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都道府県 NO. 法人名（＋事業所名/部署名） アプリ上の表示名

1 内海産業株式会社  北海道支店 内海産業　北海道支店

2 旭川市役所  観光スポーツ交流部スポーツ課 旭川市スポーツ課

3 味の素食品北海道㈱ AFH

4 厚田みよし園 厚田みよっすぃーっ園

5 医療法人徳洲会　札幌東徳洲会病院 札幌東徳洲会病院

6 岩内海陸  資源部 岩内港中央埠頭

7 THE WESTIN RUSUTSU RESORT ウエスティンルスツリゾート

8 置戸町役場 置戸町役場

9 オリンポス債権回収株式会社 オリンポス

10 株式会社ぷらう ぷらう

11 株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸札幌店 大丸札幌店

12 株式会社つうけんアクト つうけんアクト

13 株式会社北海道朝日航洋 北海道朝日航洋

14 亀田シーリング 亀田シーリング

15 環境省北海道地方環境事務所  地域脱炭素創生室&環境対策課 環境省北海道

16 北見市役所 北見市役所

17 株式会社クリエイティブ・コンサルタント クリエイティブ・コンサルタント

18 山藤三陽印刷株式会社 山藤三陽印刷

19 三洋興熱株式会社 三洋興熱

20 三葉製菓株式会社 北かり

21 社会医療法人　仁陽会　西岡第一病院 社会医療法人仁陽会西岡第一病院

22 社会福祉法人栄和会 栄和会

23 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会 札幌市社協

24 損害保険ジャパン株式会社  北海道サポート課 損保ジャパン　北サポ

25 東京海上日動事務アウトソーシング株式会社 札幌センター TMO札幌センター

26 刀圭会グループ 刀圭会グループ

27 苫小牧市 苫小牧市

28 苫小牧商工会議所  総務課 苫小牧商工会議所総務課

29 トランスコスモス株式会社 BPOC札幌 トランスコスモス札幌

30 名寄商工会議所 名寄商工会議所

31 中富良野町役場 中富良野町役場

32 有限会社ナカヤス自動車帝国 ナカヤス自動車帝国

33 名寄市役所 名寄市役所

34 日本電気通信システム（株） 札幌事業所 ＮＣＯＳ・札幌

35 日本郵便株式会社  北海道支社人事部 日本郵便北海道支社人事部

36 日本デジタルデザイン株式会社 北海道支社 NDD北海道

37 ノーリツ労働組合 北海道BL ノーリツ労働組合_北海道BL

38 函館市立五稜郭中学校 函館市立五稜郭中学校RC

39 函館税関 函館税関

40 社会福祉法人渓仁会青葉ハーティケアセンター 青葉ハーティケアセンター 渓仁会青葉ハーティケアセンター

arbeee オンラインシリーズ さつきラン＆ウォーク2022 企業対抗戦　参加企業一覧

　※都道府県別に企業名を五十音順に掲載しています。（企業エントリーから反映まで2営業日かかります。）

　＜メンバーエントリーについて＞

　■ウォーキングの部：

　「スポーツタウンWALKER」アプリ内で自身が所属する「法人/事業所/部署」の「アプリ表示名」を検索してください。

　※メンバーエントリーで自身が所属する「法人/事業所/部署」を選択する際、アプリ上では「アプリ表示名」が表示されています。

　代表者が登録した「アプリ表示名」を確認の上、エントリーしてください。

　■ランニングの部：

　代表者の方に共有されたチーム情報（URL）から、自身が所属する「法人/事業所/部署」に参加してください。

北海道



都道府県 NO. 法人名（＋事業所名/部署名） アプリ上の表示名

41 富国生命保険相互会社  札幌支社 富国生命保険　札幌支社

42 北海道味の素（株） 北海道味の素

43 北海道漁業協同組合連合会 北海道ぎょれん

44 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 北海道コカ・コーラ

45 北海道庁  ゼロカーボン推進局 北海道チームゼロカーボン

46 北海道文化放送（株） ホッカイドウブンカホウソウ

47 北海道ポラコン株式会社 北海道ポラコン

48 有限会社ガーディアン美警 ガーディアン美警

49 有限会社ミヤザキ ミヤザキスポーツ

50 一般社団法人青森県臨床工学技士会  青森県臨床工学技士会

51 ＯＬＥＤ青森株式会社  ＯＬＥＤ青森

52 海上自衛隊  大湊先任伍長室 海自大湊先任伍長室

53 海上自衛隊　多用途支援艦　すおう  海上自衛隊　すおう

54 海上自衛隊大湊水中処分隊  水中処分隊 海自　大湊水中処分隊

55 サントリー酒類株式会社 青森支店 サントリー青森

56 特定非営利活動法人六ヶ所村スポーツ協会  六ヶ所村スポーツ協会

57 社会福祉法人秋葉会 彩香園 彩香園

58 むつ小川原石油備蓄株式会社  むつ小川原石油備蓄㈱

59 株式会社北日本朝日航洋  北日本朝日航洋

60 株式会社佐々木組  佐々木組（一関）

61 北上市役所  北上市役所

62 遠野市役所  遠野市役所

63 花巻市役所  花巻市役所

64 平泉町  平泉町

65 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 東北営業部岩手生保支社 MSA生命　岩手生保支社

