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ファイザー アサヒグループホールディングス株式会社

株式会社ニトリホールディングス サントリーホールディングス株式会社 

シスコシステムズ合同会社 アクセンチュア株式会社

楽天グループ株式会社 ANAホールディングス株式会社

株式会社ADKホールディングス 株式会社サイバーエージェント

森ビル株式会社 株式会社大和証券グループ本社

SlackJapan株式会社 アサヒビール株式会社

東急株式会社 鹿島建設株式会社

株式会社博報堂ＤＹホールディングス 株式会社良品計画

株式会社ADKマーケティングソリューションズ 東急不動産ホールディングス株式会社

川崎重工業株式会社 株式会社麻生グループ

株式会社マネーフォワード 株式会社幻冬舎 

トランスコスモス株式会社 フューチャー株式会社

テクマトリックス株式会社 株式会社セプテーニ・ホールディングス

東急建設株式会社 ヨネックス株式会社

株式会社LIFULL 大幸薬品株式会社

ライク株式会社 株式会社デジタルホールディングス

ソースネクスト株式会社 株式会社デジタルハーツホールディングス

株式会社TSIホールディングス 株式会社ぐるなび

KLaｂ株式会社 イー・ガーディアン株式会社

株式会社アップフロントグループ 株式会社LDH JAPAN

株式会社クラウドワークス 株式会社Gunosy

藤田観光株式会社 株式会社ウィザス

株式会社みらいワークス CCCサポート＆コンサルティング株式会社

Creww株式会社 IDA株式会社

ホッピービバレッジ株式会社 株式会社イルグルム 

株式会社グロービス 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ

株式会社河北新報社 東急リゾーツ＆ステイ株式会社

一般社団法人全日本ホテル連盟 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会

ハウステンボス株式会社 株式会社博報堂

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ 日販グループホールディングス株式会社

富士通コミュニケーションサービス株式会社 AICROSS株式会社



 

ANAホリデイ・イン仙台 株式会社創建

BEENOS株式会社 株式会社湯ヶ島ゴルフ倶楽部＆ホテルリゾート

Gcomホールディングス株式会社 株式会社湯ーとぴあ

GLOBIZZ CORP. 株式会社日本エスコ

RevCommInc. 株式会社別府温泉ホテル

TKB株式会社 九州医事研究会

アパホテル〈郡山駅前〉 松月産業株式会社

ウリドキ株式会社 諏訪湖リゾート株式会社

株式会社FAプロダクツ 水上高原リゾート株式会社

株式会社ソケッツ 静岡鉄道株式会社

ドラフト労務管理事務所 多摩大学

ピットクルー株式会社 大成不動産システム株式会社

リックソフト株式会社 第一観光有限会社

医療法人社団栄和会 道後プリンスホテル株式会社

一般社団法人ドイツトップフローリスト協会 日本サイバーディフェンス株式会社

一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム 日本ナレッジ株式会社

一般社団法人新経済連盟 日本証券業協会

楽天証券株式会社 有限会社アビー

株式会社CTC 有限会社エービーアイエス

株式会社ＥＣＣベストキャリア 有限会社柏屋旅館

株式会社Ｍマート 有限会社八ヶ岳グレイスホテル

株式会社NCS 26PLUS株式会社

株式会社ＮＩＣＳ ADARAJapan株式会社

株式会社Paidy AEDレンタルサービス株式会社

株式会社Plan･do･see（ORIENTALHOTEL） afuro design 株式会社

株式会社アースホールディングス AIBコンサルティング株式会社

株式会社アイホールディングス AKUBI Market

株式会社アチーブゴール ANAX株式会社

株式会社アン A-OPEPATION株式会社

株式会社ガールズアワード APPLEWASABI 合同会社

株式会社シー・エヌ・エス ASIANBEE株式会社

株式会社シグマクシス B&Bあばしり

株式会社ダイレクトマーケティングミックス BARACK株式会社

株式会社テクノフジタ BelieveTechnology株式会社

株式会社デジタルシフト BILMAN株式会社

株式会社ビジョン BJ HOLDINGS株式会社

株式会社ブシロード CChannel株式会社

株式会社フローラル出版 CEPmse株式会社

株式会社ボーテ DXER株式会社

株式会社ホテルグランビュー EEproject株式会社

株式会社ボンフォーム ESCALE株式会社

株式会社リブマックス fangate株式会社

株式会社丸貞 firebird株式会社

株式会社教育と探求社 FIRSTSTREETDESIGN株式会社

株式会社小川屋 firstwingjapan株式会社

株式会社新保哲也アトリエ/R.Lwafflecake flower46株式会社

株式会社水明館 ＦＯＤ株式会社



 

