
■アミューズメント 
株式会社アトラス 
株式会社アミューズ 

ヴェルデランド株式会社 
桂商事株式会社 
株式会社京王興産 

株式会社コシダカ 
株式会社サンコー 
三宝商事株式会社 

株式会社松竹マルチプレックスシアターズ 
株式会社シン・コーポレーション 
株式会社第一興商 

株式会社ドラマ 
株式会社トーニン 
株式会社ナカヤマホールディングス 

株式会社ナムコ 
株式会社原電化 
プレビ株式会社 

株式会社ボナー 
 
■一般法人・公益法人 

一般社団法人 国際育英文化協会 
一般財団法人 東京港湾福利厚生協会 
公益財団法人 東京動物園協会 

公益財団法人 富田林市文化振興事業団 
 
■運送・交通 

株式会社キララ 
九州旅客鉄道株式会社 
三共貨物自動車株式会社 

東京交通自動車株式会社 
西日本高速道路株式会社 
株式会社広島バスセンター 

平和交通株式会社 
  
■冠婚葬祭  

株式会社コムウェル 
 
■墓地 

横須賀基地 
横田基地 
  

■教育施設 
国立大学法人 お茶の水女子大学 
学校法人 岩槻金子学園 

学校法人 徳力学園 
学校法人 能美学園 
学校法人 二階堂学園 

学校法人 順天堂 
学校法人 文京学園 
学校法人 堀越学園 

学校法人 滋慶学園 
学校法人 筑風学園 
学校法人 なぎの学園 

学校法人 深田学園 
学校法人 熊本城北学園 
学校法人 至徳学園 

社会福祉法人 えどがわ 
社会福祉法人 三位一体会 吉塚カトリック保育園 
社会福祉法人 二俣尾保育園 

社会福祉法人 中国新聞社会事業団 
社会福祉法人 報恩福祉会 
株式会社アクティブプラス 

株式会社滋慶 
東京学舎 
 

■飲食店 
アークランドサービス株式会社 
株式会社アースフード 

R&Bコーポレーション 
株式会社RYコーポレーション 
株式会社アグネス 

浅草グリルバーグ株式会社 
有限会社AJIコーポレーション 
アレックスジェイコレア有限会社 

株式会社イタリアントマト 
株式会社一蘭 
株式会社一休 

何時も庵 
株式会社  International Dining Corporation 
株式会社ヴィアン 

株式会社ヴィズリンク 
株式会社H&R ソリューションズ 
株式会社榮林 

株式会社エッチジェー 
エームサービス株式会社 
株式会社ジブランド 

安芸路酔心 
有限会社おんどる 
沖縄料理なんくるないさー 

お好み焼 みっちゃん総本店 
カナル食品株式会社 
有限会社亀屋 

カルネステーション株式会社 
元祖博多めんたい重株式会社 
株式会社GANBOフードサービス 

株式会社キャニー 
株式会社共栄企画 
株式会社杏花村 

株式会社きらく 
際コーポレーション株式会社 
株式会社グルメ杵屋 

株式会社グローバル・ハーツ 
グリーンダイニング株式会社 
株式会社慶州 

居酒屋 源 
桜寿司 
サヌキ畜産フーズ株式会社 

JA全農ミートフーズ株式会社 
株式会社治元 
ジャパン トータル ロブロス株式会社 

じゃんがら 
株式会社秀友社 
株式会社寿香 

株式会社春夏秋冬 
株式会社しょうき企画 
株式会社スイーツデザインラボ 

株式会社スパークシステム 
炭火焼肉 新羅 
株式会社太鼓亭 

株式会社竹井 
株式会社ダノイ 
株式会社ダンデライオン 

チャールストン＆サン 
株式会社ちよだ鮨 
有限会社デジテム 

株式会社トイダック 
株式会社トリドールホールディングス 
株式会社道とん堀 

東和フードサービス株式会社 
徳原事務所 
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鶏料理・博多水炊き うちょうてん 
株式会社ナチュラルフード 
日本水産観光株式会社 

