
（令和4年6月1日現在）

4 北海道ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ㈱ 札幌市清田区 北海道ｺｶ･ｺｰﾗﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ㈱ 北海道ｻｰﾋﾞｽ㈱ 北海道ﾍﾞﾝﾃﾞｲﾝｸﾞ㈱ 幸楽輸送㈱
2 ㈱HAJマネジメント 札幌市中央区 ㈱北海道アルバイト情報社 ㈱HAJスタッフィング
4 共通運送㈱ 札幌市白石区 共通商事㈱ トップワーク㈱ 共通ロジ㈱ 北海道共通サービス㈱
2 ATPグループ㈱ 旭川市 旭川トヨペット㈱ ネッツトヨタたいせつ㈱

4 宮城県(1グループ) 3 ㈱ｻﾄｰ商会 仙台市宮城野区 ㈱ｱｷﾀｻﾄｰ商会 ㈱ｻﾄｰｻｰﾋﾞｽ ㈱ｻﾄｰ食肉ｻｰﾋﾞｽ
8 茨城県(1グループ) 2 ｺﾅﾝ販売㈱ つくば市 ㈱ｺﾅﾝｿｰｼｬﾙｻﾎﾟｰﾄ ｺﾅﾝｼｪｱｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ㈱
10 群馬県(1グループ) 3 サンデン・リテールシステム㈱ 伊勢崎市 ｻﾝﾃﾞﾝﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ&ﾘﾕｰｽ㈱ サンワファブテック㈱ ㈱エスディ・メンテナンス

3 ㈱安楽亭 さいたま市中央区 ㈱サリックスマーチャンダイズシステムズ ㈱アン情報サービス ㈱アークミール
2 ㈱フコク 上尾市 末吉工業㈱ ㈱東京ゴム製作所
3 朝日工業㈱ 児玉郡神川町 朝日ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ㈱ ㈱上武 朝日アグリア㈱
2 ㈱マスダック 所沢市 ㈱マスダックマシナリー ㈱マスダック東京ばな奈ファクトリー

2 ﾕｰ･ｴﾑ･ｼｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ㈱ 上尾市 UMCｼﾞｬｽﾄｲﾝｽﾀｯﾌ㈱ UMC・Hｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ㈱
3 埼玉トヨペットホールディングス㈱ さいたま市 埼玉トヨペット㈱ ㈱トヨタレンタリース新埼玉 ㈱ハッポーライフ彩生
4 ㈱イハシ 越谷市 ㈱イハシエネルギー イハシライフ㈱ ㈱ティー・アイ・シー アイ・ケア㈱

エアポートメンテナンスサービス㈱ ㈱成田エアポートテクノ ㈱NAAファシリティーズ 空港情報通信㈱ 成田空港給油施設㈱
NAAセーフティーサポート㈱ ㈱成田空港ビジネス ㈱NAAリテイリング ㈱グリーンサポート･エージェンシー 芝山鉄道㈱
成田高速鉄道アクセス㈱
㈱ｸﾘｴｲﾄ･ﾚｽﾄﾗﾝﾂ SFPﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾞ㈱ ㈱LG&EW ㈱YUNARI ｸﾞﾙﾒﾌﾟﾗﾝｽﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ㈱
㈱ｸﾘｴｲﾄﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ㈱KRﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ SFPﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ㈱ ㈱ﾙｰﾄﾅｲﾝｼﾞｰ ㈱KRﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ
㈱遊鶴 ㈱ｸﾘｴｲﾄ・ｽﾎﾟｰﾂ＆ﾚｼﾞｬｰ ㈱いっちょう
㈱ｱﾆﾌﾟﾚｯｸｽ ㈱ｿﾆｰ･ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ㈱ｿﾆｰ･ﾐｭｰｼﾞｯｸﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ ㈱ｿﾆｰ･ﾐｭｰｼﾞｯｸｱｰﾃｨｽﾂ ㈱ｿﾆｰ･ﾐｭｰｼﾞｯｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
㈱ｴﾑｵﾝ･ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ ㈱ｿﾆｰ・ﾐｭｰｼﾞｯｸﾏｰｹﾃｲﾝｸﾞﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ ㈱ﾐｭｰｼﾞｯｸﾚｲﾝ ㈱ｿﾆｰ･ﾐｭｰｼﾞｯｸﾚｰﾍﾞﾙｽﾞ
㈱room NB ㈱次世代 ㈱ﾌｫﾜｰﾄﾞﾜｰｸｽ
㈱KELK ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ㈱ ｺﾏﾂｸｲｯｸ㈱ ｺﾏﾂNTC㈱ ｺﾏﾂ物流㈱
ｺﾏﾂ産機㈱ ｺﾏﾂｶﾐﾝｽﾞｴﾝｼﾞﾝ㈱ ㈱ｱｲ･ﾋﾟｰ･ｴｰ ｷﾞｶﾞﾌｫﾄﾝ㈱ ｺﾏﾂ教習所㈱
コマツｷｬﾌﾞﾃｯｸ㈱ ｺﾏﾂﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ㈱ ｺﾏﾂｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ㈱ ㈱ＥＡＲＴＨＢＲＡＩＮ

