大阪市
日本冶金工業㈱ にっぽんやきんこうぎょう 鉄鋼 東京都 中央区
日本郵船㈱ にっぽんゆうせん 海運業 東京都 千代田区
日本ラッド㈱ にっぽんらっど 情報・通信業 東京都 港区
㈱ニトリホールディングス にとりほーるでぃんぐす 小売業 東京都 北区
㈱ニフコ にふこ 化学 神奈川県 横浜市
ニフティ㈱ にふてぃ 情報・通信業 東京都 新宿区
日本アイ・ビー・エム㈱ にほんあいびーえむ 情報・通信業 東京都 中央区
㈱日本アクア にほんあくあ 建設業 東京都 港区
日本アジア投資㈱ にほんあじあとうし その他金融業 東京都 千代田区
日本エマージェンシーアシスタンス㈱ にほんえまーじぇんしーあしすたんすサービス業 東京都 文京区
日本オフィス・システム㈱ にほんおふぃす・しすてむ 情報・通信業 東京都 江東区
日本オラクル㈱ にほんおらくる 情報・通信業 東京都 港区
日本紙パルプ商事㈱ にほんかみぱるぷしょうじ 卸売業 東京都 中央区
日本化薬㈱ にほんかやく 化学 東京都 千代田区
日本乾溜工業㈱ にほんかんりゅうこうぎょう 建設業 福岡県 福岡市
日本KFCホールディングス㈱ にほんけいえふしーほーるでぃんぐ小売業 東京都 渋谷区
日本工営㈱ にほんこうえい サービス業 東京都 千代田区
日本航空㈱ にほんこうくう 空運業 東京都 品川区
日本航空電子工業㈱ にほんこうくうでんしこうぎょう 電気機器 東京都 渋谷区
日本高純度化学㈱ にほんこうじゅんどかがく 化学 東京都 練馬区
日本光電工業㈱ にほんこうでん 電気機器 東京都 新宿区
日本コムシス㈱ にほんこむしす 建設業 東京都 品川区
日本コンピュータ・ダイナミクス㈱ にほんこんぴゅーた・だいなみくす 情報・通信業 東京都 品川区
日本ＧＥ㈱ にほんじーいー その他金融業 東京都 港区
㈱日本色材工業研究所 にほんしきざいこうぎょうけんきゅうし化学 東京都 港区
日本写真印刷㈱ にほんしゃしんいんさつ その他製品 京都府 京都市
日本証券金融㈱ にほんしょうけんきんゆう その他金融業 東京都 中央区
日本信号㈱ にほんしんごう 電気機器 東京都 千代田区
日本製罐㈱ にほんせいかん 金属製品 埼玉県 さいたま市
日本生命保険相互会社 にほんせいめいほけん 保険業 大阪府 大阪市
日本曹達㈱ にほんそーだ 化学 東京都 千代田区
日本たばこ産業㈱ にほんたばこさんぎょう 食料品 東京都 港区
日本調剤㈱ にほんちょうざい 小売業 東京都 千代田区
日本電産㈱ にほんでんさん 電気機器 京都府 京都市
日本電線工業㈱ にほんでんせんこうぎょう 非鉄金属 大阪府 大阪市
日本特殊塗料㈱ にほんとくしゅとりょう 化学 東京都 北区
日本バイリーン㈱ にほんばいりーん 繊維製品 東京都 中央区
日本フエルト㈱ にほんふえると 繊維製品 東京都 北区
日本マクドナルドホールディングス㈱ にほんまくどなるどほーるでぃんぐす小売業 東京都 新宿区
日本メディカルネットコミュニケーションズ㈱ にほんめでぃかるねっとこみゅにけー情報・通信業 東京都 渋谷区
日本ユニシス㈱ にほんゆにしす 情報・通信業 東京都 江東区
日本ライトン㈱ にほんらいとん 卸売業 東京都 千代田区
㈱日本レーザー にほんれーざー 卸売業 東京都 新宿区
㈱ニレコ にれこ 電気機器 東京都 八王子市
任天堂㈱ にんてんどう その他製品 京都府 京都市
㈱ネクサス ねくさす 建設業 北海道 帯広市
㈱ネプロジャパン ねぷろじゃぱん 情報・通信業 東京都 中央区