株式会社ねぎしフードサービス 
株式会社はなまるフードサービス 
有限会社ハイマ・アソシエイツ 

葉山コーヒー株式会社 
株式会社ピューターズ 
株式会社フードベンチャー 

株式会社フューチャーコラボレーション 
株式会社本家山賊鍋 
株式会社松富士 

株式会社松富士食品 
株式会社三笠会館 
株式会社美々卯 

株式会社味嘉 
株式会社ムラカミ 
モッツマン株式会社 

株式会社やる気 
ユナイテッド＆コレクティブ株式会社 
養老乃瀧株式会社 

株式会社萬家 
らーめんBUBU 
両国ふぐ ひょうたん 

レストラン カンテサンス 
有限会社六歌仙 
株式会社ワイズテーブルコーポレーション 

株式会社月雪花 
株式会社ユーアンドミィー 
株式会社サン・マリオ 

有限会社まるや 
有限会社ワイズ 
とんぎゅう 

吟寿司 
株式会社TOURI 
 

■行政機関 
警視庁 
警察庁 

総務省 
防衛省 航空自衛隊 
国土交通省 

厚生労働省 
 
■警備会社 

株式会社アクティサポート 
テイケイ株式会社 
株式会社マックスセキュリティサービス 

 
■建設・設計・ハウスメーカー 
株式会社大島建設 

サンフィット株式会社 
JR九州住宅株式会社 
スウェーデンハウス株式会社 

瀬戸電設工業株式会社 
株式会社ディック 
中央設備エンジニアリング株式会社 

富田商事株式会社 
仲岡建設株式会社 
株式会社ナガノ 

博多港管理株式会社 
株式会社北洋建設 
株式会社ミナミ 

株式会社メイプルホーム 
矢野建設産業株式会社 
サンキョウハウジング株式会社 
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■工事施工 
株式会社アイディーステア 
株式会社アペックエンジニアリング 