2 三井倉庫ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱ 中央区 MSﾛｼﾞﾃｸｻｰﾋﾞｽ㈱ 北海道MSﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱
4 ｿﾆｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱ 品川区 ｿﾆｰｺﾝｽｰﾏｰｾｰﾙｽ㈱ ㈱ﾚｱｿﾝ ｿﾆｰｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ㈱ ｿﾆｰﾋﾞｼﾞﾈｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ㈱
5 ヒューリック(株) 中央区 ﾋｭｰﾘｯｸ保険ｻｰﾋﾞｽ㈱ ﾋｭｰﾘｯｸﾋﾞﾙﾄﾞ㈱ ﾋｭｰﾘｯｸﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ ﾋｭｰﾘｯｸﾎﾃﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ ﾋｭｰﾘｯｸﾌﾟﾛｻｰﾌﾞ㈱
3 協和キリン(株) 千代田区 協和発酵ｷﾘﾝﾌﾟﾗｽ㈱ 協和ﾒﾃﾞィｱｻｰﾋﾞｽ㈱ 協和医療開発㈱

㈱りそな銀行 ㈱埼玉りそな銀行 ㈱近畿大阪銀行 りそな保証㈱ 近畿大阪信用保証㈱
りそな決済ｻｰﾋﾞｽ㈱ りそなｶｰﾄﾞ㈱ りそなｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱ りそな総合研究所㈱ りそなﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ㈱
㈱関西みらいﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ ㈱みなと銀行 りそなみらいズ㈱

3 ワタミ㈱ 大田区 ワタミファーム&エナジー㈱ ㈲当麻グリーンライフ ㈲ワタミファーム
2 ㈱日立国際電気 港区 ㈱HYSｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ ㈱五洋電子

デジタルハリウッド㈱ ㈱CSマーケティング トーンモバイル㈱ ㈱CCCマーケティング ふるさとスマホ㈱
CCCﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱ CCCｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ㈱
東芝テックソリューションサービス㈱ ㈱ティーイーアール ティー・ティービジネスサービス㈱ テックインフォメーションシステムズ㈱ ㈱テックプレシジョン
東芝テック画像情報システム㈱

3 ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス㈱ 目黒区 ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング㈱ ユニリーバ・ジャパン㈱ ユニリーバ・ジャパン・サービス㈱

3 ㈱深山 台東区 ㈱隆政堂 ㈱三共紙器製作所 ㈱深山物流
2 ㈱ヤマニ 台東区 ㈱モノーロ ヤマニ・ワークサポート㈱

㈱明日葉 ㈱みつばコミュニティ ㈱てしお夢ふぁーむ ㈱てしおサプライ ㈱ﾘｰﾌｻﾎﾟｰﾄ
葉隠勇進㈱ ソシオフードサービス㈱ ㈱あしたばマインド ㈱ｸｯｸｻｰﾋﾞｽ ㈱ｴﾑｾｰﾌﾃｨｻｰﾋﾞｽ
㈱エスプールヒューマンソリューションズ ㈱エスプールソジスティクス ㈱エスプールプラス ㈱エスプールセールサポート ㈱ｴｽﾌﾟｰﾙﾘﾝｸ
ﾌﾞﾙｰﾄﾞｯﾄｸﾞﾘｰﾝ㈱ ㈱ｴｽﾌﾟｰﾙｸﾞﾛｰｶﾙ