GLOCALPARTNERS株式会社 Turnpoint Consulting株式会社

GREENER合同会社 TWENTY EIGHT合同会社

GRIN FACTORY株式会社 WAOWAO株式会社

GSE corp.南薩観光株式会社 wdm合同会社

HARU2株式会社 West mont Japan Management

HOTEL TRUNK合同会社 WISH合同会社

HOUKOU株式会社 W株式会社

JAPACON株式会社 Y＆i貿易株式会社

JokerPiece株式会社 YMSネット株式会社

KenScott株式会社 YUMORIONSENHOSTEL

L&Lライブリーライフ株式会社 ＺＩＥＬＪＰ株式会社

LIME RESORT MYOKO株式会社 ZX株式会社

LONGAUTUMN合同会社 アートワークス株式会社

LR株式会社 アーバンホテルシステム株式会社

LUXIAN アールエヌティーホテルズ株式会社

M・コスメティック株式会社 アールケイプラニング有限会社

MACS WORLD株式会社 アイ・ペアーズ株式会社

MC株式会社 アイスケープ株式会社

MDハウス株式会社 アウルス株式会社

Miwa&Co.株式会社 アジアトップトレーディング

ＭＫワールドプランニング合同会社 アジアントレーディングジャパン株式会社

MoaijapanTRADING(モアイジャパン・トレーディング） アソビジョン株式会社

MYV株式会社 アドバンサー株式会社

NEWNAGANONeXT アムスホテル館山株式会社

ＮＯＢ’ｓＣｏｍｐａｎｙ あわら温泉　白和荘

NPO法人みなとスポーツパートナーズ アンカーコム株式会社

oncein株式会社 アンファー株式会社

OsbertHotels株式会社 イビススタイルズ札幌

OVERCLOCK合同会社 インヴェンティット株式会社

PICPIN株式会社 ウィナーズ・アンド・カンパニー株式会社

PivotTokyo株式会社 ウエストイン富士吉田

PLUSLAZY株式会社 エイチアイエージェント株式会社

PoC TECH株式会社 エスシーワン株式会社

RakutenSTAYHOUSE九十九里一宮 エステールホールディングス株式会社

RakutenSTAYMOTEL九十九里浜片貝 エディフィック株式会社

RakutenSTAYVILLA富士山中湖 エフジェイリゾート株式会社

Re＆Do株式会社 エルムンドインターナショナル合同会社

SAKUAR株式会社 エンライト株式会社

SPATERRACE紫翠 オーブンバードマネジメント株式会社

ST通商株式会社 オーベルジュ内子

SUGARBISKET株式会社 おつよコンタクト株式会社

T.R.S株式会社 オフィス・オー・シー有限会社

TEDDY＆KANON オプティマルライフ株式会社

the furnture inc. カジマ水産有限会社

theDANN株式会社 かづさや株式会社

THESCREEN（ザ・スクリーン） 株式会社アウトドアデザインアンドワークス　藤乃煌

togetherlY株式会社 株式会社あさのビジネス



 

株式会社きっかわ セントラルホテル高崎

株式会社貴福ビジネスイン長岡 そのぎ茶温泉株式会社

株式会社金田屋サンライズホテル ソフトアドバンス株式会社

株式会社山のせ そらともり株式会社

株式会社新光 ターボ大阪合同会社

株式会社大坊保養センター タイム・トレード・トーキョー株式会社

カリッジ・マーケット株式会社 ダイヤモンド株式会社

キャビネットホテルワウズ ダイワロイヤル株式会社

キリン国際貿易株式会社 タカラ写真製版株式会社

キンキテレコム株式会社 タンスのゲン株式会社

クニミエステート㈱ つるみ観光株式会社

くらしのメガネ つるやリゾート株式会社

クリックコンサルティング株式会社 ティーエイチジェイ株式会社

グループエム・ジャパン株式会社 ディーライズ株式会社

クレメンティア・デコール株式会社 ティケイスリー合同会社

グロウ株式会社 デジタルバンクジャパン株式会社

グローライフ株式会社 テラオ株式会社

クロス・ヘッド株式会社 トゥリースェルツァ株式会社

げんき生活株式会社 ドクターイルチコスメティックスジャパン株式会社

コレドール湯河原 ドヒチュウショウテン

コンセプト トモエ繊維株式会社

こんぴらや販売株式会社 トリニティワークス株式会社

さぬきうどん株式会社 ナインバランス有限会社

サンタルート株式会社 ナガト株式会社

サンパール観光株式会社 ナハニ・ジャパン株式会社

サンフラワーエイト株式会社 ニチリン・サービス株式会社

サンプレ株式会社 ニッポ渋川

サンライズ株式会社 ネクストイノベーションパートナーズ株式会社

サンリーブス株式会社 ネクストスタンダード株式会社

サンリバー大歩危 ネクストディスカバリー株式会社

シーオーエル株式会社 ノードセキュリティ

ジースプレッド株式会社 ノボテル沖縄那覇

シースリーワークス株式会社 パークデールグループ株式会社

シェスタ株式会社 ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄

しおじり有限会社 バイオフローラ研究所

シャワープランニング株式会社 バスリエ株式会社

ジョイライフ株式会社 ハチ北温泉お宿ひさ家

しろう農園株式会社 バックヤード

シンクス・クリエイティブ・プラス株式会社 ハッピーテラス株式会社

スタイリア株式会社 パペルック株式会社

スタイルクリエイト株式会社 はまうら株式会社

スペース株式会社 はんこプレミアム株式会社

スポルト有限会社 ハンズプロ株式会社

スマイルリンク株式会社 ピアニッシモ株式会社

セカンドライン株式会社 ひめか株式会社

ぜけインターナショナル株式会社 ヒューファイブ株式会社

セルフ・エー株式会社 ファーンインターナショナル合同会社



 

