
（令和４年６月１日現在）

1 生活協同組合コープさっぽろ 北海道はまなす食品㈱ 北広島市 ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ㈱
北海電気工事㈱ 北海道計器工業㈱ 北電興業㈱ 北電総合設計㈱ 北海道ﾊﾟﾜｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
ほくでんｴｺｴﾅｼﾞｰ㈱ ほくでんｻｰﾋﾞｽ㈱ 北海道総合通信網㈱ ほくでん情報ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 北海道電力ネットワーク

1 ㈱リビングプラットフォーム ㈱BSプラットフォーム 港区 ㈱OSプラットフォーム
3 ㈱ウジエスーパー ㈲ウジエクリーンサービス 登米市 ㈱ｳｼﾞｴﾃﾞﾘｶ ㈱ｳｼﾞｴ物流 ㈱駅前ストアー
2 ㈱コロワイド ㈱ココット 横浜市西区 ㈱ｺﾛﾜｲﾄﾞMD ㈱ﾚｲﾝｽﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
2 東洋ワーク㈱ ㈱クリーン＆クリーン 仙台市宮城野区 東洋ﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ㈱ 東洋ネクスト㈱
1 東北電力㈱ 東北電力ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ 仙台市青葉区 東北電力ネットワーク㈱

7 福島県(1グループ) 1 ㈱ハニーズホールディングス ㈱ハニーズハートフルサポート いわき市 ㈱ハニーズ
㈱ｻﾝﾕｰ ㈱ﾓﾐﾓ ㈱東葉電機製作所 ㈱ﾀﾂﾐ
東日本ﾀﾞｲｶｽﾄ工業㈱ ㈱ﾐﾂﾊﾞﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ ㈱両毛ｼｽﾃﾑｽﾞ ㈱ミツバアビリティー

1 ㈱ハンプティーダンプティー ㈱ハンプティーダンプティーティーパーティー 高崎市 ㈱ｴﾌタイム
1 サンデン㈱ サンデンブライトパートナー㈱ 伊勢崎市 ｻﾝﾃﾞﾝｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
5 曙ブレーキ工業㈱ あけぼの１２３㈱ 羽生市 曙ﾌﾞﾚｰｷ岩槻製造㈱ 曙ﾌﾞﾚｰｷ福島製造㈱ 曙ﾌﾞﾚｰｷ山形製造㈱ 曙ブレーキ山陽製造㈱ ㈱アロックス

ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｹｱ･ｻｰﾋﾞｽ東海㈱ ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｹｱ･ｻｰﾋﾞｽ関西㈱ ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｹｱ･ｿｰﾋﾞｽ北海道㈱ ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｹｱ･ｿｰﾋﾞｽ新潟㈱ ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｹｱ･ｻｰﾋﾞｽ東北㈱
ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｹｱ･ｻｰﾋﾞｽ三重㈱ MCSﾊｰﾄﾌﾙA㈱ ｸﾞﾘｰﾝﾌｰﾄﾞ㈱

1 ㈱ウィズウェイストジャパン ㈱ウイズリサイクル さいたま市大宮区 ウィズペットボトルリサイクル㈱
1 ㈱カインズ ㈱カインズビジネスサービス 本庄市 ㈱カインズフードサービス

㈱中央住宅 ポラテック㈱ 住宅品質保証㈱ ㈱住宅資材センター ㈱中央ビル管理
第一エネルギー設備㈱ ポラテック富士㈱ ポラテック西日本㈱ グローバルホーム㈱

1 イオン㈱ アビリティーズジャスコ㈱ 仙台市青葉区 ｲｵﾝﾘﾃｰﾙ㈱
1 東洋エンジニアリング㈱ ㈱千葉データセンター 千葉市稲毛区 テックビジネスサービス㈱
2 ㈱千葉銀行 ちばぎんハートフル㈱ 千葉市美浜区 ちばぎんコンピューターサービス㈱ ちばぎん証券㈱
1 ㈱千葉薬品 ㈱千葉ビジネスサポート 千葉市中央区 ㈱ヤックスケアサービス
3 ㈱オリエンタルランド ㈱舞浜コーポレーション 浦安市 ㈱ﾐﾘｱﾙﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙｽﾞ ㈱Ｍテック ㈱ＭBM
1 ㈱エイジス エイジスコーポレートサービス㈱ 千葉市花見川区 エイジスマーチャンダイジングサービス㈱

2 ㈱市進ホールディングス ㈱市進アシスト 市川市 ㈱市進 ㈱個学舎
1 日本一ホールディングス㈱ ㈱ＰＯＣＨＩﾜﾝ 秋田市 ㈱日本一
5 ㈱トリドールホールディングス ㈱トリドールＤ＆Ｉ 神戸市中央区 ㈱丸亀製麺 ㈱ﾄﾘﾄﾞｰﾙﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ㈱肉のヤマキ商店 ㈱ｱｸﾃｨﾌﾞｿｰｽ ㈱ZUND
3 ㈱NKSホールディング ㈱ジェイフレンドリー 成田市 日本空港ｻｰﾋﾞｽ㈱ 空港ﾀｰﾐﾅﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ ㈱ｴﾇｴｰﾋﾞｰ
2 キッコーマン㈱ キッコーマンクリーンサービス㈱ 野田市 キッコーマン食品㈱ キッコーマンビジネスサービス㈱

4 ㈱リーガルコーポレーション ㈱リーガルビジネスサポート 浦安市 ㈱リーガルリテール ㈱リーガル販売 東北リーガルシューズ㈱ ㈱ニッカエンタープライズ
㈱マツモトキヨシ ㈱マツモトキヨシ東日本販売 ㈱ぱぱす ㈱マツモトキヨシ甲信越販売 ㈱マツモトキヨシ中四国販売

㈱マツモトキヨシ九州販売 ㈱マツモトキヨシファーマシーズ ㈱ココカラファイングループ ㈱ココカラファインヘルスケア ㈱ココカラファインアソシエ
㈱岩崎宏健堂 ㈱ファインケア ㈱愛安住 ㈱ＣＦＩＺ ㈱ココカラファインフリュアヴァンス

㈱大新堂

合計：348 グループ

12

千葉県(13グループ)

16

北海道(3グループ)

㈱マツキヨココカラ＆カンパニー ㈱MCCソレイユ

ポラスシェアード㈱ 越谷市

府中市

4

宮城県(4グループ)

10

群馬県(3グループ)
8 ㈱ミツバ ㈱アムコ

1

9 ポラス㈱

8

関係会社名

10 北海道電力㈱ ㈱ほくでんアソシエ 札幌市白石区

所在地

さいたま市北区メディカル・ケア・サービス㈱

局
番

件
数 親会社 特例子会社名

11

埼玉県(5グループ)

関係会社一覧(親会社･都道府県順)

桐生市

ＭＣＳハートフル㈱



関係会社名所在地
局
番

件
数 親会社 特例子会社名

3 三菱UFJ信託銀行㈱ 菱信データ㈱ 港区 ｴﾑ･ﾕｰ･ﾄﾗｽﾄ･ｱｯﾌﾟﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ㈱ 三菱UFJﾄﾗｽﾄｼｽﾃﾑ㈱ 三菱UFJﾄﾗｽﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ㈱
2 本田技研工業㈱ ホンダ太陽㈱ 速見郡日出町 ㈱ホンダアクセス ㈱本田技研研究所
3 三菱商事㈱ 三菱商事太陽㈱ 別府市 三菱商事ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ ㈱ｴﾑ･ｼｰ･ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ ﾋｭｰﾏﾝﾘﾝｸ㈱

ｾｲｺｰｳｫｯﾁ㈱ ﾋｭｰﾏﾝ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱ ｾｲｺｰﾀｲﾑﾗﾎﾞ㈱ ㈱和光 ㈱ｸﾛﾉｽ
ｾｲｺｰﾀｲﾑｸﾘｴｰｼｮﾝ㈱
旭化成建材㈱ 旭化成ﾌｧｰﾏ㈱ 旭化成ﾎｰﾑｽﾞ㈱ 旭化成ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ㈱ 旭化成電子㈱
旭化成ﾏｲｸﾛｼｽﾃﾑ㈱ 旭化成ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 旭化成ｱﾐﾀﾞｽ㈱ 旭化成ﾒﾃﾞｨｶﾙ㈱ 旭化成住宅建設㈱
旭化成ﾒﾃﾞｨｶﾙMT㈱ 旭化成せんい延岡㈱ 旭化成リフォーム㈱ 旭化成不動産レジデンス㈱
旭化成アドバンス㈱ 旭化成テクノシステム㈱ 旭化成ﾏｲｸﾛﾃｸﾉﾛｼﾞ㈱ 旭化成レオナ繊維㈱
㈱日立ﾊｲﾃｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ㈱日立ﾊｲﾃｸﾈｸｻｽ ㈱日立ﾊｲﾃｸﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ ㈱日立ﾊｲﾃｸﾏﾆﾌｧｸﾁｬ&ｻｰﾋﾞｽ

㈱日立ﾊｲﾃｸｻｲｴﾝｽ ㈱日立ﾊｲﾃｸ九州
㈱ﾘｸﾙｰﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ㈱ﾘｸﾙｰﾄｾﾞｸｼｨなび ㈱ﾘｸﾙｰﾄｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ ㈱ニジボックス ㈱ﾘｸﾙｰﾄﾒﾃﾞｨｶﾙｷｬﾘｱ
㈱ﾘｸﾙｰﾄ ㈱リクルート北関東マーケテイング ㈱リクルートカーセンサー ㈱RGFﾀﾚﾝﾄｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ Ｉｎｄｅｅｄ　Ｊａｐａｎ㈱
㈱ｼｰﾅｯﾂ

2 ㈱三井住友銀行 ＳＭＢＣグリーンサービス㈱ 大阪市中央区 SMBC信用保証㈱ SMBCｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ㈱
㈱長谷工ｱｰﾍﾞｽﾄ ㈱長谷工ｺﾐｭﾆﾃｨ ㈱長谷工ﾗｲﾌﾞﾈｯﾄ ㈱長谷工ﾘﾌｫｰﾑ ㈱長谷工ｱﾈｼｽ
㈱長谷工リアルエステート
㈱JTBｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ&ﾄﾗﾍﾞﾙ ㈱JTBﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰﾀｰｽﾞ ㈱JTB商事 ㈱JTBﾋﾞｼﾞﾈｽﾄﾗﾍﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ㈱ＪＴＢﾋﾞｼﾞﾈｽﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾑ

㈱JTBﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ ㈱JTBｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ
3 ㈱コーセー ㈱アドバンス 狭山市 ｺｰｾｰ化粧品販売㈱ ｺｰｾｰｺｽﾒﾎﾟｰﾄ㈱ ｺｰｾｰｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ㈱
3 凸版印刷㈱ 東京都チャレンジドプラストッパン㈱ 板橋区 ㈱ﾄｯﾊﾟﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ㈱ﾄｯﾊﾟﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ㈱ﾄｯﾊﾟﾝｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ

㈱ｴｱｰｼﾞｬﾊﾟﾝ ANAｳｲﾝｸﾞｽ㈱ ANAﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ ANAｴｱﾛｻﾌﾟﾗｲｼｽﾃﾑ㈱ ANAﾍﾞｰｽﾒﾝﾃﾅﾝｽﾃｸﾆｸｽ㈱

ANAﾗｲﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽﾃｸﾆｸｽ㈱ ANAｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄﾃｸﾆｸｽ㈱ ANAｴﾝｼﾞﾝﾃｸﾆｸｽ㈱ 全日本空輸㈱
4 富士電機㈱ ㈱富士電機フロンティア 川崎市川崎区 富士電機機器制御㈱ 富士オフィス＆ライフサービス㈱ 富士電機ＩＴセンター㈱ 富士ﾗｲﾌｹｱﾈｯﾄ㈱
3 ㈱リコー リコーエスポアール㈱ 厚木市 ﾘｺｰｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ㈱ ﾘｺｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱ ﾘｺｰｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱
3 ㈱富士通エフサス 富士通エフサス太陽㈱ 別府市 富士通ｴﾌｻｽｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 富士通ｴﾌｻｽ東日本ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽﾞ㈱ 富士通ｴﾌｻｽ西日本ｶｱｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ㈱