66 民泊飛来住  民泊飛来住

67 有限会社ビック・エム  （有）ビック・エム

68 内海産業株式会社  東北支店 内海産業　東北支店

69 奥州秋保温泉蘭亭  奥州秋保温泉蘭亭

70 株式会社ボディプラスインターナショナル  ボディプラス

71 気仙沼市役所  気仙沼市役所

72 タキゲン製造株式会社 仙台支店 タキゲン万歩会

73 東京海上日動事務アウトソーシング株式会社 仙台センター TMO仙台センター

74 東北医科薬科大学病院  放射線部 TMPU Rs

75 東洋ワークセキュリティ株式会社  TWS

76 ノーリツ労働組合 東北BL ノーリツ労働組合_東北BL

77
日本電気通信システム株式会社

第三テレコムソリューション事業部・仙台開発グループ
NCOS・仙台

78 医療法人あけぼの会  医療法人あけぼの会

79 大館市役所  大館市役所

80 男鹿市役所  観光文化スポーツ部 男鹿市役所

81 奥山ボーリング株式会社  奥山ボーリング

82 株式会社秋田住宅流通センター  秋田住宅流通センター

83 株式会社杉貞石材  株式会社杉貞石材

84 株式会社ハチヨウ  （株）ハチヨウ

85 株式会社吉田産業 大館支店 YS大館

86 株式会社エコリサイクル  エコリサイクル

87 株式会社サノ  サノ

88 損害保険ジャパン株式会社 秋田支店　大館支社 損保ジャパン　大館

89 東北電力株式会社 秋田県北営業所 東北電力秋田県北営業所

90 北陽工業株式会社  北陽工業㈱

91 有限会社　安田保険システム  安田保険システム

92 横手市役所  横手市役所

93 ＮＥＣパーソナルコンピュータ株式会社 米沢事業場 ＮＥＣパーソナルコンピュータ米

94 HMTシステムエンジンニアリング株式会社  HMT

95 AGCディスプレイグラス米沢株式会社  AGCディスプレイグラス米沢

96 SHプレシジョン　株式会社  SHプレシジョン

97 NPO法人　元気王国  元気王国

98 尾花沢市役所  尾花沢市役所

99 株式会社エービーエム  エービーエム

100 株式会社グリーンシステム  グリーンシステム

101 株式会社コステム  コステムRC

102 株式会社小松写真印刷  コマツ・コーポレーション

103 株式会社菅原工務所  ㈱菅原工務所

山形県

宮城県

岩手県

秋田県

青森県

北海道



都道府県 NO. 法人名（＋事業所名/部署名） アプリ上の表示名

104 ㈱スマートライフ  スマートライフ

105 株式会社マイ・コンピュータ・ソフト  マイ・コンピュータ・ソフト

106 株式会社ミウラルーフサービス  ミウラルーフサービス

107 株式会社ＹＣＣ情報システム  ＹＣＣ情報システム

108 株式会社　ト一屋  ト一屋

109 株式会社TTKエンジ山形  TTKエンジ山形

110 河北町役場  河北町役場

111 上山市  上山市役所

112 旭平硝子加工株式会社 米沢事業所 旭平硝子加工株式会社

113 公益財団法人　米沢上杉文化振興財団 伝国の杜 伝国の杜

114 斎藤マシン工業(株)  チーム斎藤マシン工業

115 酒田市上下水道部  上下水道部 酒田市上下水道部

116 酒田市役所  酒田市役所

117 酒田天然ガス株式会社  酒田天然ガス

118 社会福祉法人松風会 特別養護老人ホームたかはた荘 たかはた荘

119 株式会社 治郎兵衛  うなぎ割烹 治郎兵衛

120 新庄市役所  新庄市役所

121 高畠町役場  高畠町役場

122 テュフズードジャパン株式会社 テュフズードジャパン米沢試験所 テュフズードジャパン米沢試験所

123 東北電力ネットワーク株式会社 米沢電力センター 東北電力ＮＷ米沢

124 日本刃物株式会社  日本刃物

125 ミユキ精機株式会社  営業部 ミユキ精機

126 山形県置賜総合支庁 山形県置賜総合支庁 山形県置賜総合支庁

127 山形精研株式会社  team山形精研

128 山形パナソニック株式会社  山形パナソニック

129 米沢市役所  米沢市役所

130 米沢商工会議所  米沢商工会議所

131 龍州学園  龍州学園

132 （株）IHIビジネスサポート 相馬事業所 IHIBS相馬事業所

133 ALSOK福島株式会社  ALSOK福島

134 医療法人辰星会  医療法人辰星会

135 株式会社有明  有明

136 株式会社 尾形製作所  尾形製作所

137 株式会社ケンオリ  営業部 ケンオリbrothers

138 株式会社セレスポ 福島支店 セレスポ福島支店

139 株式会社福島新聞販売センター  福島新聞販売センター

140 株式会社福島民報社  広告局第一営業部 福島民報第一営業部

141 株式会社福島民報社  広告局第二営業部 福島民報第二営業部

142 株式会社三宅新聞店  三宅新聞店

143 掛田販売センター  掛田販売センター

144 公益財団法人　須賀川市スポーツ振興協会  須賀川市スポーツ振興協会

145 公益財団法人福島県労働保健センター  福島県労働保健センター

146 公立岩瀬病院  公立岩瀬病院

147 榊新聞店  榊新聞店

148 須賀川市役所 須賀川市役所 須賀川市役所

149 高橋新聞店  高橋新聞店

150 東芝プレシジョン株式会社  人事総務部 東芝プレシジョン

151 東北電力株式会社 福島支店 東北電力株式会社福島支店

152 東北電力株式会社 白河営業所 東北電力　白河営業所

153 東北電力（株） 福島発電技術センター 東北電　福島発技

154 東北電力株式会社 いわき営業所 東北電力株式会社　いわき営業所

155 東北電力NW株式会社郡山電力センター 郡山電力センター 東北電力NW郡山電力センター

156 東北電力株式会社 会津若松支社 東北電力会津若松支社

157 東北電力株式会社 いわき発電技術センター 東北電力いわき発電技術センター

158 東北電力ネットワーク株式会社 東北電力ＮＷ株式会社福島支社 東北電力ＮＷ株式会社福島支社

159 東北電力ネットワーク株式会社 東北電力NW株式会社須賀川電力センター 東北電力NW須賀川電力センター

160 東北電力ネットワーク株式会社 相双電力センター 東北電力ＮＷ相双電力センター

161
東北電力ネットワーク株式会社

会津若松電力センター 東北電力ＮＷ会津若松電力センター
東北電力ＮＷ会津若松電セ

162 東北電力ＮＷ株式会社福島電力センター 東北電力ＮＷ㈱福島電力センター

163 東北電力ＮＷ株式会社いわき電力センター 東北電力ＮＷいわき電力センター

164 日東紡績株式会社 福島工場 日東紡績株式会社　福島工場

165 福島ゴム株式会社  福島ゴム

山形県

福島県



都道府県 NO. 法人名（＋事業所名/部署名） アプリ上の表示名

166 福島市スポーツコミッション  福島市スポーツコミッション事務局 福島市スポーツコミッション

167 福島市役所  福島市役所

168 福島スバル自動車㈱　カースポット福島 カースポット福島店 カースポット福島

169 福島スバル自動車株式会社 会津店 福島スバル自動車（株）会津店

170 福島スバル自動車株式会社 白河店 福島スバル自動車㈱白河店

171 福島トヨタ自動車株式会社  福島トヨタ

172 福島民報社  福島民報社

173 株式会社福島民報社  広告管理部 福島民報社　広告管理部

174 福島民報社  広告局企画推進部 福島民報企画推進部

175 福島民報社 会津若松支社 福島民報社会津若松支社

176 福島民報社いわき支社 いわき支社 福島民報社いわき支社

177 福島民報社郡山本社  営業部 福島民報社郡山本社　営業部

178 毎日民報梁川販売センター  毎日民報梁川販売センター

179 三春町役場  三春町役場

180 矢吹町役場  矢吹町役場

181 矢祭町役場  矢祭町役場

182 有限会社井上新聞店  井上新聞店

183 有限会社岩瀬新聞店  岩瀬新聞店

184 有限会社佐藤新聞店  佐藤新聞店

185 有限会社杉山新聞店  杉山新聞店

186 有限会社高橋新聞店  有限会社高橋新聞店

187 有限会社常磐中央  常磐中央

188 環境省 福島地方環境事務所 環境省福島地方環境事務所

189 医療法人社団慶仁会  うつぎざき歯科医院

190 小美玉市役所  小美玉市役所

191
国立研究開発法人森林研究・整備機構

森林総合研究所 林木育種センター 林木育種センター
林木育種センター

192 社会福祉法人　新世会 いくり苑 いくり苑

193 つくば市役所  つくば市

194 取手市役所  取手市役所

195 メークス株式会社  メークス

196 メディカルサーブ株式会社  メディカルサーブ

197 守谷市役所 守谷市役所 守谷市役所

198 栃木トヨタ自動車株式会社  栃木トヨタ自動車

199 栃木トヨタ自動車株式会社  新町店 栃木トヨタ自動車新町店

200 栃木トヨタ自動車株式会社  泉が丘店 栃木トヨタ自動車泉が丘店

201 栃木トヨタ自動車株式会社  岩曽店 栃木トヨタ自動車岩曽店

202 栃木トヨタ自動車株式会社  駒生店 栃木トヨタ自動車駒生店

203 栃木トヨタ自動車株式会社  鹿沼店 栃木トヨタ自動車鹿沼店

204 栃木トヨタ自動車株式会社  簗瀬店 栃木トヨタ自動車簗瀬店

205 栃木トヨタ自動車株式会社  横田店 栃木トヨタ自動車横田店

206 栃木トヨタ自動車株式会社  真岡店 栃木トヨタ自動車真岡店

207 栃木トヨタ自動車株式会社  矢板店 栃木トヨタ自動車矢板店

208 栃木トヨタ自動車株式会社  那須烏山店 栃木トヨタ自動車那須烏山店

209 栃木トヨタ自動車株式会社  足利店 栃木トヨタ自動車足利店

210 栃木トヨタ自動車株式会社  朝倉＋U朝倉店 栃木トヨタ自動車朝倉＋U朝倉店

211 栃木トヨタ自動車株式会社  佐野＋U佐野店 栃木トヨタ自動車佐野＋U佐野店

212 栃木トヨタ自動車株式会社  粟宮店 栃木トヨタ自動車粟宮店

213 栃木トヨタ自動車株式会社  喜沢店 栃木トヨタ自動車喜沢店

214 栃木トヨタ自動車株式会社  栃木店 栃木トヨタ自動車栃木店

215 栃木トヨタ自動車株式会社  壬生店 栃木トヨタ自動車壬生店

216 栃木トヨタ自動車株式会社  黒磯店 栃木トヨタ自動車黒磯店

217 栃木トヨタ自動車株式会社  西那須野店 栃木トヨタ自動車西那須野店

218 栃木トヨタ自動車株式会社  日光店 栃木トヨタ自動車日光店

219 栃木トヨタ自動車株式会社  本社ＢＰセンタ 栃木トヨタ自動車本社ＢＰセンタ

220 栃木トヨタ自動車株式会社  北ＢＰセンター 栃木トヨタ自動車北ＢＰセンター

221 栃木トヨタ自動車株式会社  南ＢＰセンター 栃木トヨタ自動車南ＢＰセンター

222 栃木トヨタ自動車株式会社  VW栃木中央 栃木トヨタ自動車VW栃木中央

223 栃木トヨタ自動車株式会社  VW西那須野 栃木トヨタ自動車VW西那須野

224 栃木トヨタ自動車株式会社  ＬＸ宇都宮北 栃木トヨタ自動車ＬＸ宇都宮北

225 栃木トヨタ自動車株式会社  UCインターパーク店 栃木トヨタUCインターパーク店

226 栃木トヨタ自動車株式会社  UC小山店 栃木トヨタ自動車UC小山店

227 栃木トヨタ自動車株式会社  UC西那須野店 栃木トヨタ自動車UC西那須野店

福島県

栃木県

茨城県



都道府県 NO. 法人名（＋事業所名/部署名） アプリ上の表示名

228 栃木トヨタ自動車株式会社  UCつるた店 栃木トヨタ自動車UCつるた店

229 栃木トヨタ自動車株式会社  営業本部 栃木トヨタ自動車営業本部

230 栃木トヨタ自動車株式会社  管理本部 栃木トヨタ自動車管理本部

231 エス・トータルサポート株式会社  Ｓトータルサポート

232 小山市役所  小山市役所

233 株式会社アレックス  株式会社 アレックス

234 株式会社エフ・エー・エス  FAS

235 株式会社ＳＵＢＡＲＵ 航空宇宙カンパニー ＳＵＢＡＲＵ 航空宇宙Ｃ

236 株式会社ビッグ・ビー  ビッグ・ビー

237 ケアハウスジョイナス長岡  じょいなす

238 小玉産業株式会社  小玉産業

239 サッポロビール株式会社 那須工場 サッポロビール那須工場

240 佐野市役所  佐野市役所

241 塩谷町役場  塩谷町役場

242 SUBARU 航空宇宙C(宇都宮・半田・木更津)  SUBARU

243 天明小学校  ＴＭＲ

244 栃木商工会議所  栃木CCI

245 日本プロテイン株式会社  日本プロテイン株式会社

246 フィリップ証券株式会社 足利支店 フィリップ証券足利支店

247 富士エアロスペーステクノロジー株式会社  FATEC

248 村樫石灰工業株式会社  村樫石灰工業

249
(株）IHIエアロスペース  総合企画部

デジタルトランスフォーメーション推進室
IA）110・170

250 (株）IHIエアロスペース  役員　総務部　人事部 IA）130・140

251 (株）IHIエアロスペース  財務部・内部監査室 IA）150・120

252 (株）IHIエアロスペース  調達管理部 IA）160

253 (株）IHIエアロスペース  営業部 IA）660

254 (株）IHIエアロスペース  宇宙開発利用技術部 IA）670

255 (株）IHIエアロスペース  防衛技術部　宇宙防衛統合事業推進部 IA）680・６A０

256 (株）IHIエアロスペース  基盤技術部 IA）690

257 (株）IHIエアロスペース  宇宙輸送システム技術部　イプシロンプロジェクト部IA）610・620

258 (株）IHIエアロスペース  実験部 IA）650

259 (株）IHIエアロスペース  生産センター事務所 IA）630事務所

260 (株）IHIエアロスペース  生産センター　A・B職区 IA）634A・B

261 (株）IHIエアロスペース  生産センター　C・D・E職区 IA）634C・D・E

262 (株）IHIエアロスペース  生産センター　F・工務グループ IA）634F・633

263 (株）IHIエアロスペース  生産センター　品質保証部 IA）640

264 医療法人社団美心会黒沢病院  医療法人社団美心会

265 株式会社アイ・ディー・エー  株式会社アイ・ディー・エー

266 株式会社IHIエアロスペース・エンジニアリング ＩＳＥ

267 （株）IHIビジネスサポート 富岡事業所 IHIBS富岡

268 株式会社上毛新聞社  上毛新聞社

269 株式会社ＳＵＢＡＲＵ 群馬製作所 ＳＵＢＡＲＵ群馬製作所

270 株式会社野口製作所  野口製作所

271 株式会社ミヤマ電子  ミヤマ電子

272 株式会社国定電機  国定電機

273 株式会社JIMRO  JIMRO

274 株式会社ビズクリエイト  ビズクリエイト

275 桐生建設株式会社  桐生建設

276 栗原レントゲン株式会社  栗原レントゲン

277 GTG  GTG

278 サンヨー食品株式会社  サッポロ一番

279 みなかみ町  みなかみ町

280 株式会社　ムービング  三郷センター ムービング三郷センター

281 朝日ヘリコプター株式会社  朝日ヘリコプター

282 伊藤超短波株式会社  伊藤超短波

283 内海産業株式会社  北関東支店 内海産業　北関東支店

284 小川町役場  小川町役場

285 株式会社イメージャー  株式会社イメージャー

286 株式会社JMT  JMT

287 株式会社DNP書籍ファクトリー  DNP書籍ファクトリー

288 株式会社ビルメン  ビルメン

289 株式会社ホンダカーズ埼玉  Honda Cars 埼玉

栃木県

埼玉県

群馬県



都道府県 NO. 法人名（＋事業所名/部署名） アプリ上の表示名

290 株式会社安川電機 入間事業所 安川電機入間事業所

291 学校法人医学アカデミー　薬学ゼミナール  薬ゼミ事業部 薬学ゼミナール

292 株式会社　ムービング  戸田センター ムービング戸田センター

293 株式会社　ムービング  車両統括部 ムービング車両

294 株式会社　ムービング  ソリューション事業本部 ムービングソリューション

295 株式会社　ムービング  施設物流本部 ムービング施設物流

296 株式会社　ムービング  ロジスティクス推進本部 ムービングロジスティクス

297 株式会社　ムービング  企画本部 ムービング企画本部

298 株式会社　ムービング  ムービング ムービングALLスター

299 株式会社セーフティ・プロ  民間警察

300 株式会社ヤオコー  ヤオコー

301 久喜市役所  久喜市役所

302 埼玉医科大学総合医療センター  埼玉医科大学総合医療センター

303 埼玉県立高等学校 埼玉県立川越女子高等学校 川女

304 社会福祉法人親愛会  親愛会

305 昭和ガス株式会社  昭和ガス

306 トキタ種苗株式会社  トキタ種苗

307 ノーリツ労働組合 北関東BL ノーリツ労働組合_北関東BL

308 独立行政法人水資源機構  独立行政法人水資源機構

309 旭市役所  チーム旭市役所