ファイ株式会社 ラディアンヌ株式会社

ファネルワン株式会社 リーズンホワイ株式会社

フィーノホテルズ リードブレーン株式会社

フェニックス・アール・イー株式会社 リバイバル株式会社

フェニックス合同会社 リュッカ株式会社

フォーシーエイチ合同会社 りらくしすと合同会社

ブランディングテクノロジー株式会社 ルートインジャパン株式会社

ブリーズベイオペレーション2号株式会社ホテルクラウンヒルズ福島 レアリーク株式会社

ブリーズベイオペレーション5号株式会社ホテルクラウンヒルズ古川 レジエ株式会社

ブリーズベイオペレーション6号株式会社ホテル福島ヒルズ ワールドトラベルシステム株式会社

ブリーズベイオペレーション株式会社ホテル古川ヒルズ わくわく株式会社

プロジエ株式会社 ワンステップフォワード株式会社

ベルヴィ株式会社 亜細亜開発株式会社

ホープフル株式会社 医療法人プラス会

ポケット商事株式会社 医療法人永朋会

ボダム・ジャパン株式会社 医療法人幸人会

ホテルフォーシーズ 医療法人衆知会こむろ歯科クリニック

ホテルフクイキャッスル 医療法人鉄蕉会

ホテルプレミアムグリーンプラス 医療法人末永歯科医院

ホテルラフォレスタ 一般財団法人もみのき森林公園協会

ホテル朱鷺メッセ株式会社 一般社団法人ICSP

ホテル南回帰線 一般社団法人日本インバウンド・アテンダント協会

ホテル美雪 宇雅株式会社

ほまれ酒造株式会社 宇都醸造有限会社

マ・メールプロジェ有限会社/ホテルアクアサンタ 卯月製麺

マイズインバウンド株式会社 雲仙福田屋

マウンテンロッジWiz 永楽株式会社

マストランプ株式会社 越後銘門酒会原商株式会社

ミッション・キャピタル株式会社 奥道後国際観光株式会社

ミフクエステート株式会社 横谷温泉旅館

みよし株式会社 黄瀬商事株式会社

ミライラボバイオサイエンス株式会社 岡正織物有限会社

ミレー・マウンテン・グループ・ジャパン株式会社 岡部グリーン有限会社

ムーンホテルズアンドリゾーツ株式会社 岡野歯科医院

ヤマセイテクノス株式会社 沖村総合技術研究所

ヤマヒコ株式会社 沖縄クロス・ヘッド株式会社

有限会社アクアヴヰタエ 沖縄観光商事株式会社

有限会社ザ・スタイルカンパニー 荻町まちおこし有限会社

有限会社タカ・コーポレーションいこいの村岩手 花酔酒造株式会社

有限会社なかだ館 菓匠もりん

有限会社ノマド 株式会社 Golf and Art Resort Japan

有限会社ヒロシマ安全ビニール 株式会社 ジェイエスエルシー

有限会社ホテルヤッサ 株式会社3R

ゆば甚有限会社松田甚兵衛商店 株式会社4REAL

ゆふいん花由 株式会社9課

よつばフード株式会社 株式会社ACEHIGH

ラ・ジェント・ステイ札幌大通 株式会社ＡＣインフィニティ



 

株式会社Adatto 株式会社homecamp

株式会社AerialPartners 株式会社HONMA

株式会社aile 株式会社HOPE

株式会社AKATSUKI 株式会社HYBRIDWORKS

株式会社antiqua 株式会社i.CO

株式会社ANYNAL 株式会社identity

株式会社AQUA FOODS 株式会社IHS袋田温泉思い出浪漫館

株式会社ARCOCO 株式会社IKOL

株式会社AugmentationBridge 株式会社IMPROVE

株式会社Ａ－トップ 株式会社ITO商事

株式会社BANDEL 株式会社JDSインターナショナル

株式会社B-FORCE 株式会社juin

株式会社Bianco 株式会社KAWACHIYA

株式会社BotAgent 株式会社Kcreation

株式会社BrandingEngineer 株式会社KCS

株式会社CIO 株式会社KS商会

株式会社COAROO 株式会社LOOF

株式会社COD 株式会社LOOPLACE

株式会社CoinCidE 株式会社LUXSEED

株式会社DBC 株式会社M.S.B.M

株式会社DENDESIGN 株式会社MASAKAZU

株式会社DIYSTYLE 株式会社MD.ネット

株式会社dof 株式会社MDS

株式会社EDESSE 株式会社ＭｅａｔＦａｃｔｏｒｙ

株式会社EID 株式会社MJ

株式会社Elaly 株式会社MKT

株式会社EMF 株式会社MotherEarth

株式会社EOS 株式会社MRplanning

株式会社evoevo 株式会社MSD

株式会社Factory 株式会社MYmama

株式会社FILMS 株式会社nanaple

株式会社FLOW 株式会社NEM

株式会社FORESTWATER 株式会社NetOne

株式会社GEAR 株式会社nSelection

株式会社GENESIS 株式会社oasis東京

株式会社G-HOUSE 株式会社OFFICECREA

株式会社ｇｌｏｂａｌｌｙ 株式会社ONA

株式会社GLOBE 株式会社Ｏne‘ｓhome

株式会社GRAN 株式会社One'sBuddy

株式会社GrandPrix 株式会社OneSeed

株式会社GROWP 株式会社OXO

株式会社GrowthAlly 株式会社OZAWAYA

株式会社Gグループ 株式会社Ozlink

株式会社HARVESTJAPAN 株式会社PASH

株式会社ＨＡＳＥＭＡＳＡ 株式会社PASSO

株式会社HAYNI 株式会社PICNIKO

株式会社Hoist Flag Consulting 株式会社pipon



 

株式会社Quesqu 株式会社アイライフ

株式会社Q美ワールド 株式会社アヴェール

株式会社RDサポート 株式会社アオオカ

株式会社RealStyle 株式会社あおば

株式会社Recora 株式会社アクアビレッジ

株式会社ReKORD 株式会社アクシス

株式会社REN 株式会社アコモリブ

株式会社Request 株式会社アスキング

株式会社RFロジネット 株式会社アセント

株式会社Rhea 株式会社アッパーフィールド

株式会社Room.H 株式会社アップドラフト

株式会社RuGu 株式会社アド・プロ

株式会社RYOS-SHOP 株式会社アドベンチャーエイド

株式会社sceneryscent 株式会社アトリー

株式会社SEIWA話し方教室 株式会社アマナ

株式会社Seles 株式会社アム企画

株式会社SHOES-MATE 株式会社あゆの風

株式会社SLDS 株式会社アレアール

株式会社ＳＬＥＥＰＹＫＥＮ 株式会社アンカーラボ.