3 アズビル㈱ アズビル山武フレンドリー㈱ 藤沢市 ｱｽﾞﾋﾞﾙ金門㈱ ｱｽﾞﾋﾞﾙﾄﾚｰﾃﾞィﾝｸﾞ㈱ ｱｽﾞﾋﾞﾙTACO㈱
1 日立金属㈱ 日立金属ハロー㈱ 熊谷市 日立金属ﾌｧｲﾝﾃｯｸ㈱
2 ㈱ｼﾞｬﾑｺ ㈱オレンジジャムコ 立川市 ㈱新潟ｼﾞｬﾑｺ ㈱中条ジャムコ

日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞﾞ㈱ ㈱日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｻｰﾋﾞｽ ㈱日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ・ｸﾘｴｲﾄ ㈱日立ｼｽﾃﾑズ 日立ｵﾑﾛﾝﾀｰﾐﾅﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱

㈱日立アカデミー ㈱日立社会情報サービス ㈱日立ソリューションズ東日本

㈱日立情報通信ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ㈱日立ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ㈱日立ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ ㈱日立ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｼｽﾃﾑｽﾞ ㈱日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ

日立Astemo㈱ ㈱日立ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ㈱日立建設設計 日立建機㈱ ㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ ㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞｱﾘﾝｸﾞ ㈱ｴﾚｹｱ ㈱日立博愛ﾋｭｰﾏﾝｻﾎﾟｰﾄ ㈱日立ICTﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ
㈱日立ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 日立ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱

2 ㈱ニコン ㈱ニコンつばさ工房 横浜市栄区 ㈱ﾆｺﾝﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ ㈱ﾆｺﾝｼｽﾃﾑ
1 ㈱松屋ﾌｰｽﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ㈱エム・エル・エス 東松山市 ㈱松屋フーズ
4 横河電機㈱ 横河ファウンドリー㈱ 武蔵野市 横河商事㈱ 横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ㈱ 横河ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ㈱ 横河計測㈱
4 ㈱みずほフィナンシャルグループ みずほビジネス・チャレンジド㈱ 町田市 みずほ証券㈱ みずほ信託銀行㈱ ㈱みずほ銀行 みずほﾘｻｰﾁ&ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱
1 日本電気㈱ ＮＥＣフレンドリースタフ㈱ 府中市 NECﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾊﾟｰﾄﾅｰ㈱
2 りらいあコミュニケーションズ㈱ ㈱ビジネスプラス 府中市 ㈱ﾏｯｸｽｺﾑ ㈱ｳｨﾃﾗｽ

㈱ﾑｰﾋﾞﾝｸﾞ ㈱ﾏﾙｲﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ ㈱ｴｲﾑｸﾘｴｲﾂ ㈱ｴﾑｱﾝﾄﾞｼｰｼｽﾃﾑ ㈱ｴﾎﾟｽｶｰﾄﾞ
㈱ｴﾑｱｰﾙｱｲ債権回収 ㈱丸井 ㈱ﾏﾙｲﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ

1 エームサービス㈱ フレンドリーエーム㈱ 港区 ｴｰﾑｻｰﾋﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 
OKIｿﾌﾄｳｪｱ㈱ OKIクロステック㈱ ㈱OKIｺﾑｴｺｰｽﾞ ㈱OKIﾌﾟﾛｻｰﾌﾞ
日本ﾋﾞｼﾞﾈｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ㈱

4 ㈱ＳＵＭＣＯ ＳＵＭＣＯサポート㈱ 伊万里市 SUMCOｻｰﾋﾞｽ㈱ SUMCOﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ SUMCO TECHXIV㈱ SUMTECｻｰﾋﾞｽ㈱
東急軌道工業㈱ 東急ﾊﾞｽ㈱ ㈱東急ﾄﾗﾝｾ 東急ﾃｸﾉｼｽﾃﾑ㈱
東急電鉄㈱
ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ物流㈱ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｻｲｸﾙ㈱ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟ㈱ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｹﾐﾃｯｸ㈱ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ㈱
ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｿﾌﾄｳｪｱ㈱ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ㈱ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝEMK ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｿﾘｭｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾘﾃｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱
ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ㈱ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｻｰﾋﾞｽ東日本㈱ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｻｰﾋﾞｽ西日本㈱ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｽﾎﾟｰﾂｾｰﾙｽｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾌﾛｰﾃｯｸ㈱
ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ化成品㈱ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ化工品ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱
㈱ﾆｭｰﾄﾝ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ ㈱ﾃﾚｺﾑｻｰﾋﾞｽ e-まちタウン㈱ ㈱ハローコミュニケーションズ ㈱ＥＰＡＲＫ
㈱アイフラッグ ㈱ビジネスパートナー ㈱EPARKｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ ｴﾝﾊﾟﾜｰﾍﾙｽｹｱ㈱

1 ㈱アドバンテスト ㈱アドバンテストグリーン 加須市 ㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾌｧｼﾘﾃｨｽ
1 古河電気工業㈱ 古河ニューリーフ㈱ 平塚市 ㈱古河ﾃｸﾉﾏﾃﾘｱﾙ

5

㈱ブリヂストン ブリヂストンチャレンジド㈱

東急㈱

㈱光通信

17

9

小平市

川崎市中原区

豊島区

㈱東急ウィル

9

㈱エイチ・ティ・ソリューションズ

25 ㈱日立製作所

8 ㈱丸井グループ

㈱沖ワークウェル5 港区

㈱マルイキットセンター

㈱日立ゆうあんどあい 横浜市戸塚区

沖電気工業㈱

6 ｾｲｺｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ ㈱あおばウオッチサービス 江東区

6

ＡＮＡ・ウィング・フェローズ・ヴィ王子㈱

7 ㈱JTB ㈱ＪＴＢデータサービス

18 旭化成㈱ ㈱旭化成アビリティ 延岡市

6 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱長谷工システムズ 港区

11 ㈱ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ㈱ﾘｸﾙｰﾄｵﾌｨｽｻﾎﾟｰﾄ

港区㈱日立ハイテクサポート㈱日立ﾊｲﾃｸ

東京都(188グループ)

中央区

大田区

戸田市

江東区

ANAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱



関係会社名所在地
局
番

件
数 親会社 特例子会社名

3 日研トータルソーシング㈱ ㈱日研環境サービス 倉敷市 ㈱ｱﾙﾃｸﾅ ㈱ｱﾋﾞﾘﾃｨｰﾆｯｹﾝ ㈱ｲﾝﾀｰﾃｸﾉ
京王重機整備㈱ ㈱京王百貨店 ㈱京王ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 京王電鉄ﾊﾞｽ㈱ 京王ﾊﾞｽ㈱
㈱京王設備ｻｰﾋﾞｽ 京王不動産㈱ ㈱京王子育てｻﾎﾟｰﾄ
㈱博報堂 ㈱博報堂DYﾒﾃﾞｨｱﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ ㈱大広 ㈱読売広告社 博報堂DYｷｬﾌﾟｺ
博報堂ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ㈱TBWA HAKUHODO ㈱大広WEDO

4 ㈱東芝 東芝ウィズ㈱ 川崎市川崎区 東芝ﾋﾞｼﾞﾈｽｴｷｽﾊﾟｰﾄ㈱ 東芝ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 東芝ｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 東芝ﾃﾞﾊﾞｲｽ＆ｽﾄﾚｰｼﾞ㈱
㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｱﾄﾞ ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾃｸﾉﾛｼﾞ㈱ NTTｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ㈱ エヌ・ティ・ティテクノクロス㈱ ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ都市開発㈱
NTTﾋｭｰﾏﾝｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾋﾞｼﾞﾈｽｱｿｼｴ㈱ NTTﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨﾚｿﾞﾅﾝﾄ㈱ ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾛｼﾞｽｺ
東日本電信電話㈱ ㈱NTT東日本-南関東 ㈱NTT東日本-関信越 ㈱NTT東日本-東北 ㈱NTT東日本-北海道
㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ　ｴﾑｲｰ
大東建託パートナーズ㈱ ﾊｳｽｺﾑ㈱ ｹｱﾊﾟｰﾄﾅｰ㈱ ㈱ｶﾞｽﾊﾟﾙ 大東建設㈱
大東建託ﾘｰｼﾝｸﾞ㈱ ㈱ｶﾞｽﾊﾟﾙ九州 ㈱ｶﾞｽﾊﾟﾙ中国 ㈱ｶﾞｽﾊﾟﾙ東北 ㈱ｲﾝｳﾞｧﾗﾝｽ
㈱ｶﾞｽﾊﾟﾙ近畿

2 トランス・コスモス㈱ ㈱トランスコスモス・アシスト 渋谷区 ㈱ﾄﾗﾝｽｺｽﾓｽ・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ㈱ﾄﾗﾝｽｺｽﾓｽﾌｨｰﾙﾄﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱

3 ㈱セブン＆アイ・ホールディングス ㈱テルベ 北見市 ㈱ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ                                                          ㈱ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ･ﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑｽﾞ ㈱ｲﾄｰﾖｰｶ堂
1 ヤマトホールディングス㈱ ㈱スワン 中央区 ﾔﾏﾄ運輸㈱
5 ㈱三菱ＵＦＪ銀行 三菱UFJﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰ㈱ 北名古屋市 ｴﾑ･ﾕｰ･ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ名古屋㈱ ｴﾑ･ﾕｰ･ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ大阪㈱ ｴﾑ･ﾕｰ･ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ東京㈱ ｴﾑ･ﾕｰ･ﾋﾞｼﾞﾈｽｻ^ﾋﾞｽ㈱ ｴﾑ･ﾕｰ融資事務ｻﾎﾟｰﾄ㈱

資生堂ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 資生堂ｱｽﾃｯｸ㈱ ㈱ｲﾌﾟｻ 資生堂美容室㈱ ㈱資生堂ﾊﾟｰﾗｰ
資生堂ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ㈱ ㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝﾘﾃｰﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ㈱ｻﾞ・ｷﾞﾝｻﾞ ㈱エテュセ
花王ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱ 花王ｻﾆﾀﾘｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ愛媛㈱ 花王ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ・ｻｰﾋﾞｽ㈱ 花王ﾋﾞｼﾞﾈｽｱｿｼｴ㈱ ㈱ｶﾈﾎﾞｳ化粧品
㈱ｴｷｯﾌﾟ 花王ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｽﾀﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱ 花王ｺｽﾒﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ小田原㈱ 花王ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱
花王ﾋﾞｭｰﾃｨｰﾌﾞﾗﾝｽﾞｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ㈱ 花王製紙富士㈱

2 三井不動産ファシリティーズ㈱ ファースト・ファシリティーズ・チャレンジド㈱ 中央区 三井不動産ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ･ｳｴｽﾄ㈱ ﾌｧｰｽﾄ･ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ･千葉㈱
㈱ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾅﾑｺｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ ㈱ﾅﾑｺ ㈱ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ㈱ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾋﾞｼﾞｭｱﾙ ㈱ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾅﾑｺｽﾀｼﾞｵ
㈱ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾅﾑｺﾋﾞｼﾞﾈｽｱｰｸ ㈱B.B.ｽﾀｼﾞｵ ㈱プレジャーキャスト ㈱ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾅﾑｺｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾗﾎﾞ ㈱ﾒｶﾞﾊｳｽ
㈱ｻﾝﾗｲｽﾞ

3 第一生命ホールディンｸﾞｽ㈱ 第一生命チャレンジド㈱ 北区 第一生命ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ㈱ 第一生命情報ｼｽﾃﾑ㈱ 第一生命保険㈱
㈱ﾆﾁﾚｲﾌｰｽﾞ ㈱ﾆﾁﾚｲﾌﾚｯｼｭ ㈱ﾆﾁﾚｲﾛｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ本社 ㈱ﾆﾁﾚｲﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ ㈱ﾆﾁﾚｲﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ関東
㈱ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ･ﾈｯﾄﾜｰｸ ㈱ﾆﾁﾚｲ･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ㈱東京ﾆﾁﾚｲｻｰﾋﾞｽニチレイサービス

㈱Olympic ㈱アバンセ ㈱キララ ㈱ｻｲｸﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸ ㈱ﾕｱﾍﾟﾃｨｱ
㈱おうちDEPO

4 セントケア・ホールディングス㈱ ピアサポート㈱ 横浜市都筑区 ｾﾝﾄｹｱ東京㈱ ｾﾝﾄｹｱ千葉㈱ ｾﾝﾄｹｱ神奈川㈱ セントワークス㈱
4 ㈱UACJ ㈱UACJグリーンネット 深谷市 ㈱UACJ製箔 ㈱ＵＡＣＪ押出加工名古屋 ㈱UACJﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ㈱UACJ金属加工

