
　　　特定荷主等リスト
令和４年６月末時点

業種名 事業者名 主たる事業の所在地
窯業・土石製品製造業 日鉄セメント株式会社 北海道
窯業・土石製品製造業 共和コンクリート工業株式会社 北海道
窯業・土石製品製造業 前田製管株式会社 山形県
窯業・土石製品製造業 小名浜吉野石膏株式会社 福島県
窯業・土石製品製造業 日立セメント株式会社 茨城県
窯業・土石製品製造業 吉澤石灰工業株式会社 栃木県
窯業・土石製品製造業 エスビック株式会社 群馬県
窯業・土石製品製造業 有恒鉱業株式会社 埼玉県
窯業・土石製品製造業 秩父石灰工業株式会社 埼玉県
窯業・土石製品製造業 東洋ガラス株式会社 東京都
窯業・土石製品製造業 住友金属鉱山シポレックス株式会社 東京都
窯業・土石製品製造業 太平洋マテリアル株式会社 東京都
窯業・土石製品製造業 品川リフラクトリーズ株式会社 東京都
窯業・土石製品製造業 セントラル硝子株式会社 東京都
窯業・土石製品製造業 ＪＦＥミネラル株式会社 東京都
窯業・土石製品製造業 菱光石灰工業株式会社 東京都
窯業・土石製品製造業 クリオン株式会社 東京都
窯業・土石製品製造業 日東紡績株式会社 東京都
窯業・土石製品製造業 AGC株式会社 東京都
窯業・土石製品製造業 クニミネ工業株式会社 東京都
窯業・土石製品製造業 奥多摩工業株式会社 東京都
窯業・土石製品製造業 吉野石膏株式会社 東京都
窯業・土石製品製造業 日本板硝子株式会社 東京都
窯業・土石製品製造業 ニチアス株式会社 東京都
窯業・土石製品製造業 ジオスター株式会社 東京都
窯業・土石製品製造業 日本ヒューム株式会社 東京都
窯業・土石製品製造業 AGCグラスプロダクツ株式会社 東京都
窯業・土石製品製造業 旭ファイバーグラス株式会社 東京都
窯業・土石製品製造業 旭化成建材株式会社 東京都
窯業・土石製品製造業 東海カーボン株式会社 東京都
窯業・土石製品製造業 太平洋セメント株式会社 東京都
窯業・土石製品製造業 東海工業株式会社 東京都
窯業・土石製品製造業 旭トステム外装株式会社 東京都
窯業・土石製品製造業 株式会社ジプテック 東京都
窯業・土石製品製造業 住友大阪セメント株式会社 東京都
窯業・土石製品製造業 株式会社デイ・シイ 神奈川県
窯業・土石製品製造業 敦賀セメント株式会社 福井県
窯業・土石製品製造業 日本耐酸壜工業株式会社 岐阜県
窯業・土石製品製造業 河合石灰工業株式会社 岐阜県
窯業・土石製品製造業 矢橋工業株式会社 岐阜県
窯業・土石製品製造業 清水工業株式会社 岐阜県
窯業・土石製品製造業 上田石灰製造株式会社 岐阜県
窯業・土石製品製造業 ニチハ株式会社 愛知県
窯業・土石製品製造業 株式会社トウチュウ 愛知県
窯業・土石製品製造業 石塚硝子株式会社 愛知県
窯業・土石製品製造業 日本ガイシ株式会社 愛知県
窯業・土石製品製造業 チヨダウーテ株式会社 三重県
窯業・土石製品製造業 日本電気硝子株式会社 滋賀県
窯業・土石製品製造業 ケイミュー株式会社 大阪府
窯業・土石製品製造業 神島化学工業株式会社 大阪府
窯業・土石製品製造業 株式会社ヨータイ 大阪府
窯業・土石製品製造業 株式会社ノザワ 兵庫県
窯業・土石製品製造業 日本山村硝子株式会社 兵庫県
窯業・土石製品製造業 備北粉化工業株式会社 岡山県
窯業・土石製品製造業 三共精粉株式会社 岡山県
窯業・土石製品製造業 株式会社カルファイン 広島県
窯業・土石製品製造業 中国高圧コンクリート工業株式会社 広島県
窯業・土石製品製造業 宇部マテリアルズ株式会社 山口県
窯業・土石製品製造業 株式会社富士ピー・エス 福岡県
窯業・土石製品製造業 黒崎播磨株式会社 福岡県
窯業・土石製品製造業 日鉄高炉セメント株式会社 福岡県
窯業・土石製品製造業 ＴＯＴＯ株式会社 福岡県
窯業・土石製品製造業 麻生セメント株式会社 福岡県
窯業・土石製品製造業 琉球セメント株式会社 沖縄県
輸送用機械器具製造業 トヨタ自動車北海道株式会社 北海道
輸送用機械器具製造業 株式会社ダイナックス 北海道
輸送用機械器具製造業 トヨタ自動車東日本株式会社 宮城県
輸送用機械器具製造業 ＴＰＲ工業株式会社 山形県
輸送用機械器具製造業 曙ブレーキ工業株式会社 埼玉県
輸送用機械器具製造業 ＵＤトラックス株式会社 埼玉県
輸送用機械器具製造業 本田技研工業株式会社 東京都
輸送用機械器具製造業 日野自動車株式会社 東京都
輸送用機械器具製造業 株式会社ＳＵＢＡＲＵ 東京都
輸送用機械器具製造業 KYB株式会社 東京都
輸送用機械器具製造業 いすゞ自動車株式会社 東京都
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輸送用機械器具製造業 ＮＯＫ株式会社 東京都
輸送用機械器具製造業 トピー工業株式会社 東京都
輸送用機械器具製造業 日立Astemo株式会社 東京都
輸送用機械器具製造業 矢崎部品株式会社 東京都
輸送用機械器具製造業 株式会社ティラド 東京都
輸送用機械器具製造業 三菱自動車工業株式会社 東京都
輸送用機械器具製造業 日産車体株式会社 神奈川県
輸送用機械器具製造業 日本発条株式会社 神奈川県
輸送用機械器具製造業 三菱ふそうトラック・バス株式会社 神奈川県
輸送用機械器具製造業 日産自動車株式会社 神奈川県
輸送用機械器具製造業 株式会社ＩＪＴＴ 神奈川県
輸送用機械器具製造業 アイシン新和株式会社 富山県
輸送用機械器具製造業 アイシン軽金属株式会社 富山県
輸送用機械器具製造業 株式会社アイシン福井 福井県
輸送用機械器具製造業 ヤマハ発動機株式会社 静岡県
輸送用機械器具製造業 ジヤトコ株式会社 静岡県
輸送用機械器具製造業 スズキ株式会社 静岡県
輸送用機械器具製造業 フタバ産業株式会社 愛知県
輸送用機械器具製造業 株式会社ジェイテクト 愛知県
輸送用機械器具製造業 豊田鉄工株式会社 愛知県
輸送用機械器具製造業 株式会社三五 愛知県
輸送用機械器具製造業 豊臣機工株式会社 愛知県
輸送用機械器具製造業 株式会社アイシン 愛知県
輸送用機械器具製造業 株式会社豊田自動織機 愛知県
輸送用機械器具製造業 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 愛知県
輸送用機械器具製造業 株式会社デンソー 愛知県
輸送用機械器具製造業 トヨタ自動車株式会社 愛知県
輸送用機械器具製造業 豊田合成株式会社 愛知県