株式会社Smash 株式会社アンドイット

株式会社ｓｍｉｌｅｗｅｂ 株式会社アンベリール

株式会社SNK 株式会社イースト

株式会社Sorayu 株式会社イーストン

株式会社spiffup 株式会社イオナス

株式会社ＳＴＧ 株式会社いこま

株式会社ＳＵＩ 株式会社いづみ

株式会社Sunmine 株式会社イデアル

株式会社T&S WORKS 株式会社イトー

株式会社T-ICU 株式会社いなとり荘

株式会社UMA 株式会社イノウエ

株式会社UNCEPT 株式会社いまい

株式会社VALUEFIND 株式会社イマックジュエリー

株式会社VEGEKO 株式会社イマリ

株式会社W・CAI 株式会社インサイト・ファクトリー

株式会社WaterAir 株式会社インザスカイ

株式会社Welleg 株式会社インターナショナルスワングループ

株式会社YDコーポレーション 株式会社インターリンクス

株式会社ZIK 株式会社インテック・ジャパン

株式会社アートパーティ 株式会社インテリア森田

株式会社アートヒルズ 株式会社インパクトワン

株式会社アーバン 株式会社ヴァンテーヌ

株式会社アーバンティ西九条 株式会社ウィザード54

株式会社アイエスケー 株式会社ウィズ鹿児島

株式会社アイコー 株式会社ウィッチェリー

株式会社アイスタット 株式会社ウインズフロム

株式会社アイディアシップ 株式会社ウェルコインターナショナル

株式会社アイビーシステムズ 株式会社うにの世界



 

株式会社エイト・ボアー 株式会社クララベル

株式会社エイワメタル 株式会社グリーンホテル・ズ　コーポレーション

株式会社エーエルジャパン 株式会社グリーンライト

株式会社エース 株式会社クリエイトプラス

株式会社エースライフ 株式会社グルッポ・テスタ

株式会社エーティーリビング 株式会社クレアンスメアード

株式会社エクセルイン 株式会社クレエ

株式会社エシック 株式会社クレール

株式会社エスエスケイ 株式会社クレーン

株式会社エステインターナショナル 株式会社クレスコアースコミュニケーションズ

株式会社エピック&リリック 株式会社グロウス

株式会社エミュール 株式会社グローバル・ブリッジ

株式会社エム・シー・ジー 株式会社グローバルディール

株式会社エムズサンシン 株式会社グローベア

株式会社エムビズ 株式会社クロス・ビー

株式会社エモーション 株式会社クロスコム

株式会社エリー 株式会社クロスリスティング

株式会社エル・ローズ 株式会社ケイ・アイ・シー企画

株式会社エンライトメントハート・コーポレーション 株式会社ケイ・アシスト

株式会社オアフ 株式会社ケイシップ

株式会社おいもや 株式会社ケンアンドエス

株式会社オーディーエスジャパン 株式会社ケンジ

株式会社オーディオ渡辺 株式会社コールドクター

株式会社オーパーツ 株式会社コキアージュ

株式会社オール・リゾート・サービス 株式会社ココバンビ

株式会社オカモト 株式会社ココロハス

株式会社オキス 株式会社こづまや

株式会社おまめ 株式会社コマイ

株式会社オリエンタル 株式会社ゴルウィス

株式会社オレンジキャンディー 株式会社ゴルフショップえざき

株式会社お茶の浅野園 株式会社コントリビューション

株式会社カトジュン 株式会社ザ・キッス

株式会社カドベヤ 株式会社サーティーン13

株式会社カネコ 株式会社サードエンタープライズ

株式会社カネヒラ・コーポレーション 株式会社サードテイク

株式会社カラーズ 株式会社サイクルスポット

株式会社カリテス 株式会社サイズリゾート開発

株式会社キーポイント 株式会社サエキジャパン

株式会社きつつき 株式会社ザカモア

株式会社ギフトセンターかさい 株式会社さくらコーポレーション

株式会社ギヤマン 株式会社サテライト六戸上田プラザホテル

株式会社キャメルゴルフリゾート 株式会社サプライズ

株式会社クオリアル・パートナーズ 株式会社サポート

株式会社グッド・クルー 株式会社サムシング

株式会社くつわ 株式会社サロンドシャルマン

株式会社くまもと工房 株式会社サンシーワールド

株式会社クライチ 株式会社さんじゅ



 

株式会社サンセイ 株式会社たびのレシピ

株式会社サンセットヒル・ホテルズ＆リゾーツ 株式会社タム

株式会社サンティア 株式会社ためのぶストア

株式会社サンワ 株式会社ダンクスコーポレーション

株式会社シアザボ 株式会社チャイディー

株式会社シーズ・エンタープライズ 株式会社ツーリズム

株式会社シーダイブ 株式会社ツーワンスタイル

株式会社シード・プランニング 株式会社ツタハラ

株式会社シールズ 株式会社つちや旅館

株式会社ジェイオービー 株式会社つるやホテル

株式会社ジェイスペイド 株式会社ディー・イー・エヌ

株式会社ジェイロック 株式会社ティーアンドカンパニー

株式会社ジェー・シー・ディ 株式会社ティカココ

株式会社シグマジャパン 株式会社テイスティーステイ

株式会社システムＳＯＡＲ 株式会社デベロップ

株式会社システムスタイル 株式会社デポルテ

株式会社シバデン 株式会社ドアーズ

株式会社シャイニー 株式会社ドクターネット

株式会社ジャパンクオリティ 株式会社トップファクトリー今治

株式会社シャレー志賀 株式会社トライアド

株式会社ジャンプスタートパートナーズ 株式会社トラストバース

株式会社ジュン 株式会社トランスファー

株式会社ジョイクリエーション 株式会社トランスポーツ

株式会社ジョウマ 株式会社トランスワープ

株式会社ショーケース 株式会社ドリス

株式会社シンワショップ 株式会社トリニティーズ

株式会社スカイ商事 株式会社とりわか食品工業

株式会社スタートアップテクノロジー 株式会社ナインメディア

株式会社スターライト 株式会社ナカタアート

株式会社スタイリッシュ・エイチ・アンド・エイ 株式会社ナカムラ

株式会社スタイルゲート 株式会社ナカヱ

株式会社スタンバイリーグ 株式会社なぎ

株式会社スパークレール 株式会社ナベジュウ

株式会社スピニング 株式会社にじのかけ橋KOBE

株式会社スポーツコミュニケーションズ 株式会社ニッコウ貿易

株式会社スポーツブレイン 株式会社ニューロンシステム

株式会社すみか 株式会社ニュー熱川プリンスホテル

株式会社スミス 株式会社ネクサス

株式会社セールスヴィガー 株式会社ネクスト

株式会社セドナエンタープライズ 株式会社ノットワールド

株式会社セモス 株式会社バーコフ

株式会社ゼルプログレ 株式会社ハートビート

株式会社ソーシャルコミュニケーションズ 株式会社ハートラスト

株式会社そとぼう 株式会社ハイブリッドワークス

株式会社タイコー 株式会社ハイヤー

株式会社ダイムヘルスケア 株式会社ハイランド

株式会社たつた 株式会社パインランド



 