㈱ノーリツ のーりつ 金属製品 兵庫県 神戸市
㈱ノバレーゼ のばれーぜ サービス業 東京都 中央区
㈱野村総合研究所 のむらそうごうけんきゅうしょ 情報・通信業 東京都 千代田区
野村不動産ホールディングス㈱ のむらふどうさんほーるでぃんぐす 不動産業 東京都 新宿区
野村ホールディングス㈱ のむらほーるでぃんぐす 証券、商品先物取引業 東京都 中央区
野村マイクロ・サイエンス㈱ のむらまいくろ・さいえんす 機械 神奈川県 厚木市
㈱ノリタケカンパニーリミテド のりたけかんぱにーりみてど ガラス・土石製品 愛知県 名古屋市
㈱ハート はーと 繊維製品 高知県 高知市
㈱ハードオフコーポレーション はーどおふこーぽれーしょん 小売業 新潟県 新発田市
㈱ハーバー研究所 はーばーけんきゅうじょ 化学 東京都 千代田区
パイオニア㈱ ぱいおにあ 電気機器 神奈川県 川崎市
ハウス食品グループ本社㈱ はうすしょくひんぐるーぷほんしゃ 食料品 大阪府 東大阪市
萩原電気㈱ はぎわらでんき 卸売業 愛知県 名古屋市
㈱博展 はくてん サービス業 東京都 中央区



㈱博報堂 はくほうどうでぃーわいほーるでぃんサービス業 東京都 港区
㈱白洋舎 はくようしゃ サービス業 東京都 大田区
㈱パスポート ぱすぽーと 小売業 東京都 品川区
長谷川香料㈱ はせがわこうりょう 化学 東京都 中央区
㈱長谷工コーポレーション はせこうこーぽれーしょん 建設業 東京都 港区
㈱パソナグループ ぱそなぐるーぷ サービス業 東京都 千代田区
㈱ニチバン はちばん 小売業 石川県 金沢市
㈱バナーズ ばなーず 小売業 埼玉県 熊谷市
パナソニック㈱ ぱなそにっく 電気機器 大阪府 門真市
パナソニック　インフォメーションシステムズ㈱ ぱなそにっく　いんふぉめーしょんし 情報・通信業 大阪府 大阪市
パナソニックデバイスSUNX㈱ ぱなそにっくでばいすさんくす 電気機器 愛知県 春日井市
パナホーム㈱ ぱなほーむ 建設業 大阪府 豊中市
ハビックス㈱ はびっくす パルプ・紙 岐阜県 岐阜市
㈱ハピネット はぴねっと 卸売業 東京都 台東区
浜松ホトニクス㈱ はままつほとにくす 電気機器 静岡県 浜松市
㈲原田左官工業所 はらださかんこうぎょうしょ 建設業 東京都 文京区
パラマウントベッド㈱ ぱらまうんとべっどほーるでぃんぐすその他製品 東京都 江東区
バリューコマース㈱ ばりゅーこまーす サービス業 東京都 港区
㈱パルコ ぱるこ 小売業 東京都 渋谷区
パルステック工業㈱ ぱるすてっくこうぎょう 電気機器 静岡県 浜松市
㈱PALTEK ぱるてっく 卸売業 神奈川県 横浜市
はるやま商事㈱ はるやましょうじ 小売業 岡山県 岡山市
パンチ工業㈱ ぱんちこうぎょう 機械 東京都 港区
バンドー化学㈱ ばんどーかがく ゴム製品 兵庫県 神戸市
ぴあ㈱ ぴあ サービス業 東京都 渋谷区
ピー・シー・エー㈱ ぴー・しー・えー 情報・通信業 東京都 千代田区
B-Rサーティワンアイスクリーム㈱ びー－あーる　さーてぃわん　あいす食料品 東京都 品川区
㈱ピーエイ ぴーえい サービス業 東京都 文京区
㈱ピーシーデポコーポレーション ぴーしーでぽこーぽれーしょん 小売業 神奈川県 横浜市
日置電機㈱ ひおきでんき 電気機器 長野県 上田市
㈱東日本銀行 ひがしにっぽんぎんこう 銀行業 東京都 中央区
東日本旅客鉄道㈱ ひがしにほんりょかくてつどう 陸運業 東京都 渋谷区