第一三共ﾍﾙｽｹｱ㈱ 第一三共RDﾉﾊﾞｰﾚ㈱ 第一三共ﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ㈱ 第一三共ﾋﾞｼﾞﾈｽｱｿｼｴ㈱ 第一三共ｹﾐｶﾙﾌｧｰﾏ㈱
第一三共ｴｽﾌｧ㈱ 第一三共ﾊﾞｲｵﾃｯｸ㈱
ｻﾝｷｭｳﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ㈱ ㈱ｲﾝﾌｫｾﾝｽ ㈱ｽﾘｰｴｽ・ｻﾝｷｭｳ ㈱山九海陸 山九ﾌﾟﾗﾝﾄﾃｸﾉ㈱
山九東日本ｻｰﾋﾞｽ㈱ 山九中部ｻｰﾋﾞｽ㈱ 山九近畿ｻｰﾋﾞｽ㈱ 中国ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ㈱ 山協港運㈱

3 オリックス㈱ オリックス業務支援㈱ 立川市 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱ ｵﾘｯｸｽ債権回収㈱ ｵﾘｯｸｽ・ﾚﾝﾃｯｸ㈱
4 王子ホールディングス㈱ 王子クリーンメイト㈱ 中央区 王子ﾈﾋﾟｱ 王子製紙㈱ 王子ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞﾒﾃﾞィｱ㈱ 王子ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｵﾌｨｽ㈱

㈱ｼｰｴｰ･ﾓﾊﾞｲﾙ ㈱ｼｰｴｰ･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ ㈱cygames ㈱CyberZ ㈱ﾓﾉｸﾗﾑ
㈱CyberACE

3 東武鉄道㈱ ㈱シンフォニア東武 春日部市 東武ｽﾃｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ㈱ 東武ｲﾝﾀｰﾃｯｸ㈱ 東武ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
4 日本郵政㈱ ゆうせいチャレンジド㈱ 世田谷区 日本郵便㈱ ㈱ゆうちょ銀行 ㈱かんぽ生命保険 日本郵政ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ㈱
1 クリナップ㈱ クリナップハートフル㈱ 荒川区 ｸﾘﾅｯﾌﾟﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈱
1 日本精工㈱ ＮＳＫフレンドリーサービス㈱ 藤沢市 NSKｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑｽﾞ㈱
1 楽天グループ㈱ 楽天ソシオビジネス㈱ 世田谷区 楽天ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱
2 ㈱リクルートスタッフィング ㈱リクルートスタッフィングクラフツ 中央区 ㈱ﾘｸﾙｰﾄｽﾀｯﾌｨﾝｸﾞ情報ｻｰﾋﾞｽ ㈱ﾘｸﾙｰﾄＲ＆Ｄｽﾀｯﾌｨﾝｸﾞ
1 ＫＤＤＩ㈱ ㈱ＫＤＤＩチャレンジド 千代田区 ㈱KDDIｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
1 エン・ジャパン㈱ ベイク・ド・ナチュレ㈱ 大田区 ｴﾝﾜｰﾙﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

東京ﾊﾟﾜｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ ㈱ﾃﾌﾟｺｼｽﾃﾑｽﾞ 東電物流㈱ 東京電設ｻｰﾋﾞｽ㈱ ﾃﾌﾟｺ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ㈱
東京電力ｶﾌｪｴﾙ&ﾊﾟﾜｰ㈱ 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ㈱ 東京電力ｴﾅｼﾞｰﾊﾟｰﾄﾅｰ㈱ 東京発電㈱ 東電ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱
㈱当間高原リゾート 東電不動産㈱ 東電用地㈱ 東電ﾀｳﾝﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ㈱ ﾃﾌﾟｺｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ㈱
東京電力ﾘﾆｭｰｱﾌﾞﾙﾊﾟﾜｰ㈱

1 ㈱パソナグループ ㈱パソナハートフル 千代田区 ㈱ﾊﾟｿﾅ
ﾊﾟｰｿﾙﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌ㈱ ﾊﾟｰｿﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾀｯﾌ㈱
ﾊﾟｰｿﾙﾋﾞｼﾞﾈｽｴｷｽﾊﾟｰﾄ㈱ ﾊﾟｰｿﾙﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾀｯﾌ㈱ ﾊﾟｰｿﾙR＆D㈱ ﾊﾟｰｿﾙ・ﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌ・ｶﾒｲ㈱ ﾊﾟｰｿﾙ ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱
ﾊﾟｰｿﾙﾜｰｸｽﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ ﾊﾟｰｿﾙAVCﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱
ﾊﾟｰｿﾙｷｬﾘｱ㈱ ㈱ﾊﾟｰｿﾙﾌﾟﾛｾｽ&ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ ﾐｲﾀﾞｽ㈱
㈱ﾊﾟｰｿﾙ総合研究所 ﾊﾟｰｿﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ㈱ ﾊﾟｰｿﾙﾈｸｽﾃｰｼﾞ㈱

ﾊﾟｰｿﾙｴｸｾﾙｱｿｼｴｲﾂ㈱ 大阪市 ﾊﾟｰｿﾙｴｸｾﾙHRﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ ﾊﾟｰｿﾙﾌｧｸﾄﾘｰﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱
1 ㈱サザビーリーグ ㈱サザビーリーグＨＲ 渋谷区 ㈱ﾌｧｰｽﾄｲｰｶﾝﾊﾟﾆｰ

渋谷区

㈱バンダイナムコホールディングス

平塚市

8

6 ㈱サイバーエージェント ㈱サイバーエージェントウィル

京王電鉄㈱8

山九㈱

第一三共ハピネス㈱

日本電信電話㈱

㈱資生堂

ＮＴＴクラルティ㈱

㈱ニチレイアウラ

花王ピオニー㈱

㈱バンダイナムコウィル

11 花王㈱

大東コーポレートサービス㈱

ﾊﾟｰｿﾙﾁｬﾚﾝｼﾞ㈱

日野市

豊島区

東京電力ホールディングス㈱16

㈱サンキュウ・ウィズ

パーソルサンクス㈱

10

昭島市㈱オー・エス・シー・フーズ

中央区

東電ハミングワーク㈱

武蔵野市

港区花椿ファクトリー㈱

品川区

墨田区

港区

船橋市

多摩市

㈱博報堂ＤＹアイ・オー 江東区

㈱京王シンシアスタッフ

㈱博報堂ＤＹホールディングス

17

8

大東建託㈱

9

11

11

16

㈱ニチレイ

第一三共㈱

港区

6

7

㈱Ｏｌｙｍｐｉｃグループ

パーソルホールディングス㈱



関係会社名所在地
局
番

件
数 親会社 特例子会社名

5 オリンパス㈱ オリンパスサポートメイト㈱ 八王子市 ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽ販売㈱ 長野オリンパス㈱ 会津ｵﾘﾝﾊﾟｽ㈱ 青森ｵﾘﾝﾊﾟｽ㈱ 白河ｵﾘﾝﾊﾟｽ㈱
㈱三越伊勢丹ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｻﾎﾟｰﾄ ㈱ｴﾑｱｲｶｰﾄﾞ ㈱三越伊勢丹ﾋｭｰﾏﾝ・ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ㈱三越伊勢丹ｼｽﾃﾑ・ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ

㈱三越伊勢丹 ㈱三井伊勢丹ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾃﾞｻﾞｲﾝ ㈱三越伊勢丹ﾆｯｺｳﾄﾗﾍﾞﾙ
2 東日本旅客鉄道㈱ ㈱ＪＲ東日本グリーンパートナーズ 戸田市 ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本都市開発 ㈱JR東日本ﾊﾟｰｿﾈﾙｻｰﾋﾞｽ
1 ㈱ニチベイ ニチベイハーモニー㈱ 愛甲郡愛川町 ㈱ﾆﾁﾍﾞｲ化工
3 アフラック生命保険㈱ アフラック・ハートフル・サービス㈱ 調布市 ｱﾌﾗｯｸ保険ｻｰﾋﾞｽ㈱ ｱﾌﾗｯｸ収納ｻｰﾋﾞｽ㈱ ﾂｰｻﾝ㈱
1 コムテック㈱ ㈱リンクライン 小田原市 ㈱ﾋｭｰﾏﾝｳｪｱ
1 ㈱フルキャストホールディングス ㈱フルキャストビジネスサポート 品川区 ㈱ﾌﾙｷｬｽﾄ
3 東京海上ホールディングス㈱ 東京海上ビジネスサポート㈱ 千代田区 東京海上日動火災保険㈱ ㈱東京海上日動ｷｬﾘｱｻｰﾋﾞｽ 東京海上日動ﾍﾞﾀｰﾗｲﾌｻｰﾋﾞｽ㈱

2 ㈱システナ 東京都ビジネスサービス㈱ 江東区 ㈱ProVision ㈱ティービーエスオペレーション

1 日本システムウエア㈱ ＮＳＷウィズ㈱ 渋谷区 NSWテクノサービス㈱
3 ㈱スクウェア・エニックス・ホールディングス ㈱スクウェア・エニックス・ビジネスサポート 新宿区 ㈱ｽｸｳｪｱ･ｴﾆｯｸｽ ㈱ﾀｲﾄｰ ㈱Luminous Productions
2 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ CTCひなり㈱ 千代田区 CTCｼｽﾃﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ ｼｰテーｼｰ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱
3 ㈱いなげや ㈱いなげやウイング 立川市 ㈱ｳｪﾙﾊﾟｰｸ ㈱サンフードジャパン ㈱ｻﾋﾞｱｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
1 セコム㈱ セコムビジネスプラス㈱ 渋谷区 ｾｺﾑﾄﾗｽﾄｼｽﾃﾑｽﾞ㈱
1 大和ライフネクスト㈱ 大和ライフプラス㈱ 港区 大和ﾗｲﾌｳｨｽﾞ㈱
1 ㈱ぐるなび ㈱ぐるなびサポートアソシエ 千代田区 ㈱ぐるなびﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｺﾐｭﾆﾃｨ
1 ｷﾞｸﾞﾜｰｸｽ㈱ ｷﾞｸﾞﾜｰｸｽ･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ㈱ 新宿区 ｷﾞｸﾞﾜｰｸｽｱﾄﾞﾊﾞﾘｭｰ㈱
3 TIS㈱ ソランピュア㈱ 新宿区 TISｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ㈱ TISｿﾘｭｰｼｮﾝﾘﾝｸ㈱ TISﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ㈱
4 シダックス㈱ シダックスオフィスパートナー㈱ 調布市 大新東㈱ ｼﾀﾞｯｸｽ大新東ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ㈱ 大新東車両運行ｻｰﾋﾞｽ㈱ ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ北海道㈱
1 有限責任あずさ監査法人 あずさオフィスメイト㈱ 千代田区 ＫＰＭＧコンサルティング㈱
1 ㈱ソラスト ㈱ソラストフォルテ 千代田区 ﾍﾞｽﾄｹｱ㈱

SCSKｼｽﾃﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ SCSKｻｰﾋﾞｽｳｪｱ㈱ ㈱ﾍﾞﾘｻｰﾌﾞ
SCSK北海道㈱ SCSK九州㈱ SCSKﾆｱｼｮｱｼｽﾃﾑｽﾞ㈱
SCSKプレッシェンド㈱ SCSK Minoriｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱

2 ㈱サンドラッグ ㈱サンドラッグ・ドリームワークス 府中市 ﾀﾞｲﾚｯｸｽ㈱ ㈱星光堂
5 テクノプロ・ホールディングス㈱ ㈱テクノプロ・スマイル 港区 ㈱ﾃｸﾉﾌﾟﾛ・ｺﾝﾄﾗｸｼｮﾝ ㈱ﾃｸﾉﾌﾟﾛ ﾋﾟｰｼｰｱｼｽﾄ㈱ ㈱ｴﾃﾞﾙﾀ ㈱ﾌﾟﾛﾋﾞｽﾞﾓ

㈱ﾎﾟｹﾗﾎﾞ Glosson㈱ ㈱ExPlay ｸﾞﾘｰｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ㈱ ㈱3ﾐﾆｯﾂ
ｱｳﾓ㈱ ｸﾞﾘｰﾀｲﾌｽﾀｲﾙ㈱ REALITY㈱
㈱すき家 ㈱GFF ㈱ＴＡＧ－１
㈱ｴｲ･ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ㈱善祥ｶﾌｪ ㈱ＱＳＲﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ㈱瀬戸うどん ㈱久兵衛屋

