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日本製薬団体連合会 

日本石鹸洗剤工業会 

日本石鹸洗剤工業組合 

日本接着剤工業会 

日本ゼラチン・コラーゲン工業組合 

日本ソーダ工業会 

日本暖房機器工業会 

日本チエーン工業会 

一般社団法人日本鋳鍛鋼会 

日本陶磁器工業協同組合連合会 

日本内航海運組合総連合会 

日本内燃機関連合会 

日本難燃剤協会 



日本パーマネントウェーブ液工業組合 

日本バーミキュライト工業会 

日本歯磨工業会 

日本ビニル工業会 

日本フォーム印刷工業連合会 

日本フォームスチレン工業組合 

日本弗素樹脂工業会 

日本部品供給装置工業会 

日本プラスチック機械工業会 

日本プラスチック工業連盟 

日本フルオロカーボン協会 

日本ヘアカラー工業会 

日本ＰＥＴフィルム工業会 

日本ボイラー・圧力容器工業組合 

日本防疫殺虫剤協会 

日本紡績協会 

日本ポリオレフィンフィルム工業組合 

日本無機薬品協会 

日本メンテナンス工業会 

日本木材防腐工業組合 

日本有機過酸化物工業会 

日本輸入化粧品協会 

日本窯業外装材協会 

日本溶剤リサイクル工業会 

日本羊毛産業協会 

日本浴用剤工業会 

発泡スチロール協会 

光触媒工業会 

普通鋼電炉工業会 

ポリカーボネート樹脂技術研究会 

モノレール工業協会 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 

硫酸協会 

林業・木材製造業労働災害防止協会 

ロックウール工業会 

一般社団法人日本食品添加物協会 

カーボンブラック協会 

一般社団法人産業環境管理協会 

一般社団法人セメント協会 

一般社団法人 JATI 協会 

吸水性樹脂工業会 

一般社団法人日本コールセンター協会 

日本労働組合総連合会 

公益社団法人全国障害者雇用事業所協会 

一般社団法人障害者雇用企業支援協会 

一般社団法人日本人材派遣協会 

一般社団法人日本生産技能労務協会 

一般社団法人ＮＥＯＡ 

公益社団法人全国民営職業紹介事業協会 

一般社団法人日本人材紹介事業協会 

公益社団法人全国求人情報協会 

公益財団法人産業雇用安定センター 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

一般財団法人港湾労働安定協会 

公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会 

一般社団法人建設電気技術協会 

一般社団法人不動産証券化協会 

一般社団法人日本補償コンサルタント協会 

公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会 

公益社団法人日本バス協会 

一般社団法人公営交通事業協会 

一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会 

一般社団法人全国個人タクシー協会 

一般財団法人全国福祉輸送サービス協会 

一般社団法人全国レンタカー協会 

一般社団法人全国霊柩自動車協会 

全日本交通運輸産業労働組合協議会 

一般社団法人日本船主協会 

一般社団法人日本外航客船協会 

全国料理業生活衛生同業組合連合会 



特定非営利活動法人日本環境斎苑協会 

公益社団法人全日本墓園協会 

公益社団法人日本下水道協会 

一般社団法人日本下水道施設業協会 

公益社団法人日本推進技術協会 

一般社団法人日本下水道施設管理業協会 

公益社団法人日本下水道管路管理業協会 

一般社団法人日本下水道光ファイバー技術協会 

一般財団法人下水道事業支援センター 

公益財団法人日本下水道新技術機構 

一般社団法人日本舶用工業会 

社会福祉法人全国社会福祉協議会 

一般社団法人ナイトクラブエンターテイメント協会 

一般社団法人電波産業会 

公益財団法人日本無線協会 

一般社団法人情報通信エンジニアリング協会 

一般社団法人情報通信設備協会 

一般社団法人テレコムサービス協会 

一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会 

一般財団法人日本データ通信協会 

全国労働組合総連合 

全国労働組合連絡協議会 

全国建設労働組合総連合 

日本基幹産業労働組合連合会 