㈱肥後銀行 ひごぎんこう 銀行業 熊本県 熊本市
㈱日阪製作所 ひさかせいさくしょ 機械 大阪府 大阪市
㈱ビジネスブレイン太田昭和 びじねすぶれいんおおたしょうわ 情報・通信業 東京都 港区
ピジョン㈱ ぴじょん その他製品 東京都 中央区
日立化成㈱ ひたちかせい 化学 東京都 千代田区
日立キャピタル㈱ ひたちきゃぴたる その他金融業 東京都 港区
日立建機㈱ ひたちけんき 機械 東京都 文京区
日立工機㈱ ひたちこうき 機械 東京都 港区
㈱日立国際電気 ひたちこくさいでんき 電気機器 東京都 千代田区
㈱日立製作所 ひたちせいさくしょ 電気機器 東京都 千代田区
Hitz日立造船㈱ ひたちぞうせん 機械 大阪府 大阪市
㈱日立ハイテクノロジーズ ひたちはいてくのろじーず 卸売業 東京都 港区
㈱日立物流 ひたちぶつりゅう 倉庫・運輸関連業 東京都 江東区
日立マクセル㈱ ひたちまくせる 電気機器 東京都 千代田区
日野自動車㈱ ひのじどうしゃ 輸送用機器 東京都 日野市
ヒビノ㈱ ひびの サービス業 東京都 港区
㈱卑弥呼 ひみこ 卸売業 東京都 渋谷区
㈱百五銀行 ひゃくごぎんこう 銀行業 三重県 津市
㈱百十四銀行 ひゃくじゅうしぎんこう 銀行業 香川県 高松市
㈱ヒューテックノオリン ひゅーてっくのおりん 陸運業 東京都 墨田区
ヒューリック㈱ ひゅーりっく 不動産業 東京都 中央区
㈱ヒラノテクシード ひらのてくしーど 機械 奈良県 北葛城郡
㈱広島銀行 ひろしまぎんこう 銀行業 広島県 広島市
広島電鉄㈱ ひろしまでんてつ 倉庫・運輸関連業 広島県 広島市
㈱ファーストエスコ ふぁーすとえすこ 電気・ガス業 東京都 中央区
㈱ファインシンター ふぁいんしんたー 金属製品 愛知県 春日井市
㈱ファミリーマート ふぁみりーまーと 小売業 東京都 豊島区
㈱ファンケル ふぁんける 化学 神奈川県 横浜市
フィールズ㈱ ふぃーるず 卸売業 東京都 渋谷区
㈱フェリシモ ふぇりしも 小売業 兵庫県 神戸市
㈱フェローテック ふぇろーてっく 電気機器 東京都 中央区
㈱フォーカスシステムズ ふぉーかすしすてむず 情報・通信業 東京都 品川区
㈱fonfun ふぉんふぁん 情報・通信業 東京都 渋谷区
㈱福井銀行 ふくいぎんこう 銀行業 福井県 福井市
福岡空港ビルディング㈱ ふくおかくうこうびるでぃんぐ 不動産業 福岡県 福岡市
㈱福岡中央銀行 ふくおかちゅうおうぎんこう 銀行業 福岡県 福岡市
㈱ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかふぃなんしゃるぐるーぷ 銀行業 福岡県 福岡市
福島印刷㈱ ふくしまいんさつ その他製品 石川県 金沢市
㈱福島銀行 ふくしまぎんこう 銀行業 福島県 福島市
福島工業㈱ ふくしまこうぎょう 機械 大阪府 大阪市
フクダ電子㈱ ふくだでんし 電気機器 東京都 文京区
藤井産業㈱ ふじいさんぎょう 卸売業 栃木県 宇都宮市
フジオーゼックス㈱ ふじおーぜっくす 輸送用機器 静岡県 菊川市
富士機械製造㈱ ふじきかいせいぞう 機械 愛知県 知立市
富士機工㈱ ふじきこう 輸送用機器 静岡県 湖西市
藤久㈱ ふじきゅう 小売業 愛知県 名古屋市
富士急行㈱ ふじきゅうこう 陸運業 山梨県 富士吉田市
㈱フジクラ ふじくら 非鉄金属 東京都 江東区
藤倉化成㈱ ふじくらかせい 化学 東京都 港区
富士重工業㈱ ふじじゅうこうぎょう 輸送用機器 東京都 渋谷区