310 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院  亀田総合病院

311 医療法人社団ひかり歯科クリニック  ひかり歯科クリニック

312 印西市役所  印西市役所

313 大網白里市役所  大網白里市

314 OGFS  OGFS

315 大多喜町役場  大多喜町役場

316 株式会社京葉銀行 館山支店 アルファたてやま

317 海上自衛隊航空補給処  航空補給処

318 香取市役所  香取市役所

319 佐倉市役所  佐倉市役所

320 山武市役所  山武市役所

321 館山市役所  税務課 館山市役所税務課

322 館山市役所企画課  企画課 館山市役所企画課

323 館山市役所スポーツ課  スポーツ課 館山市役所スポーツ課

324 東京海上日動事務アウトソーシング株式会社 幕張センター TMO幕張センター

325 日本電気通信システム（株） 我孫子事業所 ＮＣＯＳ・我孫子

326 日本食研ホールディングス株式会社 千葉本社工場 日本食研HD㈱千葉本社工場

327 日本大学第一学園 千葉日本大学第一高等学校 千葉日駅伝部

328 ノーリツ労働組合 東関東BL ノーリツ労働組合_東関東BL

329 房日新聞  編集部 房日ウオーキング部

330 山崎製パン株式会社 デイリーヤマザキ事業統括本部 デイリーヤマザキ

331 有限会社マルミスポーツ  マルミスポーツ

332 有限会社サンフレーム  サンフレーム

333 ライフ薬品株式会社  ライフ薬品

334 ノーリツ労働組合 高円寺BL ノーリツ労働組合_高円寺BL

335 mode株式会社　C1部KR課  mode　C1部KR課

336 mode株式会社　C2部HK課  mode　C2部HK課

337 mode株式会社　C2部ON課  mode　C2部ON課

338 mode株式会社　ECソリューション推進部  mode　ECソリューション

339 エムレイス株式会社  エムレイス

340 キーネットワーク株式会社　C2部MT課  キーネットワーク　C2部MT課

341 キーネットワーク株式会社　KN部  キーネットワーク　KN部

342 グレイスコミュニケーションズ株式会社  グレイスコミュニケーションズ

343 コミュニケーションデザイン株式会社  コミュニケーションデザイン

344 シエンプレ株式会社  シエンプレ

345 ビジネスタンク株式会社　C2部NK課  ビジネスタンク　C2部NK課

346 ビジネスタンク株式会社　ビジネスタンク部1課  ビジネスタンク　1課

347 ビジネスタンク株式会社　ビジネスタンク部2課  ビジネスタンク　2課

348 レイアセット株式会社  レイアセット

349 レイサス株式会社  レイサス

350 レイスバックオフィス株式会社　BPO課  RBO　BPO課

351 レイスバックオフィス株式会社　C4部  RBO　C4部

352 レイスバックオフィス株式会社　業務支援課  RBO　業務支援課

埼玉県

東京都

千葉県



都道府県 NO. 法人名（＋事業所名/部署名） アプリ上の表示名

353 レイスバックオフィス株式会社　経理財務課  RBO　経理財務課

354 レイスバックオフィス株式会社　情報システム課  RBO　情報システム課

355 レイスバックオフィス株式会社　総務・法務・労務課  RBO　総務・法務・労務課

356 レイテクソリューションズ株式会社　営業部  レイテク　営業部

357 レイテクソリューションズ株式会社　業務部  レイテク　業務1部

358 レイテクソリューションズ株式会社　業務部  レイテク　業務2部

359 レイナス株式会社　C2部KW課  レイナス　C2部KW課

360 レイナス株式会社　C2部NK課  レイナス　C2部NK課

361 レイノス株式会社　C1部HJ課  レイノス　C1部HJ課

362 レイノス株式会社　C1部TK1課  レイノス　C1部TK1課

363 レイノス株式会社　C1部TK2課  レイノス　C1部TK2課

364 レイノス株式会社　C2部ET課  レイノス　C2部ET課

365 レイノス株式会社　C2部HJ課  レイノス　C2部HJ課

366 レイノス株式会社　C2部KI課  レイノス　C2部KI課

367 レイノス株式会社　C2部NK課  レイノス　C2部NK課

368 レイノス株式会社　C2部OK課  レイノス　C2部OK課

369 レイノス株式会社　C2部TK1課  レイノス　C2部TK1課

370 レイノス株式会社　C2部TK2課  レイノス　C2部TK2課

371 レイノス株式会社　C2部TK3課  レイノス　C2部TK3課

372 レイノス株式会社　C2部TS課  レイノス　C2部TS課

373 レイノス株式会社　C2部ZN課  レイノス　C2部ZN課

374 レイノス株式会社　C3部  レイノス　C3部

375 レイノス株式会社　スカウト推進部  レイノス　スカウト推進部

376 株式会社ナンバー　組織開発室  ナンバー　組織開発室

377 株式会社ロンザン　C2部SH課  ロンザン　C2部SH課

378 株式会社ロンザンロンザン部  ロンザン　ロンザン部

379 株式会社顧問名鑑　C1部FU課  顧問名鑑　C1部FU課

380 株式会社顧問名鑑　C1部KR課  顧問名鑑　C1部KR課

381 株式会社顧問名鑑　C1部SH課  顧問名鑑　C1部SH課

382 株式会社顧問名鑑　C1部TT課  顧問名鑑　C1部TT課

383 株式会社顧問名鑑　C2部FU課  顧問名鑑　C2部FU課

384 株式会社顧問名鑑　C2部KR課  顧問名鑑　C2部KR課

385 株式会社顧問名鑑　C2部KW課  顧問名鑑　C2部KW課

386 株式会社顧問名鑑　C2部SH課  顧問名鑑　C2部SH課

387 株式会社顧問名鑑　C2部SN課  顧問名鑑　C2部SN課

388 株式会社顧問名鑑　C2部TT課  顧問名鑑　C2部TT課

389 株式会社顧問名鑑　総合業務推進部  顧問名鑑　総合業務推進部

390 株式会社顧問名鑑　総合市場開発部  顧問名鑑　総合市場開発部

391 株式会社事業承継支援  事業承継

392 株式会社組織理論  組織理論

393 株式会社顧問名鑑　サービス推進部  顧問名鑑　サービス推進部

394 （株）日立システムズ 本社 日立システムズ本社

395 （株）日立システムズ 本社第一別館 日立システムズ本社第一別館

396 （株）日立システムズ 本社第二別館 日立システムズ本社第二別館

397 アース製薬株式会社 関東 アース製薬関東

398 アース製薬株式会社  アース製薬

399 アイ・ビー・テクノス株式会社  アイ・ビー・テクノス

400 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社  あいおいニッセイ同和損保

401 あいおいニッセイ同和損保　CC部マルチサポートG東京  CC部マルチサポートG東京AD　CC部　マルチ東京

402 株式会社アイトリガー  アイトリガー

403 朝日航洋株式会社  朝日航洋

404 味の素健康保険組合  味の素健康保険組合

405 アスコープ株式会社  ascope

406 アップデータ株式会社  肉のミートアップ

407 株式会社アドックインターナショナル  アドックインターナショナル

408 アトラスコプコ株式会社  ウォーター・フォー・オール ウォーター・フォー・オール

409 アビックス株式会社  東京営業本部 アビックス

410 アルケア株式会社  アルケア

411 AMBL株式会社  AMBL

412 イー・ビー・ソリューションズ株式会社  EBSS

413 一般財団法人日本規格協会  JSA

414 いちよしアセットマネジメント株式会社  いちよしアセットマネジメント

415 医療法人社団あんしん会　四谷メディカルキューブ  四谷メディカルキューブ

東京都



都道府県 NO. 法人名（＋事業所名/部署名） アプリ上の表示名

416 医療法人徳洲会 武蔵野徳洲会病院 武蔵野徳洲会病院

417 インターリンク株式会社  インターリンク（株）

418 ヴィーブヘルスケア株式会社  ヴィーブヘルスケア

419 内海産業株式会社  営業推進部 内海産業　営業推進部

420 内海産業株式会社  企画部 内海産業　企画部

421 内海産業株式会社  応援部 内海産業　応援部

422 内海産業株式会社  東京第一支店 内海産業　東京第一支店

423 内海産業株式会社  東京第二支店 内海産業　東京第二支店

424 内海産業株式会社  南関東支店 内海産業　南関東支店

425 エームサービス株式会社  東日本BDS事業本部 エームサービス東B

426 エームサービス株式会社  東日本HSS事業本部 エームサービス東H

427 エームサービス株式会社  西日本BDS事業本部 エームサービス西B

428 エームサービス株式会社  西日本HSS事業本部 エームサービス西H

429 エームサービス株式会社  関連事業本部 エームサービス関連

430 エームサービス株式会社  複合イノベーション事業本部 エームサービス複合

431 エームサービス株式会社  RS事業本部 エームサービスRS

432 エームサービス株式会社  営業開発コーポレート エームサービス営業コーポ

433 エス・エー・エス株式会社  エス・エー・エス

434 SCSK株式会社  SCSK東京

435 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社  NTTインフラネット

436 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社  ＮＥＳ

437 NSK株式会社  NSK

438 株式会社NCネットワーク  NCネットワーク

439 NTN 東京支社 NTN東京

440 青梅信用金庫  青梅信用金庫

441 AuST合同会社  AuST

442 岡三リビック株式会社  岡三リビック

443 オリゾンシステムズ株式会社  オリゾンシステムズ

444 株式会社NTTデータフロンティア  経営企画本部 NTTデータフロンティア経企

445 株式会社アールビーズ  RBS

446 IHI回転機械エンジニアリング  IRM

447 (株）IHIビジネスサポート 本社 IHIBS本社

448 株式会社ＩＨＩビジネスサポート 販売サービス事業部 ＩＨＩＢＳ販売

449 株式会社IHIビジネスサポート  豊洲i-ぷら　トラベルサービス部 i-ぷらTS

450 ㈱ＩＨＩビジネスサポート 武蔵事業所 IHIBS武蔵

451 株式会社ＩＨＩビジネスサポート ヒューマンアセット事業部 IHIBS・HA事業部

452 株式会社IHIビジネスサポート 東京事業所 IHIBS東京事業所

453 株式会社アイリックコーポレーション  IRRC

454 株式会社アクティオ  疾風会 アクティオ疾風会

455 株式会社アドバンストラフィックシステムズ  アトラスシー

456 株式会社アバン  AVANT

457 株式会社アレックスソリューションズ  アレックスソリューションズ

458 株式会社ウエルス・スクエア  ウエルス・スクエア

459 H.U.グループホールディングス株式会社  H.U.グループ

460 株式会社エイブル  経営管理本部 エイブルBA

461 株式会社NSイノベーション  NSイノベーション

462 株式会社NTTデータSMS  健康推進室 NTTデータSMS健康推進室

463 株式会社NTTデータSMS  NTTデータSMS

464 株式会社エプコ  EPCO

465 株式会社エムテック  エムテック

466 株式会社エルテス  エルテス

467 株式会社オートバックスセブン  オートバックスグループ

468 株式会社クレアン  クレアン

469 KNT-CTホールディングス株式会社  KNT-CTHD

470 株式会社コンピュータービジネス  コンピュータービジネス

471 株式会社ＣＯＣ  ㈱ＣＯＣ

472 株式会社ジークス  ジークス

473 株式会社JR東日本マネジメントサービス  JEMS

474 株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ  JTB-CWT

475 株式会社 シミズ・ビルライフケア  S・BLC

476 株式会社シモン  シモン

477 株式会社ジャパンユニックス  ジャパンユニックス

478 株式会社スーパーアルプス  スーパーアルプス

東京都



都道府県 NO. 法人名（＋事業所名/部署名） アプリ上の表示名

479 株式会社ＳＵＢＡＲＵ 東京事業所 ＳＵＢＡＲＵ東京事業所

480 株式会社ＳＵＢＡＲＵ 本社 ＳＵＢＡＲＵ本社

481 株式会社スポーツITソリューション  スポーツITソリューション

482 株式会社セノン 東京第一支社 セノン東京第一支社

483 株式会社タス  タス

484 株式会社ダブルクロップ  ダブルクロップ

485 株式会社タムラ製作所  働きがい改革ＰＪ タムラ：働きがいＰＪ

486 株式会社DNPファシリティサービス  ウェルネス本部 DNPファシリティサービス

487 株式会社DNPメディア・アート  株式会社DNPメディア・アート

488 株式会社東芝  人事・総務部人事企画第一室 東芝［人企１］

489 株式会社トラストバンク  ふるさとチョイス

490 株式会社日本HP  日本HP

491 株式会社日本経済社  日本経済社

492 株式会社バドインターナショナル  バドインターナショナル

493 株式会社ピーエス三菱  株式会社ピーエス三菱

494 株式会社BOD  BOD

495 株式会社日立アーバンサポート  日立アーバンサポート

496 株式会社日立ソリューションズ  フィールドソリューション部 HISOL FS

497 株式会社ビデオリサーチコミュニケーションズ  VRコミュニケーショズ

498 株式会社ファンベースカンパニー  ファンベースカンパニー

499 株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー  マツキヨココカラ＆カンパニー

500 株式会社三井住友銀行  渋谷法人営業第二部 SMBC渋谷二部

501 株式会社三菱UFJ銀行  渋谷支店 三菱UFJ銀行渋谷支店

502 株式会社メディロム  メディロム

503 株式会社山梨中央銀行  東京事務所 MRS東京

504 株式会社吉田製油所  吉田製油所

505 株式会社LIXIL  ビル施工管理チーム LＩＸＩＬビル施工管理

506 株式会社ルネサンス  ルネサンス

507 株式会社ローソン  株式会社ローソン

508 株式会社ロバスト  ロバスト

509 株式会社ONE COMPATH  ワンコンパス

510 海上自衛隊  海目黒 目黒の海

511 海上自衛隊補給本部  海上自衛隊補給本部

512 海上商事株式会社  海上商事

513 学校法人國學院大學 國學院大學渋谷キャンパス 國學院大學職員

514 葛飾区  生涯スポーツ課 葛飾区生涯スポーツ課

515 葛飾区役所  福祉部西生活課 葛飾区役所西生活課

516 兼松株式会社  兼松株式会社

517 兼松ペトロ株式会社  兼松ペトロ

518 株式会社東芝  人事・総務部　総務企画室 東芝　人総　総企

519 株式会社IHI 昭島事務所 IHI 昭島事務所

520 株式会社ECOPROP  エコプロップ

521 株式会社　講談社  株式会社　講談社

522 株式会社　スポーツビズ  スポーツビズ

523 株式会社 プレスク  プレスク

524 株式会社IHI 瑞穂工場 IHI瑞穂・鶴ヶ島

525 株式会社アロー  ARROW

526 （株）ABシステムソリューション  ABシステムソリューション

527 株式会社タニタ  TANITA

528 株式会社東芝　府中事業所  総務部 東芝府中　総務

529 株式会社東芝　府中事業所  東芝府中　健C

530 株式会社野村総合研究所  NRIグループ

531 カルビー丸の内  カルビー丸の内

532 京王観光株式会社  京王観光

533 恒栄電設株式会社 本社 恒栄電設株式会社

534 公益社団法人日本将棋連盟  日本将棋連盟

535 公立学校共済組合東京支部  公立学校共済組合東京支部

536 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社  CCBJI

537 コガソフトウェア株式会社  コガソフトウェア

538 国立大学法人東京工業大学  東工大

539 コルテバアグリサイエンス日本株式会社  CORTEVA JAPAN

540 サン電子株式会社  サン電子

541 ＪＲ東海 東京修繕車両所 ＪＲ東海 東修両

東京都
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542 ジェネシスクラウドサービス株式会社  ジェネシスクラウドサービス