株式会社パコネット 株式会社ブルーグラフ

株式会社はなまり 株式会社ブルーコムブルー

株式会社バニラ・アウローラ 株式会社ブルービート

株式会社ハヤシビジネス 株式会社フルコーポレーション

株式会社パラシューター 株式会社フルマークス

株式会社パリシェモテギ 株式会社フレイ・ホールディングス

株式会社バロン 株式会社ブレイク

株式会社ハンコヤストア 株式会社プレスト

株式会社ピアワークス 株式会社プロップ

株式会社ピィアース 株式会社フロンティアいわいずみ（ホテル龍泉洞愛山）

株式会社ピィーカブ 株式会社フロンティアリゾート

株式会社ビィウェーブ 株式会社ベネクス

株式会社ビーコネクト 株式会社ベビーチップス

株式会社ビーブル 株式会社ホームショッピング

株式会社ビームス 株式会社ポジティブドリームパーソンズ

株式会社ヒキタギフトセンター 株式会社ホテルアンドアソシエイツ

株式会社ヒダカラ 株式会社ホテルエクセル岡山

株式会社ビッグバンフェローズ 株式会社ホテルニュー富士

株式会社ビバイエ 株式会社ホテルマウント磐梯

株式会社ひびき野 株式会社ホテルマネージメントジャパン

株式会社ピュア・メディカル 株式会社ホテルリゾート下電

株式会社ビューティーサイエンス 株式会社ホテル葛城

株式会社ビワ池ホテル 株式会社ホテル銀水

株式会社ファーストトラックス 株式会社ホテル江戸屋

株式会社ファイルドライフ 株式会社ホテル椿館

株式会社ファクトリー 株式会社ホテル八千代

株式会社ファストノット 株式会社ホテル摩周

株式会社ファミー 株式会社ホテル末広

株式会社ファロス 株式会社ポプリ

株式会社ファンライフ 株式会社マイテイスト

株式会社フィル 株式会社マイネット

株式会社フォーサイス 株式会社マガチャバル

株式会社フォーユアオール 株式会社マクスタート

株式会社フォレスト 株式会社マツショー

株式会社フジノライン 株式会社マツモト

株式会社フジモリ 株式会社マハナコーポレーション

株式会社フタバ薬局 株式会社マハロ

株式会社ふみこ農園 株式会社マリトピア

株式会社プライムジャパン・コンサルティング 株式会社マルハート

株式会社フライングブルー 株式会社マルヒサ

株式会社プラザマネジメント 株式会社まんま母さんのりぼん

株式会社プラザリ 株式会社ミケネコ

株式会社プラスワンホスピタリティ神戸 株式会社ミナシア

株式会社フラン 株式会社みまつマネジメント

株式会社ブランドオブクイーン 株式会社みんなの応援団

株式会社フリージェント 株式会社むさし野

株式会社ブリジア 株式会社メイト



 

株式会社メジャーセブン 株式会社ロココ

株式会社めだかファミリーグループ 株式会社ろばた

株式会社メディライン 株式会社ワールドスタイル

株式会社メルシー 株式会社ワイエス

株式会社メンタルヘルステクノロジーズ 株式会社ワイズエッグ,株式会社DIIIG

株式会社モードケイズ 株式会社わくわく共育ステーション

株式会社モダリス 株式会社ワンピース

株式会社モダン・プロ 株式会社芦原国際ホテル美松

株式会社モノリス 株式会社芦別スターライトホテル

株式会社モリカワ 株式会社安心プランニング

株式会社ヤマヘイーミカコーポレーション 株式会社庵町家ステイ

株式会社ヤリキリ 株式会社伊東園ホテルズ　ホテル水明館

株式会社ユニークス・マネー・アドバイザリー 株式会社井口

株式会社ユニセレクト 株式会社一の蔵

株式会社ユニット 株式会社羽衣ホテル

株式会社ユラク 株式会社栄商会

株式会社ゆりかご 株式会社円山荘

株式会社ヨウベツエン 株式会社奥会津昭和村振興公社

株式会社よし田川別館 株式会社奥洞工務店

株式会社ラークコーポレーション 株式会社沖縄エステート

株式会社ライジングマーケット 株式会社荻原養蜂園

株式会社ライツアパートメント 株式会社温泉クリエイト旅館すがわら

株式会社ライフサイクル 株式会社加賀屋

株式会社ライブリッツ・アンド・カンパニー 株式会社河一屋

株式会社ライボ 株式会社花屋徳兵衛

株式会社ラヴカ 株式会社花兄園

株式会社ラド・ワークス 株式会社花月堂

株式会社リアルネットプロモーション 株式会社花飾璃

株式会社リセット 株式会社花由

株式会社リッチリンク 株式会社我無らん

株式会社リトルアンデルセン 株式会社海栄館

株式会社リニカル 株式会社海楽荘

株式会社リラテック 株式会社界洋商事

株式会社ルーカスインベストメント 株式会社鴨川グランドホテルスマイルホテル巣鴨

株式会社ルグランブルー 株式会社観光ホテル淡州

株式会社ルネサンス棚倉 株式会社丸光

株式会社レインボーコーポレーション 株式会社丸宗

株式会社レガーロ 株式会社丸彰

株式会社レジーナリスレ 株式会社岩泉ファーム

株式会社レジェンドホールディングス 株式会社企画基地

株式会社レジスタ 株式会社喜楽

株式会社レストランイノベーション 株式会社喜良久

株式会社レストレーション 株式会社菊乃家

株式会社レッドハピネス 株式会社吉高屋

株式会社レッドマルスADベンチャー 株式会社吉田松花堂

株式会社ローカル 株式会社休庵いい田

株式会社ローランサン 株式会社魚屋佐平



 

