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株式会社セコマ 北海道札幌市 ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社の管理業務・不動産賃貸事業等 www.secoma.co.jp

株式会社うえたストア 秋田県横手市 食品

株式会社ト一屋 山形県酒田市 スーパーマーケット http://www.toichiya.co.jp

株式会社ヨークベニマル 福島県郡山市 スーパーマーケット

株式会社セイミヤ 茨城県潮来市 スーパーマーケット

株式会社タケウチハイパック 茨城県猿島郡 段ボール・製版製造販売

スマートMI株式会社 栃木県小山市 システム開発

有限会社マルイ洋品店 群馬県甘楽郡 衣料品小売

株式会社トリオ 群馬県高崎市 靴

皇漢堂販売株式会社 埼玉県新座市 医薬品製造・卸・販売、薬局

株式会社Few's 埼玉県さいたま市 イベント販売、BtoB、BtoC営業、求人

株式会社ウイング 埼玉県朝霞市 電気・空調設備工事

株式会社川　久 千葉県松戸市 呉服

有限会社小林貴金属店 千葉県館山市 宝石・眼鏡

多田屋株式会社 千葉県匝瑳市 本･文具･ﾌｧｯｼｮﾝ販売 tadaya.la.coocan.jp

株式会社そら 千葉県船橋市 飲食業、カーセールス事業、スポーツストレッチ事業 https://www.sola-japan.co.jp

有限会社馨　華 東京都狛江市 中国茶等の卸・小売

株式会社よしや 東京都板橋区 スーパーマーケット

株式会社サン･コミュニケーションズ 東京都千代田区 広告制作プロダクション、印刷

株式会社キューブアンドカンパニー 東京都中央区 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通販 https://cube-company.com/

株式会社秀實社 東京都中央区 研修ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞⓇ事業、組織人事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ事業、ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ育成事業 http://syujitsusya.co.jp/

有限会社クリーニング　どばし 東京都品川区 クリーニング

株式会社丸　治 東京都豊島区 衣料品 http://www.sugamo-maruji.jp

全国ユニバーサルサービス連絡協議会 東京都品川区 団体 https:universalservice.jp

株式会社佐藤エンタープライズ 東京都千代田区 ｲﾍﾞﾝﾄ・日中ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ・ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ www.sato-japan.com

株式会社ファインハート 東京都新宿区 飲食店関連の備品販売、DrFry代理店 https://www.fineheart.net

東京ビル整美株式会社 東京都千代田区 ビルメンテナンス業

株式会社ワコープラネット 東京都千代田区 印刷業 http://www.waco-planet.co.jp

株式会社ライトアンド 東京都中央区 設備設計・情報処理・コンサルティング

株式会社NECライベックス 東京都港区 福利厚生サービス

日本ボランタリーチェーン協会 東京都台東区 公益法人・全国団体 www.vca.or.jp

株式会社内　原 東京都港区 宝飾品・時計　卸・小売

有限会社アネット 東京都渋谷区 不動産の仲介、管理、サブディベロッパー業務 www.amane.co.jp

株式会社ユニバーサル広告社 東京都豊島区 広告代理業

株式会社チェッカーサポート 東京都江東区 レジアウトソーシング https://www.checkersupport.co.jp

アクア株式会社　経営戦略本部 東京都中央区 電気機器製造販売 https://aqua-has.com/

株式会社ニシムラ事務機 東京都港区 文具・事務機販売

佐伯商事株式会社 東京都港区 貸室業

株式会社ディーネット 東京都港区 サーバー関連、インターネット広告、ソフトウェア

株式会社ジュエラーズジャパン 東京都台東区 宝飾・時計・眼鏡　ＶＣ本部 http://jewelersjapan.co.jp

全国スーパーマーケット協会 東京都千代田区 公益法人 http://www.super.or.jp/

株式会社マルエツ 東京都豊島区 総合小売

第一印刷株式会社 東京都江戸川区 印刷業

有限会社ディリアス 東京都世田谷区 イベント制作、附帯業務 http://nyandarake.tokyo/

株式会社三省堂書店 東京都千代田区 書籍等販売業 https://www.books-sanseido.co.jp

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 東京都千代田区 総合小売 https://www.7andi.com