東京都(40グループ)

ソシオークホールディングス㈱

㈱エスプール

1

北海道(4グループ)

(株)りそなホールディングス

品川区

12

6

千代田区

東芝テック㈱

7

千代田区

港区

7

10

関係会社名

江東区

所在地

関係子会社一覧(親会社･都道府県順)
関係会社数合計：110 社

局
番 件数 親会社

11

港区

11

埼玉県(7グループ)

千葉県(1グループ)

12

14

成田市

品川区

13

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ 渋谷区

㈱小松製作所

成田国際空港㈱

㈱ｿﾆｰ･ﾐｭｰｼﾞｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ

13 ㈱ｸﾘｴｲﾄ･ﾚｽﾄﾗﾝﾂ･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

キユーソーサービス㈱ キユーソーティス㈱ ㈱キユーソーエルプラン ㈱エスワイプロモーション ㈱サンエー物流
キユーソーアレスト㈱ ｱｸｼｱﾛｼﾞ㈱ ㈱サンファミリー ㈱フレッシュデリカネットワーク フードクオリティーロジティクス㈱

㈱すかいらーくﾚｽﾄﾗﾝﾂ ﾆﾗｯｸｽ㈱ ㈱ﾌﾛｼﾞｬﾎﾟﾝ ㈱すかいらーくD&M ㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｰｺﾞ
㈱ﾄﾏﾄｱﾝﾄﾞｱｿｼｴｲﾂ
富士ﾌｲﾙﾑ㈱ 富士ﾌｲﾙﾑｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾞﾗﾌｨｯｸｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 富士ﾌｲﾙﾑGSﾃｸﾉ㈱ FFGSｸﾞﾗﾌｨｯｸｻﾌﾟﾗｲ㈱ 富士ﾌｲﾙﾑﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾚｽ㈱
富士ﾌｲﾙﾑｵﾌﾟﾃｨｸｽ㈱ 鮫川機械㈱ 富士ﾌｲﾙﾑｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 富士ﾌｲﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾌﾟﾗｲ㈱ 富士ﾌｲﾙﾑｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ㈱

富士ﾌｲﾙﾑ静岡㈱ 富士ﾌｲﾙﾑﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱ 富士ﾌｲﾙﾑ富山化学㈱ 富士ﾌｲﾙﾑ九州㈱ 富士ﾌｲﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ㈱
富士ﾌｲﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙITｿﾘﾕｰｼｮﾝ㈱ 富士ﾌｲﾙﾑｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞﾌﾟﾛﾃｯｸ㈱ ㈱山陰ﾌｼﾞｶﾗｰ㈱ ㈱山口ﾌｼﾞｶﾗｰ ㈱ﾕｰ･ｴｽ･ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ
富士ﾌｲﾙﾑﾒﾃﾞｨｱﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ㈱ 富士ﾌｲﾙﾑﾒﾃﾞｨｱｸﾚｽﾄ㈱ 富士ﾌｲﾙﾑﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈱
富士ﾌｲﾙﾑﾌｫﾄﾏﾆﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ㈱ 富士ﾌｲﾙﾑｵﾌﾟﾄﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ㈱ 富士ﾌｲﾙﾑｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 富士ﾌｲﾙﾑｿﾌﾄｳｪｱ㈱ 富士ﾌｲﾙﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
㈱富士ﾌｲﾙﾑﾍﾙｽｹｱﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 富士ﾌｲﾙﾑVETｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 富士ﾌｲﾙﾑ和光純薬工業㈱ ㈱富士ﾌｲﾙﾑﾜｺｰｹﾐｶﾙ
富士ﾌｲﾙﾑﾜｺｰｼﾊﾞﾔｷ㈱ 富士ﾌｲﾙﾑﾜｺｰﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ㈱ 富士ﾌｲﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ㈱ 富士ﾌｲﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 富士ﾌｲﾙﾑｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ㈱
富士ﾌｲﾙﾑﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 富士ﾌｲﾙﾑﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸ㈱ 富士ﾌｲﾙﾑｻｰﾋﾞｽｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ㈱ 富士ﾌｲﾙﾑｻｰﾋﾞｽﾘﾝｸ㈱ ㈱ﾄﾐｶ
富士ﾌｲﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｴｷｽﾊﾟｰﾄ㈱ 富士ﾌｲﾙﾑ知財情報ﾘｻｰﾁ㈱ 富士ﾌｲﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ ㈱ｱｼｽﾃｯｸ 富士ﾌｲﾙﾑ医療ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱
富士ﾌｲﾙﾑﾍﾙｽｹｱ㈱ 富士ﾌｲﾙﾑﾍﾙｽｹｱｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 富士ﾌｲﾙﾑﾍﾙｽｹｱ・ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ㈱ N＆Fテクノサービス㈱ 富士ﾌｲﾙﾑデジタルソリューションズ㈱