株式会社京都はんなり本舗 株式会社松栄堂

株式会社京都北Ｐ＆M 株式会社松屋旅館

株式会社峡雲荘 株式会社松本商店

株式会社橋津屋 株式会社沼本自動車

株式会社極 株式会社上大坊

株式会社玉園 株式会社常盤

株式会社玉造グランドホテル長生閣 株式会社信和

株式会社琴平国際ホテル八千代 株式会社心のどか

株式会社近畿住宅流通 株式会社新鉛温泉

株式会社九兵衛旅館 株式会社新流

株式会社月岡ホテル 株式会社森信三郎商舗

株式会社原田泳幸事務所 株式会社神栄建設

株式会社古まん 株式会社瑞光

株式会社古澤屋 株式会社清純堂

株式会社五輪花 株式会社清水

株式会社御幸荘 株式会社清風荘

株式会社宏東 株式会社生駒クロス

株式会社広島屋ピーナッツ 株式会社盛岡シティホテルズ

株式会社荒井タイヤ商会 株式会社西遊旅行

株式会社香水カンパニー 株式会社石和観光ホテル慶山

株式会社高見屋旅館 株式会社赤ずきんちゃん

株式会社国立公園城山温泉 株式会社千里プラン

株式会社彩冬 株式会社川六

株式会社咲 株式会社善助

株式会社鷺の湯荘 株式会社双葉

株式会社桜花爛漫 株式会社総合経営

株式会社三ツ弥興産 株式会社足和田ホテル

株式会社三京商会 株式会社大加

株式会社三好漆器 株式会社大家河合

株式会社三徳 株式会社大阪スペースデザイン

株式会社三和ソリューション 株式会社大石商会

株式会社山下果樹園 株式会社大都

株式会社山海館 株式会社大平ホテル

株式会社山水館 株式会社大鵬貿易

株式会社山谷産業 株式会社大野木荘

株式会社山中 株式会社大和屋別荘

株式会社散歩道 株式会社大和屋本店

株式会社四国ライス 株式会社沢商

株式会社志賀スキーロッヂ 株式会社炭寅コーポレーション

株式会社時空間 株式会社中外技研

株式会社若羽 株式会社中尾マネジメント研究所

株式会社秋田温泉さとみ 株式会社中部テロソン

株式会社十文字屋 株式会社長栄館

株式会社春日 株式会社通商国際

株式会社小松屋 株式会社塚原緑地研究所

株式会社小針乳業 株式会社柘植広告制作

株式会社小西旅館 株式会社辻しば漬本舗



 

株式会社天城カントリー工房 株式会社理研メディカルアライアンス

株式会社田中宗吉商店 株式会社里山建築

株式会社東栄 株式会社龍泉閣

株式会社東栄商事 株式会社旅館大家

株式会社東京イン 株式会社旅館第一ホテル

株式会社東京一番フーズ 株式会社良い宿

株式会社東金屋 株式会社緑茶園

株式会社東北ヒロヤ 株式会社林商店

株式会社東洋館 株式会社和人

株式会社湯村ホテル 株式会社峩々温泉

株式会社徳 株式会社廣田蒲鉾店

株式会社内田製麺 株式会社惠

株式会社南部食鶏 株式会社洒落紋

株式会社日進舘 株式会社澤井珈琲

株式会社日創プラス 株式会社萬葉堂

株式会社日本コスパ 株先会社Tokka

株式会社日本美健 株先会社サンメディコターミナルホテル松山

株式会社日和 株先会社センチュリオンインターナショナル

株式会社熱帯園 株先会社時の名所屋号：ふなや

株式会社梅原商店 蒲田ホテルオペレーションズ株式会社

株式会社梅島商店 観光創造ファクトリー株式会社

株式会社萩城観光ホテル(宵待ちの宿萩一輪) 関西観光開発株式会社

株式会社白鷺湯たわらや 丸永佐藤海産物店

株式会社白鳩 丸喜ペイント株式会社

株式会社飛騨ゆい 丸十

株式会社飛鳥 岩瀬商店株式会社

株式会社美アス 気仙沼さん株式会社

株式会社不二工芸社 吉備高原リゾート株式会社

株式会社富士グループ 久二野村水産株式会社

株式会社富士見園 京都ブルーラパン

株式会社福山楽器センター 共拓産業株式会社

株式会社福来館 橋本工作室

株式会社穂高タウンホテル 欣栄株式会社

株式会社宝仙閣山代支店宝生亭 渓山荘

株式会社宝泉寺観光ホテル湯本屋 御宿山いち

株式会社宝蔵メディカルMD 港屋マネジメント株式会社

株式会社桝水リゾート 航進ワールド株式会社

株式会社夢・八天 高知ホテル株式会社

株式会社無重力 高塚桐材商店

株式会社明星 合資会社コンドウ名古屋トータル美容

株式会社明和商事 合資会社サインデポ

株式会社木瓜屋 合資会社スカホース

株式会社矢萩商店 合資会社スターリングカンパニー

株式会社柳屋 合資会社鬼山地獄

株式会社油屋 合資会社渡辺商会

株式会社友蔵 合資会社内田商事ビジネスホテル港

株式会社陽明社 合資会社冨士之湯



 

