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イベント概要
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開催期間 2022年5月1日（日）～ 2022年5月31日（火）

企業
エントリー期間

2022年2月22日（火）～ 2022年4月24日（日）

メンバー
エントリー期間

2022年4月1日（金）～ 2021年5月31日（火）

主催 一般財団法人アールビーズスポーツ財団

運営 株式会社アールビーズ

協賛

arbeeeプロジェクトスポンサー：

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、日本航空株式会社、日本新薬株式会社

さつきラン＆ウォーク2022スポンサー：

ゼビオホールディングス株式会社

後援

経済産業省、スポーツ庁、北海道新聞社、東奥日報社、デーリー東北新聞社、秋
田魁新報社、岩手日報社、山形新聞社、河北新報社、福島民報社、茨城新聞社、
下野新聞社、上毛新聞社、埼玉新聞社、千葉日報社、神奈川新聞社、山梨日日新
聞社、静岡新聞社、信濃毎日新聞社、新潟日報社、岐阜新聞社、北日本新聞社、
北國新聞社、福井新聞社、京都新聞社、奈良新聞社、神戸新聞社、山陽新聞社、
中国新聞社、新日本海新聞社、山陰中央新報社、徳島新聞社、四国新聞社、愛媛
新聞社、高知新聞社、西日本新聞社、佐賀新聞社、長崎新聞社、熊本日日新聞、
宮崎日日新聞社、南日本新聞社、沖縄タイムス社、琉球新報社

種目
・ウォーキングの部：法人/事業所/部署の歩数

・ランニングの部：法人/事業所/部署の走行距離

参加費 無料

参加資格

１．営利法人、非営利法人、公的法人に所属する社員・職員

２．参加単位は「法人全体」または「事業所ごと」または「部署ごと」

３．ランニングの部、ウォーキングの部、共に5名以上

計測アプリ
ウォーキングの部：「スポーツタウンWALKER」

ランニングの部 ：「TATTA」



参加企業数・参加者数
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参加企業数

1,451法人/事業所/部署

参加人数

＜企業対抗戦：26,216名＞

ウォーキングの部：21,274名
ランニングの部 ：4,942名

＜個人戦：161,012名＞

ウォーキングの部：130,992名
ランニングの部 ：30,020名

＜1DAYチャレンジ：8,490名＞

ウォーキングの部：2,578名
ランニングの部 ：5,912名

合計：195,718名

＜前回参加企業数＞

1,157法人/事業所

＜前回参加人数＞

企業対抗戦：22,785名
個人戦：89,240名

合計：112,025名



参加企業データ
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北海道 49 3.38%

青森県 9 0.62%

岩手県 9 0.62%

宮城県 10 0.69%

秋田県 15 1.03%

山形県 39 2.69%

福島県 57 3.93%

茨城県 9 0.62%

栃木県 51 3.51%

群馬県 31 2.14%

埼玉県 29 2.00%

千葉県 25 1.72%

東京都 331 22.81%

神奈川県 61 4.20%

新潟県 5 0.34%

富山県 2 0.14%

石川県 10 0.69%

福井県 180 12.41%

山梨県 5 0.34%

長野県 18 1.24%

岐阜県 6 0.41%

静岡県 136 9.37%

愛知県 35 2.41%

三重県 8 0.55%

滋賀県 4 0.28%

京都府 12 0.83%

大阪府 64 4.41%

兵庫県 44 3.03%

奈良県 6 0.41%

和歌山県 0 0.00%

鳥取県 2 0.14%

島根県 3 0.21%

岡山県 6 0.41%

広島県 16 1.10%

山口県 6 0.41%

徳島県 7 0.48%

香川県 4 0.28%

愛媛県 10 0.69%

高知県 5 0.34%

福岡県 22 1.52%

佐賀県 3 0.21%

長崎県 13 0.90%

熊本県 6 0.41%

大分県 1 0.07%

宮崎県 1 0.07%

鹿児島県 70 4.82%

沖縄県 16 1.10%

総計 1451 100.00%

652

350

449

法人 事業所 部署



企業対抗戦 結果

ウォーキングの部

ランニングの部

ランニングの部

ウォーキングの部
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1位
日酒販(東京都)

29,576歩/日(6人)

2位
メイプルケア大宮デサービス(福井県)

26,741歩/日(6人)

3位
(有)ハイライフサポート(神奈川県)

25,328歩/日(13人)

4位
RBO　C4部(東京都)

22,882歩/日(10人)

5位
NTTデータSMS健康推進室(東京都)

20,621歩/日(5人)

6位
IHIBS富岡(群馬県)

19,183歩/日(6人)

7位
テーブルランド(長野県)

18,180歩/日(11人)

8位
オナガメガネ(福井県)

17,901歩/日(5人)

9位
エムエム建材西日本　広島支店(広島県)

17,885歩/日(6人)

10位
ひかり歯科クリニック(千葉県)

17,692歩/日(34人)

11.8%

23.8%

25.2%

17.2%

9.8%

4.9%

7.2%
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15001～

(歩)

1人あたりの平均歩数/日
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30.7%

30.0%
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0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

～50

51～100

101～150

151～200
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251～300

301～

(km)
1人あたりの月間距離

※途中参加の場合も÷31日で1日あたりの平均歩数を計算

1位
タイガース(兵庫県)

513.35km(10人)

2位
北海道ぎょれん(北海道)

447.73km(10人)

3位
広島県庁ランニングクラブ(広島県)

442.09km(7人)

4位
ミヤザキスポーツ(北海道)