輸送用機械器具製造業 アイシン高丘株式会社 愛知県
輸送用機械器具製造業 豊生ブレーキ工業株式会社 愛知県
輸送用機械器具製造業 トヨタ車体株式会社 愛知県
輸送用機械器具製造業 住友電装株式会社 三重県
輸送用機械器具製造業 三菱ロジスネクスト株式会社 京都府
輸送用機械器具製造業 富士シート株式会社 大阪府
輸送用機械器具製造業 ダイハツ工業株式会社 大阪府
輸送用機械器具製造業 株式会社エクセディ 大阪府
輸送用機械器具製造業 川崎重工業株式会社 兵庫県
輸送用機械器具製造業 マツダ株式会社 広島県
輸送用機械器具製造業 今治造船株式会社 愛媛県
輸送用機械器具製造業 トヨタ自動車九州株式会社 福岡県
輸送用機械器具製造業 株式会社佐賀鉄工所 佐賀県
輸送用機械器具製造業 アイシン九州株式会社 熊本県
輸送用機械器具製造業 ダイハツ九州株式会社 大分県
木材・木製品製造業（家具を除く） 株式会社イワクラ 北海道
木材・木製品製造業（家具を除く） 丸玉木材株式会社 北海道
木材・木製品製造業（家具を除く） 西北プライウッド株式会社 宮城県
木材・木製品製造業（家具を除く） 石巻合板工業株式会社 宮城県
木材・木製品製造業（家具を除く） 株式会社ノダ 東京都
木材・木製品製造業（家具を除く） セイホク株式会社 東京都
木材・木製品製造業（家具を除く） 住友林業クレスト株式会社 愛知県
木材・木製品製造業（家具を除く） ホクシン株式会社 大阪府
木材・木製品製造業（家具を除く） 大建工業株式会社 大阪府
木材・木製品製造業（家具を除く） 永大産業株式会社 大阪府
木材・木製品製造業（家具を除く） 日本ノボパン工業株式会社 大阪府
木材・木製品製造業（家具を除く） 株式会社日新 鳥取県
木材・木製品製造業（家具を除く） 銘建工業株式会社 岡山県
木材・木製品製造業（家具を除く） 中国木材株式会社 広島県
無店舗小売業 株式会社ベルーナ 埼玉県
無店舗小売業 株式会社ＤＩＮＯＳＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 東京都
無店舗小売業 アマゾンジャパン合同会社 東京都
無店舗小売業 株式会社カウネット 東京都
物品賃貸業 ジェコス株式会社 東京都
物品賃貸業 丸紅建材リース株式会社 東京都
物品賃貸業 株式会社エムオーテック 東京都
物品賃貸業 日本パレットレンタル株式会社 東京都
非鉄金属製造業 三井住友金属鉱山伸銅株式会社 埼玉県
非鉄金属製造業 日本軽金属株式会社 東京都
非鉄金属製造業 株式会社フジクラ 東京都
非鉄金属製造業 株式会社ＵＡＣＪ 東京都
非鉄金属製造業 三菱マテリアル株式会社 東京都
非鉄金属製造業 小名浜製錬株式会社 東京都
非鉄金属製造業 住友金属鉱山株式会社 東京都
非鉄金属製造業 古河電気工業株式会社 東京都
非鉄金属製造業 古河メタルリソース株式会社 東京都
非鉄金属製造業 三菱アルミニウム株式会社 東京都
非鉄金属製造業 東邦亜鉛株式会社 東京都
非鉄金属製造業 三井金属鉱業株式会社 東京都
非鉄金属製造業 ＤＯＷＡメタルマイン株式会社 東京都
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非鉄金属製造業 株式会社フジクラ・ダイヤケーブル 東京都
非鉄金属製造業 JX金属株式会社 東京都
非鉄金属製造業 昭和電線ケーブルシステム株式会社 神奈川県
非鉄金属製造業 サンエツ金属株式会社 富山県
非鉄金属製造業 日軽エムシーアルミ株式会社 長野県
非鉄金属製造業 矢崎エナジ－システム株式会社 静岡県
非鉄金属製造業 住友電気工業株式会社 大阪府
非鉄金属製造業 株式会社大紀アルミニウム工業所 大阪府
非鉄金属製造業 エス・エス・アルミ株式会社 大阪府
非鉄金属製造業 リョービ株式会社 広島県
廃棄物処理業 株式会社ダイセキ 愛知県
廃棄物処理業 株式会社ダイセキ環境ソリューション 愛知県
道路貨物運送業 ＴＳネットワーク株式会社 東京都
電子部品・デバイス・電子回路製造業 京セラ株式会社 京都府
電子部品・デバイス・電子回路製造業 シャープ株式会社 大阪府
電気業 北海道電力株式会社 北海道
電気業 株式会社サニックスエナジー 北海道
電気業 東北電力株式会社 宮城県
電気業 酒田共同火力発電株式会社 山形県
電気業 相馬共同火力発電株式会社 福島県
電気業 鹿島北共同発電株式会社 茨城県
電気業 君津共同火力株式会社 千葉県
電気業 常磐共同火力株式会社 東京都
電気業 東京電力パワーグリッド株式会社 東京都
電気業 電源開発株式会社 東京都
電気業 株式会社ＪＥＲＡ 東京都
電気業 J-POWERジェネレーションサービス株式会社 東京都
電気業 北陸電力株式会社 富山県
電気業 中山名古屋共同発電株式会社 愛知県
電気業 明海発電株式会社 愛知県
電気業 関西電力株式会社 大阪府
電気業 株式会社コベルコパワー神戸 兵庫県
電気業 中国電力株式会社 広島県
電気業 四国電力株式会社 香川県
電気業 九州電力株式会社 福岡県
電気機械器具製造業 パナソニックＡＰ空調･冷設機器株式会社 群馬県
電気機械器具製造業 スタンレー電気株式会社 東京都
電気機械器具製造業 株式会社小糸製作所 東京都
電気機械器具製造業 三菱電機株式会社 東京都
電気機械器具製造業 株式会社日立製作所 東京都
電気機械器具製造業 株式会社日立産機システム 東京都
電気機械器具製造業 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 東京都
電気機械器具製造業 東芝キヤリア株式会社 東京都
電気機械器具製造業 ソーラーフロンティア株式会社 東京都
電気機械器具製造業 富士電機株式会社 東京都
電気機械器具製造業 古河電池株式会社 神奈川県
電気機械器具製造業 株式会社コロナ 新潟県
電気機械器具製造業 ファナック株式会社 山梨県
電気機械器具製造業 株式会社ＧＳユアサエナジー 静岡県
電気機械器具製造業 プライムアースＥＶエナジー株式会社 静岡県
電気機械器具製造業 日本特殊陶業株式会社 愛知県
電気機械器具製造業 株式会社ＧＳユアサ 京都府
電気機械器具製造業 パナソニックホールディングス株式会社 大阪府
鉄鋼業 三菱製鋼室蘭特殊鋼株式会社 北海道
鉄鋼業 関東スチール株式会社 茨城県
鉄鋼業 株式会社セイケイ 栃木県
鉄鋼業 東京鋼鐵株式会社 栃木県