㈱ｾﾞﾝｼｮｰｽﾄｱｻﾎﾟｰﾄ 港区 ㈱なか卯
1 双日㈱ 双日ビジネスサポート㈱ 千代田区 双日ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱
2 横浜ゴム㈱ ヨコハマピアサポート㈱ 港区 ㈱ﾖｺﾊﾏﾀｲﾔｼﾞｬﾊﾟﾝ 横浜ｺﾞﾑMBｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱
2 ㈱ローソン ㈱ローソンウィル 品川区 ㈱ﾛｰｿﾝｽﾄｱ100 ㈱ﾛｰｿﾝｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ

㈱学研ｴﾃﾞュｹｰｼｮﾅﾙ ㈱学研ｺｺﾌｧﾝ ㈱学研ﾒﾃﾞィｶﾙ秀潤社 ㈱学研ｺﾌｧﾝ・ﾅｰｻﾘｰ ㈱学研ﾌﾟﾗｽ
㈱学研教育みらい ㈱学研ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂｻﾎﾟｰﾄ ㈱文理

4 ㈱ヨンドシーホールディングス ㈱ハートフルアクア 品川区 ㈱ｴﾌ･ﾃﾞｨ・ｼｨ･ﾌﾚﾝｽﾞ ㈱ｴﾌ･ﾃﾞｨ・ｼｨ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂﾞ ㈱ｱｰｼﾞｭ ㈱ｱﾛｯｸｽ
2 ㈱共立メンテナンス ㈱共立アシスト 千代田区 ㈱日本ﾌﾟﾚｰｽﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ ㈱共立ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ
2 日清食品ホールディングス㈱ 日清食品ビジネスサポートプラス㈱ 新宿区 日清食品㈱ 明星食品㈱

NSﾊｰﾄﾌﾙｻｰﾋﾞｽ関西㈱ 和歌山市 日鉄ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ関西㈱
NSﾊｰﾄﾌﾙｻｰﾋﾞｽ東日本㈱ 鹿嶋市 日鉄ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ東日本㈱

1 ㈱プラザクリエイト本社 ㈱ｽﾄｱｸﾛｽ 中央区 ㈱ﾌﾟﾗｻﾞｸﾘｴｲﾄ
2 栗田工業㈱ ウィズ・クリタ㈱ 下都賀郡野木町 栗田総合ｻｰﾋﾞｽ㈱ ㈱ｸﾘﾀｽ
5 シグマホールディングス㈱ シグマフロンティア㈱ 品川区 ㈱ｼｸﾞﾏﾃｯｸ ㈱ｼｸﾞﾏｽﾀｯﾌ ㈱東海道ｼｸﾞﾏ ｼｸﾞﾏﾛｼﾞﾃｨｸｽ㈱ ㈱ｼｸﾞﾏｻﾎﾟｰﾄ
4 ㈱ダイナムジャパンホールディングス ㈱ビジネスパートナーズ 葛飾区 ㈱日本ﾋｭｳﾏｯﾌﾟ ㈱ﾀﾞｲﾅﾑ ㈱ﾀﾞｲﾅﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ ㈱ｷｬﾋﾞﾝﾌﾟﾗｻﾞ

ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾒｶﾄﾛﾆｸｽ㈱ ㈱ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ ｷﾝｺ-ズ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ情報ｼｽﾃﾑ㈱ ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ㈱
ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾋﾞｼﾞﾈｽｱｿｼｴｲﾂ㈱

4 ㈱スタッフサービス・ホールディングス ㈱スタッフサービス・ビジネスサポート 相模原市中央区 ㈱ｽﾀｯﾌ･ｻｰﾋﾞｽ                                ㈱ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ･ｵﾌｨｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ㈱ﾃｸﾉ･ｻｰﾋﾞｽ ㈱ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ･ｸﾗｳﾄﾞﾜｰｸ
4 ㈱アダストリア ㈱アダストリア・ゼネラルサポート 渋谷区 ㈱ｱﾀﾞｽﾄﾘｱ・ﾛｼﾞﾃｨｸｽ㈱ ㈱BUZZWIT ㈱ｴﾚﾒﾝﾄﾙｰﾙ ㈱ADASTRIA eat Creations
1 ㈱エイブル＆パートナーズ ㈱エースソリューション 港区 ㈱ｴｲﾌﾞﾙ
1 ㈱ＳＵＢＡＲＵ スバルブルーム㈱ 太田市 ｽﾊﾞﾙﾘﾋﾞﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ㈱
2 ㈱マルエツ ㈱マーノ 豊島区 ㈱ﾏﾙｴﾂﾌﾚｯｼｭｻｰﾋﾞｽ ㈱ｱｽﾋﾞｽﾞｻﾎﾟｰﾄ
1 三菱電機㈱ メルコテンダーメイツ㈱ 千代田区 三菱電機ﾗｲﾌｻｰﾋﾞｽ㈱
5 ㈱吉野家ホールディングス ㈱三幸舎ランドリーセンター 泉佐野市 ㈱中日本吉野家 ㈱北日本吉野家 ㈱吉野家 ㈱西日本吉野家 ㈱関西吉野家

新宿区

横浜市中区

日野市

港区

8 ＳＣＳＫ㈱ 東京グリーンシステムズ㈱

㈱三越伊勢丹ソレイユ7 ㈱三越伊勢丹ホールディングス

㈱ゼンショーホールディングス

グリー㈱ グリービジネスオペレーションズ㈱

㈱ゼンショービジネスサービス

㈱学研ホールディングス

日本製鉄㈱

6 コニカミノルタ㈱

多摩市

コニカミノルタウィズユー㈱

8 品川区

2

9

8

13

㈱学研スマイルハート
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2 ｽﾘｰｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(同) スリーエムフェニックス㈱ 相模原市中央区 ｽﾘｰｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ㈱ ｽﾘｰｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ㈱
1 NTSホールディングス㈱ NTSプリント工房㈱ 札幌市中央区 ﾆｯﾃﾚ債権回収㈱
1 ㈱ベルシステム２４ホールディングス ㈱ベル・ソレイユ 中央区 ㈱ﾍﾞﾙｼｽﾃﾑ24
4 ㈱野村総合研究所 ＮＲＩみらい㈱ 横浜市保土ヶ谷区 ＮＲＩデータｉテック㈱ ＮＲＩネットコム㈱ ＮＲＩプロセスイノベーション㈱ 日本智明創発ｿﾌﾄ㈱
2 ㈱アウトソーシング ㈱アウトソーシングビジネスサービス 千代田区 ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ ㈱PEO
5 セガサミーホールディングス㈱ セガサミービジネスサポート㈱ 港区 ﾌｪﾆｯｸｽﾘｿﾞｰﾄ㈱ ㈱ｾｶﾞ ㈱ﾀﾞｰﾂﾗｲﾌﾞ ㈱ｱﾄﾗｽ ｻﾐｰ㈱

カンダｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ ㈱ﾍﾟｶﾞｻｽｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ 埼玉配送㈱ ｶﾝﾀﾞ物流㈱ ㈱ﾚｷｽﾄ
カンダリテールサポート㈱ ㈱ｶﾝﾀﾞｺｱﾃｸﾉ ㈱ﾛｼﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ

1 ㈱ジンズホールディングス ㈱ジンズノーマ 群馬県前橋市 ㈱ジンズ
㈱ﾄﾞｺﾓCS ㈱ﾄﾞｺﾓCS北海道 ㈱ﾄﾞｺﾓCS東北 ㈱ﾄﾞｺﾓCS東海 ㈱ﾄﾞｺﾓCS北陸
㈱ﾄﾞｺﾓCS中国 ㈱ﾄﾞｺﾓCS四国 ㈱ﾄﾞｺﾓCS九州 ㈱ﾄﾞｺﾓCS関西 ﾄﾞｺﾓ・ｻﾎﾟｰﾄ㈱
ﾄﾞｺﾓ・ｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ ﾄﾞｺﾓ・ﾃｸﾉﾛｼﾞ㈱ ﾏｶﾞｼｰｸ㈱ ﾋﾞｼﾞﾈｽｴｷｽﾊﾟｰﾄ㈱ ｲｰ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
㈱ＤｅarOne

2 ㈱Ｚ会ホールディングス ㈱栄光アース 千代田区 ㈱栄光 ㈱ｼｪｰﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
2 ㈱IDﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 愛ファクトリー㈱ 鳥取市 ㈱ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ・ﾃﾞｨﾍﾞﾛﾌﾟﾒﾝﾄ ㈱IDﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

フジクラ物流㈱ ㈱フジクラビジネスサポート
㈱ﾌｼﾞｸﾗﾊｲｵﾌﾟﾄ ㈱ﾌｼﾞｸﾗ･ﾀﾞｲﾔｹｰﾌﾞﾙ 西日本電線㈱ ﾌｼﾞｸﾗｿﾘｭｰｿﾝｽﾞ㈱

1 ㈱マイナビ ㈱マイナビパートナーズ 千代田区 ㈱ﾏｲﾅﾋﾞﾜｰｸｽ
ﾅﾌﾞﾃｽｺｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ㈱ PACRAFT㈱ ﾅﾌﾞﾃｽｺｻｰﾋﾞｽ㈱ ﾅﾌﾞｺﾄﾞｱ㈱ ﾃｨ-ｴｽﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ㈱
ﾃｨ･ｴｽ･ﾒｶﾃｯｸ㈱ ﾅﾌﾞﾃｯｸ㈱ シーメット
UTｴｲﾑ㈱ UTｺﾝﾄﾗｸｼｮﾝ㈱ UTｺﾈｸﾄ㈱ ㈱UTﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
FUJITSU UT㈱ UT東芝㈱
農中情報システム㈱ 農林中金ファシリティーズ㈱ 農中ビジネスサポート㈱ 協同住宅ローン㈱
農中信託銀行㈱ 農林中金全共連ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱

1 住友林業㈱ スミリンウッドピース㈱ 新居浜市 ｽﾐﾘﾝﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ㈱
1 三菱ケミカル㈱ 化成フロンティアサービス㈱ 北九州市八幡西区 ﾀﾞｲﾔﾘｯｸｽ㈱
2 ㈱平山ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ㈱平山LACC 稲敷市 ㈱ﾄｯﾌﾟｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ㈱平山
4 AIGジャパン・ホールディングス㈱ AIGハーモニー 墨田区 AIGﾋﾞｼﾞﾈｽ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ AIG損害保険㈱ ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療・損害保険㈱ AIGﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱
2 スターティアホールディングス㈱ スターティアウィル㈱ 千葉市 ｽﾀｰﾃｨｱ㈱ クラウドサーカス㈱

㈱大丸松阪屋百貨店 ㈱JFRｻｰﾋﾞｽ
㈱消費科学研究所 JFRカード㈱ 大丸興業㈱ ㈱J.ﾌﾛﾝﾄ建装 ㈱JER情報ｾﾝﾀｰ

3 PHCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ PHCｱｿｼｴｲﾂ㈱ 東温市 ＰＨＣ㈱ PHCﾒﾃﾞｨｺﾑ㈱ ㈱LSIﾒﾃﾞｨｴﾝｽ
4 ㈱ﾒｲﾃｯｸ ㈱ﾒｲﾃｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 台東区 ㈱メイテックフィルターズ ㈱メイテックキャスト ㈱メイテックネクスト ㈱ﾒｲﾃｯｸEX

わらべや日洋ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱ ㈱ベストランス ㈱日洋 ㈱日洋フレッシュ ㈱サンフーズ横倉
わらべや日洋食品㈱
大阪ｾﾞﾈﾗﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ 住化ｴﾝﾊﾞｲﾛﾒﾝﾀﾙｻｲｴﾝｽ㈱ 住化不動産㈱ 住化ﾛｼﾞﾃｨｸｽ㈱
㈱住化分析センター 住化プラステック㈱ ㈱イージーエス 住化テクノサービス㈱

1 味の素㈱ 味の素みらい㈱ 中央区 ㈱味の素ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
1 ㈱ﾓｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ ㈱ﾓｽｼｬｲﾝ 品川区 ㈱ﾓｽｽﾄｱｶﾝﾊﾟﾆｰ

損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱
SOMPOｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ SONPOﾍﾙｽｻﾎﾟｰﾄ㈱ SOMPOｹｱ㈱ SOMPOｹｱﾌｰｽﾞ㈱ SOMPOﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱
SOMPOｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻﾋﾞｽ㈱ SOMPOﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ 損保ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ SOMPOひまわり生命保険㈱ ㈱ﾌﾟﾗｲﾑｱｼｽﾀﾝｽ
ｾｿﾞﾝ自動車火災保険㈱ SOMPOｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱ SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ SOMPOﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ㈱ ㈱ﾌﾚｯｼｭﾊｳｽ
損保ｼﾞｬﾊﾟﾝDC証券㈱