フジ住宅㈱ ふじじゅうたく 不動産業 大阪府 岸和田市
富士精工㈱ ふじせいこう 機械 愛知県 豊田市
富士ゼロックス㈱ ふじぜろっくす 電気機器 東京都 港区
富士ソフト㈱ ふじそふと 情報・通信業 神奈川県 横浜市
藤田観光㈱ ふじたかんこう サービス業 東京都 文京区
富士通コンポーネント㈱ ふじつうこんぽーねんと 電気機器 東京都 品川区
㈱富士通ゼネラル ふじつうぜねらる 電気機器 神奈川県 川崎市
㈱フジックス ふじっくす 繊維製品 京都府 京都市
フジッコ㈱ ふじっこ 食料品 兵庫県 神戸市
富士電機㈱ ふじでんき 電気機器 東京都 品川区
不二電機工業㈱ ふじでんきこうぎょう 電気機器 京都府 京都市
㈱富士ピー・エス ふじぴー・えす 建設業 福岡県 福岡市
富士フイルムホールディングス㈱ ふじふいるむほーるでぃんぐす 化学 東京都 港区
富士レビオ㈱ ふじれびお 医薬品 東京都 新宿区
フタバ産業㈱ ふたばさんぎょう 輸送用機器 愛知県 岡崎市
ブックオフコーポレーション㈱ ぶっくおふこーぽれーしょん 小売業 神奈川県 相模原市
㈱船井総合研究所 ふないそうけんほーるでぃんぐす サービス業 大阪府 大阪市
フューチャーベンチャーキャピタル㈱ ふゅーちゃーべんちゃーきゃぴたる 証券、商品先物取引業 京都府 京都市
㈱フュートレック ふゅーとれっく サービス業 大阪府 大阪市



芙蓉総合リース㈱ ふようそうごうりーす その他金融業 東京都 千代田区
㈱フライングガーデン ふらいんぐがーでん 小売業 栃木県 小山市
ブラザー工業㈱ ぶらざーこうぎょう 電気機器 愛知県 名古屋市
㈱プラネット ぷらねっと サービス業 東京都 港区
プラマテルズ㈱ ぷらまてるず 卸売業 東京都 品川区
㈱ＰＬＡＮＴ ぷらんと 小売業 福井県 坂井市
㈱ブリヂストン ぶりぢすとん ゴム製品 東京都 中央区
古河電気工業㈱ ふるかわでんきこうぎょう 非鉄金属 東京都 千代田区
㈱フルキャストホールディングス ふるきゃすとほーるでぃんぐす サービス業 東京都 品川区
㈱フルスピード ふるすぴーど サービス業 東京都 渋谷区
古野電気㈱ ふるのでんき 電気機器 兵庫県 西宮市
古林紙工㈱ ふるばやししこう パルプ・紙 大阪府 大阪市
㈱ブロッコリー ぶろっこりー 小売業 東京都 練馬区
㈱プロトコーポレーション ぷろとこーぽれーしょん 情報・通信業 愛知県 名古屋市
㈱プロネクサス ぷろねくさす その他製品 東京都 港区
㈱プロルート丸光 ぷろるーとまるみつ 卸売業 大阪府 大阪市
平安レイサービス㈱ へいあんれいさーびす サービス業 神奈川県 平塚市
㈱平和堂 へいわどう 小売業 滋賀県 彦根市
平和不動産㈱ へいわふどうさん 不動産業 東京都 中央区
㈱ペッパーフードサービス ぺっぱーふーどさーびす 卸売業 東京都 墨田区
㈱ベネッセホールディングス べねっせほーるでぃんぐす サービス業 岡山県 岡山市
㈱ベネフィット・ワン べねふぃっと・わん サービス業 東京都 渋谷区
㈱ベルーナ べるーな 小売業 埼玉県 上尾市
㈱ベルク べるく 小売業 埼玉県 大里郡
豊和工業㈱ ほうわこうぎょう 機械 愛知県 清須市
ホーチキ㈱ ほーちき 電気機器 東京都 品川区
㈱ホーブ ほーぶ 水産・農林業 北海道 上川郡
HOYA㈱ ほーや 精密機器 東京都 新宿区
㈱ポーラ・オルビスホールディングス ぽーら・おるびすほーるでぃんぐす 化学 東京都 品川区