543 芝信用金庫  芝信用金庫

544 シミックホールディングス株式会社  シミックグループ

545 株式会社JALインフォテック  JALインフォテック

546 住友ゴム工業株式会社  ダンロップタイヤーズ

547 住友三井オートサービス株式会社  住友三井オートサービス

548 税理士法人オーケーパートナー  オーケーパートナー

549 ZETA株式会社  ZETA株式会社

550 石油資源開発株式会社  JAPEX

551 双日リートアドバイザーズ株式会社  双日リートアドバイザーズ

552 双信商事株式会社  営業企画部 双信商事営業企画

553 双信商事株式会社  管理部 双信商事管理

554 大興電子通信株式会社  大興電子通信

555 大日本印刷株式会社  MH本部 DNP-MH本部

556 大日本印刷株式会社  人事本部労務部 ＤＮＰ労務

557 大日本印刷健康保険組合  大日本印刷健康保険組合（DNP健保）

558 太平洋セメント株式会社  太平洋セメント本社

559 太陽化学株式会社 東京本社 太陽化学　東京本社

560 高砂香料工業　株式会社  高砂香料

561 ダッソー・システムズ株式会社  ダッソー・システムズ

562 多摩市役所  多摩市役所

563 TMES株式会社  TMES株式会社

564 株式会社デューロ　やきとり鶏慶  やきとり鶏慶

565 東海カーボン株式会社  東海カーボン

566 東海旅客鉄道株式会社  営業本部 JR東海　営業本部

567 東京海上日動事務アウトソーシング株式会社  TMO

568 東京海上日動事務アウトソーシング株式会社 多摩センター TMO多摩センター

569 東京海上日動事務アウトソーシング株式会社 本社 TMO本社

570 東京税理士会京橋支部  京橋RC 京橋RC

571 東京電力エナジーパートナー株式会社  TEPCO-EP

572 東京都社会保険労務士会北支部  東京都社労士会北支部

573 東京都社会保険労務士会城西統括支部  東京都社労士会城西統括支部

574 東京都社会保険労務士会中央支部  東京都社労士会中央支部

575 東京都社会保険労務士会武蔵野統括支部  東京都社労士会武蔵野統括支部

576 東京都社会保険労務士会山手統括支部  東京都社労士会山手統括支部

577 東京東信用金庫  東京東信用金庫

578 東芝ＩＴサービス株式会社 多摩南事業所 ＴＳＣ［Ｌブ］

579 東芝ITサービス株式会社  第二営業部　第一担当 （二営一）

580 東芝システムテクノロジー株式会社  東芝システムテクノロジー

581 東芝通信インフラシステムズ株式会社  東芝通信インフラシステムズ

582 東芝テクニカルサービスインターナショナル株式会社  東芝テクニカルサービス

583 東芝トランスポートエンジニアリング株式会社  東芝トランスポートエンジニアリング

584 東鉄工業株式会社  東鉄工業株式会社

585 東洋通信工業株式会社  東洋通信工業

586 長島・大野・常松法律事務所  長島・大野・常松法律事務所

587 長瀬産業株式会社  長瀬産業

588 西商事株式会社  西商事

589 日進電子工業株式会社  日進電子工業㈱

590 日鉄鉱コンサルタント株式会社  日鉄鉱コンサルタント

591 日都産業株式会社  日都産業

592 日本コンピュータシステム株式会社  日本コンピュータシステム

593 日本電気通信システム（株） 本社 ＮＣＯＳ・ＭＫ

594 独立行政法人日本学生支援機構  JASSO

595 株式会社日本経済新聞社  日本経済新聞社

596 日本合成化工株式会社  日本合成化工(株)