川北電気工業株式会社 
株式会社きんでん 
株式会社佐電工 

昭和エンジニアリング株式会社 
株式会社スナミ工業所 
日電アラーム株式会社 

日本電設工業株式会社 
株式会社南日本電設工業 
 

■コンサルティング 
株式会社あんぜんネット 
MISハウスメイト株式会社 

株式会社ベルーフ 
株式会社横浜コンサルティングセンター 
株式会社ワタエ・ジャパン 

 
■クリーニング 
有限会社ハニーワンドリー 

 
■宿泊施設 
有限会社川崎ホールディングス 

株式会社城島高原オペレーションズ 
ジャパンホテルリート投資法人 
竹川観光株式会社 

株式会社泰泉閣 
株式会社ニュー・オータニ 
藤田観光株式会社 

株式会社プランドゥシー 
株式会社ホテルオークラ 
株式会社ホテル京セラ 

株式会社マルエイホテルズ 
湯快リゾート株式会社 
有限会社旅館吉田屋 

株式会社レックス 
 
■ショッピングセンター 

イオンリテール株式会社 
株式会社近鉄リテーリング 
株式会社コニカ 

株式会社京阪流通システムズ 
株式会社ユアエルム京成 
道の駅とよとみ 

株式会社横浜赤レンガ倉庫 
道の駅よがんす白竜 
株式会社第一ビルサービス 

 
■コンビニエンスストア 
サークルK 

セブンイレブン 
ファミリーマート 
 

■スポーツクラブ 
株式会社ティップネス 
株式会社東急スポーツオアシス 

株式会社ドゥ・スポーツプラザ 
株式会社ハイパーフィットネス 
株式会社スポーツプロジェクト 

株式会社文教センター 
ブリヂストンスポーツアリーナ株式会社 
株式会社明治スポーツプラザ 

株式会社メガロス 
株式会社ロックス 
 

■卸市場 
東京多摩青果株式会社 
広島市青果商業協同組合 

 
■食品製造 
株式会社クラウンベーカリー 

株式会社さえき 
株式会社昭和食品 
世虹株式会社 

株式会社国太楼 
株式会社八ちゃん堂 
株式会社むつみ 

ニッカウヰスキー株式会社 
日進畜産工業株式会社 
フンドーキン醤油株式会社 

三井食品株式会社 
ユナイテッドフーズ株式会社 
ヤマサ醤油株式会社 

有限会社南洲製菓 
 
■スーパーマーケット 

Aコープ 
AJSグループ 
株式会社大阪屋ショップ 

株式会社茨城さえき 
株式会社魚力 
株式会社エレナ 

株式会社エコス 
株式会社小田原百貨店 
株式会社オークワ 

株式会社Olympic 
株式会社カネスエ 
株式会社セイミヤ 

株式会社よしや 
CGCグループ 
株式会社フタバヤ 

株式会社マミーマート 
株式会社義津屋 
株式会社ランドロームジャパン 

セルコグループ 
株式会社豊月 
株式会社キューピット 

株式会社サーブ 
株式会社サンシャインチェーン本部 
株式会社せんどう 

株式会社たいらや 
株式会社たからや 
株式会社ときわや 

宍倉株式会社 
株式会社ヤオヨシ 
株式会社与野フードセンター 

有限会社吉田屋 
株式会社日本セルコ 
全日食グループ 

株式会社花正 
株式会社大黒天物産株式会社 
たなか流通有限会社 

パーク商事株式会社 
有限会社上沢屋 
ニチリウグループ 

株式会社さえきセルバホールディングス 
株式会社山梨さえき 
株式会社ヴィノラム 

株式会社旬フーズシステム 
富士シティオ株式会社 
株式会社フーズマーケットホック 
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株式会社鮮ど市場 
株式会社大地 
株式会社大東青果 

株式会社千鳥屋本家 
オーケー株式会社 
株式会社金子園 

有限会社東武 
株式会社東急ストア 
株式会社仲屋商事 

株式会社西鉄ストア 
株式会社風雅 
株式会社丸江 

株式会社be-lief 
株式会社アタックスマート 
株式会社いいなダイニング 

株式会社いかりスーパーマーケット 
株式会社いちまるカンパニー 
株式会社エース 

株式会社カノー 
株式会社文化堂 
株式会社ココスナカムラ 

株式会社ころくや 
株式会社サカガミ 
株式会社サンプラザ 

株式会社サンベルクス 
株式会社G-7スーパーマーケット 
株式会社スズキヤ 

株式会社セキチュー 
株式会社ゼストクック 
株式会社キャメル珈琲 

生鮮市場コウナン 
株式会社ダイキョープラザ 
株式会社ダイマル商店 

株式会社タカヨシ 
株式会社トーホー・パワーラークス 
株式会社道北アークス 

株式会社パスポート 
株式会社トライウェル 
株式会社ナショナルメンテナンス（平和堂） 

株式会社フードウェイ 
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー 
株式会社トライアルカンパニー 

株式会社プラス 
株式会社フレスタ 
株式会社マルイチ 

株式会社マルエイ 
株式会社マルキョウ 
株式会社マルトモ商店 

株式会社マルサンシステム 
株式会社マルトシ 
極東ファディ株式会社 

清正製菓株式会社 
三次フードセンター株式会社 
株式会社マスダ 

株式会社ムーミー 
株式会社ユアーズ・バリュー 
有限会社湘南Sマート 

有限会社アキダイ 
有限会社アンタイ 
株式会社八百邦 

株式会社もち吉 
株式会社光洋 
株式会社山助 

有限会社木村屋 
有限会社フレッシュミネサキ 
株式会社オオゼキ 
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株式会社関西スーパーマーケット 
株式会社九州屋 
株式会社古賀商店 