4 MS&ADｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ MS&ADｱﾋﾞﾘﾃｨﾜｰｸｽ㈱ 中央区 MS&Aｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ㈱ MSK安心ｽﾃｰｼｮﾝ㈱ MS&ADｸﾞﾗﾝｱｼｽﾀﾝｽ㈱ MS&AD事務サービス㈱
5 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ㈱ GMOﾄﾞﾘｰﾑｳｪｰﾌﾞ㈱ 宮崎市 GMOｱﾄﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ GMO NIKKO㈱ GMOｱﾄﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱ GMOﾍﾟｲﾒﾝﾄｹﾞｰﾄｳｪｲ㈱ GMOﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾎｰﾂﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱

5 EPSﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ ㈱ｲｰﾋﾟｰﾋﾞｽﾞ 新宿区 ｲｰﾋﾟｰｴｽ㈱ EPﾃｸﾉ㈱ EPSｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱ ㈱EPﾌｧｰﾏﾗｲﾝ ㈱EPメディエイト
3 ｸｵｰﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ ｸｵｰﾙｱｼｽﾄ㈱ 中央区 ｱﾎﾟﾌﾟﾗｽｽﾃｰｼｮﾝ㈱ ｸｵｰﾙ㈱ ｱﾎﾟﾗｽｷｬﾘｱ㈱
1 ラディックス㈱ リベラル㈱ 江戸川区 リップル㈱
4 H.U.ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ H.U.ｷｬｽﾄ㈱ 新宿区 ㈱ｴｽｱｰﾙｴﾙ 富士ﾚﾋﾞｵ㈱ 日本ｽﾃﾘ㈱ H.U.フロンティア㈱
4 ｳｴﾙｼｱﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ ｳｴﾙｼｱｵｱｼｽ㈱ さいたま市見沼区 ｳｴﾙｼｱ薬局㈱ ｼﾐｽﾞ薬品㈱ ㈱丸大ｻｸﾗヰ薬局 ㈱MASAYA
3 ㈱アイナボホールディングス ㈱ウィルパーソン 足立区 ㈱アルベルト ㈱インテルグロー ㈱マニックス
3 ㈱KADOKAWA ㈱角川クラフト 千代田区 ㈱角川アップリンク ㈱KADOKAWA Conneced ㈱ﾄﾞﾜﾝｺﾞ
5 ㈱西武ホールディングス ㈱西武パレット 埼玉県所沢市 西武鉄道㈱ ㈱豊島園 西武ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ㈱ 西武電設工業㈱ 西武鉄道サービス㈱
2 帝人㈱ 帝人ソレイユ㈱ 千代田区 帝人ファーマ㈱ 帝人ヘルスケア㈱
4 ㈱スリーボンドホールディングス スリーボンドパートナーズ㈱ 埼玉県入間市 ㈱スリーボンド スリーボンド興産㈱ スリーボンドユニコム㈱ スリーボンドファインケミカル㈱

3 ｷﾘﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ ｷﾘﾝｵﾌｨｽｻｰﾋﾞｽ㈱ 中野区 ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ㈱ ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ㈱ ﾒﾙｼｬﾝ㈱
2 大日本印刷㈱ ㈱DNPﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 新宿区 ㈱DNPﾌｧｼﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ ㈱DNPﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ
1 伊藤忠商事㈱ 伊藤忠ﾕﾆﾀﾞｽ㈱ 横浜市 伊藤忠人事総務ｻｰﾋﾞｽ㈱
2 ㈱電通ｸﾞﾙｰﾌﾟ ㈱電通そらり 港区 ㈱電通 ㈱電通コーポレートワン
4 ㈱夢真ﾋﾞｰﾈｯｸｽｸﾞﾙｰﾌﾟ ㈱ﾋﾞｰﾈｯｸｽｳｨｽﾞ 相模原市中央区 ㈱ﾋﾞｰﾈｯｸｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ㈱ﾋﾞｰﾈｯｸｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ ㈱ﾋﾞｰﾈｯｸｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ㈱アクシス・クリエイト
4 野村ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 野村かがやき㈱ 江東区 野村證券㈱ 野村信託銀行㈱ 野村ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 野村バブコックアンドブラウン㈱

5 BIPROGY㈱ BIPROGYﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ㈱ 江東区 ㈱国際ｼｽﾃﾑ ｴｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｱｲ㈱ UEL㈱ ﾕﾆｱﾃﾞｯｸｽ㈱ ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱

4 ㈱富士通 富士通ハーモニー㈱ 川崎市中原区 富士通テクノリサーチ㈱ 富士通ﾎｰﾑ＆ｵﾌｨｽｻｰﾋﾞｽ㈱ 富士通ＩＳサービス㈱ 富士通ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ・ｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ㈱

農林中央金庫

SOMPOﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ㈱

6 農林央金ビジネスアシスト㈱

㈱住化ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ

品川区

北区

西東京市

7 大阪府高槻市

6 ㈱わらべやﾊｰﾄﾌﾙ 新宿区わらべや日洋ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱

中央区

不破郡

佐倉市

16 ㈱ＮＴＴドコモ ㈱ﾄﾞｺﾓ･ﾌﾟﾗｽﾊｰﾃｨ 豊島区

㈱フジクラ

千代田区

住友化学㈱

カンダホールディングス㈱

ナブテスコ㈱

ＵＴグループ㈱

㈱ＪＦＲクリエ

8

17

8

ナブテスコリンク㈱8

6

SOMPOﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱

6 ＵＴハートフル㈱

カンダハーティーサービス㈱

㈱フジクラキューブ

Ｊ．フロントリテイリング㈱



関係会社名所在地
局
番

件
数 親会社 特例子会社名

1 ㈱東京ドーム ㈱東京ドームウィズ 足立区 ㈱東京ドームホテル
3 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾞﾈﾌｨｯﾄ㈱ 港区 FVｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽﾞ㈱

1 ㈱P-up World ㈱P-up Challenge 足立区 ㈱ピーアップ
4 HITOWAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ HITOWAｿｰｼｬﾙﾜｰｸｽ㈱ 豊島区 HITOWAﾗｲﾌﾊﾟｰﾄﾅｰ㈱ HITOWAﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ㈱ HITOWAｷｯｽﾞﾗｲﾌ㈱ HITOWAｹｱｻｰﾋﾞｽ㈱
1 ㈱荏原製作所 荏原アーネスト㈱ 大田区 荏原冷熱システム㈱
1 ㈱ﾋﾞｰｽﾀｲﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ㈱ﾋﾞｰｽﾀｲﾙﾁｬﾚﾝｼﾞ 新宿区 ㈱ﾋﾞｰｽﾀｲﾙｽﾏｰﾄｷｬﾘｱ
1 ㈱ﾃﾞｨｰ・ｴﾇ･ｴｰ ㈱ＤｅＮＡﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 渋谷区 ㈱ＤｅＮＡ　Ｇａｍｅｓ　Ｔｏｋｙｏ

ｿﾆｰ･太陽㈱ 速見郡日出町 ｿﾆｰ㈱
ｿﾆｰ希望・光㈱ 港区 ㈱ｿﾆｰ・ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱

5 ㈱電通国際情報ｻｰﾋﾞｽ ㈱ISIDﾌﾞﾗｲﾄ 港区 ㈱ISIDｲﾝﾀｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ㈱ISID-AO ㈱ｱｲﾃｨｱｲﾃﾞｨ ㈱ISIDｱｼｽﾄ ㈱ISIDﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
㈱TSI ㈱ｱﾙﾍﾟｰｼﾞｭ Laline JAPAN㈱ ㈱TSIｿｰｲﾝｸﾞ ㈱ｴｽ・ｸﾞﾙｰｳﾞ
㈱ｽﾀｰｼﾞｮｲﾅｽ

1 LINE㈱ LINEﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ㈱ 新宿区 LINE Growth Technology㈱
2 ｼﾐｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ ｼﾐｯｸｳｴﾙ㈱ 北杜市 ｼﾐｯｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ ｼﾐｯｸ㈱
4 ㈱アーレスティ ㈱ｱｰﾚｽﾃｨｲﾝｸﾙｰｼﾌﾟｻｰﾋﾞｽ 豊橋市 ㈱ｱｰﾚｽﾃｨﾀﾞｲﾓｰﾙﾄﾞ浜松 ㈱ｱｰﾚｽﾃｨﾀﾞｲﾓｰﾙﾄﾞ熊本 ㈱アーレスティ山形 ㈱ｱｰﾚｽﾃｨﾀﾞｲﾓｰﾙﾄﾞ栃木
3 ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ・ｵﾌﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ･ｼﾞｪﾈﾗﾙｻｰﾋﾞｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈲ 千代田区 ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ生命保険㈱ ｼﾞﾌﾞﾗﾙﾀ生命保険㈱ ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ　ｼﾞﾌﾞﾗﾙﾀ　ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ生命保険㈱

1 ㈱ｳｨﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ ㈱ｳｨﾙｵﾌﾞ・ﾁｬﾚﾝｼﾞ 新宿区 ㈱ｳｨﾙｵﾌﾞﾜｰｸ
1 アステナホールディングス㈱ アステナハートフル㈱ 北区 イワキ㈱
2 ㈱ﾐｸｼｨ ㈱ﾐｸｼｨ・ｴﾝﾊﾟﾜｰﾒﾝﾄ 仙台市 ㈱ﾁｬﾘ・ﾛﾄ ㈱ﾁｬﾘﾛﾄﾌﾟﾗｻﾞｻｰﾋﾞｽ
1 国際航業㈱ ㈱ＴＤＳ 府中市 ㈱国際ﾃﾞｰﾀﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝｾﾝﾀｰ
1 日本工営㈱ 愛知玉野情報ｼｽﾃﾑ㈱ 名古屋市 玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱

日本通運㈱ NX不動産㈱ NXﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ㈱ NX商事㈱ NXｷｬﾘｱﾛｰﾄﾞ㈱
㈱NX総合研究所 NX情報ｼｽﾃﾑ㈱ NX・NPﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ㈱ 日通NECﾛｼﾞﾃｨｯｸｽ㈱ ㈱ﾜﾝﾋﾞｼｱｰｶｲﾌﾞｽﾞ
NX海運㈱
都市環境整美㈱ ㈱ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ建設 ㈱ｵﾌｨｽﾌﾟﾛ ㈱ｱｼｽﾄ&ｿﾘｭｰｼｮﾝ ㈱ウタネ
㈱ｴｲｼﾞｪｯｸｽﾎﾟｰﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ㈱ｴｲｼﾞｪｯｸO&Mｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾄ ㈱高島ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ

1 ㈱ﾗｲﾄﾞｵﾝｴｸｽﾌﾟﾚｽﾎｰﾙﾃﾞﾞｨﾝｸﾞｽ ㈱ライドオンシーズ 港区 ㈱ライドオンエクスプレス

8 ㈱エイジェック ㈱エイジェックフレンドリー 新宿区

港区

11 NIPPON EXPRESSﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ NXﾊｰﾄﾌﾙ㈱ 千代田区

6 ㈱TSIﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ㈱TSIｿｰｼｬﾙﾜｰｸｽ

ｿﾆｰｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱3



関係会社名所在地
局
番

件
数 親会社 特例子会社名

2 ㈱ファンケル ㈱ファンケルスマイル 横浜市栄区 ㈱ﾌｧﾝｹﾙ美健 ㈱ｱﾃﾆｱ
富士ソフトサービスビユーロ㈱ ｻｲﾊﾞﾈｯﾄｼｽﾃﾑ㈱ ｻｲﾊﾞｰｺﾑ㈱ ㈱ヴィンクス ㈱東証ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ
イデア・コンサルティング㈱

2 日本発条㈱ ㈱ニッパツ・ハーモニー 横浜市金沢区 日発販売㈱ 日発運輸㈱
3 ＪＦＥエンジニアリング㈱ ㈱三重データクラフト 津市 ＪＦＥ環境サービス㈱ ＪＦＥビジネスサポート横浜㈱ JFEアクアサービス機器㈱