597 日本光電工業株式会社  日本光電

598 日本サン石油株式会社  総務部 日本サン石油（SUNOCO）

599 日本シー・ビー・ケミカル株式会社  CEE-BEE事業部 日本シー・ビー・ケミカル

600 日本シグマックス株式会社  日本シグマックス

601 日本酒類販売株式会社  勝どき新川連合 日本酒類販売株式会社　勝どき新川連合

602 日本酒類販売株式会社  日酒販

603 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社  日本TCS

604 日本テレビホールディングス株式会社  日本テレビ

東京都
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605 日本ハイコム株式会社  日本ハイコム

606 日本マイクロソフト 株式会社  Microsoft

607 日本モーゲージサービス株式会社  日本モーゲージサービス

608 ニュートリー株式会社 東京支店 ニュートリー

609 ノーリツ労働組合 東京BL ノーリツ労働組合_東京BL

610 ノーリツ労働組合 西東京BL ノーリツ労働組合_西東京BL

611 野村アセットマネジメント株式会社  野村アセットマネジメント

612 野村證券株式会社  野村證券

613 野村ビジネスサービス(株)  総務部 NBS_総務部

614 野村ビジネスサービス(株)  役員 NBS_役員・SA

615 野村ビジネスサービス(株)  経営企画室 NBS_経営企画室

616 野村ビジネスサービス(株)  人事部・人材開発室 NBS_人事部・人材開発室

617 野村ビジネスサービス(株)  業務企画部 NBS_業務企画部

618 野村ビジネスサービス(株)  検査部・業務管理室 NBS_検査部・業務管理室

619 野村ビジネスサービス(株)  HRサービス NBS_HRサービス部

620 野村ビジネスサービス(株)  NAMHRサービス NBS_NAMHRサービス部

621 野村ビジネスサービス(株)  事務代行部 NBS_事務代行部

622 野村ビジネスサービス株式会社  野村ビジネスサービス株式会社

623 野村プロパティーズ株式会社  野村プロパティーズ

624 パーク２４グループ  パーク２４グループ

625 ピーダブリューアールスポーツ株式会社  PWRS

626 ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社  BIPROGY

627 社会福祉法人巣立ち会 巣立ちホーム 巣立ち会巣立ちホーム

628 富士通Japan株式会社  富士通Japan

629 富士テレコム株式会社  富士テレコム

630 プラス ロジスティクス株式会社  プラス ロジスティクス

631 プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社  ＰＧＦ生命

632 プルデンシャル生命保険株式会社  POJ

633 株式会社プロネクサス  プロネクサス

634 ベース株式会社  ベース株式会社

635 株式会社ヘッドロック  ヘッドロック

636 ヘルスデザイン株式会社  ヘルスデザイン株式会社

637 ホーチキ株式会社  ホーチキ

638 ポーラーエアカーゴ　日本支社  ポーラーエアカーゴ

639 海自 市ヶ谷 川﨑忍者Warriors

640 みずほビジネスパートナー株式会社  みずほビジネスパートナー㈱

641 三井物産スチール株式会社  三井物産スチール

642 三井不動産レジデンシャル株式会社  品質企画部 レジデンシャル

643 三菱電機株式会社  三菱電機走れメルック

644 三菱UFJモルガン・スタンレー証券  法人支援部 MUMSS

645 三菱UFJ国際投信株式会社  MUKAM

646 港区  スポーツ振興係 港区スポーツ

647 明治安田生命 新宿中央営業部 MY　新宿中央

648 明治安田ライフプランセンター株式会社  明治安田ライフプランセンター

649 メディアマート株式会社  メディアマート

650 メトロ設計株式会社  メトロ設計

651 森永乳業株式会社  首都圏支社業務部 森永乳業首都圏支社業務部

652 森永乳業株式会社　管理センター 管理センター 森永乳業㈱管理センター

653 弥生株式会社  弥生株式会社

654 ユアサ商事株式会社  ユアサ商事

655 ユーディーアイ確認検査株式会社  UDI確認検査

656 株式会社ゆりかもめ  運輸部 ゆりかもめ

657 ライオン株式会社  ライオン株式会社

658 リフィニティブ・ジャパン株式会社  LSEG

659 ルネサスグループ連合武蔵地区支部  ルネサスG連合武蔵

660 YJHプロパティーズ株式会社  YJH

661 日本酒類販売株式会社 流通本部　流通第七支社 日酒販　流通第七支社

662 （株）日立システムズ コーポレート 日立システムズコーポレート

663 （株）日立システムズ 公共・社会 日立システムズ公共・社会

664 （株）日立システムズ ＢＣ 日立システムズBC

665 味の素食品株式会社 本社・技術本部・生産統括部 ＡＦＭ本社

666 味の素食品株式会社 川崎工場 AFM川崎工場

667 味の素ファインテクノ株式会社  味の素ファインテクノ

東京都
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668 厚木市役所  厚木市役所

669 アップコン株式会社  アップコン

670 アマノ株式会社 相模原事業所 アマノ株式会社　相模原事業所

671 アマノ株式会社  アマノ株式会社

672 医療法人徳洲会 介護老人保健施設ゆめが丘 老健ゆめが丘

673 株式会社生駒化学工業  生駒化学工業

674 岩井機械工業株式会社  岩井機械

675 NTT東日本 神奈川事業部 NTT東日本　神奈川事業部

676 ＮＴＴ東日本　神奈川事業部　企画部  企画部 NTT東日本神奈川事業部企画部

677 ＮＴＴ東日本　神奈川事業部　総務部  総務部 NTT東日本神奈川事業部総務部

678 オン・ジャパン株式会社  On Japan

679 株式会社ＩＨＩビジネスサポート  建設事業部 IHIBS建設

680 株式会社ＩＨＩビジネスサポート メンテナンス事業部 IHIBS メンテ

681 （株）IHIビジネスサポート 横浜事業所 IHIBS横浜

682 株式会社IHI横浜事業所  IHI・YEC＆横浜工場チーム

683 株式会社アメイジュ　湘南国際アカデミー  湘南国際アカデミー

684 株式会社　加瀬倉庫  加瀬倉庫

685 株式会社サカタのタネ 本社 サカタのタネ本社

686 株式会社ソディック  株式会社ソディック

687 株式会社　東芝　研究開発センター  東芝 （ＲＤＣ）

688 株式会社　日立情報通信エンジニアリング  営業部 C統括

689 株式会社ファム  株式会社ファム

690 株式会社ローソンストア１００  LS

691 海上自衛隊  電磁情報隊 海自　EIC

692 海上自衛隊横須賀音楽隊  音楽科 海自横音

693 株式会社アーデントスタッフ  アーデントスタッフ

694 株式会社インフュージョン  インフュージョン

695 株式会社日立システムズエンジニアリングサービス  日立システムズES

696 鎌倉市役所  鎌倉市役所

697 艦船補給処  艦船補給処

698 サントリー食品インターナショナル株式会社  商開部 SBF商開部

699 ジスクソフト株式会社  システムソリューション事業部 ジスクソフトSS

700 ソフトウエアクリエイション株式会社  SCC

701 第三管区海上保安本部  三管海保WRC

702 茅ヶ崎市役所  茅ヶ崎市役所

703 東芝ＩＴサービス株式会社  東芝ＩＴサービス株式会社

704 東芝ＩＴサービス株式会社  （一Ｍ三）５Ｇ ５Ｇ（６ＧＬＡＮ）

705 東芝エネルギーシステムズ株式会社  パワーシステム事業部 東芝ESS

706 東芝健康保険組合 事務センター 東芝健保

707 東芝コンピュータテクノロジー株式会社  東芝ティーコット

708 東芝デバイス＆ストレージ株式会社 半導体システム技術センター 半技Ｃ

709 東芝ビジネスエキスパート株式会社  東芝ビジネスエキスパート

710 東芝ビジネスエキスパート株式会社  管理部 東芝ビジネスエキスパート管理部

711 日産自動車株式会社 相模原部品センター 日産・相模原部品センター

712 日本ムーグ株式会社  Moog Japan

713 ノーリツ労働組合 神奈川BL ノーリツ労働組合_神奈川BL

714 野村ビジネスサービス(株)  オペレーション推進部 NBS_オペレーション推進部

715 野村ビジネスサービス(株)  モニタリングサポート部 NBS_モニタリングサポート部

716 野村ビジネスサービス(株)  横浜支店 NBS_横浜支店

717 野村ビジネスサービス(株)  横浜馬車道支店 NBS_横浜馬車道支店

718 野村ビジネスサービス(株)  厚木支店 NBS_厚木支店

719 ハンジュ株式会社  ハンジュ

720 富士通株式会社 川崎工場 富士通川崎

721 ベイヒルズ税理士法人  ベイヒルズ税理士法人

722 森永乳業株式会社 研究・情報センター 森永乳業 研究所

723 有限会社ハイライフサポート  (有)ハイライフサポート

724 有限会社ハイライフサポート 登戸事業所 (有)ハイライフサポート 登戸

725 横浜国立大学  横浜国立大学

726 EY新日本有限責任監査法人  デリバリーサービスセンター EY_DSC

727 医療法人俊榮会　齋藤記念病院  医療法人俊榮会　齋藤記念病院

728 ノーリツ労働組合 北信越BL ノーリツ労働組合_北信越BL

729 南魚沼市役所　陸上部  南魚沼市役所　陸上部

730 南魚沼市役所  南魚沼市生涯スポーツ課

神奈川県

新潟県



都道府県 NO. 法人名（＋事業所名/部署名） アプリ上の表示名

731 株式会社アスプコミュニケーションズ  アスプコミュニケーションズ

732 協和ファーマケミカル株式会社  協和ファーマケミカル

733 ＥＩＺＯ株式会社  チームＥＩＺＯ

734 加賀東芝エレクトロニクス株式会社  加賀東芝

735 株式会社国土開発センター  国土開発センター

736 金沢ターミナル開発株式会社  金沢ターミナル開発

737 株式会社根上シブヤ  根上シブヤ

738 税理士法人畠経営グループ  畠経営グループ

739 津幡町役場  津幡町役場

740 DIC株式会社 北陸工場 DICラン&ウォークTEAM

741 能美市  職員互助会 能美市職員互助会

742 北陸情報産業健康保険組合  北陸情報産業健康保険組合

743 一般財団法人福井県産業会館 産業会館 産館

744 株式会社アイケープラスト  IK.PLAST

745 あわら市役所  あわら市役所

746 一般財団法人福井県産業会館 サンドーム福井 サンドーム福井

747 一般社団法人北陸電気保安協会 丹南地区本部 電気保安協会丹南

748 越前市役所  越前市役所

749 大野市役所  スポーツ推進課 スポーツ推進課(大野市)