㈱北越銀行 ほくえつぎんこう 銀行業 新潟県 長岡市
ホクト㈱ ほくと 水産・農林業 長野県 長野市
㈱北都銀行 ほくとぎんこう 銀行業 秋田県 秋田市
㈱ほくほくフィナンシャルグループ ほくほくふぃなんしゃるぐるーぷ 銀行業 富山県 富山市
北陸電気工業㈱ ほくりくでんきこうぎょう 電気機器 富山県 富山市
北陸電力㈱ ほくりくでんりょく 電気・ガス業 富山県 富山市
北陸電話工事㈱ ほくりくでんわこうじ 建設業 石川県 金沢市
ポケットカード㈱ ぽけっとかーど その他金融業 東京都 港区
ホシデン㈱ ほしでん 電気機器 大阪府 八尾市
ホソカワミクロン㈱ ほそかわみくろん 機械 大阪府 枚方市
北海電気工事㈱ ほっかいでんきこうじ 建設業 北海道 札幌市
北海道コカ・コーラボトリング㈱ ほっかいどうこか・こーらぼとりんぐ 食料品 北海道 札幌市
北海道電力㈱ ほっかいどうでんりょく 電気・ガス業 北海道 札幌市
㈱北國銀行 ほっこくぎんこう 銀行業 石川県 金沢市
㈱ポピンズ ぽぴんず サービス業 東京都 渋谷区
㈱VOYAGE　GROUP ぼやーじゅ　ぐるーぷ 情報・通信業 東京都 渋谷区
㈱堀場製作所 ほりばせいさくしょ 電気機器 京都府 京都市
㈱ホロン ほろん 精密機器 埼玉県 所沢市
本田技研工業㈱ ほんだ 輸送用機器 東京都 港区
㈱翻訳センター ほんやくせんたー サービス業 大阪府 大阪市
前田建設工業㈱ まえだけんせつこうぎょう 建設業 東京都 千代田区
㈱前田製作所 まえだせいさくしょ 機械 長野県 長野市
㈱マキタ まきた 機械 愛知県 安城市
㈱マクニカ まくにか 卸売業 神奈川県 横浜市
松井証券㈱ まついしょうけん 証券、商品先物取引業 東京都 千代田区
松尾電機㈱ まつおでんき 電気機器 大阪府 豊中市
マックス㈱ まっくす 機械 東京都 中央区
マックスバリュ中部㈱ まっくすばりゅちゅうぶ 小売業 愛知県 名古屋市
マックスバリュ東北㈱ まっくすばりゅとうほく 小売業 秋田県 秋田市
マックスバリュ西日本㈱ まっくすばりゅにしにほん 小売業 広島県 広島市
マツダ㈱ まつだ 輸送用機器 広島県 安芸郡

㈱マツモトキヨシホールディングス まつもときよしほーるでぃんぐす 小売業 千葉県 松戸市
㈱松屋 まつや 小売業 東京都 中央区
マナック㈱ まなっく 化学 広島県 福山市
マニー㈱ まにー 精密機器 栃木県 宇都宮市
㈱マネーパートナーズグループ まねーぱーとなーずぐるーぷ 証券、商品先物取引業 東京都 港区
㈱マミーマート まみーまーと 小売業 埼玉県 さいたま市
㈱丸井グループ まるいぐるーぷ 小売業 東京都 中野区
丸一鋼管㈱ まるいちこうかん 鉄鋼 大阪府 大阪市
㈱マルイチ産商 まるいちさんしょう 卸売業 長野県 長野市
㈱マルエツ まるえつ 小売業 東京都 豊島区
丸尾興商㈱ まるおこうしょう 卸売業 静岡県 袋井市
丸善CHIホールディングス㈱ まるぜんしーえいちあいほーるでぃん小売業 東京都 新宿区
丸全昭和運輸㈱ まるぜんしょうわうんゆ 陸運業 神奈川県 横浜市
丸八証券㈱ まるはちしょうけん 証券、商品先物取引業 愛知県 名古屋市
マルハニチロ㈱ まるはにちろ 水産・農林業 東京都 江東区
丸文㈱ まるぶん 卸売業 東京都 中央区
丸紅㈱ まるべに 卸売業 東京都 千代田区
萬世電機㈱ まんせいでんき 卸売業 大阪府 大阪市
㈱マンダム まんだむ 化学 大阪府 大阪市
三浦印刷㈱ みうらいんさつ その他製品 東京都 墨田区