全日本自動車産業労働組合総連合会 

全国電力関連産業労働組合総連合 

全国法律関連労組連絡協議会 

全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟 

全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会 

日本郵政グループ労働組合 

情報産業労働組合連合会 

日本化学エネルギー産業労働組合連合会 

日本食品関連産業労働組合総連合会 

JAM 

一般社団法人 全日本指定自動車教習所協会連合会 

一般社団法人 日本ガス石油機器工業会 

外国人技能実習機構 

一般社団法人全国住宅産業地域活性化協議会 

一般社団法人日本旅行業協会 

一般社団法人全国旅行業協会 

一般社団法人日本添乗サービス協会 

一般社団法人日本海外ツアーオペレーター協会 

中華人民共和国訪日観光客受入旅行会社連絡協議会 

公益社団法人国際観光施設協会 

一般社団法人国際観光日本レストラン協会 

一般社団法人住宅宿泊協会 

一般社団法人日本旅館協会 

一般社団法人日本ホテル協会 

一般社団法人全日本シティホテル連盟 

一般社団法人信号工業協会 

一般社団法人日本鉄道電気技術協会 

一般社団法人鉄道分岐器工業協会 

日本自動車車体整備協同組合連合会 

全国自動車電装品整備商工組合連合会 

一般社団法人全国物流ネットワーク協会 

日本貨物運送協同組合連合会 

全国トラック交通共済協同組合連合会 

日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会 

全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会 

一般社団法人日本船舶品質管理協会 

一般社団法人全国モーターボート競走施行者協議会 

一般財団法人日本モーターボート競走会 

公益社団法人日本モーターボート選手会  

一般社団法人全国モーターボート競走施設所有者協議会  

一般社団法人全国ボートピア施設所有者協議会  

公益財団法人日本財団 

公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団  

公益財団法人日本海事科学振興財団  

全日本海員組合会 

日本港湾空港建設協会連合会 



一般社団法人海洋調査協会 

一般社団法人港湾技術コンサルタンツ協会 

公益社団法人全国通運連盟 

一般社団法人国際フレイトフォワーダーズ協会 

一般社団法人航空貨物運送協会 

日本内航運送取扱業海運組合 

日本自動車整備商工組合連合会 

一般社団法人日本自動車販売協会連合会 

一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会 

一般社団法人全国自動車標板協議会 

一般財団法人日本自動車査定協会 

一般社団法人日本陸送協会 

一般社団法人全国自動車無線連合会 

公益社団法人全国運転代行協会 

公益財団法人交通安全振興機構 

一般社団法人日本自動車運行管理協会 

日本バスターミナル協会 

一般社団法人 日本観光自動車道協会 

一般社団法人全国測量設計業協会連合会 

一般社団法人建設コンサルタンツ協会 

一般社団法人全国地質調査業協会連合会 

建設コンサルタンツ協同組合 

公益財団法人日本測量調査技術協会 

全国建設コンサルタント業協会連合会 

一般社団法人日本索道工業会 

一般社団法人日本地下鉄協会 

一般社団法人日本モノレール協会 

第三セクター鉄道等協議会 

一般社団法人日本鉄道施設協会 

一般財団法人日本鋼索交通協会 

一般社団法人鉄道建築協会 

一般社団法人日本鉄道運輸サービス協会 

一般社団法人日本鉄道車両機械技術協会 

一般社団法人鉄道電業安全協会 

一般社団法人海外鉄道技術協力協会 

日本船舶代理店協会 

外航船舶代理店業協会 

一般社団法人全国空港ビル事業者協会 

一般社団法人全国空港給油事業協会 

定期航空協会 

日本フライトケータリング協会 

一般財団法人日本舶用品検定協会 

一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会 

日本小型船舶検査機構 

公益財団法人日本適合性認定協会 

一般社団法人日本海員掖済会 

一般財団法人舟艇協会 

一般財団法人日本海事協会 