㈱ハイビカム
3 楽天カード㈱ 港区 楽天ｶｰﾄﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ 梶山倉庫㈱ 楽天ｶｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ㈱
2 TANAKAホールディングス㈱ 千代田区 田中貴金属工業㈱ 田中貴金属ｼﾞｭｴﾘｰ㈱
3 クラスメソッド㈱ 千代田区 ｱﾉﾃｰｼｮﾝ㈱ ｱﾝﾀﾞｰｽｺｱ㈱ ﾌﾟﾘｽﾞﾏﾃｨｸｽ㈱
2 ㈱GOOYA 渋谷区 ㈱キャリアネクスト ㈱ｷｬﾘｱﾋﾞｰﾄ

共同ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ㈱ 白洋舍北海道ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ㈱ 静岡白洋舎㈱ 東日本ﾎｰﾙｾｰﾙ㈱
㈱双立 白洋舎栄ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ㈱

5 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ㈱ 港区 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ九州㈱ 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ宮城㈱ 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝFE㈱ 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝBP㈱
2 ﾌｺｸ物産㈱ 大田区 ﾌｺｸ物流㈱ ㈱富国商会
3 三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙﾘｰｽ㈱ 新宿区 ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾌｧｰｽﾄ㈱ ㈱ｱｺﾓﾃﾞｰｼｮﾝﾌｧｰｽﾄ ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄｱｼｽﾀﾝﾄ㈱
3 ㈱ｴｽ･ｴﾑ･ｴｽ 港区 ㈱ｴｽ･ｴﾑ･ｴｽｻﾎﾟｰﾄｻｰﾎﾞｽ ㈱ｴｽ･ｴﾑ･ｴｽﾌｨﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ MIMS Japan㈱

全農東北ｴﾈﾙｷﾞｰ㈱ 全農東日本ｴﾈﾙｷﾞｰ㈱ 全農関西ｴﾈﾙｷﾞｰ㈱ 全農西日本ｴﾈﾙｷﾞｰ㈱ 全農九州ｴﾈﾙｷﾞｰ㈱
㈱JAｴﾈﾙｷﾞｰ千葉 ｼﾞｪｲｴｲ徳島燃料ｻｰﾋﾞｽ㈱

3 ㈱ｴｲﾁｴﾙﾌﾞｲ・ｴｽ 目黒区 ㈱ｲｰﾋﾞｰｴｰ ㈱日本機材 ㈱ｴｼｯｸｽ
3 ㈱ADKホールディングス 港区  ㈱ADKマーケティング･ソリューションズ ㈱ADKクリエイティブ･ワン ㈱ADKエモーションズ
3 ACA Next㈱ 港区 ㈱サンメンテナンス 京都ケータリング㈱ ACA Nextソリューション㈱
2 ㈱ダイナックホールディングス 新宿区 ㈱ダイナック ㈱ダイナックパートナーズ
4 京急開発㈱ 大田区 京急ﾛｲﾔﾙﾌｰｽﾞ㈱ 京急伊豆開発㈱ 平和島整備㈱ ㈱京急ﾋﾞﾙﾃｯｸ