合資会社宝珠ハイツホテル 三葉製菓株式会社

合同会社Aconcagua 山喜株式会社

合同会社CastagnaSelection 山西水産株式会社

合同会社FLYAWAY 山長小野寺商店

合同会社Freed 山内株式会社

合同会社Ｈ＆Ｎサービス 山本食品有限会社

合同会社MondoceraHOLDINGS 山陽物産株式会社

合同会社NEX 市益総本店

合同会社pilotboat 市川クリーニング商会

合同会社PlumRiver 志賀の湯ホテル

合同会社PSG 志戸平温泉株式会社

合同会社Riiccoo 社会福祉法人

合同会社Ｓ＆Ｎ 宗教法人　福智院

合同会社UPSIDEGOLF 十勝岳温泉株式会社

合同会社インポイント・ジャパン 小谷野税理士法人

合同会社ヴィラ 少納言

合同会社エクスプロ・アソシエイツ 上野シティホテル株式会社

合同会社エス 上野ホテルオペレーションズ株式会社

合同会社エス・ホテルオペレーションズ名古屋 浄土ヶ浜海舟株式会社

合同会社オオトリ 寝夢りっち合同会社

合同会社ネイチャーズ・パートナーズ 新光金属株式会社

合同会社ハンナ 神戸ダイトク株式会社

合同会社ファーストピュア 神林堂

合同会社ファンクチュアリ 瀬戸内漆器

合同会社フェアトレード 整体の森愈庵

合同会社フォービート 星野商事株式会社

合同会社ペグス 清陽通商株式会社

合同会社メシマファクトリー 盛昌株式会社

合同会社ライズ 石川樹脂工業株式会社

合同会社ワイワイホテルオペレーションズ 川辺スタジオ株式会社

合同会社山林舎 扇屋食品株式会社

合同会社山﨑宏之事務所 全国高齢者施設看護師会

合同会社小西事務所 倉敷ステーションホテル株式会社

合同会社青橋 大運株式会社

合同会社木村 大口酒造株式会社

合名会社高砂屋商店 大阪EMS研究会

国際医橋株式会社 大阪ガーデンパレス

佐紀吉商事株式会社 大阪観光株式会社

佐藤産業株式会社 大竹屋

佐藤食品株式会社 大歩危峡観光遊船有限会社

佐藤石材株式会社 大和リゾート株式会社　ROYALHOTEL　NASU

嵯峨沢館 池田創業株式会社

札幌麦伸堂 竹山産業開発株式会社サンデイズイン鹿児島

三羽商事株式会社 竹徳かまぼこ株式会社

三浦商事株式会社 中村化成工業株式会社

三光塗装工業株式会社 中島企画株式会社

三国金属株式会社 中島醸造有限会社



 

朝日ホテルチェーン株式会社 北原商事株式会社

長谷川プラスイット株式会社 北村・平賀法律事務所

長和株式会社 万座瀬良垣オペレーションズ合同会社

田渕製粉製麺株式会社 鳴門観光興業株式会社

登り坂ホテル株式会社 有限会社ＣＵＯＲＥ

東光商事株式会社 有限会社ItempiaJapan

東照産業有限会社ホテルいわき 有限会社JS企画

東新宿ホテルオペレーションズ株式会社 有限会社NAS

東日本産業株式会社 有限会社アインスくりこ

東洋観光事業株式会社ホテルブエナビスタ 有限会社アッピィ

東和観光開発株式会社 有限会社アブー

東條暁斗 有限会社アプランドル

藤田人形 有限会社いこい荘

徳山商事株式会社 有限会社いろりの宿三吉

徳川園株式会社 有限会社うお昭

特定非営利活動法人がん患者団体支援機構 有限会社ウスザワ

特定非営利活動法人酒RUN 有限会社ウタニコーポレーション

南紀みらい株式会社 有限会社エイトライズィング

二宮金属株式会社 有限会社エス・アイ・ティ

日医工株式会社 有限会社エム・エイ・ウィッシュ

日越商事株式会社 有限会社エムエルシーカンパニー

日章産業株式会社 有限会社オクダ

日中通商有限会社 有限会社オフィスエヌ・エイ

日東商事株式会社 有限会社オフィス矢島

日本ECサービス株式会社 有限会社カクバンビル

日本レビックス株式会社 有限会社ガストホフ虹の詩

日本橋ホテルオペレーションズ株式会社 有限会社カネ忠

日本情報管理株式会社 有限会社きのゑ旅館

日和山観光株式会社 有限会社くゆら

泊舎ホテル経営株式会社 有限会社グリーンベイ

白神屋 有限会社クリエイティブ

八紘開発株式会社 有限会社ケーズホームプランニング

美的感覚集団美髪堂株式会社 有限会社ケーツ－プランニング

武内製薬株式会社 有限会社ケラマ

風見製菓販売株式会社 有限会社こけしわーくす

風望天流太子の湯山水荘 有限会社コスモフィールドコスモ薬局

福島県南酒販株式会社 有限会社サクライ物流センター

福保第222号 有限会社サンペイ

平成住宅株式会社 有限会社ジー・マーク

平田製箔株式会社 有限会社シエル

米阪パイル織物株式会社 有限会社シャン

保険共済サービス株式会社 有限会社ジュエリータイムムラタ

宝山荘ゑびすや 有限会社ジョージカンパニー

宝庭株式会社 有限会社すぎやま

豊島綿業株式会社 有限会社ステップジャパン

北岡製パン合資会社 有限会社せくみ屋

北海道物産株式会社 有限会社セゾンドはるな



 