三浦工業㈱ みうらこうぎょう 機械 愛媛県 松山市
㈱三重銀行 みえぎんこう 銀行業 三重県 四日市市
㈱ミクニ みくに 輸送用機器 東京都 千代田区
ミサワホーム㈱ みさわほーむ 建設業 東京都 新宿区
三島信用金庫 みしましんようきんこ その他金融業 静岡県 三島市
ミズノ㈱ みずの その他製品 大阪府 大阪市
みずほ証券㈱ みずほしょうけん 証券、商品先物取引業 東京都 千代田区
㈱みずほフィナンシャルグループ みずほふぃなんしゃるぐるーぷ 銀行業 東京都 千代田区
ミタチ産業㈱ みたちさんぎょう 卸売業 愛知県 名古屋市
㈱みちのく銀行 みちのくぎんこう 銀行業 青森県 青森市
三井化学㈱ みついかがく 化学 東京都 港区
三井情報㈱ みついじょうほう 情報・通信業 東京都 港区
三井住友海上火災保険㈱ みついすみともかさいかいじょうほけ保険業 東京都 千代田区
三井住友建設㈱ みついすみともけんせつ 建設業 東京都 中央区
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ みついすみともとらすと・ほーるでぃ銀行業 東京都 千代田区
㈱三井住友フィナンシャルグループ みついすみともふぃなんしゃるぐるー銀行業 東京都 千代田区
三井製糖㈱ みついせいとう 食料品 東京都 中央区
三井造船㈱ みついぞうせん 輸送用機器 東京都 中央区
㈱三井ハイテック みついはいてっく 電気機器 福岡県 北九州市
三井物産㈱ みついぶっさん 卸売業 東京都 千代田区
三井不動産㈱ みついふどうさん 不動産業 東京都 中央区



㈱三越伊勢丹ホールディングス みつこしいせたんほーるでぃんぐす 小売業 東京都 新宿区
㈱三ツ知 みつち 金属製品 愛知県 名古屋市
三菱鉛筆㈱ みつびしえんぴつ その他製品 東京都 品川区
三菱化工機㈱ みつびしかこうき 機械 神奈川県 川崎市
三菱ガス化学㈱ みつびしがすかがく 化学 東京都 千代田区
㈱三菱ケミカルホールディングス みつびしけみかるほーるでぃんぐす化学 東京都 千代田区
三菱地所㈱ みつびしじしょ 不動産業 東京都 千代田区
三菱自動車工業㈱ みつびしじどうしゃ 輸送用機器 東京都 港区
三菱重工業㈱ みつびしじゅうこうぎょう 機械 東京都 港区
三菱商事㈱ みつびししょうじ 卸売業 東京都 千代田区
三菱製鋼㈱ みつびしせいこう 鉄鋼 東京都 中央区
三菱倉庫㈱ みつびしそうこ 倉庫・運輸関連業 東京都 中央区
㈱三菱総合研究所 みつびしそうごうけんきゅうしょ 情報・通信業 東京都 千代田区
三菱電機㈱ みつびしでんき 電気機器 東京都 千代田区
三菱マテリアル㈱ みつびしまてりある 非鉄金属 東京都 千代田区
三菱ＵＦＪリース㈱ みつびしゆーえふじぇいりーす その他金融業 東京都 千代田区
三ツ星ベルト㈱ みつぼしべると ゴム製品 兵庫県 神戸市
水戸証券㈱ みとしょうけん 証券、商品先物取引業 東京都 中央区
㈱みなと銀行 みなとぎんこう 銀行業 兵庫県 神戸市
㈱南日本銀行 みなみにっぽんぎんこう 銀行業 鹿児島県 鹿児島市
ミニストップ㈱ みにすとっぷ 小売業 千葉県 千葉市
ミネベア㈱ みねべあ 電気機器 長野県 北佐久郡
美濃窯業㈱ みのようぎょう ガラス・土石製品 愛知県 名古屋市
㈱Minoriソリューションズ みのりそりゅーしょんず 情報・通信業 東京都 新宿区
㈱ミマキエンジニアリング みまきえんじにありんぐ 電気機器 長野県 東御市