株式会社澤光青果 
株式会社三和 
株式会社成城石井 

有限会社安原商店 
トウショク株式会社 
株式会社レッドキャベツ 

株式会社和光 
生活クラブ生活協同組合・東京 
株式会社ヤマイチ 

株式会社ヤマナカ 
東城きんさい市 
有限会社福ふくの里 

株式会社マキオ 
 
■製造 

株式会社オーディオテクニカ 
株式会社アガタ 
株式会社イシダ 

柿原工業株式会社 
芝浦自販機株式会社 
株式会社タニックス 

THK株式会社 
ナブコシステム株式会社 
西日本リネンサプライ株式会社 

株式会社日本防犯システム 
荒井商事株式会社 
株式会社ハピネット 

藤沢鉄工株式会社 
株式会社マルカン 
株式会社三井理化工業 

ヤンマー建機株式会社 
リコージャパン株式会社 
YKK AP株式会社 

株式会社WAKO 

 
■ソフトウェア・システム開発 
アイテック阪急阪神株式会社 

株式会社インフォテック 
株式会社ヴィンクス 
株式会社エス・イー・シー・ハイテック 

株式会社エス・ケイ通信 
株式会社エムティーシー 
九州地理情報株式会社 

グローバルプレナーズ株式会社 
株式会社ジャストプランニング 
東京エレクトロニツクシステムズ株式会社 

日本ソフト技研株式会社 
株式会社ナバック 
株式会社ニシヤマ 

株式会社バンダイナムコエンターテインメント 
株式会社ブレーンカンパニー 
北陸通信工業株式会社 

 
 

■ビルマネジメント 
イオンディライト株式会社 
オリックス・ファシリティーズ株式会社 

株式会社エキ・リテール・サービス阪急阪神 
合人社エンジニアリング株式会社 
近畿ビルメインテナンス株式会社 

株式会社Sunsサポート 
ジョーシンサービス株式会社 
京阪カインド株式会社 

京阪ビルテクノサービス株式会社 
日本空港テクノ株式会社 
株式会社ザイマックスプロパティズ 

株式会社テックビルケア 
株式会社西日本新聞会館 
阪急阪神ビルマネジメント株式会社 

株式会社協同技術センター 
株式会社白青舎 
阪神管理サービス株式会社 

日土地ビルサービス株式会社 
株式会社ファルビルス 
プレサンスコミュニティ株式会社 

株式会社マリモコミュニティ 
ミディ総合管理株式会社 
 

■アパレル 
株式会社アーバンリサーチ 
株式会社エービーシー・マート 

LVMHファッション・グループ・ジャパン株式会社 
クリスチャンディオール株式会社 
シャネル株式会社 

株式会社しまむら 
住商ブランドマネジメント株式会社 
ダイアナ株式会社 

寺内株式会社 
株式会社フランス屋 
株式会社マッシュセールスラボ 

宮織株式会社 
株式会社ヤマダヤ 
ルイ・ヴィトンジャパン株式会社 

 
■家電販売 
株式会社コジマ 

株式会社東京電化 
株式会社サードウェーブ 
 

■化粧品販売 
株式会社アルビオン 

株式会社まるまんフィオーレ 
 
■小売業 
株式会社ウイロー 
株式会社カンセキ 
株式会社大創産業 
株式会社ドン・キホーテ 
株式会社ニュートンカチ 
株式会社ホンダ産業 
有限会社冨士屋 
株式会社未来ガ驚喜研究所 
  

■店舗開発 
株式会社ビー・オー・エム 
株式会社ラックランド 

 
■銀行 
三井住友信託銀行 
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 ■店舗機器販売 
株式会社寺岡販売 
株式会社テンポス情報館 