㈱ｸﾞﾘｰﾝ・ﾌｰﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑｽﾞ ｸﾞﾘｰﾝﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ㈱ ｼﾞｰ・ｴｲﾁ・ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ東日本㈱ ｼﾞｰ・ｴｲﾁ・ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ中部㈱ ｸﾞﾘｰﾝﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾌｰﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱
㈱北海道ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ ㈱ｸﾞﾘｰﾝﾍﾙｽｹｱｻｰﾋﾞｽ ㈱ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽｻｰﾋﾞｽ ㈱ｼﾞｰｴｽｴﾌ ㈱ｼﾞｰ・ｵｰ・ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ
㈱ｼﾞｰ・ｴﾌ・ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ ㈱ｼﾞｰ・ﾃﾞｨｰ・ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ ㈱ｼﾞｰ・ﾜｲ・ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ ㈱ｼﾞｰ・ｴｽ・ﾌﾟﾛｱｼｽﾄ ｺｰﾍﾞﾌｰｽﾞ㈱
㈱ｳｪﾙﾈｽ伯養軒 ㈱ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ㈱ｸﾞﾘｰﾝﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ㈱沖縄ﾎﾃﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ㈱福島ｸﾞﾘｰﾝﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨｰ
㈱ﾎｰﾜｰｽ・ｱｼﾞｱ・ﾊﾟｼﾌｨｯｸ、ｼﾞｬﾊﾟﾝ ㈱千秀ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ㈱asken ㈱ｷｬﾆｰ

4 中外製薬㈱ 中央区 ㈱中外臨床研究センター 中外製薬工業㈱ 中外製薬ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ ㈱中外医科学研究所
㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ｱｰｷﾃｸﾄ ㈱ﾎｰｸ・ﾜﾝ ㈱ﾌﾟﾚｻﾝｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱ﾌﾟﾗｽﾃﾞｨ
㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ・ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ㈱ｱｲﾋﾞｰﾈｯﾄ ㈱群馬ﾌﾟﾛﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｺﾐｯｼｮﾝ

4 西武信用金庫 中野区 ㈱西武コミニティセンター ㈱西武ビジネスサービス ㈱西武不動産サービス 西武しんきんｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱
2 大星ビル管理㈱ 文京区 大星ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ㈱ 大星ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱

13

㈱ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ

㈱白洋舎

㈱すかいらーくホールディングス

調布市10 ㈱キユーソー流通システム

53

全農ｴﾈﾙｷﾞｰ㈱

港区

武蔵野市

富士ﾌｲﾙﾑﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱

6

新宿区24

大田区6

千代田区

9 ㈱オープンハウス 千代田区

7



関係会社名所在地
局
番 件数 親会社

日産車体ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ㈱ 日産車体ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ㈱ｵｰﾄﾜｰｸｽ京都 ㈱日産車体ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ ㈱ﾌﾟﾛｽﾀｯﾌ
日産車体九州㈱
㈱ｺｰｴｰﾃｸﾓｹﾞｰﾑｽ ㈱ｺｰｴｰﾃｸﾓｳｪｰﾌﾞ ㈱ｺｰｴｰﾃｸﾓﾈｯﾄ CWS Brains㈱ ㈱ｺｰｴｰﾃｸﾓｷｬﾋﾟﾀﾙ
㈱ｺｰｴｰﾃｸﾓﾘﾌﾞ ㈱ｺｰｴｰﾃｸﾓﾐｭｰｼﾞｯｸ ㈱ｺｰｴｰﾃｸﾓｱﾄﾞ ㈱ｺｰｴｰﾃｸﾓｸｵﾘﾃｨｱｼｭｱﾗﾝｽ

5 ﾌﾟﾛｽ㈱ 大和市 ﾌﾟﾛﾝﾃｨｱ㈱ ㈱ｿｰｼｬﾙ･ｽﾊﾟｲｽ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ ㈱ﾌﾟﾛｽｷｬﾘｱ ﾘﾑｽﾞ㈱ ㈱ｱｿｰﾄ･ﾜｰｸ
2 東芝ﾌﾟﾗﾝﾄｼｽﾃﾑ㈱ 横浜市鶴見区 芝浦ﾌﾟﾗﾝﾄ㈱ 関西東芝ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
2 三菱化工機㈱ 川崎市川崎区 三菱化工機アドバンス㈱ 化工機商事㈱
3 日本KFCホールディングス㈱ 横浜市西区 日本ケンタッキー・フライドチキン㈱ ケイ・フーズ㈱ ㈱ケイ・アド
2 合資会社　文明堂 横浜市中区 ㈱文明堂 文明堂製菓㈱