㈱宮崎太陽銀行 みやざきたいようぎんこう 銀行業 宮崎県 宮崎市
みらかホールディングス㈱ みらかほーるでぃんぐす サービス業 東京都 新宿区
㈱ミルボン みるぼん 化学 大阪府 大阪市
㈱ミロク情報サービス みろくじょうほうさーびす 情報・通信業 東京都 新宿区
武蔵精密工業㈱ むさしせいみつこうぎょう 輸送用機器 愛知県 豊橋市
ムラキ㈱ むらき 卸売業 東京都 多摩市
㈱ムロコーポレーション むろこーぽれーしょん 輸送用機器 東京都 世田谷区
㈱名機製作所 めいきせいさくしょ 機械 愛知県 大府市
名工建設㈱ めいこうけんせつ 建設業 愛知県 名古屋市
明治電機工業㈱ めいじでんきこうぎょう 卸売業 愛知県 名古屋市
明治ホールディングス㈱ めいじほーるでぃんぐす 食料品 東京都 中央区
明治安田生命保険相互会社 めいじやすだせいめいほけん 保険業 東京都 千代田区
明星電気㈱ めいせいでんき 電気機器 群馬県 伊勢崎市
㈱メイテック めいてっく サービス業 東京都 港区
㈱明電舎 めいでんしゃ 電気機器 東京都 品川区
明豊ファシリティワークス㈱ めいほうふぁしりてぃわーくす 建設業 東京都 千代田区
㈱メタルアート めたるあーと 鉄鋼 滋賀県 草津市
メック㈱ めっく 化学 兵庫県 尼崎市
㈱メドレックス めどれっくす 医薬品 香川県 東かがわ市
㈱もしもしホットライン もしもしほっとらいん サービス業 東京都 渋谷区
モジュレ㈱ もじゅれ 情報・通信業 東京都 港区
㈱モスフードサービス もすふーどさーびす 卸売業 東京都 品川区
持田製薬㈱ もちだせいやく 医薬品 東京都 新宿区
㈱物語コーポレーション ものがたりこーぽれーしょん 小売業 愛知県 豊橋市
モバイルクリエイト㈱ もばいるくりえいと 情報・通信業 大分県 大分市
㈱森組 もりぐみ 建設業 大阪府 大阪市
森下仁丹㈱ もりしたじんたん 医薬品 大阪府 大阪市
モリト㈱ もりと 卸売業 大阪府 大阪市
森永製菓㈱ もりながせいか 食料品 東京都 港区
㈱守谷商会 もりやしょうかい 建設業 長野県 長野市
㈱MORESCO もれすこ 石油・石炭製品 兵庫県 神戸市
モロゾフ㈱ もろぞふ 食料品 兵庫県 神戸市
㈱ヤオコー やおこー 小売業 埼玉県 川越市
㈱八神製作所 やがみせいさくしょ 卸売業 愛知県 名古屋市
㈱ヤクルト本社 やくるとほんしゃ 食料品 東京都 港区
八洲電機㈱ やしまでんき 卸売業 東京都 港区
㈱安川電機 やすかわでんき 電気機器 福岡県 北九州市
ヤスハラケミカル㈱ やすはらけみかる 化学 広島県 府中市
㈱八千代銀行 やちよぎんこう 銀行業 東京都 新宿区
ヤフー㈱ やふー 情報・通信業 東京都 港区
㈱山形銀行 やまがたぎんこう 銀行業 山形県 山形市
山喜㈱ やまき 繊維製品 大阪府 大阪市
㈱ヤマザワ やまざわ 小売業 山形県 山形市
山下医科器械㈱ やましたいかきかい 卸売業 福岡県 福岡市
㈱ヤマダ電機 やまだでんき 小売業 群馬県 高崎市
㈱ヤマト やまと 建設業 群馬県 前橋市
ヤマトホールディングス㈱ やまとほーるでぃんぐす 陸運業 東京都 中央区
㈱ヤマナカ やまなか 小売業 愛知県 名古屋市
㈱山梨中央銀行 やまなしちゅうおうぎんこう 銀行業 山梨県 甲府市
㈱やまねメディカル やまねめでぃかる サービス業 東京都 中央区
ヤマハ㈱ やまは その他製品 静岡県 浜松市
ヤマハ発動機㈱ やまははつどうき 輸送用機器 静岡県 磐田市