鉄鋼業 ＪＦＥ溶接鋼管株式会社 千葉県
鉄鋼業 日鉄鋼板株式会社 東京都
鉄鋼業 大平洋金属株式会社 東京都
鉄鋼業 日鉄ステンレス株式会社 東京都
鉄鋼業 日本製鉄株式会社 東京都
鉄鋼業 新日本電工株式会社 東京都
鉄鋼業 株式会社伊藤製鐵所 東京都
鉄鋼業 東京鐵鋼 東京都
鉄鋼業 日鉄鋼管株式会社 東京都
鉄鋼業 日鉄建材株式会社 東京都
鉄鋼業 日鉄溶接工業株式会社 東京都
鉄鋼業 ＪＦＥ条鋼株式会社 東京都
鉄鋼業 ＪＦＥ鋼板株式会社 東京都
鉄鋼業 JFEスチール株式会社 東京都
鉄鋼業 三菱製鋼株式会社 東京都
鉄鋼業 日立金属株式会社 東京都
鉄鋼業 東洋鋼鈑株式会社 東京都
鉄鋼業 朝日工業株式会社 東京都
鉄鋼業 王子製鉄株式会社 東京都
鉄鋼業 日本冶金工業株式会社 東京都
鉄鋼業 東京製鐵株式会社 東京都
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業種名 事業者名 主たる事業の所在地
鉄鋼業 日本金属株式会社 東京都
鉄鋼業 大同特殊鋼株式会社 東京都
鉄鋼業 北越メタル株式会社 新潟県
鉄鋼業 三星金属工業株式会社 新潟県
鉄鋼業 日本高周波鋼業株式会社 富山県
鉄鋼業 大谷製鉄株式会社 富山県
鉄鋼業 トヨキン株式会社 愛知県
鉄鋼業 豊田スチールセンター株式会社 愛知県
鉄鋼業 愛知製鋼株式会社 愛知県
鉄鋼業 中部鋼鈑株式会社 愛知県
鉄鋼業 株式会社メタルアート 滋賀県
鉄鋼業 株式会社サステック 大阪府
鉄鋼業 共英製鋼株式会社 大阪府
鉄鋼業 大阪製鐵株式会社 大阪府
鉄鋼業 株式会社栗本鐵工所 大阪府
鉄鋼業 株式会社淀川製鋼所 大阪府
鉄鋼業 新関西製鐵株式会社 大阪府
鉄鋼業 岸和田製鋼株式会社 大阪府
鉄鋼業 モリ工業株式会社 大阪府
鉄鋼業 合同製鐵株式会社 大阪府
鉄鋼業 丸一鋼管株式会社 大阪府
鉄鋼業 株式会社中山製鋼所 大阪府
鉄鋼業 株式会社神戸製鋼所 兵庫県
鉄鋼業 株式会社ダイハツメタル 兵庫県
鉄鋼業 山陽特殊製鋼株式会社 兵庫県
鉄鋼業 ヤマトスチール株式会社 兵庫県
鉄鋼業 株式会社シマブンコーポレーション 兵庫県
鉄鋼業 日鉄スチール株式会社 和歌山県
鉄鋼業 水島合金鉄株式会社 岡山県
鉄鋼業 日之出水道機器株式会社 福岡県
鉄鋼業 日本磁力選鉱株式会社 福岡県
鉄鋼業 株式会社星山商店 熊本県
総合工事業 旭化成ホームズ株式会社 東京都
総合工事業 日本道路株式会社 東京都
総合工事業 株式会社ＮＩＰＰＯ 東京都
総合工事業 住友林業株式会社 東京都
総合工事業 大東建託株式会社 東京都
総合工事業 積水ハウス株式会社 大阪府
総合工事業 大和ハウス工業株式会社 大阪府
繊維工業 東レ株式会社 東京都
繊維工業 グンゼ株式会社 大阪府
繊維工業 東洋紡株式会社 大阪府
繊維工業 帝人株式会社 大阪府
石油製品・石炭製品製造業 出光興産株式会社 東京都
石油製品・石炭製品製造業 コスモ石油ルブリカンツ株式会社 東京都
石油製品・石炭製品製造業 太陽石油株式会社 東京都
石油製品・石炭製品製造業 アストモスエネルギー株式会社 東京都
石油製品・石炭製品製造業 コスモ石油株式会社 東京都
石油製品・石炭製品製造業 日本コークス工業株式会社 東京都
石油製品・石炭製品製造業 前田道路株式会社 東京都
石油製品・石炭製品製造業 シェルルブリカンツジャパン株式会社 東京都
石油製品・石炭製品製造業 EMGルブリカンツ合同会社 神奈川県
石油製品・石炭製品製造業 日本精蝋株式会社 山口県
石油製品・石炭製品製造業 西部石油株式会社 山口県
生産用機械器具製造業 キャタピラージャパン合同会社 東京都
生産用機械器具製造業 日立建機株式会社 東京都
生産用機械器具製造業 住友建機株式会社千葉工場 東京都
生産用機械器具製造業 株式会社ニッチツ 東京都
生産用機械器具製造業 株式会社小松製作所 東京都
生産用機械器具製造業 ＴＨＫ株式会社 東京都
生産用機械器具製造業 東京エレクトロン株式会社 東京都
生産用機械器具製造業 新東工業株式会社 愛知県
生産用機械器具製造業 株式会社クボタ 大阪府
生産用機械器具製造業 コベルコ建機株式会社 広島県
生産用機械器具製造業 株式会社タダノ 香川県
生産用機械器具製造業 ヤンマー建機株式会社 福岡県
水運業 トクヤマ海陸運送株式会社 山口県
食料品製造業 北海道糖業株式会社 北海道
食料品製造業 よつ葉乳業株式会社 北海道
食料品製造業 プライフーズ株式会社 青森県
食料品製造業 日本ホワイトファーム株式会社 青森県
食料品製造業 日東ベスト株式会社 山形県
食料品製造業 タカノフーズ株式会社 茨城県
食料品製造業 キッコーマン食品株式会社 千葉県
食料品製造業 ヤマサ醤油株式会社 千葉県
食料品製造業 エスビー食品株式会社 東京都
食料品製造業 プリマハム株式会社 東京都
食料品製造業 味の素株式会社 東京都
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業種名 事業者名 主たる事業の所在地
食料品製造業 かどや製油株式会社 東京都
食料品製造業 オリエンタル酵母工業株式会社 東京都
食料品製造業 理研ビタミン株式会社 東京都
食料品製造業 森永製菓株式会社 東京都
食料品製造業 キユーピータマゴ株式会社 東京都
食料品製造業 昭和産業株式会社 東京都
食料品製造業 株式会社明治 東京都
食料品製造業 日東富士製粉株式会社 東京都
食料品製造業 キユーピー株式会社 東京都
食料品製造業 味の素冷凍食品株式会社 東京都
食料品製造業 株式会社ニチレイフーズ 東京都
食料品製造業 日清フーズ株式会社 東京都
食料品製造業 日本水産株式会社 東京都
食料品製造業 カルビー株式会社 東京都
食料品製造業 ハウス食品株式会社 東京都
食料品製造業 協同乳業株式会社 東京都
食料品製造業 日本食品化工株式会社 東京都
食料品製造業 株式会社ロッテ 東京都
食料品製造業 株式会社不二家 東京都
食料品製造業 株式会社ニップン 東京都
食料品製造業 三井製糖株式会社 東京都
食料品製造業 日本コーンスターチ株式会社 東京都
食料品製造業 スターゼンミートプロセッサー株式会社 東京都
食料品製造業 ケンコーマヨネーズ株式会社 東京都
食料品製造業 株式会社ウェルファムフーズ 東京都
食料品製造業 株式会社永谷園 東京都
食料品製造業 シマダヤ株式会社 東京都
食料品製造業 株式会社極洋 東京都