東芝情報システム㈱ 東芝ITサービス㈱ イー・ビー・ソリューションズ㈱

東芝ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
新和商事㈱ 魚沼ﾃﾞﾝｶ生ｺﾝ㈱ 津川新和生ｺﾝ㈱ 新和ｾｸﾞﾒﾝﾄ㈱ 太陽企業㈱
井上産業㈱ ㈱ゆのたに ㈱魚沼わさび苑

4 ㈱スノーピーク 三条市 ㈱スノーピークウェル ㈱スノーピークビジネスソリューションズ ㈱スノーピーク地方創生コンサルティング ㈱スノーピーク白馬
2 ㈱エヌ･エム･アイ 長岡市 ケータリングフード㈱ ㈱アルファスブライト

16 富山県(1グループ) 3 北陸ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ㈱ 高岡市 ㈱ﾍﾞﾈﾌﾚｯｸｽ 北陸ｺｶ･ｺｰﾗﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ㈱ ㈱なぶーる
ＰＦＵクオリティーサービス㈱ ＰＦＵテクノワイズ㈱ ＰＦＵライフエージェンシー㈱

ＰＦＵＩＴサービス㈱
5 福井県民生活協同組合 福井市 ㈱コープサービス福井 コンビニハーツ㈱ エルシーコープ㈱ ふくいレインボーファーム㈱ ㈱ケア・サービス・アイ
4 福井ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 福井市 福井ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｱｰｷﾃｸﾄ㈱ 福井ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ㈱ 福井ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｽﾏｰﾄ㈱ 福井ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ㈱

20 長野県(1グループ) 2 新光電気工業㈱ 長野市 新光ﾊﾟｰﾂ㈱ 新光ﾃｸﾉｻｰﾌﾞ㈱
中部薬品㈱ ㈱アクトス 中部流通㈱ 中部フーズ㈱ 中部興産㈱
㈱岐東ファミリーデパート ㈱Ｖソリューション ㈱Ｖflower ㈱バロー ㈱ホームセンターバロー
中部アグリ㈱ 中部ミート㈱ ㈱食鮮館タイヨー ㈱タチヤ ㈱主婦の友商事中部本社
㈱アグリル ㈱ダイエンフーズ ㈱公正屋 本田水産㈱ ㈱バローエージェンシー
㈱バローマックス 古屋産業㈱ ㈱ファースト ㈱桂林閣 ㈱フタバヤ
㈱福井中央漬物 三幸㈱
ｱﾚﾝｻﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ ㈲ジャパンクリーンサービス
㈲白石缶詰工場 ㈲大和ストアー 大東食研㈱ ㈱ヤマタ ㈱八百鮮

3 ㈱ユニバンス 湖西市 ㈱ウエストレイク ㈱遠州クロム 富士協同運輸㈱
㈱エコネコル ㈱クロダリサイクル ㈱３WM ㈱しんえこ ㈱アストコ
㈱東洋ゴムチップ ㈱ブライトイノベーション ㈱VOLTA

2 ヨシケイ開発㈱ 静岡市駿河区 ㈱ヨシケイ東部 プライム野菜工房㈱
2 共和レザー㈱ 浜松市 共和サポートアンドサービス㈱ 共和ライフテクノ㈱

㈱ｼﾞｪｽ ㈱ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ･ﾋﾞｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ㈱ﾊｲﾒﾃﾞｨｯｸ ｱｰﾙ･ﾃｨｰ開発㈱ ｱｰﾙ･ｴﾌ･ｴｽ㈱
ﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽﾄｺﾞﾙﾌ事業㈱ ｼﾞｬｽﾄﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ ﾄﾗｽﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ㈱ RTCC㈱

3 愛知陸運㈱ 豊田市 愛陸商事㈱ 豊友輸送㈱ 愛陸急送㈱
㈱宮川工機東京営業所 ㈱宮川丸嘉製作所 丸宮鉄工㈱ ㈱エムジーエス 宮川情報テクノ㈱
㈱エム・エス・シー