京急ｻｰﾋﾞｽ㈱ 京急建設㈱ 京浜急行ﾊﾞｽ㈱ ㈱京急ﾌｧｲﾝﾃｯｸ 京急不動産㈱
京急交通㈱ ㈱京急百貨店 ㈱京急アドエンタープライズ ㈱京急イーエックスイン ㈱京急ビジネス
㈱京急ファインサービス 京急電機㈱

2 ㈱富士通ゼネラル ㈱富士通ゼネラルハートウェア 川崎市高津区 ㈱富士通ｾﾞﾈﾗﾙﾌｨｰﾙﾄﾞｾｰﾙｽ ㈱富士通ゼネラルOSテクノロジー

5 相鉄ホールディングス㈱ 相鉄ウイッシュ㈱ 横浜市旭区 相鉄不動産販売㈱ ㈱相鉄ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 相鉄ﾊﾞｽ㈱ 相模鉄道㈱ 相鉄ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ
1 ㈱アイネット ㈱アイネット・データサービス 横浜市戸塚区 ㈱ISTｿﾌﾄｳｪｱ
3 ㈱日南 ㈱Ｒｅ 綾瀬市 ㈱日南クリエイティブベース ㈱ウイン・ディー ㈱ウイント

㈱ＩＭＣ ㈱京浜マリン製作所 ㈱津マリン製作所 ＪＭＵディフェンスシステムズ㈱ ㈱ＪＭＵアムテック
㈱有明エンジニアリング ㈱ＪＭＵシステムズ
㈱アマダビジネスサポート ㈱アマダウェルドテック
㈱アマダツール ㈱アマダマシナリー
㈱アマダサンコウ ㈱アマダプレスシステム ㈱アマダオートメーションシステムズ

4 ブックオフグループホールディングス㈱ ビーアシスト㈱ 相模原市南区 ㈱ブックオフコーポレーション ㈱ブックオフウィズ ㈱マナス ㈱ブックオフ南九州
3 ㈱横浜銀行 ㈱はまぎんビジネスチャレンジド 横浜市西区 ㈱浜銀総合研究所 浜銀ファイナンス㈱ 浜銀TT証券㈱
2 ㈱ツクイホールディングス ㈱Grasol 横浜市港南区 ㈱ツクイ ㈱ツクイスタッフ
2 日揮ホールディングス㈱ 日揮パラレルテクノロジーズ㈱ 横浜市西区 日揮㈱ 日揮グローバル㈱

15 新潟県(1グループ) 4 ㈱NSGホールディングス ㈱NSGソシアルサポート 新潟市中央区 ㈱チアリー ㈱NSGアカデミー ㈱イタリア軒 ㈱リビングギャラリー
3 ＹＫＫ㈱ ＹＫＫ六甲㈱ 神戸市東灘区 YKK AP㈱                                                                  YKK ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ㈱ 黒部ｸﾘｰﾝｱﾝﾄﾞｸﾞﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ㈱

2 アルビス㈱ アルビスクリーンサポート㈱ 射水市 ㈱アルデジャパン ㈱アルビスファーム信州なかの

4 ㈱ヨシケイライフスタイル ㈱Ｆ＆Ｆ 砺波市 ㈱ﾕｰｷﾌｰｽﾞ ㈱ﾖｼｹｲ富山 ㈱ﾖｼｹｲ石川 ㈱ﾖｼｹｲ岐阜
2 ㈱Ｇ＆Ｇ ㈱Ｇ＆Ｇアソシエイト 富山市 ㈱CUBE ㈱ピュアライン

エプソンミズベ㈱ 諏訪市 ㈱ｴﾌﾟｿﾝﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ                                                                        ｴﾌﾟｿﾝ販売㈱                                                                          ｵﾘｴﾝﾄ時計㈱ ｴﾌﾟｿﾝｱﾄﾐｯｸｽ㈱
エプソンスワン㈱ 山形県酒田市 東北ｴﾌﾟｿﾝ㈱ 秋田ｴﾌﾟｿﾝ㈱

2 多摩川精機㈱ 多摩川リンクス㈱ 飯田市 多摩川ﾏｲｸﾛﾃｯﾌﾟ㈱ 多摩川ﾓｰﾀﾄﾛﾆｯｸｽ㈱
㈱星野ﾘｿﾞｰﾄ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ㈱星野ﾘｿﾞｰﾄ・八ヶ岳 磐梯ﾘｿﾞｰﾄ開発㈱ ㈱旭川グランドホテル
㈱八重山ホテル&リゾート ㈱竹富島マリンサービス

5 ㈱トーカイ ㈱サン・シング東海 揖斐郡大野町 ﾄｰｶｲﾌｰｽﾞ㈱                                                              たんぽぽ薬局㈱                                            ㈱ティ・アシス卜 ㈱トーカイ ㈱同仁社
㈱イビデンキャリア・テクノ タック㈱ イビデン樹脂㈱ イビデン産業㈱ イビデングリーンテック㈱
イビケン㈱ イビデン物産㈱ イビデンエンジニアリング㈱ イビデンヒューマンネットワーク㈱

5 セイノーホールディングス㈱ ㈱モエ･アグリファーム 熊本県球磨郡 ココネット㈱ インテンツ㈱ 九州西濃運輸㈱ GENie㈱ 三重西濃運輸㈱
3 ㈱オンダ製作所　関工場 ㈱なないろ製作所 岐阜市 ㈱オンダ製作所 ㈱オンダ製作所　美山工場 ㈱オンダアロイ
1 ヤマハ㈱ ㈱ヤマハアイワークス 浜松市中区 ㈱ﾔﾏﾊｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ
1 ㈱静岡銀行 しずぎんハートフル㈱ 静岡市 静銀ティーエム証券㈱

㈱星野リゾート・ワクワクシステムズ

神奈川県(15グループ)

14

20

大垣市

伊勢原市

習志野市茜浜

富士ソフト企画㈱

熊本県玉名郡

鎌倉市

逗子市

イビデン㈱ イビデンオアシス㈱

12

富士ソフト㈱

京浜急行電鉄㈱

6

9

㈱アマダ

ジャパンマリンユナイテッド㈱

セイコーエプソン㈱

7

7

㈱京急ウィズ

㈱アマダプランテック

ＪＭＵビジネスサポート㈱

6

㈱星野リゾート

6

富山県(4グループ)

21

岐阜県(4グループ)

静岡県(2グループ)
22

長野県(3グループ)

16



関係会社名所在地
局
番
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数 親会社 特例子会社名

2 パナソニックエコシステムズ㈱ パナソニックエコシステムズ共栄㈱ 大阪市東淀川区 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱                                   ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｼｽﾃﾑｽﾞﾍﾞﾝﾃｯｸ㈱
1 豊田通商㈱ 豊通オフィスサービス㈱ 港区 豊通ﾋｭｰﾏﾝﾘｿｰｽ㈱
2 Ｍａｎ　ｔｏ　Ｍａｎ　ホールディングス　㈱ Ｍａｎ　ｔｏ　Ｍａｎ　Ａｎｉｍｏ㈱ 岐阜市 Man to Man㈱ Man to Man Passo㈱
2 スギホールディングス㈱ スギスマイル㈱ 大府市 ㈱ｽｷﾞ薬局 ｽｷﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ㈱

TGﾒﾝﾃﾅﾝｽ㈱ TGﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱ TGﾃｸﾉ㈱ 一榮工業㈱ 豊田合成日乃出㈱
豊信合成㈱ 豊田合成ｲﾝﾃﾘｱ・ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ㈱ 海洋ゴム㈱ ﾃｨｰｼﾞ-ｵﾌﾟｼｰﾄﾞ㈱ ＴＧＡＰ㈱
豊田合成東日本㈱ 豊田合成九州㈱
㈱ｹﾞｵｽﾄｱ ㈱ｹﾞｵﾈｯﾄﾜｰｸｽ ㈱ｹﾞｵ ㈱ｾｶﾝﾄﾞｽﾄﾘｰﾄ
㈱viviON ㈱おお蔵ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

1 住友理工㈱ ㈱住理工ジョイフル 小牧市 ㈱住理工クリエイツ
2 ㈱カネスエ ㈱スマイル・カネスエ 一宮市 ㈱カネスエ商事 ㈱カネスエ・フロンティア
1 ㈱イナテック ㈱イナテックサービス 西尾市 ㈱イナテック鳥取
2 NGFホールディングス㈱ 日本ゼネラルサポート㈱ 尾張旭市 日本ケータリング㈱ 日本ゼネラルフード㈱
4 ヤマザキマザックキャピタル㈱ マザックメイト㈱ 丹羽郡大口町 ヤマザキマザック㈱ ヤマザキマザックマニュファクチャリング㈱ ヤマザキマザックトレーディング㈱ 泉鋳造㈱
1 日本碍子㈱ エヌジーケイゆうサービス㈱ 名古屋市瑞穂区 エヌジーケイ･セラミックデバイス㈱

2 中部電力㈱ 中電ウイング㈱ 名古屋市南区 中部電力ミライズ㈱ 中部電力パワーグリッド㈱
東邦ガステクノ㈱ 東邦液化ガス㈱ 東液カスタマーサービス㈱ ㈱東液供給センター 東邦不動産㈱
東邦ガスエンジニアリング㈱ 東邦ガスリビング㈱ 東邦ガス情報システム㈱ 東邦総合サービス㈱
ヤマサ總業㈱ ヤマサ共和ライフ㈱ ㈱ワセ田ガス 東邦ガスセイフティライフ㈱ 東邦ガス・カスタマーサービス㈱

㈱ガスリビング三重
1 ㈱アイシン アイシンウェルスマイル㈱ 刈谷市八軒町 ㈱アイシン・コラボ

㈱日特ｽﾊﾟｰｸﾃｯｸＷＫＳ セラミックセンサ㈱　 ＮＴＫカッティングツールズ㈱ ＮＴＫセラミック㈱ ㈱南勢セラミック
㈱ＮＴＫセラテック ㈱神岡セラミック

4 住友電装㈱ SWSスマイル㈱ 津市 SWS東日本㈱ 中越住電装㈱ 住電装ﾌﾟﾗﾃｯｸ㈱ SWS西日本㈱
3 ㈱百五銀行 百五管理サービス㈱ 津市 ㈱百五カード 百五ビジネスサービス㈱ 百五オフィスサービス㈱

25 滋賀県(1グループ) 5 日本電気硝子㈱ 電気硝子ユニバーサポート㈱ 大津市 日電硝子加工㈱                                                       ｴｽｼﾞｰｴｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱                                                    電気硝子ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ㈱                                                    ﾆｭｰﾏﾝﾊﾟﾜｰｻｰﾋﾞｽ㈱    ㈱電気硝子物流ｻｰﾋﾞｽ    

オムロン関西制御機器㈱ ㈱業電社 ㈱エフ･エー・テクノ SKソリューション㈱ オムロンセンテック㈱
オムロンヘルスケア㈱ オムロンエキスパートリンク㈱ オムロンスイッチアンドデバイス㈱ オムロンアミューズメント㈱
オムロンリレーアンドデバイス㈱ オムロン阿蘇㈱ オムロンソーシアルソリューションズ㈱ オムロンフィールドエンジニアリング㈱ オムロンフィールドエンジニアリング北海道㈱

オムロンフィールドエンジニアリング西日本㈱ オムロンソフトウエア㈱
3 ㈱ニッセンホールディングス ㈱ｕ＆ｎ 京都市南区 ㈱ﾆｯｾﾝ ㈱ﾆｯｾﾝﾗｲﾌ ㈱SCORE
1 京都生活協同組合 ハートコープきょうと 京都市南区 ㈱ｺｰﾌﾟﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ
2 ワタキューセイモア㈱ ㈱ワタキュークリーン 石狩市 ㈱メディカル・プラネット ㈱互恵会大阪回生病院

㈱SCREENｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ㈱SCREENｸﾞﾗﾌｨｯｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ㈱SCREENﾌｧｲﾝﾃｯｸｿﾘｭｰｼｮﾝ

㈱SCREEN PEｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ㈱SCREENｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ㈱SCREEN IPｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
3 日新電機㈱ 日新ハートフルフレンド㈱ 京都市右京区 日新イオン機器㈱ ㈱日新システムズ 日本アイ・ティ・エフ㈱
1 ㈱And Doホールディングス ㈱ピーエムドゥ 京都市中京区 ㈱ハウスドゥ住宅販売
1 学校法人立命館 ㈱立命館ぷらす 京都市北区 ㈱クレオテック