㈱やまびこ やまびこ 機械 東京都 青梅市
ヤンセンファーマ㈱ やんせんふぁーま 医薬品 東京都 千代田区
郵船ロジスティクス㈱ ゆうせんろじすてぃくす 倉庫・運輸関連業 東京都 港区
雪印メグミルク㈱ ゆきじるしめぐみるく 食料品 東京都 新宿区
㈱ユタカ技研 ゆたかぎけん 輸送用機器 静岡県 浜松市
豊商事㈱ ゆたかしょうじ 証券、商品先物取引業 東京都 中央区
㈱ユナイテッドアローズ ゆないてっどあろーず 小売業 東京都 渋谷区
ユニ・チャーム㈱ ゆに・ちゃーむ 化学 東京都 港区
ユニーグループ・ホールディングス㈱ ゆにーぐるーぷ・ほーるでぃんぐす 小売業 愛知県 稲沢市
ユニオンツール㈱ ゆにおんつーる 機械 東京都 品川区
㈱ユニバーサル園芸社 ゆにばーさるえんげいしゃ サービス業 大阪府 茨木市
ユニプレス㈱ ゆにぷれす 輸送用機器 神奈川県 横浜市
横河電機㈱ よこがわでんき 電気機器 東京都 武蔵野市
横浜魚類㈱ よこはまぎょるい 卸売業 神奈川県 横浜市
㈱横浜銀行 よこはまぎんこう 銀行業 神奈川県 横浜市
横浜ゴム㈱ よこはまごむ ゴム製品 東京都 港区
㈱淀川製鋼所 よどがわせいこうしょ 鉄鋼 大阪府 大阪市
㈱よみうりランド よみうりらんど サービス業 東京都 稲城市
㈱ヨロズ よろず 輸送用機器 神奈川県 横浜市
ライオン㈱ らいおん 化学 東京都 墨田区
㈱ライフコーポレーション らいふこーぽれーしょん 小売業 東京都 中央区
ラサ商事㈱ らさしょうじ 卸売業 東京都 中央区
㈱ラピーヌ らぴーぬ 卸売業 大阪府 大阪市
㈱リーガルコーポレーション りーがるこーぽれーしょん その他製品 千葉県 浦安市



㈱リード りーど 輸送用機器 埼玉県 熊谷市
㈱LIXILグループ りくしるぐるーぷ 金属製品 東京都 千代田区
㈱リクルートホールディングス りくるーとほーるでぃんぐす サービス業 東京都 千代田区
㈱理経 りけい 卸売業 東京都 新宿区
㈱理研グリーン りけんぐりーん 卸売業 東京都 台東区
理研ビタミン㈱ りけんびたみん 食料品 東京都 千代田区
㈱リコー りこー 電気機器 東京都 中央区
リコーリース㈱ りこーりーす その他金融業 東京都 江東区
理想科学工業㈱ りそうかがくこうぎょう 機械 東京都 港区
リゾートトラスト㈱ りぞーととらすと サービス業 愛知県 名古屋市
㈱りそなホールディングス りそなほーるでぃんぐす 銀行 東京都 江東区
㈱リックコーポレーション りっくこーぽれーしょん 小売業 岡山県 岡山市
リバーエレテック㈱ りばーえれてっく 電気機器 山梨県 韮崎市
㈱リヒトラブ りひとらぶ その他製品 大阪府 大阪市
菱電商事㈱ りょうでんしょうじ 卸売業 東京都 豊島区
両備グレースタクシー㈱ りょうびぐれーすたくしー 陸運業 岡山県 岡山市
㈱良品計画 りょうひんけいかく 小売業 東京都 豊島区
㈱両毛システムズ りょうもうしすてむず 情報・通信業 群馬県 桐生市
㈱リョーサン りょーさん 卸売業 東京都 千代田区
リョービ㈱ りょーび 非鉄金属 広島県 府中市
菱洋エレクトロ㈱ りょーよーえれくとろ 卸売業 東京都 中央区
リンテック㈱ りんてっく その他製品 東京都 板橋区
リンナイ㈱ りんない 金属製品 愛知県 名古屋市
ルネサスエレクトロニクス㈱ るねさすえれくとろにくす 電気機器 東京都 千代田区
㈱ルネサンス るねさんす サービス業 東京都 墨田区


	（50音順一覧）