食料品製造業 雪印メグミルク株式会社 東京都
食料品製造業 日本ハム株式会社 東京都
食料品製造業 大日本明治製糖株式会社 東京都
食料品製造業 日本ピュアフード株式会社 東京都
食料品製造業 テーブルマーク株式会社 東京都
食料品製造業 株式会社ヤヨイサンフーズ 東京都
食料品製造業 株式会社ヤクルト本社 東京都
食料品製造業 王子コーンスターチ株式会社 東京都
食料品製造業 森永乳業株式会社 東京都
食料品製造業 日本甜菜製糖株式会社 東京都
食料品製造業 ミヨシ油脂株式会社 東京都
食料品製造業 東洋水産株式会社 東京都
食料品製造業 日清製粉株式会社 東京都
食料品製造業 日清オイリオグループ株式会社 東京都
食料品製造業 株式会社J-オイルミルズ 東京都
食料品製造業 山崎製パン株式会社 東京都
食料品製造業 アサヒグループ食品株式会社 東京都
食料品製造業 日清食品冷凍株式会社 東京都
食料品製造業 エバラ食品工業株式会社 神奈川県
食料品製造業 高梨乳業株式会社 神奈川県
食料品製造業 株式会社ブルボン 新潟県
食料品製造業 サトウ食品株式会社 新潟県
食料品製造業 亀田製菓株式会社 新潟県
食料品製造業 はごろもフーズ株式会社 静岡県
食料品製造業 米久株式会社 静岡県
食料品製造業 敷島製パン株式会社 愛知県
食料品製造業 フジパン株式会社 愛知県
食料品製造業 加藤化学株式会社 愛知県
食料品製造業 井村屋株式会社 三重県
食料品製造業 敷島スターチ株式会社 三重県
食料品製造業 不二製油株式会社 大阪府
食料品製造業 丸大食品株式会社 大阪府
食料品製造業 株式会社神戸屋 大阪府
食料品製造業 江崎グリコ株式会社 大阪府
食料品製造業 日清食品株式会社 大阪府
食料品製造業 日世株式会社 大阪府
食料品製造業 松谷化学工業株式会社 兵庫県
食料品製造業 伊藤ハム株式会社 兵庫県
食料品製造業 三和澱粉工業株式会社 奈良県
食料品製造業 オハヨー乳業株式会社 岡山県
食料品製造業 株式会社林原 岡山県
食料品製造業 オタフクソース株式会社 広島県
食料品製造業 株式会社タカキベーカリー 広島県
食料品製造業 ヤマキ株式会社 愛媛県
食料品製造業 理研農産化工株式会社 福岡県
食料品製造業 アリアケジャパン株式会社 長崎県
食料品製造業 株式会社児湯食鳥 宮崎県
食料品製造業 株式会社サナス 鹿児島県
食料品製造業 株式会社ジャパンファーム 鹿児島県
食料品製造業 マルイ食品株式会社 鹿児島県
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職別工事業（設備工事業を除く） ジャパンパイル株式会社 東京都
織物・衣服・身の回り品小売業 株式会社しまむら 埼玉県
織物・衣服・身の回り品小売業 株式会社ユニクロ 東京都
情報通信機械器具製造業 日本電気株式会社 東京都
持ち帰り・配達飲食サービス業 株式会社プレナス 福岡県
鉱業，採石業，砂利採取業 八戸鉱山株式会社 青森県
鉱業，採石業，砂利採取業 株式会社ＩＮＰＥＸ 東京都
鉱業，採石業，砂利採取業 石油資源開発株式会社 東京都
鉱業，採石業，砂利採取業 日鉄鉱業株式会社 東京都
鉱業，採石業，砂利採取業 安倍川開発株式会社 静岡県
鉱業，採石業，砂利採取業 山川産業株式会社 兵庫県
鉱業，採石業，砂利採取業 株式会社ヤナイ 福岡県
鉱業，採石業，砂利採取業 葵新建設株式会社 長崎県
鉱業，採石業，砂利採取業 株式会社戸髙鉱業社 大分県
鉱業，採石業，砂利採取業 三井串木野鉱山株式会社 鹿児島県
鉱業，採石業，砂利採取業 春日鉱山株式会社 鹿児島県
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 ジンクエクセル株式会社 東京都
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 ＢＡＳＦジャパン株式会社 東京都
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 ミサワホーム株式会社 東京都
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 ＥＮＥＯＳグローブ株式会社 東京都
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 三菱商事エネルギー株式会社 東京都
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 ＥＮＥＯＳ株式会社 東京都
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 住友商事ケミカル株式会社 東京都
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 エムエム建材株式会社 東京都
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 宇部三菱セメント株式会社 東京都
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 オクサリスケミカルズ株式会社 東京都
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 丸藤シートパイル株式会社 東京都
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 総合エネルギー株式会社 東京都
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 伊藤忠エネクス株式会社 東京都
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 ティーシートレーディング株式会社 東京都
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 丸紅エネルギー株式会社 東京都
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 住商CRM株式会社 東京都
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 株式会社ジャパンガスエナジー 東京都