㈱ワコール ㈱ﾜｺｰﾙﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ長崎工場 ワコール流通㈱ ㈱ウンナナクール ㈱ランジェノエル
㈱ピーチ・ジョン ㈱Ai ㈱七彩 ㈱ワコールキャリアサービス

2 ㈱村田製作所 ㈱ムラタコスモス 長岡京市 ㈱岡山村田製作所 ㈱出雲村田製作所

京都市南区

清須市

小牧市

㈱SCREENビジネスエキスパート

オムロン太陽㈱

にっとくスマイル㈱

京都市上京区

ワコールアイネクスト㈱

京都府(10グループ)

16

6

㈱ワコールホールディングス

京都市南区

別府市

26

三重県(2グループ)
24

名古屋市熱田区

春日井市

㈱SCREENホールディングス

東邦フラワー㈱

オムロン㈱

東邦瓦斯㈱

日本特殊陶業㈱

オムロン京都太陽㈱

㈱ゲオビジネスサポート

15

12 豊田合成㈱ ＴＧウェルフェア㈱

6 ㈱ゲオホールディングス

9

愛知県(16グループ)

23

7



関係会社名所在地
局
番

件
数 親会社 特例子会社名

ｼｬｰﾌﾟｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ ｼｬｰﾌﾟﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ㈱ ｼｬｰﾌﾟ米子㈱ ｼｬｰﾌﾟｻﾎﾟｰﾄｱﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ㈱ ScienBizip Japan㈱
ｼｬｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ Dynabook㈱ ｼｬｰﾌﾟﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ ｼｬｰﾌﾟｾﾝｼﾝｸﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱

1 ㈱ダイヘン ㈱ダイキ 大阪市淀川区 ダイヘン産業機器㈱
ﾀﾞｲｷﾝHVACｿﾘｭｰｼｮﾝ東北㈱ ﾀﾞｲｷﾝHVACｿﾘｭｰｼｮﾝ東京㈱ ﾀﾞｲｷﾝHVACｿﾘｭｰｼｮﾝ東海㈱ ﾀﾞｲｷﾝHVACｿﾘｭｰｼｮﾝ近畿㈱ ﾀﾞｲｷﾝHVACｿﾘｭｰｼｮﾝ中四国㈱

ﾀﾞｲｷﾝHVACｿﾘｭｰｼｮﾝ九州㈱ ｵｰｹｰ器材㈱ ﾀﾞｲｷﾝﾚｸｻﾞﾑｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ㈱ ㈱ﾀﾞｲｷﾝｱﾌﾟﾗｲﾄｼｽﾃﾑｽﾞ 東邦化成㈱
ﾀﾞｲｷﾝｴｱﾃｸﾉ㈱ 日本無機㈱ ﾀﾞｲｷﾝ・ｻﾞｳｱｰﾀﾞﾝﾌｫｽ㈱ ﾀﾞｲｷﾝ福祉ｻｰﾋﾞｽ㈱ ﾀﾞｲｷﾝ･ｺﾝｼｭｰﾏ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱

ﾀﾞｲｷﾝ油機ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ﾀﾞｲｷﾝMRｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
ダイキンシートメタル㈱ 共栄化学工業㈱ ダイキンパイピング㈱ ダイキンHVACソリューション北陸㈱ ㈱ディー・エス・テック

1 武田薬品工業㈱ ㈱エルアイ武田 大阪市中央区 武田技研ｻｰﾋﾞｽ㈱
2 住友生命保険相互会社 ㈱スミセイハーモニー 大阪市中央区 ｽﾐｾｲ情報ｼｽﾃﾑ㈱ メディケア生命保険㈱

㈱クボタケミックス クボタシステムズ㈱ クボタ環境エンジニアリング㈱ ㈱クボタ建機ジャパン クボタスタッフ㈱
クボタエイトサービス㈱ クボタ空調㈱ 平和管財㈱ クボタ計装㈱ クボタクレジット㈱
クボタロジスティクス㈱ クボタメンブレン㈱ クボタアグリサービス㈱ ㈱管総研 クボタ浄化槽システム㈱
㈱クボタ建設 クボタ機械設計㈱ 関東クボタ精機㈱ 日本プラスチック工業㈱
㈱北海道クボタ ㈱みちのくクボタ ㈱関東甲信クボタ ㈱東海近畿クボタ ㈱中四国クボタ
㈱南九州沖縄クボタ

ｸﾎﾞﾀｻﾝﾍﾞｼﾞﾌｧｰﾑ㈱ 南河内郡河南町 クボタ精機㈱
コクヨＫハート㈱ 大阪市東成区 ㈱ｱｸﾀｽ ｺｸﾖﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱ ㈱ｺｸﾖMVP ㈱ｶｳﾈｯﾄ
ハートランド㈱ 泉南市 ㈱コクヨ工業滋賀 ｺｸﾖｻﾌﾟﾗｲﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱ コクヨアンドパートナーズ㈱ ㈱コクヨロジテム

阪急電鉄㈱ ㈱阪急交通社 ㈱阪急阪神ホテルズ 阪急ﾊﾞｽ㈱ 阪急ﾀｸｼｰ㈱
㈱エキ・リテール・サービス 阪急阪神不動産㈱
阪神電気鉄道㈱ ㈱阪急阪神ｴｸｽﾌﾟﾚｽ 阪急阪神ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ㈱ 阪急阪神ハイセキュリティサービス㈱ 阪急阪神ビルマネジメント㈱

阪神バス㈱ 阪神タクシー㈱ アイテック阪急阪神㈱ ㈱阪急阪神ビジネスアソシエイト ㈱ハンシン建設
南海ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ 南海商事㈱ 南海辰村建設㈱ ㈱南海ｴｸｽﾌﾟﾚｽ ㈱南海国際旅行
泉北高速鉄道㈱

1 ㈱ｹｱ21 ㈱サポート２１ 箕面市 ㈱たのしい職場
㈱NTTﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞMCS ㈱NTTﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｸﾉ ﾃﾙｳｪﾙ西日本㈱
ﾃﾞﾙｿﾙ㈱ ﾃﾞﾙｿﾙ東海㈱ ﾃﾞﾙｿﾙ九州㈱ ㈱ﾃﾞｰﾀﾌﾟﾗｽ ㈱広告通信社
㈱電電広告 ㈱ﾃﾙﾃｯｸ四国 ㈱NTT西日本ｱｾｯﾄ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｽﾏｰﾄｺﾈｸﾄ NTTｿﾙﾏｰﾚ㈱
ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾒﾃﾞｨｱｻﾌﾟﾗｲ㈱ ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾋﾞｼﾞﾈｽｱｿｼｴ西日本 ④NTTﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ NTT西日本ビジネスフロント㈱ ㈱NTTマーケティングアクトProCX

住友電工焼結合金㈱ ㈱ｱﾗｲﾄﾞﾏﾃﾘｱﾙ 住友電工ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ 住友電工情報ｼｽﾃﾑ㈱ SEIﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾘｴｲﾂ㈱
㈱SEIプロスタッフス 住友電工ハードメタル㈱ ㈱住電半導体材料 住電機器システム㈱
スターネット㈱ 住友電工電子ワイヤー㈱ 日本通信電材㈱ 富山住友電工㈱ 北海道住電精密㈱
住電オプコム㈱ 住電商事㈱
北海道精密ツール㈱ 三沢興産㈱ 住電ＨＳＴケーブル㈱ 清原住電㈱ 栃木住友電工㈱
住電通信エンジニアリング㈱住友電工産業電線㈱ 住友電工ツールネット㈱

1 ㈱タカゾノ ㈱タカゾノリーブス 木津川市 ㈱タカゾノテクノロジー
ﾊｳｽ物流ｻｰﾋﾞｽ㈱ ﾊｳｽｳｪﾙﾈｽﾌｰｽﾞ㈱ ｻﾝﾊｳｽ食品㈱ ㈱ﾃﾞﾘｶｼｪﾌ
ハウス食品㈱ ㈱ヴォークス・トレーディング

2 大阪いずみ市民生活協同組合 ㈱ハートコープいずみ 和泉市 ㈱ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ ㈱ｺｰﾌﾟ大阪ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
5 小林製薬㈱ 小林製薬チャレンジド㈱ 富山市 仙台小林製薬㈱ 富山小林製薬㈱ 桐灰小林製薬㈱ 小林製薬ｾｰﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ㈱ 愛媛小林製薬㈱
1 ㈱パルグループホールディング ㈱フリーゲート白浜 大阪市中央区 ㈱パル

日東電工ひまわり㈱ 豊橋市 日東ﾋﾞｼﾞﾈｽｴｷｽﾊﾟｰﾄ㈱ ㈱二トムズ 日昌㈱ 日東電工ＣＳシステム㈱
日東ひまわり亀山㈱ 亀山市 日東精機㈱
日東ひまわり茨木㈱ 茨木市 ㈱日東分析センター

㈱阪急阪神百貨店　阪急うめだ本店 ㈱阪急ジョブエール
㈱阪急メンテナンスサービス エフ・ジージェイ㈱ ㈱阪急ハロードック ㈱阪急建装
カナート㈱ ㈱エイチ・ツー・オー商業開発 ㈱阪急ベーカリー ㈱ハートダイニング

1 京阪ホールディングス㈱ 京阪スマイルハート㈱ 大阪市中央区 京阪電気鉄道㈱
4 ㈱滋慶 ㈱ジケイビジネスサポート大阪 大阪市淀川区 ジケイ・スペース㈱ ㈱滋慶サービス アスコープ　株式会社 ㈱スーパーモード
2 田辺三菱製薬㈱ 田辺パルムサービス㈱ 大阪市中央区 田辺総合サービス㈱ 田辺三菱製薬工場㈱

シオノギ総合サービス㈱ シオノギビジネスパートナー㈱ シオノギテクノアドバンスリサーチ㈱ シオノギファーマ㈱
シオノギヘルスケア㈱ シオノギファーマコビランスセンター㈱ シオノギキャリア開発センター㈱ シオノギファーマーケティングソリューションズ㈱

1 ㈱マンダム ㈱マンダムウィル 大阪市中央区 ㈱エムビーエス
1 住友ファーマ㈱ ㈱ココワーク 吹田市 DSPビジネスパートナーズ㈱
1 ㈱キリン堂ホールディングス ㈱キリンドウベスト 東大阪市 ㈱キリン堂
2 ㈱OSPホールディングス OSPハートフル㈱ 大阪市平野区 大阪シーリング印刷㈱ OSPアドバンス㈱
1 関西電力㈱ ㈱かんでんエルハート 大阪市北区 関西電力送配電㈱
5 ヤンマーホールディングス㈱ ヤンマーシンビオシス㈱ 大阪市北区 ﾔﾝﾏｰｱｸﾞﾘｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ ㈱ﾔﾝﾏｰﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ ﾔﾝﾏｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴｷｽﾊﾟｰﾄ㈱ ﾔﾝﾏｰﾊﾟﾜｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ ﾔﾝﾏｰｱｸﾞﾘ㈱
1 サラヤ㈱ The Links㈱ 大阪市中央区 東京サラヤ㈱
1 ㈱フジオフードグループ本社 ㈱フジオファーム 東伯郡北栄町 ㈱フジオフードシステム
1 パナソニックホールディングス㈱ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾊｰﾄﾌｧｰﾑｱｿｼｴｲﾂ㈱守口市 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙｴｸｾﾚﾝｽ㈱

1 ㈱ラクス ㈱ラクスみらい 東京都足立区 ㈱ラクスパートナーズ

大阪市北区

大阪市浪速区

ハウスあいファクトリー㈱

すみでんフレンド㈱

㈱南海ハートフルサービス

㈱あしすと阪急阪神

東大阪市

㈱クボタ

大阪市阿倍野区

27

大阪府(33グループ)

22

9

㈱エイチ・ツー・オースマイル

シオノギスマイルハート㈱

伊丹市

ハウス食品グループ本社㈱

8

㈱ダイキンサンライズ摂津

シャープ特選工業㈱

6

6

8

26

摂津市

クボタワークス㈱

日東電工㈱

塩野義製薬㈱

6

17

大阪市都島区西日本電信電話㈱

エイチ・ツー・オーリテイリング㈱10

大阪市浪速区

大阪市北区

豊中市

㈱ＮＴＴ西日本ルセント

コクヨ㈱

住友電気工業㈱

ダイキン工業㈱

阪急阪神ホールディングス㈱

シャープ㈱

24

18

南海電気鉄道㈱



関係会社名所在地
局
番

件
数 親会社 特例子会社名

1 生活協同組合コープこうべ ※阪神友愛食品㈱ 西宮市 ㈱協同食品ｾﾝﾀｰ
3 グローリー㈱ グローリーフレンドリー㈱ 姫路市 グローリープロダクツ㈱ グローリーシステムクリエイト㈱ グローリーメカトロニクス㈱