2 シャチハタ㈱ 名古屋市西区 シャチハタテクノ㈱ シャチハタビジネスアンドカスタマーサポート㈱

3 ㈱Mizkan J plus Holdings 半田市 ㈱Mizkan ㈱Mizkan Logitec ㈱Mizkan Partners
5 朝日インテック㈱ 瀬戸市 フィカス㈱ 朝日インテックJセールス㈱ フィルメック㈱ トヨフレックス㈱ 日本ケミカルコート㈱
2 ㈱ニッコーホールディングス 名古屋市中川区 ㈱ニッコー ㈱りあん
2 日精工業㈱ 蒲生郡竜王町 湖国精工㈱ 江州運輸㈱
3 近畿環境保全㈱ 草津市 ｷﾝｶﾝﾋﾞｼﾞﾈｽｱｿｼｴｲﾂ㈱ ㈱湖南リサイクルセンター ㈲ラゴ

㈱アヤハディオ アヤハ不動産㈱ ㈱アヤハレークサイドホテル 綾羽工業㈱ ㈱アヤハエンジニアリング　

アヤハ運輸倉庫㈱ ㈱アヤハ環境開発 ㈱アヤハゴルフリンクス ㈱アヤハ自動車教習所 ㈱エイエムエス　

ﾛｰﾑ・ﾜｺｰ㈱ ﾛｰﾑ･ｱﾎﾟﾛ㈱ ﾛｰﾑ浜松㈱ ﾛｰﾑ･ﾒｶﾃｯｸ㈱ ﾛｰﾑ･ﾛｼﾞｽﾃｯｸ㈱
ﾗﾋﾟｽｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀ㈱ ﾗﾋﾟｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱

神奈川県(8グループ)

ｺｰｴｰﾃｸﾓﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱9

日産車体㈱6

14

静岡県(4グループ)

18
福井県(2グループ)

15

新潟県(3グループ)

石川県(1グループ)

22

17

愛知県(7グループ)

ﾛｰﾑ㈱

宮川工機㈱

9

26
京都府(1グループ)

7 京都市右京区

豊橋市

恵那市㈱バローホールディングス　

㈱ＰＦＵ かほく市

6

4

(株)エンビプロ・ホールディングス

名古屋市中区

富士宮市

平塚市

横浜市港北区

新和ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱

8

大津市

ﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽﾄ㈱

南魚沼市8

川崎市幸区4 東芝デジタルソリューションズ㈱

綾羽株式会社　

23

岐阜県(1グループ)

21

25

滋賀県(3グループ)

34

10



関係会社名所在地
局
番 件数 親会社

1 タビオ㈱ 大阪市浪速区 タビオ奈良㈱
2 岩井ｺｽﾓﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 大阪市中央区 岩井ｺｽﾓ証券㈱ 岩井ｺｽﾓﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ㈱

間口運輸㈱ ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｽ㈱ 間口ﾗﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ㈱ 間口陸運㈱ ﾕﾅｲﾄｻｰﾋﾞｽ㈱
間口ｼﾞｪﾈﾗﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ 間口商事㈱ リソーマプラス㈱ 花LINKS㈱ スリーエスコーポレーション㈱
間口バリュートランス㈱ 間口東海㈱ 間口北近畿㈱ 間口ウエストロジ㈱
㈱間口 間口ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱ 間口ロジ関東㈱ 間口ファシリティーズ㈱ フィルグリーン㈱

2 ㈱ラピーヌ 大阪市北区 ㈱ベルラピカ ラピーヌ夢ファーム㈱
5 エレコム㈱ 大阪市中央区 ｴﾚｺﾑｻﾎﾟｰﾄ&ｻｰﾋﾞｽ㈱ ロジテックINAソリューションズ㈱ ハギワラソリューションズ㈱ DXアンテナ㈱ ㈱フォースメディア
2 ㈱タナ・コーポレーション 岸和田市木材町 ㈱クロヒジ(千葉県市原市) ㈱クロヒジ(大阪府岸和田市)

㈱ジャパンクリエイト ㈱バリューネットワーク ㈱ベルーフ ㈱共同地質コンパニオン ㈱ＡＣＴマーケティング
新幹工業㈱ ㈱ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾂｱｰｽﾞ ㈱ハートフルサービス
㈱LINDA ㈱ピアてらす ㈱トリコム

5 IDEC㈱ 大阪市淀川区 IDCEセールスサポート㈱ IDECｼｽﾃﾑｽﾞ&ｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ㈱ IDEC AUTO-ID SOLUTIONS㈱ IDECﾌｧｸﾄﾘｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ IDECﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｻｰﾋﾞｽ ㈱
4 Suprieve Holdings㈱ 大阪市北区 AsFine㈱ イルミルド製薬㈱ Evand㈱ Suprieve Consulting㈱