中真堂株式会社 東京都江戸川区 宝石・時計

ジェイフロンティア株式会社 東京都渋谷区 広告代理業務・通信販売

株式会社マスターワークス 東京都品川区 音楽プロダクション

株式会社日興社 東京都品川区 広告代理店

株式会社物流革命 東京都港区 物流コンサルティング

株式会社井田両国堂 東京都千代田区 化粧品・日用品雑貨卸

協同組合連合会日本専門店会連盟 東京都千代田区 異業種　中小小売商団体

株式会社東京メディカルコンサルティング 東京都港区 ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ﾍﾙｽｹｱ業界におけるｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ及び物販 URL変更中

株式会社Tinker Technologies 東京都目黒区 ロボット開発、設計、製造、販売 www.tinkerrobotics.com

ファストドクター株式会社 東京都新宿区 対事業所サービス業 https://fastdoctor.jp

Leo Management株式会社 東京都渋谷区 情報

株式会社JCNT 東京都千代田区 通信機器レンタル https://www.jcnt.co.jp

MERS ENTERTAINMENT合同会社 東京都新宿区 サービス業・エンターテインメント事業 http://marsent.jp

株式会社ラックエッジ 東京都八王子市 結婚相談所事業 https://www.willmarry.jp

株式会社アンティバックプラス住家 東京都渋谷区 輸入家電メーカー http://antibacplus.jp
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株式会社AIMY 東京都渋谷区 女性支援・学生支援団体、広告事業・人材紹介事業 http://www.aimy-group.com/

ミトラス・トレーディング株式会社 東京都練馬区 食品卸売業・輸入品販売

株式会社ワールドフォースインターナショナル 東京都文京区 物流業（ラストワンマイル） http:wfi.co.jp

有限会社ティーケートラックス 東京都中央区 広告代理業

株式会社why not 東京都新宿区 映像制作、制作プランニング https://why-not.asia

神奈川販売士協会 神奈川県横浜市 団体 https://www.kanagawa-hanbaishi.com/

株式会社AGENCY ONE 神奈川県横浜市 広報PR指南・実務支援

株式会社アンドー 神奈川県横浜市 健康産業・不動産賃貸業他

マギー株式会社 神奈川県横浜市 マーケティング等 magee.co.jp

株式会社浅川園 新潟県新潟市 茶・海苔・茶道具

福井精米株式会社 福井県福井市 米穀販売業 https://fukuiseimai.co.jp/

JA南アルプス市Aコープ　白根店 山梨県南アルプス市 食品スーパー

株式会社龍の瞳 岐阜県下呂市 米穀販売

株式会社岐阜一 岐阜県岐阜市 日用品・雑貨・錠前修理、セキュリティ関連工事

株式会社駿河屋魚一 岐阜県高山市 スーパーマーケット

東海電子印刷株式会社 静岡県浜松市 印刷業

ピアノ技研工業有限会社 静岡県沼津市 楽器製造業

東海販売士協会 愛知県名古屋市 団体

株式会社キクチメガネ 愛知県春日井市 眼鏡 https://www.kikuchi-megane.co.jp

株式会社イーロジス 愛知県名古屋市 物流業

株式会社メイショー 愛知県名古屋市 米専門店（卸・小売）

コミュニケーションワーカー支援機構 愛知県名古屋市 教育・カウンセリング・サービス https://comuwa.or.jp

有限会社まるいけ 三重県四日市 ビジネス旅館

株式会社茶真商店 滋賀県長浜市 銘茶・菓子・軽食品製造・販売 http://www.chashin.co.jp

有限会社オフィスハタオカ 京都府京都市 企画・販促制作

株式会社京一屋 京都府木津川市 総合衣料、婦人服

株式会社ジモネタ 大阪府守口市 アプリ開発、広告事業

株式会社アイ・ドット・クオリティ 大阪府大阪市 化粧品製造販売 https://hadamaru.com/

大阪印刷工業株式会社 大阪府八尾市 印刷業

株式会社グラシアス 大阪府大阪市 通信業 https://www.gracias-2013.com/

株式会社オークワ 和歌山県和歌山市 スーパーマーケット http://www.okuwa.net/

フクハラアシャール株式会社 島根県大田市 宝石・ﾒｶﾞﾈ・時計・補聴器

株式会社イトウゴフク 岡山県岡山市 総合衣料

株式会社クリーンライフサポート 福岡県福岡市 清掃業務

有限会社清田時計店 熊本県熊本市 宝石・時計・眼鏡

有限会社亀の甲 大分県佐伯市 甘酒製造

ぶんご銘醸株式会社 大分県佐伯市 酒類製造業