750 オナガメガネ  オナガメガネ

751 株式会社ウエキグミ  ウエキグミ

752 株式会社長田工業所  長田工業所

753 株式会社原子力発電訓練センター  NTC

754 ㈱そごう・西武 西武福井店 西武福井店

755 株式会社竹内工務店  竹内工務店

756 株式会社福井銀行  武生エリア 福井銀行武生エリア

757 株式会社　福井新聞社  福井新聞社

758 株式会社ミヤゲン  ２９６８Ａ ミヤゲン２９６８Ａ

759 株式会社ミヤゲン  ２９６８Ｂ ミヤゲン２９６８Ｂ

760 株式会社ミヤゲン  ２９６８C ミヤゲン２９６８C

761 株式会社山田修整  山田修整

762 株式会社フクイ工芸  フクイ工芸

763 株式会社キハラ  キハラ文具店

764 公益社団法人福井県観光連盟  福井県観光連盟

765 小林電工株式会社  小林電工

766 公益財団法人福井県スポーツ協会  福井県スポーツ協会

767 公益財団法人　福井県健康管理協会  福井県健康管理協会

768 一般財団法人北陸電気保安協会 福井地区本部 北陸電気保安協会福井地区本部

769 坂井市役所  坂井市役所

770 伸海エンジニアリング株式会社  伸海エンジニアリング

771 全国健康保険協会福井支部 福井支部 協会けんぽふくい

772 高嶋技研株式会社  高嶋技研

773 敦賀市役所  敦賀市役所

774 西田建設株式会社  西田建設

775 日本生命保険相互会社 福井支社 ニッセイ福井

776 八田経編株式会社  エイティーズ八田経編

777 はりきゅう治療室なかやま 鯖江事業所 はりきゅう治療室なかやま

778 広撚株式会社  経営企画室、管理課 HIRONEN経企＆管理

779 福井県  新幹線開業課 福井県新幹線開業課

780 福井県 福井県工業技術センター 福井工技C

781 福井県  農業試験場 福井県農業試験場

782 福井県  こども未来課 こども未来課

783 福井県  企業誘致課 福井県企業誘致課

784 福井県  未来戦略課 福井県未来戦略課

785 福井県  創業・経営課 福井県創業・経営課

786 福井県  交流文化部政策推進G 交文部政推G

787 福井県  定住交流課 福井県定住交流課

788 福井県  道路建設課 福井県道路建設課

789 福井県観光誘客課  観光誘客課 福井県観光誘客課

790 福井県教育委員会  保健体育課 県教委保体課

791 福井県交流文化部ブランド課  ブランド課 ブランド課

792 福井県  ふくい桜マラソン課 ふくい桜マラソン課

793 福井県庁  スポーツ課 福井県スポーツ課

石川県

富山県

福井県



都道府県 NO. 法人名（＋事業所名/部署名） アプリ上の表示名

794 福井県庁  健康政策課 健康政策課

795 福井県庁  電源地域振興課 福井県電源地域振興課

796 福井県庁  文化課 福井県庁文化課

797 福井県庁 福井運動公園事務所 福井運動公園事務所

798 福井県庁  安全環境部政策推進グループ 安環政推

799 福井県庁園芸振興課  農林水産部園芸振興課 園芸振興課

800 福井県農林水産部政策推進G  福井県農林水産部政策推進G

801 福井県農林水産部福井米戦略課  農林水産部 福井米戦略課

802 福井県並行在来線準備株式会社（ハピラインふくい）  ハピラインふくい

803 福井県美浜町役場  福井県美浜町役場

804 福井県立武道館  武道館

805 ふくい桜マラソン実行委員会  ＰＲサポーター隊 ふくい桜マラソンPRサポーター

806 福井市役所  スポーツ課 福井市 スポーツ課

807 福井市役所  教育総務課 福井市 教育総務課

808 福井市役所  生涯学習課 福井市 生涯学習課

809 福井市役所  郷土歴史博物館 福井市 郷土歴史博物館

810 福井市役所  しごと支援課 福井市 しごと支援課

811 福井市役所  公営競技事務所 福井市 公営競技事務所

812 福井市役所  農政企画課 福井市 農政企画課

813 福井市役所  林業水産課 福井市 林業水産課

814 福井市役所  有害鳥獣対策室 福井市 有害鳥獣対策室

815 福井市役所  農村整備課 福井市 農村整備課

816 福井市役所  園芸センター 福井市 園芸センター

817 福井市役所  中消防署 福井市 中消防署

818 福井市役所  危機管理課 福井市 危機管理課

819 福井市役所  中央卸売市場 福井市 中央卸売市場

820 福井市役所  都市整備課 福井市 都市整備課

821 福井市役所  監理課 福井市 監理課

822 福井市役所  道路課 福井市 道路課

823 福井市役所  都市計画課 福井市 都市計画課

824 福井市役所  環境政策課 福井市 環境政策課

825 福井市役所  河川課 福井市 河川課

826 福井市役所  南消防署 福井市 南消防署

827 福井市役所  公園課 福井市 公園課

828 福井市役所  新幹線整備課 福井市 新幹線整備課

829 福井市役所  足羽山公園事務所 福井市 足羽山公園事務所

830 福井市役所  営繕課 福井市 営繕課

831 福井市役所  東消防署 福井市 東消防署

832 福井市役所  地域交通課 福井市 地域交通課

833 福井市役所  新クリーンセンター建設事務所 福井市 新クリーンセンター建設

834 福井市役所  住宅政策課 福井市 住宅政策課

835 福井市役所  市営住宅課 福井市 市営住宅課

836 福井市役所  建築指導課 福井市 建築指導課

837 福井市役所  自転車利用推進課 福井市 自転車利用推進課

838 福井市役所  臨海消防署 福井市 臨海消防署

839 福井市役所  下水管路課 福井市 下水管路課

840 福井市役所  環境廃棄物対策課 福井市 環境廃棄物対策課

841 福井市役所  雨水対策室 福井市 雨水対策室

842 福井市役所  情報統計課 福井市 情報統計課

843 福井市役所  収集資源センター 福井市 収集資源センター

844 福井市役所  下水施設課 福井市 下水施設課

845 福井市役所  経営管理課 福井市 経営管理課

846 福井市役所  クリーンセンター 福井市 クリーンセンター

847 福井市役所  職員課 福井市 職員課

848 福井市役所  福祉政策課 福井市 福祉政策課

849 福井市役所  文書法制課 福井市 文書法制課

850 福井市役所  上下水道サービス課 福井市 上下水道サービス課

851 福井市役所  下水施設管理事務所 福井市 下水施設管理事務所

852 福井市役所  秘書課 福井市 秘書課

853 福井市役所  福祉総合相談室 福井市 福祉総合相談室

854 福井市役所  工事検査課 福井市 工事検査課

855 福井市役所  水道管路課 福井市 水道管路課

856 福井市役所  広報課 福井市 広報課

福井県



都道府県 NO. 法人名（＋事業所名/部署名） アプリ上の表示名

857 福井市役所  生活支援課 福井市 生活支援課

858 福井市役所  技術管理課 福井市 技術管理課

859 福井市役所  総合政策課 福井市 総合政策課

860 福井市役所  出納課 福井市 出納課

861 福井市役所  給水管理事務所 福井市 給水管理事務所

862 福井市役所  障がい福祉課 福井市 障がい福祉課

863 福井市役所  新幹線プロモーション課 福井市 新幹線プロモーション課

864 福井市役所  消防総務課 福井市 消防総務課

865 福井市役所  地域包括ケア推進課 福井市 地域包括ケア推進課

866 福井市役所  水道施設課 福井市 水道施設課

867 福井市役所  子ども福祉課 福井市 子ども福祉課

868 福井市役所  予防課 福井市 予防課

869 福井市役所  救急救助課 福井市 救急救助課

870 福井市役所  子育て支援課 福井市 子育て支援課

871 福井市役所  管制課 福井市 管制課

872 福井市役所  東京事務所 福井市 東京事務所

873 福井市役所  保健企画課 福井市 保健企画課

874 福井市役所  まち未来創造課 福井市 まち未来創造課

875 福井市役所  浄水管理事務所 福井市 浄水管理事務所

876 福井市役所  保健予防室 福井市 保健予防室

877 福井市役所  保健支援室 福井市 保健支援室

878 福井市役所  生活衛生室 福井市 生活衛生室

879 福井市役所  保険年金課 福井市 保険年金課

880 福井市役所  介護保険課 福井市 介護保険課

881 福井市役所  健康管理センター 福井市 健康管理センター

882 福井市役所  ワクチン接種推進課 福井市 ワクチン接種推進課

883 福井市役所  商工振興課 福井市 商工振興課

884 福井市役所  おもてなし観光推進課 福井市 おもてなし観光推進課

885 福井市役所  文化振興課 福井市 文化振興課

886 福井市役所  一乗谷朝倉氏遺跡事務所 福井市 一乗谷朝倉氏遺跡事務所

887 福井市役所  女性活躍促進課 福井市 女性活躍促進課

888 福井市役所  自然史博物館 福井市 自然史博物館

889 福井市役所  美術館 福井市 美術館

890 福井市役所  財政課 福井市 財政課

891 福井市役所  施設活用推進課 福井市 施設活用推進課

892 福井市役所  契約課 福井市 契約課

893 福井市役所  市民税課 福井市 市民税課

894 福井市役所  資産税課 福井市 資産税課

895 福井市役所  納税課 福井市 納税課

896 福井市役所  市民課 福井市 市民課

897 福井市役所  市民サービス推進課 福井市 市民サービス推進課

898 福井市役所  市民協働・ボランティア推進課 福井市 市民協働・ボランティア推進課

899 福井市役所  簡易水道課 福井市 簡易水道課

900 福井市役所  議会庶務課 福井市 議会庶務課

901 福井市役所  議事調査課 福井市 議事調査課

902 福井市役所  学校教育課 福井市 学校教育課

903 福井市役所  保健給食課 福井市 保健給食課

904 福井市役所  青少年課 福井市 青少年課

905 福井市役所  文化財保護課 福井市 文化財保護課

906 福井市役所  農業委員会事務局 福井市 農業委員会事務局

907 福井市役所  監査事務局 福井市 監査事務局

908 福井市役所  図書館 福井市 図書館

909 福井市役所  みどり図書館 福井市 みどり図書館

910 福井市役所  桜木図書館 福井市 桜木図書館

911 福井商工会議所  福井商工会議所

912 株式会社福井新聞ＰＲセンター  福井新聞ＰＲセンター

913 保健予防課  保健予防課 保健予防課

914 南越前町役場  南越前町役場

915 美浜町役場  課長会 美浜町課長会

916 メイプルケア有限会社 メイプルケア大宮デイサービスセンター メイプルケア大宮デイサービス

917 明林繊維株式会社  明林繊維

918 有限会社イッセイホーム  イッセイホーム

919 吉岡幸株式会社 本社 吉岡幸メインオフィス

福井県



都道府県 NO. 法人名（＋事業所名/部署名） アプリ上の表示名

920 吉岡幸株式会社  機工グループ 吉岡幸㈱機工グループ

921 吉岡幸株式会社 吉岡幸(株)本社 吉岡幸チームYURU

922 吉水建機株式会社  吉水建機

923 一般社団法人みどり  一般社団法人みどり

924 株式会社Best  Best

925 株式会社文理学院 山梨甲府 文理学院甲府

926 株式会社文理学院 山梨郡内 文理学院　山梨郡内

927 富士吉田市市役所  富士吉田市役所

928 いかうろいめ のがな いかうろいめ

929 医療法人健救会　柳澤病院  柳澤病院

930 株式会社IHIビジネスサポート 松本事業所 IHIBS松本

931 株式会社エルハウス  長野県茅野市の工務店エルハウス

932 株式会社弘法林業  弘法林業

933 株式会社ニシザワ  ニシザワRC（ベル・食彩館）

934 株式会社日本ピスコ  日本ピスコ

935 株式会社ホンダカーズ長野中央  Honda Cars 長野中央

936 株式会社アイテク  システム推進部 アイテク　システム推進部

937 全国健康保険協会 長野支部 全国健康保険協会　長野支部

938 テーブルランド株式会社  テーブルランド

939 長野県信用組合 山ノ内支店 けんしんBANK山ノ内

940 日本無線株式会社  日本無線

941 日置電機株式会社  HIOKI

942 日立Astemo上田株式会社  アステモ上田

943 日立Astemo株式会社 東御工場 アステモ東御

944 マルコメ株式会社  マルコメＲＣ

945 ルートインジャパン株式会社  ルートイングループ

946 （公財）恵那市体育連盟  （公財）恵那市体育連盟

947 岐阜車体工業株式会社  岐阜車体工業

948 下呂市役所  下呂市役所

949 公益財団法人岐阜県建設研究センター  岐阜県建設研究センター

950 高山信用金庫 下呂支店 たかしん下呂支店

951 養老町  養老町役場

952 味の素食品株式会社 静岡工場 AFM静岡工場

953 アマノ株式会社 細江事業所 アマノ株式会社　細江事業所

954 磐田市役所  磐田市役所

955 小山町役場  小山町役場

956 株式会社イワサキ経営  イワサキ経営

957 株式会社 旭洋工業製作所  旭洋工業製作所

958 株式会社テーイーアール  （ＴＥＲ）

959 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 静岡支店 BBSアゼリアクラブ

960 株式会社平成建設  平成建設

961 掛川市役所  掛川市役所

962 株式会社テックプレシジョン  テックプレシジョン

963 株式会社文理学院 山梨 文理学院　山梨

964 株式会社文理学院 静岡中部 文理学院静岡中部

965 株式会社文理学院 富士富士宮 文理学院　富士富士宮

966 株式会社文理学院 御殿場地区 文理学院　御殿場地区

967 河津町役場  河津町役場

968 杏林堂薬局 伝馬町 杏林堂薬局 伝馬町

969 杏林堂薬局 エキマチ 杏林堂薬局 エキマチ

970 杏林堂薬局 鴨江 杏林堂薬局 鴨江

971 杏林堂薬局 浜北 杏林堂薬局 浜北

972 杏林堂薬局 細江 杏林堂薬局 細江

973 杏林堂薬局 富塚 杏林堂薬局 富塚

974 杏林堂薬局 豊田駅前 杏林堂薬局 豊田駅前

975 杏林堂薬局 向宿 杏林堂薬局 向宿

976 杏林堂薬局 袋井西田 杏林堂薬局 袋井西田

977 杏林堂薬局 初生 杏林堂薬局 初生

978 杏林堂薬局 笠井 杏林堂薬局 笠井

979 杏林堂薬局 天王 杏林堂薬局 天王

980 杏林堂薬局 小豆餅 杏林堂薬局 小豆餅

981 杏林堂薬局 上西 杏林堂薬局 上西

982 杏林堂薬局 引佐 杏林堂薬局 引佐

静岡県

福井県

岐阜県

長野県

山梨県



都道府県 NO. 法人名（＋事業所名/部署名） アプリ上の表示名

983 杏林堂薬局 豊田小立野 杏林堂薬局 豊田小立野

984 杏林堂薬局 舞阪 杏林堂薬局 舞阪

985 杏林堂薬局 掛川下垂木 杏林堂薬局 掛川下垂木

986 杏林堂薬局 佐鳴湖南調剤センター 杏林堂薬局 佐鳴湖南調剤センター

987 杏林堂薬局 白羽 杏林堂薬局 白羽

988 杏林堂薬局 大平台 杏林堂薬局 大平台

989 杏林堂薬局 三方原聖隷前 杏林堂薬局 三方原聖隷前

990 杏林堂薬局 磐田市立病院前 杏林堂薬局 磐田市立病院前

991 杏林堂薬局 菊川病院前 杏林堂薬局 菊川病院前

992 杏林堂薬局 上岡田 杏林堂薬局 上岡田

993 杏林堂薬局 袋井旭町 杏林堂薬局 袋井旭町