 
■ドラッグストア 
ウエルシア薬局株式会社 

株式会社杏林堂薬局 
株式会社新生堂薬局 
株式会社セキ薬品 

株式会社ププレひまわり 
ユニバーサルドラッグ株式会社 
 

■古物商 
株式会社エイムアントレー 
株式会社グリーンテーブル 

株式会社ゲオ 
株式会社ゴルフ・ドゥ 
株式会社ドリーム 

ブックオフコーポレーション株式会社 
 
■その他物販 

株式会社オートウェーブ 
株式会社植村漁具 
株式会社大藤つり具 

株式会社キディランド 
株式会社ジョイフル本田 
株式会社ジョイフルエーケー 

株式会社秀岳荘 
株式会社壽屋 
愛眼株式会社 

株式会社マキオ 
株式会社和真 
 

■不動産 
株式会社丸愛 
株式会社アトリウム 

株式会社いちまるエステートサービス 
株式会社エステム管理サービス 
株式会社エー・エム・ファンド・マネジメント 

株式会社エフ・エム・シー 
株式会社えん 
H&A株式会社 

株式会社沖縄キャリー 
大起建設株式会社 
株式会社学生情報センター 

株式会社カワブン 
株式会社クレスト 
株式会社三喜不動産 

株式会社西武プロパティーズ 
西鉄不動産株式会社 
多摩中央産業株式会社 

東急不動産株式会社 
日本住宅サービス株式会社 
株式会社プレサンスコーポレーション 

株式会社マントミ・アセット・マネージメント 
株式会社ミナミ 
メガトップジャパン有限会社 

レイリス・アンド・カンパニー株式会社 
株式会社レビア 
 

■ペット事業 
ドッグハウスココロ 
ビーツー・アンド・アソシエイツ株式会社 
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■駐車場 
株式会社アップルパーク 
大阪ガスビジネスクリエイト株式会社 

株式会社ダイヤパーク 
ハロー・テクノ株式会社 
ショウワ電技研株式会社 

 
■サービス 
株式会社T.F.K 

株式会社バンダイナムコビジネスアーク 
 
■放送局 

株式会社フジテレビジョン 
 
■リサイクル 

株式会社イマナガ 
Eデザイン株式会社 
西日本オートリサイクル株式会社 

長谷川興産株式会社 
 
■理美容 

株式会社ディーエムエー 
 
■リフォーム 

福岡内装センター株式会社 
 
■レンタル 

株式会社アクティオ 
株式会社エイトレント 
西尾レントオール株式会社 

東京センチュリーリース株式会社 
 
■自動車学校 

株式会社西多摩自動車 
 
■物流 

株式会社ひまわりユアハンズ 
アイエイチロジスティクスサービス株式会社 
 
■雑貨販売 
エゼン銀座 
株式会社オシザワ 
株式会社レプハウス 
株式会社ロフト 
 
■マンション修繕 
株式会社不二 

大阪ガスセキュリティサービス株式会社 
 
■活動法人 

特定非営利活動法人 町田リス園 
 
■漁港 

岸和田市漁業協同組合 
忠岡漁業協同組合 
 

■入浴施設 
株式会社極楽湯 
株式会社東新アクア 

株式会社トスク東京 
株式会社ホットネス 
株式会社楽天地オアシス 

 
 

導入企業一覧 （2017年9月現在） 認可企業のみ掲載 

■介護施設 
株式会社ケイビィシィソリューション 
株式会社さわやか倶楽部 

社会福祉法人 桜栄会 
社会福祉法人 敬愛会 
社会福祉法人 備北福祉会 

ボンウェルフェア株式会社 
円勝会養護老人ホームたつの荘 
社会福祉法人 神戸老人ホーム 

博光福祉会 
史隆会 
社会福祉法人 柏樹海 

 
■書店 
株式会社あゆみBOOKS 
株式会社紀伊國屋書店 
うさぎや株式会社 

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 
京王書籍販売株式会社 
株式会社スーパーブックス 

株式会社精文館書店 
株式会社ダイレクト・ショップ 
株式会社東京ブッククラブ 

株式会社フタバ図書 
株式会社丸善ジュンク堂書店 
万田商事株式会社 

株式会社メダリオンコミュニケーションズ 
 
■仲卸業 

株式会社石竹 
株式会社ユウキヤ 
 

■クリエイティブ 
株式会社トムス・エンターテイメント 
 

■ゴルフ場 
西戸崎開発株式会社 
 

■保健所 
千代田区千代田保健所 
 

■出版社 
株式会社滋慶出版 
サンケイ折込広告株式会社 

 
■神社仏閣 
美作守香華院 備後 長久山 妙政寺 

 

■病院 
いけだクリニック 
ゲン歯科クリニック 
国保匝瑳市民病院 
さくら歯科 
東京皮膚科・形成外科 
社会医療法人 陽明会 小波瀬病院 
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