29 奈良県(1グループ) 2 ㈱理想実業 北葛城郡広陵町 ㈱プロデュースカンパニー ㈱どうとんぼり神座
5 ﾅｶｼﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 岡山市東区 ㈱ｼｽﾃﾑｽﾞﾅｶｼﾏ ﾅｶｼﾏｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ㈱ 帝人ﾅｶｼﾏﾒﾃﾞｨｶﾙ㈱ ㈱ﾅｯｸ

㈱サンマルク ㈱サンマルクカフェ ㈱函館市場 ㈱バケット ㈱鎌倉パスタ
㈱サンマルクグリル ㈱倉敷珈琲 ㈱サンマルクイノベーションズ

5 オタフクホールディングス㈱ 広島市西区 ｵﾀﾌｸｿｰｽ㈱ お多福醸造㈱ お好みフーズ㈱ OPP㈱ ㈱ナカガワ
三栄産業㈱ 三栄パブリックサービス㈱ ㈱オンザライズ 岩国パブリックサービス㈱ ㈱ミィ・オフィス
㈱きのこ村 ㈱ライフパス

3 ㈱ファーストクリエート 福山市 ㈱松原組 ㈱A．E．U．G． ㈱スマイルクリエート
4 メガネの田中ホールディングス㈱ 広島市中区 メガネの田中チェーン㈱ 日本レンズ工業㈱ 聞こえの田中㈱ ㈱佐々木セルロイド工業所

35 山口県(1グループ) 5 ㈱ﾌｧｰｽﾄﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ 山口市 ㈱ﾕﾆｸﾛ ㈱ジーユー ㈱ﾘﾝｸ･ｾｵﾘｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ ｺﾝﾄﾜｰ･ﾃﾞ･ｺﾄﾆｴｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ ㈱ﾌﾟﾗｽﾃ
㈱ﾊﾟﾙﾈｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾃﾞﾘｶｻﾗﾀﾞﾎﾞｰｲ㈱ 酔鯨酒造㈱ 旭ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ㈱ 旭ﾌﾚｯｼｭ㈱
㈱大倉 旭ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ関東㈱ Green Earth Power Japan㈱ ㈱フーデム ㈱Nextructure
㈱マスダ かいせい物産㈱ ㈱旭ものづくり研究所 ヤマキ㈱

4 ㈱ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄ 神埼郡吉野ヶ里町 ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 浜勝㈱ ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄ開発㈱ ﾘﾝｶﾞｰﾌｰｽﾞ㈱
2 学校法人久留米大学 久留米市 ㈱久大ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ ㈱ｹｰﾕｰ
2 国際経営㈱ 筑紫野市 ㈱ｱﾝﾄﾞ･ｹｱ ㈱ｱﾝﾄﾞ･ﾗｲﾌ

㈱福岡銀行 ㈱熊本銀行 ㈱十八親和銀行 福銀事務ｻｰﾋﾞｽ㈱ FFG証券㈱
FFGコンピューターサービス㈱ 福銀不動産調査㈱ ふくおか債権回収㈱ ㈱FFGｶｰﾄﾞ ふくぎん保証㈱
FFGﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱
㈱FFGほけんサービス ㈱FFGベンチャービジネスパートナーズ iBankマーケティング㈱ ㈱R＆Dビジネスファクトリー
㈱ゼロバンク・デザインファクトリー

㈱みんなの銀行 十八総合リース㈱ ㈱長崎経済研究所
㈱FFG成長投資 ㈱サステナブルスケール
㈱FFG Succession

2 (株)ウチヤマホールディングス 北九州市 ㈱ボナー ㈱さわやか倶楽部

33

27

大阪府(9グループ)

14 旭食品㈱39

福岡県(5グループ)

高知県(1グループ)

34
7 三栄ホールディングス㈱

㈱ジャパンクリエイトグループ

40

岡山県(2グループ)

㈱サンマルクホールディングス8

広島県(4グループ)

大阪市淀川区11

19 大阪市港区マグチグループ㈱

22 ㈱ふくおかﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ福岡市中央区

高知市

広島市中区

岡山市北区