有限会社ゼニス 有限会社みのり

有限会社ダイフーズ 有限会社メガネのナイトウ

有限会社タキコウ縫製 有限会社モットズット

有限会社チップス 有限会社ゆむら観光伯雲亭

有限会社つるや菓舗 有限会社ゆめさき

有限会社ティーツーカンパニー 有限会社よしだ

有限会社でんべー 有限会社ヨシダ木工

有限会社ドピック 有限会社ライフスタイル

有限会社ドリーム磐梯 有限会社リーズ

有限会社ドリミング 有限会社リードカンパニー

有限会社ナカマチ 有限会社リゾートイン黒岩荘

有限会社にしき園 有限会社リューズプラン

有限会社ニューセンチュリー 有限会社リンクトワ

有限会社ノアックシステム 有限会社ワイエス

有限会社ハート 有限会社ワンズボックス

有限会社はしもと 有限会社阿部ベイコク

有限会社ハッピービジョン 有限会社井戸田

有限会社ハピス 有限会社井之廣製菓舗

有限会社パルス 有限会社栄眞堂

有限会社ぴえもんて 有限会社園芸茶房

有限会社ファッションハヤシ 有限会社奥津荘

有限会社ファミリーストーン 有限会社岡本屋旅館

有限会社ファルマ・ビジネス・アカデミー 有限会社下藤屋旅館

有限会社フォックス 有限会社加藤エンジニアリング

有限会社フットモンキー 有限会社河野商店

有限会社プラグイン 有限会社花咲

有限会社フラワーガーデン 有限会社華苑

有限会社ペンションキャッチボール 有限会社鴨川ヒルズリゾート

有限会社ペンションシャレー裏磐梯 有限会社管材技研

有限会社ほうえいハウス 有限会社丸吉茅野商店

有限会社ホームセンターエース 有限会社岩寿荘

有限会社ホクリクバイオ 有限会社宮川洋蘭

有限会社ポジティブ 有限会社共同食肉

有限会社ポシュ 有限会社銀座・イマージュ化粧品

有限会社ホテルつたや 有限会社九南サービス

有限会社ホテルニユーカジワラ 有限会社原花店

有限会社ホテルプラザ 有限会社湖畔観光事業

有限会社ホテルみち潮 有限会社広布堂

有限会社ホテル見はらし 有限会社江崎ふとん店

有限会社ホテル山川 有限会社紅柿荘

有限会社ホテル定禅寺 有限会社高砂屋旅館

有限会社ホテル本庄 有限会社高木製麺工場

有限会社マトリックス 有限会社国民宿舎伊豆熱川

有限会社マリンメイツ 有限会社黒沢温泉喜三郎

有限会社マルシゲ物産 有限会社三吉

有限会社マルヱ薬局 有限会社三好野旅館

有限会社みどりや 有限会社三国屋



 

有限会社三木一郎商店 有限会社樋口

有限会社山しろや旅館 有限会社菱内産業

有限会社山喜荘 有限会社富士

有限会社山渓 有限会社福助

有限会社志賀一井ホテル 有限会社文正堂

有限会社志鷹山荘 有限会社平井売店

有限会社鹿島荘 有限会社米子ニューアーバンホテル

有限会社秋元屋旅館 有限会社米平

有限会社春木 有限会社片山商店

有限会社小松屋土産店 有限会社片平ジャージー自然牧場

有限会社小川祥雲堂 有限会社豊福

有限会社昇陽館 有限会社豊明殿

有限会社上の湯 有限会社豊和

有限会社森源商店 有限会社北島うなぎ店

有限会社仁しき 有限会社北門屋敷

有限会社瑞穂 有限会社本田京染店

有限会社西田 有限会社末光商店

有限会社千歳スポーツ 有限会社万福山乃御振舞とわだこ賑山亭

有限会社川忠 有限会社民宿でぐち荘

有限会社浅海エンタープライズ 有限会社明神館

有限会社鯛屋旅館 有限会社木村鮮魚店

有限会社大蔵 有限会社柳屋

有限会社大塚 有限会社遊久

有限会社大田パック 有限会社陽だまり

有限会社大藤製作所 有限会社裏磐梯国民宿舎

有限会社大和橿原シティホテル 有限会社立成建設

有限会社滝上工業 有限会社旅館ひのえまた

有限会社丹泉ホテル 有限会社旅館加茂川

有限会社竹村 有限会社旅館新和荘

有限会社中盛館 有限会社旅館明星

有限会社中村旅館 有限会社鈴木ビル

有限会社中部メディカル 有限会社列車ハウス

有限会社中里商店 有限会社和恒

有限会社長谷川旅館 有限会社齋藤商会

有限会社嬬恋リゾート 有限会社蓼科荘

有限会社鶴霊泉 有限會社彌榮館箱根藍瑠

有限会社田口酒店 龍彦商事株式会社

有限会社田中商店 旅館むら山

有限会社田中醤油醸造場 旅館海望荘

有限会社湯楽亭 緑の木株式会社

有限会社湯郷観光ホテル 緑屋旅館

有限会社藤屋本店（藤屋ホテル） 鈴憲毛織株式会社

有限会社藤重電機 廣瀬バルブ工業株式会社

有限会社内田工業所 栫麗

有限会社日高夢農場 Huddleup株式会社

有限会社農産ベストパートナー イワシタ商事株式会社

有限会社白扇 イワシタ物産株式会社



 

エコブライト株式会社 株式会社旅館玉子湯

トータルフーズシステム 株式会社槝之浦興産

ビーエッグ株式会社 九谷物産株式会社

プチペンション蓼科壱番館 三八五興業株式会社

フューチャーホテルズ株式会社 誠和商事株式会社

ボクブロック株式会社 早瀬工業株式会社

リッツＭＣ株式会社 総合環境計画株式会社

医療法人雄久会 内田商事株式会社

一般社団法人全国がん患者団体連合会 美加株式会社

沖電気工業株式会社 福島協同施設株式会社

河辺地域振興株式会社 鳴門レジャーランド株式会社

株式会社CHAPTER WHITE 有限会社つたや旅館

株式会社H.I.T 有限会社三木屋本館

株式会社M・T企画　清乃屋 有限会社山快旅館

株式会社YAMATO 有限会社伸和ホーム

株式会社エシカスタイル 有限会社白水温泉竹の倉山荘

株式会社オプティマル 有限会社旅館鈴木屋

株式会社クリスタルエージェンシー

株式会社シアターナイン

株式会社シイテ

株式会社システムキューブ

株式会社スポーツフォーム

株式会社スリーワィエムディ

株式会社センチュリオンインターナショナル

株式会社セントラルホテル取手

株式会社デサフィオ

株式会社はごろもマリンサービス大瀬崎

株式会社パレンテ

株式会社ファースト

株式会社ファブリカコミュニケーションズ

株式会社ブルーム

株式会社プレミアデザイン

株式会社ベーシックウェイ

株式会社ホテルたなか

株式会社マルヒラ

株式会社ユニカ

株式会社ラディカ

株式会社リアイブ

株式会社リトル・バッハ

株式会社ローネジャパン

株式会社ワールド航空サービス

株式会社吉村屋

株式会社蔵王リゾートサービス株式

株式会社大天

株式会社茶屋旅館

株式会社珍々堂（ホテルヴィアマーレ神戸）

株式会社矛盾社