994 杏林堂薬局 西鹿島駅前 杏林堂薬局 西鹿島駅前

995 杏林堂薬局 労災病院前 杏林堂薬局 労災病院前

996 杏林堂薬局 聖隷住吉病院前 杏林堂薬局 聖隷住吉病院前

997 杏林堂薬局 西伊場 杏林堂薬局 西伊場

998 杏林堂薬局 芳川 杏林堂薬局 芳川

999 杏林堂薬局 名塚 杏林堂薬局 名塚

1000 杏林堂薬局 弘済堂薬局 杏林堂薬局 弘済堂薬局

1001 杏林堂薬局 菊川 杏林堂薬局 菊川

1002 杏林堂薬局 ピーワンプラザ天王 杏林堂薬局 ピーワンプラザ天王

1003 杏林堂薬局 新居 杏林堂薬局 新居

1004 杏林堂薬局 藤枝清里 杏林堂薬局 藤枝清里

1005 杏林堂薬局 志都呂 杏林堂薬局 志都呂

1006 杏林堂薬局 掛川葛ヶ丘 杏林堂薬局 掛川葛ヶ丘

1007 杏林堂薬局 浜岡 杏林堂薬局 浜岡

1008 杏林堂薬局 瀬名川 杏林堂薬局 瀬名川

1009 杏林堂薬局 浜松医療ｾﾝﾀｰ前 杏林堂薬局 浜松医療ｾﾝﾀｰ前

1010 杏林堂薬局 静岡登呂 杏林堂薬局 静岡登呂

1011 杏林堂薬局 藤枝青島 杏林堂薬局 藤枝青島

1012 杏林堂薬局 清水三保 杏林堂薬局 清水三保

1013 杏林堂薬局 南浅田 杏林堂薬局 南浅田

1014 杏林堂薬局 掛川花鳥園前 杏林堂薬局 掛川花鳥園前

1015 杏林堂薬局 島田稲荷 杏林堂薬局 島田稲荷

1016 杏林堂薬局 泉 杏林堂薬局 泉

1017 杏林堂薬局 姫街道 杏林堂薬局 姫街道

1018 杏林堂薬局 藤枝田沼 杏林堂薬局 藤枝田沼

1019 杏林堂薬局 城北 杏林堂薬局 城北

1020 杏林堂薬局 静岡鷹匠 杏林堂薬局 静岡鷹匠

1021 杏林堂薬局 静岡山崎 杏林堂薬局 静岡山崎

1022 杏林堂薬局 メイワンエキチカ 杏林堂薬局 メイワンエキチカ

1023 杏林堂薬局 新浜松駅前調剤センター 杏林堂薬局 新浜松駅前調剤センター

1024 杏林堂薬局 静岡千代田 杏林堂薬局 静岡千代田

1025 杏林堂薬局 静岡小鹿 杏林堂薬局 静岡小鹿

1026 杏林堂薬局 遠州病院前店 杏林堂薬局 遠州病院前店

1027 杏林堂薬局 高塚調剤センター 杏林堂薬局 高塚調剤センター

1028 杏林堂薬局 新津 杏林堂薬局 新津

1029 杏林堂薬局 ハーバル薬局 杏林堂薬局 ハーバル薬局

1030 杏林堂薬局 於呂 杏林堂薬局 於呂

1031 杏林堂薬局 西貝塚 杏林堂薬局 西貝塚

1032 杏林堂薬局 焼津与惣次 杏林堂薬局 焼津与惣次

1033 杏林堂薬局 高丘東 杏林堂薬局 高丘東

1034 杏林堂薬局 富士松岡 杏林堂薬局 富士松岡

1035 杏林堂薬局 鷲津 杏林堂薬局 鷲津

1036 杏林堂薬局 袋井下山梨 杏林堂薬局 袋井下山梨

1037 杏林堂薬局 和田 杏林堂薬局 和田

1038 杏林堂薬局 富士厚原 杏林堂薬局 富士厚原

1039 杏林堂薬局 中郡 杏林堂薬局 中郡

1040 杏林堂薬局 静岡松富 杏林堂薬局 静岡松富

1041 杏林堂薬局 有玉南町 杏林堂薬局 有玉南町

1042 杏林堂薬局 上島駅前 杏林堂薬局 上島駅前

1043 杏林堂薬局 吉田 杏林堂薬局 吉田

1044 杏林堂薬局 和合 杏林堂薬局 和合

1045 杏林堂薬局 静岡大坪 杏林堂薬局 静岡大坪

静岡県



都道府県 NO. 法人名（＋事業所名/部署名） アプリ上の表示名

1046 杏林堂薬局 内野 杏林堂薬局 内野

1047 杏林堂薬局 アクロスプラザ厚原 杏林堂薬局 アクロスプラザ厚原

1048 杏林堂薬局 小松 杏林堂薬局 小松

1049 杏林堂薬局 新所原駅南 杏林堂薬局 新所原駅南

1050 杏林堂薬局 静岡草薙 杏林堂薬局 静岡草薙

1051 杏林堂薬局 小笠 杏林堂薬局 小笠

1052 杏林堂薬局 鳥之瀬 杏林堂薬局 鳥之瀬

1053 杏林堂薬局 浜松医大調剤センター 杏林堂薬局 浜松医大調剤センター

1054 杏林堂薬局 富士宮浅間 杏林堂薬局 富士宮浅間

1055 杏林堂薬局 伊左地 杏林堂薬局 伊左地

1056 杏林堂薬局 根洗 杏林堂薬局 根洗

1057 杏林堂薬局 焼津大住 杏林堂薬局 焼津大住

1058 杏林堂薬局 テレビ静岡前 杏林堂薬局 テレビ静岡前

1059 杏林堂薬局 ながいずみ中土狩 杏林堂薬局 ながいずみ中土狩

1060 杏林堂薬局 商品本部 杏林堂薬局 商品本部

1061 杏林堂薬局 店舗運営部 杏林堂薬局 店舗運営部

1062 杏林堂薬局 マーケティング部 杏林堂薬局 マーケティング部

1063 杏林堂薬局 情報システム部 杏林堂薬局 情報システム部

1064 杏林堂薬局 店舗開発部 杏林堂薬局 店舗開発部

1065 杏林堂薬局 調剤・漢方営業本部 杏林堂薬局 調剤・漢方営業本部

1066 杏林堂薬局 健康・医療ネットワーク推進部 杏林堂薬局 健康・医療ネットワーク推進部

1067 杏林堂薬局 人事・総務統括本部 杏林堂薬局 人事・総務統括本部

1068 杏林堂薬局 経理部 杏林堂薬局 経理部

1069 杏林堂薬局 役員 杏林堂薬局 役員

1070 株式会社杏林堂薬局  株式会社杏林堂薬局

1071 杏林堂薬局  商品部 杏林堂商品部：食品チーム

1072 湖西市役所  湖西市役所

1073 公益財団法人静岡県予防医学協会  静岡県予防医学協会

1074 信濃高原食品株式会社 富士小山工場 信濃高原食品

1075 スズキ株式会社  生産計画部 スズキ生産計画部

1076 裾野市役所  裾野市役所

1077 東芝テック画像情報システム株式会社  （ＴＤＯＳ）

1078 日東富士製粉株式会社 静岡工場 日東富士製粉静岡

1079 浜松市役所  浜松市役所

1080 檜工業株式会社  檜工業

1081 藤枝市役所  藤枝市役所

1082 北越東洋ファイバー株式会社  営業部 北越東洋ファイバー

1083 牧之原市  牧之原市

1084 丸善食品工業株式会社 富士小山工場 丸善食品工業

1085 三島市役所  三島市役所

1086 民宿　聖火  御前崎　民宿　聖火

1087 焼津市  焼津市役所

1088 あいおいニッセイ同和損害保険(株)  MNW ×名自二部 あいおいニッセイ同和損保 MNW

1089 愛知県半田市  南吉の里半田市

1090 内海産業株式会社  名古屋支店 内海産業　名古屋支店

1091 MHIエアロスペースシステムズ㈱  MASC

1092 (株)IHIビジネスサポート 愛知事業所 IHIBS愛知

1093 株式会社エイジェントヴィレッジ  エイジェントヴィレッジ

1094 株式会社　東芝 中部支社 東芝中部

1095 株式会社　名古屋銀行  名古屋銀行

1096 株式会社西村不動産鑑定  西村不動産鑑定

1097 株式会社ネオレックス  ネオレックス

1098 カイロ整体ReRIZE日進長久手 日進長久手店 リライズ日進

1099 株式会社　ミキ  株式会社　ミキ

1100 株式会社三栄シリカ  サンエイＲＣ

1101 株式会社創文社  創文社

1102 株式会社山田商会  山田商会

1103 かみやメンタルクリニック  かみやメンタルクリニック

1104 共生印刷株式会社  営業・統括部 共生印刷・赤組

1105 共生印刷株式会社  工務・製造部 共生印刷・白組

1106 コーユーレンティア株式会社 中部支店 コーユーレンティア中部支店

1107 セントラルヘリコプターサービス株式会社  セントラルヘリコプターサービス

1108 大有建設株式会社  大有建設

静岡県

愛知県



都道府県 NO. 法人名（＋事業所名/部署名） アプリ上の表示名

1109 知多市役所  知多市役所

1110 豊川信用金庫  豊川信用金庫

1111 ナトコ株式会社  ナトコ　トレラン部

1112 日本電気通信システム（株） 刈谷事業所 ＮＣＯＳ・刈谷

1113 日本トレクス株式会社  管理本部 トレクス管理本部

1114 日本振興株式会社  日本振興　NSAC

1115 日本タタコンサルタンシーサービシズ  Azarudeen Sheik

1116 ノーリツ労働組合 東海BL ノーリツ労働組合_東海BL

1117 ひまわりネットワーク株式会社  ひまわりネットワーク

1118 フタムラ化学株式会社 本社 フタムラ化学

1119 物産フードサイエンス株式会社  物産フードサイエンス

1120 名城ワチャワチャFUN Laugh部  ワチャワチャFUN Laugh

1121 森永乳業株式会社 中部支社 森永乳業㈱中部支社

1122 株式会社八神製作所  八神製作所

1123 味の素食品株式会社 三重工場 AFM三重

1124 AGF鈴鹿株式会社  AGF鈴鹿

1125 株式会社アイ・シー・エス  アイシーエス ウォーク部

1126 鈴鹿市役所  鈴鹿市役所

1127 東芝ITサービス株式会社  （ＭＳＣ）［二ＭＳ］（二Ｍ四） （TSC）（二M四）

1128 四日市市役所  四日市市役所

1129 四日市市役所  健康づくり課 四日市市健康づくり課

1130 ロート製薬株式会社 上野テクノセンター ロート製薬上野テクノセンター

1131 株式会社TADコーポレーション  TADコーポレーション

1132 株式会社竹屋化学研究所 滋賀工場 竹屋化学　工場

1133 東洋紡株式会社 総合研究所 東洋紡総合研究所

1134 博善社印刷株式会社  博善社印刷

1135 味見診療所 味見診療所 味見診療所

1136 株式会社ウェイグッド  ウェイグッド

1137 株式会社ＫＹＯＳＯ  ＫＹＯＳＯ

1138 株式会社ソフトディバイス  ソフトディバイス

1139 株式会社FREEMIND  フリーマインド

1140 カツシロマテックス株式会社  カツシロマテックス

1141 株式会社　京信保険サービス  京信保険サービス

1142 京都ライトハウス  京都ライトハウス

1143 公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団  iPS財団

1144 第一工業製薬株式会社  第一工業製薬

1145 中央技建工業株式会社  中央技建工業

1146 ノーリツ労働組合 京滋BL ノーリツ労働組合_京滋BL

1147 内海産業株式会社  大阪第一支店 内海産業　大阪第一支店

1148 内海産業株式会社  大阪第二支店 内海産業　大阪第二支店

1149 ノーリツ労働組合 大阪BL ノーリツ労働組合_大阪BL

1150 アート引越センター株式会社  アート引越センター

1151 アクセンチュア株式会社 関西オフィス ACN関西オフィス

1152 朝日航空株式会社  ＡＳＡＨＩＡＩＲ

1153 医療法人希桜会  医療法人希桜会

1154 医療法人徳洲会 東大阪徳洲会病院 東大阪徳洲会病院

1155 一般社団法人KIX泉州ツーリズムビューロー   KIX泉州

1156 一般社団法人　徳洲会  保険事業部 徳洲会保険センター

1157 大阪市  経済戦略局スポーツ部 大阪市スポーツ部

1158 大阪スマートシティパートナーズフォーラム  OSPF

1159 大阪府庁  福祉部 大阪府福祉部

1160 大塚電子株式会社  大塚電子

1161 株式会社IHIビジネスサポート 堺事業所 BS堺

1162 株式会社ADEKA 大阪支社 ADEKA大阪支社

1163 株式会社アベルコ  アベルコ

1164 株式会社エフエム大阪  ＦＭ大阪

1165 株式会社SANYO-CYP  SANYO-CYP

1166 株式会社ジーンデザイン  ジーンデザイン

1167 株式会社JEI  電気錠のJEI

1168 株式会社ノーリツ 大阪支店 NRC

1169 株式会社阪急阪神ホテルズ  Ｈ3

1170 株式会社ビーエムセンター  ビーエムセンター

1171 かずあいデンタルクリニック  かずあい

愛知県

大阪府

京都府

滋賀県

三重県



都道府県 NO. 法人名（＋事業所名/部署名） アプリ上の表示名

1172 学校法人共立学園　認定こども園　新光明池幼稚園  新光明池幼稚園

1173 加納総合病院  加納総合病院

1174 河内長野市役所  河内長野市役所

1175 企業年金ビジネスサービス株式会社  ＣＰＢＳ

1176 近鉄ファシリティーズ株式会社 ハルカス事業所 KFS

1177 クックデリ株式会社  クックデリ

1178 グンゼ株式会社  グンゼグループ

1179 コーユーレンティア株式会社  イベント営業部 コーユー関西

1180 公益財団法人枚方市スポーツ協会  枚方市スポーツ協会

1181 堺市役所  堺市文化観光局スポーツ部 堺市スポーツ部

1182 ザ・パック株式会社  ザ・パック若鷹会

1183 サラヤ株式会社  SARAYA

1184 JBCC株式会社  西日本開発本部 JBCC西開発

1185 住化カラー株式会社  住化カラー株式会社

1186 住友電設株式会社  住友電設

1187 株式会社ダイハツビジネスサポートセンター  ダイハツビジネスサポートC

1188 大和リース株式会社  大和リース

1189 タカラスタンダード株式会社  管理本部人事部 タカラスタンダード　人事部

1190 株式会社竹屋化学研究所 大阪本社 竹屋化学　本社

1191 東京海上日動事務アウトソーシング株式会社 大阪センター TMO大阪センター

1192 東洋紡株式会社  波マン

1193 徳洲会インフォメーションシステム株式会社  TIS

1194 徳洲会　大阪本部 大阪本部 徳洲会大阪本部

1195 徳洲会健康保険組合  徳洲会健保組合

1196 トヨタL&F近畿株式会社  ＬＦ近畿

1197 西日本旅客鉄道株式会社 大阪車掌区 JR西日本 大阪車掌区

1198 日世株式会社  日世本社

1199 日本電気通信システム（株） 大阪事業所 ＮＣＯＳ・大阪

1200 ネクストウェア株式会社  ネクストウェアグループ

1201 パナソニック　エナジー株式会社  品質・環境センター　エナジー分析部 PECエナジー分析部

1202 阪神高速サービス株式会社  阪神高速サービス

1203 阪南市　阪南市長　水野謙二  阪南市

1204 東大阪市役所  東大阪市役所

1205 富士通株式会社 Osaka Hub 富士通Osaka Hub

1206 扶桑薬品工業株式会社  扶桑薬品工業

1207 三笠株式会社  三笠

1208 美津濃式会社  ミズノ株式会社

1209 ヤマトヨ産業株式会社  レントオール事業部 ヤマトヨ産業

1210 リグナイト株式会社  リグナイト株式会社

1211 株式会社　ムービング  西日本センター ムービング西日本センター

1212 株式会社ルネック  ルネックRC

1213 ノーリツ労働組合 製造BL ノーリツ労働組合_製造BL

1214 ノーリツ労働組合 3号棟BL ノーリツ労働組合_3号棟BL

1215 ノーリツ労働組合 明石BL ノーリツ労働組合_明石BL

1216 ノーリツ労働組合 開発BL ノーリツ労働組合_開発BL

1217 ノーリツ労働組合 環境BL ノーリツ労働組合_環境BL

1218 ノーリツ労働組合 間接BL ノーリツ労働組合_間接BL

1219 ノーリツ労働組合 本社BL ノーリツ労働組合_本社BL

1220 ノーリツ労働組合 労働組合 ノーリツ労働組合_事務所

1221 ノーリツ労働組合 陸上部 ノーリツ女子陸上部

1222 ノーリツ労働組合 出向 ノーリツ労働組合_出向

1223 ノーリツ労働組合  ノーリツ労働組合

1224 アークハリマ株式会社  アークハリマ

1225 アース製薬株式会社 赤穂工場 アース製薬赤穂工場

1226 アイベステクノ（株）  アイベステクノ

1227 一般社団法人ジョブステーション西宮  ジョブステーション西宮

1228 株式会社IHI相生事業所  IHI相生

1229 （株）IHIビジネスサポート 相生支店 IHIBS相生支店

1230 株式会社新井組  建築本部 新井組＜建築本部＞

1231 株式会社新井組  土木本部 新井組＜土木本部＞

1232 株式会社新井組  営業本部 新井組＜営業本部＞

1233 株式会社新井組  管理本部 新井組＜管理本部＞

1234 株式会社新井組  新井組

大阪府

兵庫県



都道府県 NO. 法人名（＋事業所名/部署名） アプリ上の表示名

1235 株式会社大林組 神戸支店 大林組神戸支店

1236 株式会社クリプテックス  クリプテックス

1237 株式会社トキワ  株式会社トキワ

1238 キャタピラージャパン合同会社 明石事業所 CAT AKASHI

1239 JR西日本アーバン開発株式会社  JR西アーバン開発

1240 タイガースポリマー㈱ 開発研究所 タイガース

1241 太平工材株式会社  太平工材株式会社

1242 大和美術印刷株式会社  大和美術印刷

1243 丹波篠山ＡＢＣマラソン大会事務局  丹波篠山ＡＢＣマラソン事務局

1244 東芝デバイス＆ストレージ株式会社 姫路半導体工場 東芝姫路半導体

1245 西芝電機株式会社  西芝電機

1246 西芝電機株式会社  総務部 西芝電機 総務部

1247 ノーリツ労働組合 加古川BL ノーリツ労働組合_加古川BL

1248 ノーリツ労働組合 兵庫BL ノーリツ労働組合_兵庫BL

1249 ノーリツ労働組合 西新町BL ノーリツ労働組合_西新町BL

1250 ハウスウェルネスフーズ株式会社  ハウスウェルネスフーズ

1251 姫路東芝電子部品株式会社  総務部 （姫東）

1252 （株）兵庫分析センター  （株）兵庫分析センター

1253 三菱重工業株式会社 高砂製作所 三菱重工高砂

1254 三菱スペース・ソフトウエア株式会社 関西事業部 MSS CBO

1255 株式会社スイデン  スイデンランナーズクラブ

1256 橿原市役所  橿原市役所

1257 葛城工業株式会社  葛城工業

1258 教職員共済生活協同組合 奈良県事業所 大和33畝傍

1259 三郷中学校  三中

1260 奈良マラソン実行委員会事務局 事務局 奈良マラソン実行委員会事務局

1261 サントリープロダクツ株式会社 天然水奥大山ブナの森工場 SPDチーム奥大山

1262 三洋テクノソリューションズ鳥取株式会社  STS

1263 株式会社　山陰合同銀行 山陰合同銀行

1264 カナツ技建工業株式会社  カナツ技建工業

1265 中電環境テクノス株式会社 島根事業所 中電環境テクノス株式会社

1266 （株）日立システムズ 岡山事業所 日立システムズ岡山事業所

1267 株式会社　新来島サノヤス造船 水島事業所 新来島サノヤス造船水島

1268 株式会社三井E&Sマシナリー 玉野事業場 三井E&Sマシナリー玉野

1269 倉敷市立玉島南小学校  玉島南小

1270 三陽機器株式会社  三陽機器

1271 JFE西日本ジーエス株式会社 倉敷本社 JFE西日本ジーエス倉敷

1272 内海産業株式会社  中国支店 内海産業　中国支店

1273 （株）日立システムズ 広島事業所 日立システムズ広島事業所

1274 安佐南区スポーツセンター  安佐南区スポーツセンター

1275 エムエム建材西日本株式会社 福山支店 エムエム建材西日本　福山支店

1276 エムエム建材西日本株式会社 広島支店 エムエム建材西日本　広島支店

1277 株式会社ＩＨＩビジネスサポート 呉事業所 IHIBS呉

1278 三栄産業株式会社  3ei

1279 公益財団法人広島市スポーツ協会 広島市佐伯区スポーツセンター 佐伯区SC

1280 公益財団法人広島市スポーツ協会  事務局 広島市スポーツ協会　事務局

1281 社会医療法人千秋会井野口病院  社会医療法人千秋会井野口病院

1282 ノーリツ労働組合 中四国BL ノーリツ労働組合_中四国BL

1283 広島県庁  広島県庁ランニングクラブ

1284 広島市学区体育団体安佐北区連合会  安佐北区体連

1285 フクダライフテック中国株式会社  フクダライフテック中国

1286 株式会社福屋  福屋

1287 マナック株式会社  MANAC

1288 （株）日立システムズ 山口事業所 日立システムズ山口事業所

1289 宇部市役所  宇部市役所

1290 株式会社ＮＳＳ  涙想創

1291 下松市役所  下松市役所

1292 パナソニックハウジングソリューションズ（株）  中四国支社中国営業部 ＰＨＳ中四国支社中国営業部

1293 山口県立総合医療センター  リハビリテーション科 YMGHPーR

1294 AEDレンタルサービス株式会社  AEDレンタルサービス

1295 海陽町役場  海陽町役場

1296 小松島市  小松島市役所

1297 小松島商工会議所  小松島商工会議所

兵庫県

徳島県

岡山県
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島根県

奈良県

鳥取県

山口県



都道府県 NO. 法人名（＋事業所名/部署名） アプリ上の表示名

1298 鳴門市役所  鳴門市役所

1299 西精工株式会社  西精工

1300 林崎小学校  林崎小学校

1301 医療法人社団田村クリニック  田村クリニック丸亀

1302 株式会社四国日立システムズ  四国日立システムズ

1303 株式会社ワイケーエス  株式会社ワイケーエス

1304 丸亀市役所  市民生活部　スポーツ推進課 丸亀市　スポーツ推進課

1305 医療法人社団栗整形外科病院  チーム　くりのみ

1306 医療法人徳洲会　宇和島徳洲会病院 宇和島徳洲会病院 宇和島徳洲会病院

1307 愛媛県今治市  今治市役所

1308 愛媛小林製薬株式会社  愛媛小林製薬

1309 株式会社レデイ薬局  レデイ薬局

1310 国際セーフティー株式会社 松山支社 国際セーフティー株式会社(愛媛）

1311 住友化学株式会社 愛媛工場 住友化学愛媛工場

1312 DCM株式会社 西日本店舗サポートオフィス ダイキランナーズ

1313 PHC株式会社 PHC株式会社　松山地区 PHC株式会社　松山地区

1314 松野町役場  松野町役場

1315 豚座建設株式会社  豚座建設株式会社

1316 株式会社石建組  石建組

1317 四万十市役所  四万十市役所

1318 宿毛市  宿毛市

1319 大旺新洋株式会社  大旺新洋

1320 内海産業株式会社  九州支店 内海産業　九州支店

1321 野村ビジネスサービス(株)  福岡支店 NBS_福岡支店

1322 医療法人眞秋会あきたけ医院  あきたけ医院

1323 エムエム建材西日本株式会社 本店 エムエム建材西日本　本店

1324 株式会社九倉  九倉

1325 株式会社グリーム  グリーム

1326 株式会社ジェイアールサービスネット福岡  SN福岡

1327 株式会社トヨタプロダクションエンジニアリング  TPEC-RC

1328 株式会社　丸信  丸信

1329 株式会社みんなの銀行  みんなの銀行

1330 株式会社オリノス  オリノス

1331 株式会社テクノプロ テクノプロIT福岡支店 テクノプロIT福岡支店

1332 行政システム九州株式会社  行政システム九州㈱

1333 久留米商工会議所  久留米商工会議所

1334 西部電機株式会社  西部電機（株）

1335 東京海上日動事務アウトソーシング株式会社 福岡センター TMO福岡センター

1336 日本電気通信システム 福岡事業所 NCOS・福岡

1337 ノーリツ労働組合 九州BL ノーリツ労働組合_九州BL

1338 バンビーノ福祉会  バンビーノ

1339 富士測量設計（株）  富士測量設計

1340 三井住友海上あいあい生命保険(株)  九州西南営業部　業務営推G MSA生命　西南／業営G

1341 薬学ゼミナール  薬ゼミ

1342 鹿島市役所  総務課 カシマソーム

1343 さが桜マラソン大会事務局  さが桜マラソン大会事務局

1344 三井住友海上あいおい生命株式会社 佐賀生保支社 MSA生命　佐賀生保

1345 医療法人徳洲会 長崎北徳洲会病院 長崎北徳洲会病院

1346 株式会社トモダ  トモダ

1347 株式会社オリエントアイエヌジー  オリエントアイエヌジー

1348 川棚町役場  川棚町役場

1349 九州液化瓦斯福島基地株式会社  九液

1350 旭栄産業株式会社  旭栄産業株式会社

1351 社会医療法人春回会  社会医療法人春回会

1352 社会福祉法人　優輝会  恵珠苑

1353 社会医療法人春回会　出島病院 出島病院 出島ウォーカー

1354 長崎県庁  長崎県庁

1355 久建設　株式会社  久建設

1356 不動設計株式会社  総務課 不動設計総務課

1357 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 長崎生保支社 ＭＳＡ生命長崎生保支社

1358 医療法人社団聖和会  聖和会

1359 KSPA  施設管理 ＫSPA施設

1360 トランスコスモス株式会社 BPOC熊本 トランスコスモス熊本

愛媛県

香川県

徳島県

福岡県

高知県

佐賀県

長崎県

熊本県
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1361 人吉農芸学院  人吉農芸学院

1362 三井住友海上あいおい生命保険株式会社  熊本生保支社 MSA生命　熊本生保支社

1363 有限会社　蔵光企業  味の波止場

1364 南九州市役所  総務課 南九州市役所総務課

1365 南九州市役所  財政課 南九州市役所財政課

1366 南九州市役所  企画課・新庁舎建設推進課 南九州市役所企画・新庁舎

1367 南九州市役所  まちづくり推進課 南九州市役所まちづくり推進課

1368 南九州市役所  防災安全課 南九州市役所防災安全課

1369 南九州市役所  知覧特攻平和会館 南九州市役所知覧特攻平和会館

1370 南九州市役所  税務課 南九州市役所税務課

1371 南九州市役所  収納対策課 南九州市役所収納対策課

1372 南九州市役所  市民生活課 南九州市役所市民生活課

1373 南九州市役所  健康増進課 南九州市役所健康増進課

1374 南九州市役所  福祉課 南九州市役所福祉課

1375 南九州市役所  長寿介護課 南九州市役所長寿介護課

1376 南九州市役所  農政課 南九州市役所農政課

1377 南九州市役所  耕地林務課 南九州市役所耕地林務課

1378 南九州市役所  茶業課 南九州市役所茶業課

1379 南九州市役所  畜産課 南九州市役所畜産課

1380 南九州市役所  商工観光課 南九州市役所商工観光課

1381 南九州市役所  建設課 南九州市役所建設課

1382 南九州市役所  都市政策課 南九州市役所都市政策課

1383 南九州市役所  水道課 南九州市役所水道課

1384 南九州市役所  頴娃支所 南九州市役所頴娃支所

1385 南九州市役所  知覧支所・選管 南九州市役所知覧支所・選管

1386 南九州市役所  川辺支所 南九州市役所川辺支所

1387 南九州市役所  会計課 南九州市役所会計課

1388 南九州市役所  議会・監査事務局 南九州市役所議会・監査事務局

1389 南九州市役所  農委事務局 南九州市役所農委事務局

1390 南九州市役所  教育総務課 南九州市教育委員会教育総務課

1391 南九州市役所  学校教育課 南九州市教育委員会学校教育課

1392 南九州市役所  社会教育課 南九州市教育委員会社会教育課

1393 南九州市役所  保健体育課 南九州市教育委員会保健体育課

1394 南九州市役所  学校給食センター 南九州市教育委員会学校給食Ｃ

1395 南九州市役所  南薩介護 南薩介護保険事務組合

1396 南九州市役所  南薩衛生管理組合 南薩地区衛生管理組合

1397 出水市役所  出水市役所

1398 指宿市役所  指宿市役所

1399 NPO法人ウェルスポ鹿屋  ウェルスポ鹿屋

1400 株式会社 スターゼンミートプロセッサー阿久根工場 阿久根工場 SMP阿久根

1401 株式会社ダイナム 鹿児島鹿屋店 ダイナム鹿児島鹿屋店

1402 鹿児島県民総合保健センター 県民健康プラザ健康増進センター 健プラ

1403 鹿児島市スポーツ振興協会  鹿児島市スポーツ振興協会

1404 鹿屋市役所  鹿屋市役所

1405 鹿屋食肉衛生検査所  鹿屋食検

1406 株式会社エー・ジェー・シー  エー・ジェー・シー

1407 九州化工株式会社  九州化工

1408 九州電力送配電株式会社 鹿屋配電事業所 九電送配鹿屋

1409 県民健康プラザ健康増進センター 健康増進センター ケンプラ

1410 国立大学法人鹿屋体育大学  鹿屋体育大学

1411 小鹿酒造株式会社  小鹿酒造株式会社

1412 志布志市  学校教育課 志布志市学校教育課

1413 志布志市役所  教育委員会生涯学習課 志布志市生涯学習課

1414 志布志市役所  議会事務局 志布志市議会事務局

1415 社会福祉法人　鹿児島市社会事業協会  鹿児島市社会事業協会

1416 社会福祉法人　百合砂  ユリサ

1417 大海酒造株式会社  大海酒造

1418 東串良町役場  東串良町役場

1419 ホテル大蔵  ウォーカー大蔵

1420 三井住友海上あいおい生命保険株式会社  鹿児島生保支社 MSA生命　鹿児島生保

1421 南九州市役所  南九州市役所

1422 南さつま市役所  教育委員会 南さつま市「いろは歌」チーム

1423 南さつま市役所  総務企画部 南さつま市「きんかん」チーム

熊本県

鹿児島県
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1424 南さつま市役所  市民福祉部 南さつま市「長命草」チーム

1425 南さつま市役所  産業おこし部 南さつま市「サンディー」チーム

1426 南さつま市役所  建設部 南さつま市「サイクル」チーム

1427 南さつま市役所 笠沙支所 南さつま市「たかえび」チーム

1428 南さつま市役所 大浦支所 南さつま市「くじら」チーム

1429 南さつま市役所 坊津支所 南さつま市「がんじん」チーム

1430 南さつま市役所 金峰支所 南さつま市「金峰米」チーム

1431 南さつま市役所 消防本部 南さつま市「レスキュー」チーム

1432 有限会社　野元商店  ノモショウ

1433 有限会社船場建装  有限会社船場建装

大分県 1434 株式会社Ruby開発  Ruby開発

宮崎県 1435 ラピスセミコンダクタ株式会社  健康づくり委員会 ラピス健康づくり

1436 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社  CC事業部沖縄 CC事業部沖縄

1437 石垣市役所  石垣市役所

1438 糸満市役所  糸満市役所

1439 おきぎん証券株式会社  おきぎん証券

1440 おきぎんビジネスサービス株式会社  おきぎんビジネスサービス㈱

1441 沖縄味の素株式会社  沖縄味の素

1442 沖縄セントラル病院  沖縄セントラル病院

1443 株式会社おきぎんエス・ピー・オー  おきぎんエス・ピー・オー

1444 株式会社おきぎん経済研究所  おきぎん経済研究所

1445 株式会社おきぎんジェーシービー  おきぎんジェーシービー

1446 株式会社おきぎんリース  株式会社おきぎんリース

1447 株式会社沖縄銀行  沖縄銀行

1448 宜野湾市役所  宜野湾市役所

1449 美ら島債権回収株式会社  美ら島債権回収(株)

1450 比謝川行政事務組合 ニライ消防本部 ニライFD

1451 与那原町役場  与那原町役場

沖縄県

鹿児島県