㈱ﾜｰﾙﾄﾞｽﾄｱﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ                                             ㈱ﾜｰﾙﾄﾞｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰﾌｧﾌﾞﾘｯｸ ㈱ファッションクロス
㈱フィールズインターナショナル ㈱エクスプローラーズトーキョー ㈱ワールドライフスタイルクリエーション ㈱スタイルフォース ㈱アルカスインターナショナル

㈱ワールドアンバー ㈱ワールドインベストメントネットワーク ㈱ココシュニック ㈱インターキューブ　
㈱ファッション・コ・ラボ   ㈱ﾗｲﾌｽﾀｲﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ㈱ケーズウェイ ㈱ワールドプロダクションパートナーズ

㈱ワールドプラットフォームサービス ㈱ピンクラテ ㈱アダバット 神戸レザークロス㈱
1 住友ゴム工業㈱ ㈱ＳＲＩウィズ 神戸市中央区 ㈱SRIﾋﾞｼﾞﾈｽｱｿｼｴｲﾂ
5 ユーシーシーホールディングス㈱ 日本パーソネルセンター㈱ 神戸市中央区 ﾕｰｼｰｼｰｺｰﾋｰﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ㈱ ﾕｰｼｰｼｰﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ ﾕｰｼｰｼｰ上島珈琲㈱ ㈱ﾆﾕｶﾌｪ ｻｯﾎﾟﾛｳｴｼﾏｺｰﾋｰ㈱

㈱ﾊｰﾏﾝ 大成工業㈱ 信和工業㈱ ノーリツリビングクリエイト㈱

㈱テラ・テック ㈱エヌ・エス・シー
3 ＷＤＢホールディングス㈱ ＷＤＢ独歩㈱ 姫路市 WDB㈱ ＷＤＢココ㈱ ＷＤＢ工学㈱

㈱ｱｽﾋﾟｯﾄ ㈱ﾄｰﾎｰｽﾄｱ ㈱ﾄｰﾎｰﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ ㈱ﾄｰﾎｰﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ ㈱ﾄｰﾎｰｷｬｯｼｭｱﾝﾄﾞｷｬﾘｰ
㈱ﾄｰﾎｰ・ｺﾝﾄﾗｸｼｮﾝ ㈱トーホー・北関東 ㈱鶴ヶ屋 ㈱藤代商店
新明和商事㈱
新明和ソフトテクノロジ㈱ ㈱明和工務店 新明和ウエステック㈱ 新明和パークテック㈱
新明和岩国航空整備㈱ 新明和オートエンジニアリング㈱ イワフジ工業㈱ 東邦車輛㈱ 新明和ｱｸｱﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈱
㈱OSK 天龍エアロコンポーネント㈱

3 シスメックス㈱ シスメックスハーモニー㈱ 神戸市西区 シスメックスメディカ㈱ シスメックスＲＡ㈱ シスメックスＣＮＡ㈱
2 川崎重工業㈱ ㈱川重ハートフルサービス 神戸市西区 カワサキモータース㈱ 川崎車両㈱

三重中央開発㈱ ㈱摂津清運 ㈱摂津 DINS関西㈱ ㈱クリーンステージ
大栄アメット㈱ ㈱ジオレ・ジャパン 京都かんきょう㈱ ㈱共同土木 ㈱クリエイトナビ

29 奈良県(1グループ) 2 ㈱南都銀行 なんとチャレンジ㈱ 奈良市 南都ビジネスサービス㈱ 南都コンピューターサービス㈱

㈱ﾍﾞﾈｯｾｽﾀｲﾙｹｱ ㈱ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱東京個別指導学院
㈱ｱｯﾌﾟ ㈱進研ｱﾄﾞ
㈱ベネッセビースタジオ
㈱ベネッセインフォシェル ㈱ベネッセ・ベースコム ㈱直島文化村 ㈱ラーンズ ㈱ベネッセＭＣＭ
㈱ベネッセソシアス

5 ㈱グロップ ㈱グロップサンセリテ 岡山市北区 ㈱ｸﾞﾛｯﾌﾟｼﾞｮｲ ㈱ﾋｭｰﾏﾝｱｲ ㈱ｻﾝｸﾙｰﾙ ㈱ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ ㈱グロップエスシー
1 ㈱山田養蜂場本社 ㈱ビーハッピー 苫田郡 ㈱山田養蜂場
5 ㈱天満屋 ㈱天満屋ハートネット 高梁市 ㈱山陽セフティ ＯＥＣ㈱ ㈱天満屋ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰﾄﾅｰ ㈱米子しんまち天満屋 ㈱ﾃｨ･ｼｰ･ｼｰ

㈱ｴﾌﾋﾟｺ神辺 ｴﾌﾋﾟｺ商事㈱ ｴﾌﾋﾟｺ物流㈱ ｴﾌﾋﾟｺﾁｭｰﾊﾟ㈱
ｴﾌﾋﾟｺｲﾝﾀｰﾊﾟｯｸ㈱ ｴﾌﾋﾟｺ愛ﾊﾟｯｸ㈱
ｴﾌﾋﾟｺﾀﾞｲﾔﾌｰｽﾞ㈱ ㈱ｴﾌﾋﾟｺ富山 西日本ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾘｻｲｸﾙ㈱ ｴﾌﾋﾟｺｲｼﾀﾞﾞ㈱
㈱ｴﾌﾋﾟｺ下館 ㈱ｴﾌﾋﾟｺ山形 ㈱ｴﾌﾋﾟｺ中部 ㈱ｴﾌﾋﾟｺ笠岡
㈱ｴﾌﾋﾟｺ茨城 ㈱ｴﾌﾋﾟｺ福山 ㈱ｴﾌﾋﾟｺ九州 ｴﾌﾋﾟｺｱﾙﾗｲﾄ㈱
ｴﾌﾋﾟｺみやこひも㈱ ㈱ｱｲ･ﾛｼﾞｯｸ ㈱ｴﾌﾋﾟｺ北海道 ㈱ｴﾌﾋﾟｺ筑西
ｴﾌﾋﾟｺ上田㈱ ｴﾌﾋﾟｺｲｰｽﾄﾛｼﾞ㈱ ｴﾌﾋﾟｺｳｴｽﾄﾛｼﾞ㈱
ｴﾌﾋﾟｺｸﾞﾗﾋﾞｱ㈱ ㈱ｴﾌﾋﾟｺ鳥栖 ㈱ｴﾌﾋﾟｺ八千代
常石造船㈱ 常石鉄工㈱ ﾂﾈｲｼCﾊﾞﾘｭｰｽﾞ㈱ ツネイシＬＲ㈱
神原ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱ 神原汽船㈱

2 ㈱エブリイホーミイホールディングス ㈱すまいるエブリイ 福山市 ㈱ｴﾌﾞﾘｲ ㈱ﾎｰﾐｲﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ
2 中国電力㈱ ㈱エネルギア・スマイル 広島市中区 ㈱エネルギアL&Bパートナーズ 中国電力ネットワーク㈱

35 山口県(1グループ) 1 UBE㈱ ㈲リベルタス興産 宇部市 ㈱宇部興産総合サービス  
4 穴吹興産㈱ あなぶきパートナー㈱ 高松市 ㈱ｸﾘｴｱﾅﾌﾞｷ 穴吹ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱ あなぶきﾒﾃﾞｨｶﾙｹｱ㈱ ㈱ｸﾘｴ・ﾛｼﾞﾌﾟﾗｽ
3 ㈱穴吹ハウジングサービス ㈱あなぶきパートナー九州 福岡市博多区 ㈱あなぶきクリーンサービス ㈱あなぶき社宅サービス ﾎｰﾑﾗｲﾌ管理㈱
2 四国電力㈱ ㈱よんでんプラス 高松市 四国電力送配電㈱ 四電ビジネス㈱

38 愛媛県(1グループ) 3 三浦工業㈱ ミウラジョブパートナー㈱ 松山市 三浦工機㈱　 三浦アクアテック㈱ ㈱三浦マニファクチャアリング

神戸市東灘区

多摩市

33

岡山県(4グループ)

兵庫県(12グループ)

神戸市東灘区

28

㈱エスコアハーツ

エフピコダックス㈱㈱エフピコ

㈱ベネッセビジネスメイト㈱ベネッセホールディングス

新明和工業㈱ 新明和ハートフル㈱

㈱ワールドビジネスサポート

南国市

ツネイシチャレンジド㈱ 福山市

34

6 ツネイシホールディングス㈱

28

香川県(3グループ)

広島県(4グループ)

37

12

20

㈱トーホーウイング

㈱ノーリツ 加古郡稲美町

㈱トーホー9

6

㈱ワールド 神戸市中央区

12

10 大栄環境㈱ DINSみらい㈱ 神戸市東灘区



関係会社名所在地
局
番

件
数 親会社 特例子会社名

TOTOﾒﾝﾃﾅﾝｽ㈱ TOTOﾊｲﾘﾋﾞﾝｸﾞ㈱                                                             TOTOｴﾑﾃｯｸ㈱ TOTOｱｸｱﾃｸﾉ㈱ TOTO北海道販売㈱
TOTO関西販売㈱ TOTO東北販売㈱ TOTO九州販売㈱ TOTO中部販売㈱ TOTOﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ㈱
TOTOﾋﾞｼﾞﾈｯﾂ㈱ TOTOｱｸｱエンｼﾞ㈱ セラトレーディング㈱ TOTO四国販売㈱ TOTO中国販売㈱

1 ㈱九電工 ㈱九電工フレンドリー 福岡市南区 ㈱ﾈｯﾄ･ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ
1 ㈱ワールドホールディングス 九州地理情報㈱ 福岡市東区 ㈱ワールドインテック
1 ㈱三好不動産 ㈱ぞうさんのはな 合志市 ㈱サンコーライフサポート
1 エフコープ生活協同組合 ㈱ハートコープえふ 糟屋郡篠栗町 ㈱インク･アンド･ペーパー
1 ㈱アソウ・ヒューマニーセンター ㈱チャレンジド・アソウ 福岡市中央区 ㈱アソウ・アルファ

西部ガスエネルギー㈱ 西部ガス興商㈱ 西部ガスリビング㈱ 西部ガス情報システム㈱ 西部ガス・カスタマーサービス㈱

西部ガステクノソリューション㈱ 西部瓦斯㈱ 西部瓦斯長崎㈱ 西部瓦斯佐世保㈱ 西部瓦斯熊本㈱
1 九州電力㈱ ㈱Q-CAP 福岡市早良区 九州電力送配電㈱

㈱トライアルカンパニー ㈱ティー・エル・エス ㈱トライアル開発 ㈱トライアル・シェアードサービス ㈱トライアルストアーズ
㈱明治屋

1 ㈱アクセス・ジャパン ㈱希望の里 筑後市長浜 ㈱ケア・ジャパン
㈱ジョイフル　北日本 ㈱ジョイフル　東海 ㈱ジョイフル　中国 ㈱ジョイフル　四国 ㈱ジョイフル　北九州
㈱ジョイフル　中九州 ㈱ジョイフル　東九州 ㈱ジョイフル　西九州 ㈱ジョイフル　南九州 ㈱フレンドリー
㈱ジョイフル　関西

45 宮崎県(1グループ) 2 霧島ホールディングス㈱ 霧島グリーンビレッジ㈱ 都城市 霧島酒造㈱ BTV㈱
46 鹿児島県(1グループ) 1 ㈱新日本科学 ふれあい・ささえあい㈱ 鹿児島市 AMAFURU&Co.㈱
47 沖縄県(1グループ) 1 生活協同組合コープおきなわ ㈱ハートコープおきなわ 那覇市 ㈱ハートランドおきなわ

北九州市小倉南区

西部ガス絆結㈱ 春日市

サンアクアＴＯＴＯ㈱

大分市

6 ㈱トライアルホールディングス 福岡市東区㈱トライアルベネフィット

15 ＴＯＴＯ㈱

40

福岡県(10グループ)

44

大分県(1グループ)

11 ㈱ジョイフル ㈱ジョイフルサービス

10 西部ｶﾞｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱