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 京葉ポリエチレン株式会社 東京都
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 三井化学ファイン株式会社 東京都
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 キグナス石油株式会社 東京都
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 パンパシフィック・カッパー株式会社 東京都
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 コスモ石油マーケティング株式会社 東京都
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 三菱商事建材株式会社 東京都
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 住友林業フォレストサービス株式会社 東京都
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 株式会社宮崎 愛知県
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 株式会社サンゲツ 愛知県
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 中川物産株式会社 愛知県
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 株式会社新出光 福岡県
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 九電産業株式会社 福岡県
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 株式会社松川物産 熊本県
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 株式会社りゅうせき 沖縄県
金属製品製造業 東綱スチールコード株式会社 岩手県
金属製品製造業 アイジー工業株式会社 山形県
金属製品製造業 栃木住友電工株式会社 栃木県
金属製品製造業 株式会社横河ブリッジ 千葉県
金属製品製造業 高周波熱錬株式会社 東京都
金属製品製造業 三和シヤッター工業株式会社 東京都
金属製品製造業 大和製罐株式会社 東京都
金属製品製造業 ユニバーサル製缶株式会社 東京都
金属製品製造業 北海製罐株式会社 東京都
金属製品製造業 東洋製罐株式会社 東京都
金属製品製造業 ＪＦＥ建材株式会社 東京都
金属製品製造業 ＹＫＫＡＰ株式会社 東京都
金属製品製造業 株式会社LIXIL 東京都
金属製品製造業 イーグル工業株式会社 東京都
金属製品製造業 三協立山株式会社 富山県
金属製品製造業 リンナイ株式会社 愛知県
金属製品製造業 トヨタホーム株式会社 愛知県
金属製品製造業 中山三星建材株式会社 大阪府
金属製品製造業 パナソニックホームズ株式会社 大阪府
金属製品製造業 株式会社ノーリツ 兵庫県
金属製品製造業 四国化成工業株式会社 香川県
金属製品製造業 不二ライトメタル株式会社 熊本県
業務用機械器具製造業 キヤノン化成株式会社 茨城県
業務用機械器具製造業 サンデン・リテールシステム株式会社 群馬県
業務用機械器具製造業 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 東京都
業務用機械器具製造業 キヤノン株式会社 東京都
業務用機械器具製造業 テルモ株式会社 東京都
業務用機械器具製造業 ニプロ株式会社 大阪府
協同組合（他に分類されないもの） 士幌町農業協同組合 北海道
協同組合（他に分類されないもの） ホクレン農業協同組合連合会 北海道
協同組合（他に分類されないもの） 全国農業協同組合連合会 東京都
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業種名 事業者名 主たる事業の所在地
協同組合（他に分類されないもの） 鹿児島県経済農業協同組合連合会 鹿児島県
機械器具小売業 株式会社コジマ 栃木県
機械器具小売業 リコージャパン株式会社 東京都
機械器具小売業 株式会社ヨドバシカメラ 東京都
機械器具卸売業 ヤンマーアグリジャパン株式会社 大阪府
各種商品小売業 株式会社カスミ 茨城県
各種商品小売業 合同会社西友 東京都
各種商品小売業 株式会社マルエツ 東京都
各種商品小売業 ユニー株式会社 愛知県
各種商品小売業 株式会社イズミ 広島県
各種商品小売業 株式会社ミスターマックス 福岡県
各種商品卸売業 カメイ株式会社 宮城県
各種商品卸売業 コープデリ生活協同組合連合会 埼玉県
各種商品卸売業 兼松株式会社 東京都
各種商品卸売業 三井物産株式会社 東京都
各種商品卸売業 三昭株式会社 東京都
各種商品卸売業 三菱商事株式会社 東京都
各種商品卸売業 三菱商事ケミカル株式会社 東京都
各種商品卸売業 双日株式会社 東京都
各種商品卸売業 兼松ペトロ株式会社 東京都
各種商品卸売業 丸紅テツゲン株式会社 東京都
各種商品卸売業 リテールシステムサービス株式会社 東京都
各種商品卸売業 阪和興業株式会社 東京都
各種商品卸売業 日鉄物産株式会社 東京都
各種商品卸売業 ＪＦＥ商事株式会社 東京都
各種商品卸売業 丸紅株式会社 東京都
各種商品卸売業 住友商事株式会社 東京都
各種商品卸売業 日本生活協同組合連合会 東京都
各種商品卸売業 資生堂ジャパン株式会社 東京都
各種商品卸売業 国分首都圏株式会社 東京都
各種商品卸売業 日本アルコール販売株式会社 東京都
各種商品卸売業 豊田通商株式会社 愛知県
各種商品卸売業 伊藤忠商事株式会社 大阪府
各種商品卸売業 岩谷産業株式会社 大阪府
各種商品卸売業 ヤマエ久野株式会社 福岡県
各種商品卸売業 南国殖産株式会社 鹿児島県
家具・装備品製造業 株式会社イトーキ 東京都
家具・装備品製造業 株式会社オカムラ 神奈川県
家具・装備品製造業 タカラスタンダード株式会社 大阪府
家具・装備品製造業 株式会社ウッドワン 広島県
化学工業 東北東ソー化学株式会社 山形県
化学工業 日本エア・リキード合同会社 東京都
化学工業 大塚製薬株式会社 東京都
化学工業 キャボットジャパン株式会社 東京都
化学工業 住友化学株式会社 東京都
化学工業 デンカ株式会社 東京都
化学工業 ライオン株式会社 東京都
化学工業 東亞合成株式会社 東京都
化学工業 日油株式会社 東京都
化学工業 サンアロマー株式会社 東京都
化学工業 ポリプラスチックス株式会社 東京都
化学工業 株式会社クレハ 東京都
化学工業 株式会社ＡＤＥＫＡ 東京都
化学工業 星光PMC株式会社 東京都
化学工業 三菱ケミカル株式会社 東京都
化学工業 JSR株式会社 東京都
化学工業 ジェイカムアグリ株式会社 東京都
化学工業 富士フイルム株式会社 東京都
化学工業 株式会社トクヤマ 東京都
化学工業 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル株式会社 東京都
化学工業 ダイヤソルト株式会社 東京都
化学工業 大日精化工業株式会社 東京都
化学工業 日本化学工業株式会社 東京都
化学工業 新第一塩ビ株式会社 東京都
化学工業 宇部MC過酸化水素株式会社 東京都
化学工業 信越化学工業株式会社 東京都
化学工業 ＪＦＥケミカル株式会社 東京都
化学工業 昭和電工株式会社 東京都
化学工業 日産化学株式会社 東京都
化学工業 株式会社クラレ 東京都
化学工業 東ソー株式会社 東京都
化学工業 DIC株式会社 東京都
化学工業 丸善石油化学株式会社 東京都
化学工業 大鵬薬品工業株式会社 東京都
化学工業 三井化学株式会社 東京都
化学工業 株式会社プライムポリマ－ 東京都
化学工業 UBE株式会社 東京都
化学工業 三菱瓦斯化学株式会社 東京都
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化学工業 日本曹達株式会社 東京都
化学工業 三菱商事ライフサイエンス株式会社 東京都
化学工業 日本液炭株式会社 東京都
化学工業 サンアグロ株式会社 東京都
化学工業 エムシー・ファーティコム株式会社 東京都
化学工業 アース製薬株式会社 東京都
化学工業 ＤＩＣグラフィックス株式会社 東京都
化学工業 住商アグリビジネス株式会社 東京都
化学工業 株式会社日本海水 東京都
化学工業 東洋インキ株式会社 東京都
化学工業 ＪＮＣ株式会社 東京都
化学工業 ＫＨネオケム株式会社 東京都
化学工業 大伸化学株式会社 東京都
化学工業 ＮＳスチレンモノマー株式会社 東京都
化学工業 セントラル化成株式会社 東京都
化学工業 ＳＤＰグローバル株式会社 東京都
化学工業 保土谷化学工業株式会社 東京都
化学工業 株式会社イメリスミネラルズ・ジャパン 東京都
化学工業 関東電化工業株式会社 東京都
化学工業 ＰＳジャパン株式会社 東京都
化学工業 東洋スチレン株式会社 東京都
化学工業 水澤化学工業株式会社 東京都
化学工業 東邦化学工業株式会社 東京都
化学工業 株式会社シーケム 東京都
化学工業 日本ゼオン株式会社 東京都
化学工業 株式会社アシッズ 東京都
化学工業 小野田化学工業株式会社 東京都
化学工業 花王株式会社 東京都
化学工業 三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社 東京都
化学工業 大正製薬株式会社 東京都
化学工業 大洋塩ビ株式会社 東京都
化学工業 三井・ダウポリケミカル株式会社 東京都
化学工業 日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社 東京都
化学工業 株式会社ENEOSNUC 東京都
化学工業 日本ペイント株式会社 東京都
化学工業 三井化学ＳＫＣポリウレタン株式会社 東京都
化学工業 旭化成株式会社 東京都
化学工業 ダウ・ケミカル日本株式会社 東京都
化学工業 大陽日酸株式会社 東京都
化学工業 スリーエムジャパン株式会社 東京都
化学工業 日揮触媒化成株式会社 神奈川県
化学工業 東京応化工業株式会社 神奈川県
化学工業 旭カーボン株式会社 新潟県
化学工業 竹本油脂株式会社 愛知県
化学工業 三洋化成工業株式会社 京都府
化学工業 コニシ株式会社 大阪府
化学工業 株式会社日本触媒 大阪府
化学工業 住友精化株式会社 大阪府
化学工業 日本エイアンドエル株式会社 大阪府
化学工業 石原産業株式会社 大阪府
化学工業 第一工業製薬株式会社 大阪府
化学工業 株式会社カネカ 大阪府
化学工業 ユニチカ株式会社 大阪府
化学工業 関西ペイント株式会社 大阪府
化学工業 株式会社大阪ソーダ 大阪府
化学工業 テイカ株式会社 大阪府
化学工業 堺化学工業株式会社 大阪府
化学工業 扶桑薬品工業株式会社 大阪府
化学工業 エア・ウォーター株式会社 大阪府
化学工業 日東電工株式会社 大阪府
化学工業 岩谷瓦斯株式会社 大阪府
化学工業 荒川化学工業株式会社 大阪府
化学工業 ハリマ化成株式会社 兵庫県
化学工業 株式会社ダイセル 兵庫県
化学工業 住化コベストロウレタン株式会社 兵庫県
化学工業 多木化学株式会社 兵庫県
化学工業 ナイカイ塩業株式会社 岡山県
化学工業 中国塗料株式会社 広島県
化学工業 徳山積水工業株式会社 山口県
化学工業 テクノＵＭＧ株式会社 山口県
化学工業 鳴門塩業株式会社 徳島県
化学工業 株式会社大塚製薬工場 徳島県
化学工業 協和化学工業株式会社 香川県
化学工業 東洋電化工業株式会社 高知県
運輸に附帯するサービス業 イオングローバルＳＣＭ株式会社 千葉県
飲料・たばこ・飼料製造業 雪印種苗株式会社 北海道
飲料・たばこ・飼料製造業 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 北海道
飲料・たばこ・飼料製造業 ＪＡ全農北日本くみあい飼料株式会社 宮城県
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飲料・たばこ・飼料製造業 ＪＡ東日本くみあい飼料株式会社 群馬県
飲料・たばこ・飼料製造業 福徳長酒類株式会社 東京都
飲料・たばこ・飼料製造業 メルシャン株式会社 東京都
飲料・たばこ・飼料製造業 麒麟麦酒株式会社 東京都
飲料・たばこ・飼料製造業 アサヒ飲料株式会社 東京都
飲料・たばこ・飼料製造業 伊藤忠飼料株式会社 東京都
飲料・たばこ・飼料製造業 カゴメ株式会社 東京都
飲料・たばこ・飼料製造業 合同酒精株式会社 東京都
飲料・たばこ・飼料製造業 日清丸紅飼料株式会社 東京都
飲料・たばこ・飼料製造業 味の素ＡＧＦ株式会社 東京都
飲料・たばこ・飼料製造業 サッポロビール株式会社 東京都
飲料・たばこ・飼料製造業 日本コカ・コーラ株式会社 東京都
飲料・たばこ・飼料製造業 株式会社伊藤園 東京都
飲料・たばこ・飼料製造業 明治飼糧株式会社 東京都
飲料・たばこ・飼料製造業 サントリースピリッツ株式会社 東京都
飲料・たばこ・飼料製造業 アサヒビール株式会社 東京都
飲料・たばこ・飼料製造業 ユニ・チャーム株式会社 東京都
飲料・たばこ・飼料製造業 サントリービール株式会社 東京都
飲料・たばこ・飼料製造業 キリンビバレッジ株式会社 東京都
飲料・たばこ・飼料製造業 日本たばこ産業株式会社 東京都
飲料・たばこ・飼料製造業 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社 東京都
飲料・たばこ・飼料製造業 サントリーワインインターナショナル株式会社 東京都
飲料・たばこ・飼料製造業 キッコーマンソイフーズ株式会社 東京都
飲料・たばこ・飼料製造業 日本農産工業株式会社 神奈川県
飲料・たばこ・飼料製造業 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 神奈川県
飲料・たばこ・飼料製造業 フィード・ワン株式会社 神奈川県
飲料・たばこ・飼料製造業 ペットライン株式会社 岐阜県
飲料・たばこ・飼料製造業 豊橋飼料株式会社 愛知県
飲料・たばこ・飼料製造業 中部飼料株式会社 愛知県
飲料・たばこ・飼料製造業 月桂冠株式会社 京都府
飲料・たばこ・飼料製造業 宝酒造株式会社 京都府
飲料・たばこ・飼料製造業 大塚食品株式会社 大阪府
飲料・たばこ・飼料製造業 JA西日本くみあい飼料株式会社 兵庫県
飲料・たばこ・飼料製造業 UCC上島珈琲株式会社 兵庫県
飲料・たばこ・飼料製造業 ネスレ日本株式会社 兵庫県
飲料・たばこ・飼料製造業 ハウスウェルネスフーズ株式会社 兵庫県
飲料・たばこ・飼料製造業 株式会社えひめ飲料 愛媛県
飲料・たばこ・飼料製造業 ㈱ふくれん 福岡県
飲料・たばこ・飼料製造業 三和酒類株式会社 大分県
飲料・たばこ・飼料製造業 霧島酒造株式会社 宮崎県
飲食料品小売業 生活協同組合コープさっぽろ 北海道
飲食料品小売業 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス 東京都
飲食料品小売業 株式会社ライフコーポレーション 東京都
飲食料品小売業 株式会社バローホールディングス 岐阜県
飲食料品卸売業 カルビーポテト株式会社 北海道
飲食料品卸売業 みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 岩手県
飲食料品卸売業 マルハニチロ株式会社 東京都
飲食料品卸売業 三菱食品株式会社 東京都
飲食料品卸売業 株式会社日本アクセス 東京都
飲食料品卸売業 サントリーフーズ株式会社 東京都
飲食料品卸売業 ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社 東京都
飲食料品卸売業 三井食品株式会社 東京都
飲食料品卸売業 公益財団法人塩事業センター 東京都
飲食料品卸売業 株式会社シジシージャパン 東京都
飲食料品卸売業 全農チキンフーズ株式会社 東京都
飲食料品卸売業 日本酒類販売株式会社 東京都
飲食料品卸売業 国分フードクリエイト株式会社 東京都
飲食料品卸売業 東洋冷蔵株式会社 東京都
飲食料品卸売業 高梨販売株式会社 神奈川県
飲食料品卸売業 横浜冷凍株式会社 神奈川県
飲食料品卸売業 北陸コカ・コーラボトリング株式会社 富山県
飲食料品卸売業 株式会社マルイチ産商 長野県
飲食料品卸売業 株式会社Ｍｉｚｋａｎ 愛知県
飲食料品卸売業 伊藤忠食品株式会社 大阪府
飲食料品卸売業 ダイドードリンコ株式会社 大阪府
飲食料品卸売業 加藤産業株式会社 兵庫県
飲食料品卸売業 ケイ低温フーズ株式会社 兵庫県
飲食料品卸売業 日本食研ホールディングス株式会社 愛媛県
飲食料品卸売業 旭食品株式会社 高知県
飲食店 株式会社サイゼリヤ 埼玉県
飲食店 株式会社すかいらーくホールディングス 東京都
印刷・同関連業 株式会社ＤＮＰ生活空間 埼玉県
印刷・同関連業 凸版印刷株式会社 東京都
印刷・同関連業 株式会社DNPテクノパック 東京都
印刷・同関連業 株式会社ＤＮＰグラフィカ 東京都
印刷・同関連業 日本テトラパック株式会社 東京都
プラスチック製品製造業（別掲を除く） アイリスオーヤマ株式会社 宮城県
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 中央化学株式会社 埼玉県
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プラスチック製品製造業（別掲を除く） ＴＯＴＯバスクリエイト株式会社 千葉県
プラスチック製品製造業（別掲を除く） リケンテクノス株式会社 東京都
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 昭和電工マテリアルズ株式会社 東京都
プラスチック製品製造業（別掲を除く） オカモト株式会社 東京都
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 株式会社ジェイエスピー 東京都
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 東レフィルム加工株式会社 東京都
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 積水化学工業株式会社 東京都
プラスチック製品製造業（別掲を除く） サン・トックス株式会社 東京都
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 住友ベークライト株式会社 東京都
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 三井化学東セロ株式会社 東京都
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 株式会社吉野工業所 東京都