一般財団法人沿岸技術研究センター 

一般社団法人外航船員医療事業団 

一般財団法人全日本海員福祉センター 

公益財団法人日本殉職船員顕彰会 

外国船舶協会 

船員災害防止協会 

一般社団法人日本長距離フェリー協会 

一般財団法人日本船員厚生協会 

公益財団法人マリンスポーツ財団 

一般財団法人日本造船技術センター 

公益財団法人日本船員雇用促進センター 

公益財団法人東京エムオウユウ事務局 

日本水先人連合会 

一般財団法人日本船渠長協会 

一般社団法人日本船長協会 

一般社団法人全日本船舶職員協会 

一般社団法人海洋育英社 

一般社団法人海洋会 

一般社団法人日本船舶機関士協会 

公益財団法人海技教育財団 

独立行政法人海技教育機構 

一般財団法人海技振興センター 



公益財団法人海技資格協力センター 

一般財団法人日本船舶職員養成協会 

公益財団法人日本船員福利厚生基金財団 

一般社団法人日本海事代理士会 

建設工業経営研究会 

一般社団法人海外建設協会 

一般社団法人日本埋立浚渫協会 

一般社団法人鉄骨建設業協会 

一般社団法人日本建設組合連合 

一般社団法人日本橋梁建設協会 

公益社団法人全国鉄筋工事業協会 

一般社団法人全国さく井協会 

一般社団法人日本タイル煉瓦工事工業会 

全日本板金工業組合連合会 

一般社団法人全国建設産業協会 

一般社団法人日本造園建設業協会 

一般社団法人日本シヤッター・ドア協会 

一般社団法人全国建設室内工事業協会 

一般社団法人日本橋梁・鋼構造物塗装技術協会 

一般社団法人カーテンウォール・防火開口部協会 

一般社団法人プレストレスト・コンクリート建設業協会 

全国建具組合連合会 

一般社団法人全国基礎工事業団体連合会 

一般社団法人日本ウエルポイント協会 

一般社団法人日本グラウト協会 

一般社団法人日本建設軀体工事業団体連合会 

一般社団法人日本海上起重技術協会 

一般社団法人日本造園組合連合会 

せんい強化セメント板協会 

一般社団法人日本建設業経営協会 

全国浚渫業協会 

一般社団法人土地改良建設協会 

一般社団法人全日本瓦工事業連盟 

一般社団法人日本型枠工事業協会 

一般社団法人全国ダクト工業団体連合会 

日本外壁仕上業協同組合連合会 

一般社団法人日本建築大工技能士会 

一般社団法人四国空調衛生工事業協会 

一般社団法人全国コンクリート圧送事業団体連合会 

一般社団法人全国タイル業協会 

一般社団法人日本厨房工業会 

一般社団法人重仮設業協会 

一般社団法人日本計装工業会 

全国圧気工業協会 

公益社団法人日本エクステリア建設業協会 

一般社団法人全国道路標識・標示業協会 

一般社団法人斜面防災対策技術協会 

一般社団法人全国建設産業団体連合会 

消防施設工事協会 

一般社団法人日本運動施設建設業協会 

全国圧接業協同組合連合会 

一般財団法人中小建設業住宅センター 

全国マスチック事業協同組合連合会 

全国ポンプ・圧送船協会 

全国板硝子工事協同組合連合会 

一般社団法人日本屋外広告業団体連合会 

一般社団法人日本家具産業振興会 

日本建設インテリア事業協同組合連合会 

一般社団法人日本ウレタン断熱協会 

一般社団法人日本配管工事業団体連合会 

一般社団法人ビルディング・オートメーション協会 

一般社団法人日本トンネル専門工事業協会 

一般社団法人日本アンカー協会 

一般社団法人日本ツーバイフォー建築協会 

一般社団法人日本木造住宅産業協会 

一般社団法人日本潜水協会 

一般社団法人全国特定法面保護協会 

一般社団法人日本在来工法住宅協会 

ダイヤモンド工事業協同組合 

一般社団法人フローリング協会 



一般社団法人全日本漁港建設協会 

一般社団法人マンション計画修繕施工協会 

一般社団法人プレストレスト・コンクリート工事業協会 

一般社団法人全国建行協 

一般社団法人樹脂舗装技術協会 

公益財団法人建設業適正取引推進機構 

一般社団法人日本発破・破砕協会 

一般社団法人全国中小建設工事業団体連合会 

一般社団法人コンクリートパイル・ポール協会 

 一般社団法人マンション管理業協会 

一般社団法人不動産流通経営協会 

公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会 

一般社団法人全国住宅産業協会  

一般社団法人電気通信事業者協会 

一般社団法人ファームステイ協会 

 