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 日本クロージャー株式会社 東京都
プラスチック製品製造業（別掲を除く） フタムラ化学株式会社 愛知県
プラスチック製品製造業（別掲を除く） リスパック株式会社 愛知県
プラスチック製品製造業（別掲を除く） アイカ工業株式会社 愛知県
プラスチック製品製造業（別掲を除く） タキロンシーアイ株式会社 大阪府
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 積水樹脂株式会社 大阪府
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 東リ株式会社 兵庫県
プラスチック製品製造業（別掲を除く） シーピー化成株式会社 岡山県
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 株式会社エフピコ 広島県
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 大倉工業株式会社 香川県
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 福助工業株式会社 愛媛県
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 旭有機材株式会社 宮崎県
はん用機械器具製造業 日本精工株式会社 東京都
はん用機械器具製造業 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 東京都
はん用機械器具製造業 三菱パワー株式会社 神奈川県
はん用機械器具製造業 株式会社不二越 富山県
はん用機械器具製造業 ホシザキ株式会社 愛知県
はん用機械器具製造業 ダイキン工業株式会社 大阪府
はん用機械器具製造業 ＮＴＮ株式会社 大阪府
はん用機械器具製造業 ヤンマーパワーテクノロジー株式会社 大阪府
パルプ・紙・紙加工品製造業 いわき大王製紙株式会社 福島県
パルプ・紙・紙加工品製造業 丸三製紙株式会社 福島県
パルプ・紙・紙加工品製造業 中越パルプ工業株式会社 東京都
パルプ・紙・紙加工品製造業 王子ネピア株式会社 東京都
パルプ・紙・紙加工品製造業 三菱製紙株式会社 東京都
パルプ・紙・紙加工品製造業 王子コンテナー株式会社 東京都
パルプ・紙・紙加工品製造業 日本製紙部式会社 東京都
パルプ・紙・紙加工品製造業 王子タック株式会社 東京都
パルプ・紙・紙加工品製造業 日新工業株式会社 東京都
パルプ・紙・紙加工品製造業 北越コーポレーション株式会社 東京都
パルプ・紙・紙加工品製造業 日本製紙クレシア株式会社 東京都
パルプ・紙・紙加工品製造業 王子エフテックス株式会社 東京都
パルプ・紙・紙加工品製造業 王子マテリア株式会社 東京都
パルプ・紙・紙加工品製造業 東罐興業株式会社 東京都
パルプ・紙・紙加工品製造業 王子製紙株式会社 東京都
パルプ・紙・紙加工品製造業 興亜工業株式会社 静岡県
パルプ・紙・紙加工品製造業 大興製紙株式会社 静岡県
パルプ・紙・紙加工品製造業 新東海製紙株式会社 静岡県
パルプ・紙・紙加工品製造業 大津板紙株式会社 滋賀県
パルプ・紙・紙加工品製造業 福山製紙株式会社 大阪府
パルプ・紙・紙加工品製造業 ザ・パック株式会社 大阪府
パルプ・紙・紙加工品製造業 株式会社リブドゥコーポレーション 大阪府
パルプ・紙・紙加工品製造業 レンゴー株式会社 大阪府
パルプ・紙・紙加工品製造業 兵庫パルプ工業株式会社 兵庫県
パルプ・紙・紙加工品製造業 兵庫製紙株式会社 兵庫県
パルプ・紙・紙加工品製造業 三洋製紙株式会社 鳥取県
パルプ・紙・紙加工品製造業 株式会社岡山製紙 岡山県
パルプ・紙・紙加工品製造業 ユニ・チャームプロダクツ株式会社 香川県
パルプ・紙・紙加工品製造業 愛媛製紙株式会社 愛媛県
パルプ・紙・紙加工品製造業 大王製紙株式会社 愛媛県
パルプ・紙・紙加工品製造業 丸住製紙株式会社 愛媛県
その他の製造業 株式会社ハウステック 東京都
その他の製造業 アキレス株式会社 東京都
その他の製造業 エステー株式会社 東京都
その他の製造業 リンテック株式会社 東京都
その他の製造業 プラス株式会社 東京都
その他の製造業 信越ポリマー株式会社 東京都
その他の製造業 クリナップ株式会社 東京都
その他の製造業 コクヨ株式会社 大阪府
その他の小売業 株式会社ケーズホールディングス 茨城県
その他の小売業 株式会社ケーヨー 千葉県
その他の小売業 アスクル株式会社 東京都
その他の小売業 株式会社ニトリ 東京都
その他の小売業 株式会社コメリ 新潟県
その他の小売業 株式会社千趣会 大阪府
その他の小売業 コーナン商事株式会社 大阪府
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業種名 事業者名 主たる事業の所在地
その他の事業サービス業 日本ポリケム株式会社（持ち株会社） 東京都
その他の教育，学習支援業 株式会社ベネッセコーポレーション 東京都
その他の卸売業 株式会社もっかいトラスト 北海道
その他の卸売業 株式会社あらた 東京都
その他の卸売業 株式会社トーハン 東京都
その他の卸売業 国際紙パルプ商事株式会社 東京都
その他の卸売業 株式会社メディセオ 東京都
その他の卸売業 日本紙パルプ商事株式会社 東京都
その他の卸売業 日本出版販売株式会社 東京都
その他の卸売業 株式会社山善 大阪府
その他の卸売業 株式会社ＰＡＬＴＡＣ 大阪府
その他の卸売業 P&Gジャパン合同会社 兵庫県
その他の卸売業 カミ商事株式会社 愛媛県
その他のサービス業 日清医療食品株式会社 東京都
その他のサービス業 株式会社ダスキン 大阪府
ゴム製品製造業 横浜ゴム株式会社 東京都
ゴム製品製造業 株式会社ブリヂストン 東京都
ゴム製品製造業 住友理工株式会社 愛知県
ゴム製品製造業 住友ゴム工業株式会社 兵庫県
ゴム製品製造業 TOYOTIRE株式会社 兵庫県
ガス業 北海道瓦斯株式会社 北海道
ガス業 ジクシス株式会社 東京都
ガス業 東京瓦斯株式会社 東京都
ガス業 四国ガス株式会社 愛媛県
ガス業 西部瓦斯株式会社 福岡県
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