424.58km(7人)

5位
FATEC(栃木県)

409.94km(7人)

6位
ぷらう(北海道)

396.09km(6人)

7位
村樫石炭工業(栃木県)

374.12km(5人)

8位
富士通川崎(神奈川県)

373.65km(14人)

9位
NTTデータSMS健康推進室(東京都)

367.27km(7人)

10位
海自　大湊水中処分隊(青森県)

358.00km(8人)



表彰

■表彰状
法人/事業所/部署の総歩数・総走行距離にて5つ星認定

＜星獲得の数値＞

＜対象企業＞

・ウォーキングの部
★★★★★：０
★★★★ ：８法人/事業所/部署
★★★ ：25法人/事業所/部署
★★ ：208法人/事業所/部署
★ ：329法人/事業所/部署

・ランニングの部
★★★★★：０
★★★★ ：３法人/事業所/部署
★★★ ：７法人/事業所/部署
★★ ：181法人/事業所/部署
★ ：136法人/事業所/部署
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エントリー計 1 5 4 , 8 4 4 名

参加者データ・ウォーキングの部

居住地

個人戦 3位入賞者

平均値：219,884歩（7329歩/日）

※歩行データがない方は含めず
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1位
ミツーヤ

(福井県)

月間走行距離 3,503,858

2位
レヴォyou

(47歳・男性・愛知県)

月間走行距離 2,904,193

3位
パキpaki

(52歳・男性・東京都)

月間走行距離 2,366,871

北海道 3485 3.3%

青森県 570 0.5%

岩手県 914 0.9%

宮城県 997 0.9%

秋田県 950 0.9%

山形県 2793 2.6%

福島県 2041 1.9%

茨城県 2034 1.9%

栃木県 2486 2.3%

群馬県 1523 1.4%

埼玉県 5909 5.6%

千葉県 4494 4.2%

東京都 20842 19.7%

神奈川県 7726 7.3%

新潟県 736 0.7%

富山県 354 0.3%

石川県 770 0.7%

福井県 5273 5.0%

山梨県 1272 1.2%

長野県 1688 1.6%

岐阜県 1462 1.4%

静岡県 3262 3.1%

愛知県 4252 4.0%

三重県 1711 1.6%

滋賀県 557 0.5%

京都府 1658 1.6%

大阪府 5430 5.1%

兵庫県 3279 3.1%

奈良県 837 0.8%

和歌山県 188 0.2%

鳥取県 164 0.2%

島根県 473 0.4%

岡山県 576 0.5%

広島県 896 0.8%

山口県 1229 1.2%

徳島県 619 0.6%

香川県 388 0.4%

愛媛県 1304 1.2%

高知県 561 0.5%

福岡県 3646 3.4%

佐賀県 482 0.5%

長崎県 644 0.6%

熊本県 698 0.7%

大分県 326 0.3%

宮崎県 293 0.3%

鹿児島県 2583 2.4%

沖縄県 1442 1.4%

58.6%
41.4%

性別

男性 女性

9.3%

14.0%

26.9%33.1%

13.5%

3.2%
年代

~20代 30代 40代 50代 60代 70代~

17.4%

23.2%

22.1%

15.1%

9.5%

5.1%

2.9%

1.7%

3.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

~2500

2501~5000

5001~7500

7501~10000

10001~12500

12501~15000

15001~17500

17501~20000

20001~

(歩)
平均歩数/日

※途中参加の場合も÷31日で1日あたりの平均歩数を計算

月間総歩数

月間総歩数

月間総歩数



エントリー計 4 0 , 8 7 4名

参加者データ・ランニングの部

北海道 1317 6.2%

青森県 185 0.9%

岩手県 268 1.3%

宮城県 468 2.2%

秋田県 133 0.6%

山形県 309 1.4%

福島県 300 1.4%

茨城県 471 2.2%

栃木県 285 1.3%

群馬県 307 1.4%

埼玉県 1095 5.1%

千葉県 932 4.4%

東京都 2281 10.7%

神奈川県 1585 7.4%

新潟県 294 1.4%

富山県 232 1.1%

石川県 456 2.1%

福井県 359 1.7%

山梨県 91 0.4%

長野県 412 1.9%

岐阜県 290 1.4%

静岡県 617 2.9%

愛知県 1493 7.0%

三重県 365 1.7%

滋賀県 225 1.1%

京都府 472 2.2%

大阪府 1185 5.6%

兵庫県 936 4.4%

奈良県 220 1.0%

和歌山県 112 0.5%

鳥取県 104 0.5%

島根県 117 0.5%

岡山県 283 1.3%

広島県 288 1.3%

山口県 236 1.1%

徳島県 236 1.1%

香川県 124 0.6%

愛媛県 268 1.3%

高知県 125 0.6%

福岡県 766 3.6%

佐賀県 117 0.5%

長崎県 109 0.5%

熊本県 250 1.2%

大分県 94 0.4%

宮崎県 75 0.4%

鹿児島県 230 1.1%

沖縄県 174 0.8%

居住地

個人戦 3位入賞者

平均値：146.5km

※走行データがない方は含めず
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80.1%

19.9%

性別

男性 女性

3.1%

10.6%

34.1%37.6%

12.6%

1.9%

年代

~20代 30代 40代 50代 60代 70代~

1位
カトルス

(39歳)

月間走行距離 3058.37km

2位
まあの助

(54歳・男性・兵庫県)

月間走行距離 1323.47km

3位
ゆうそうパパ

(男性・東京都)

月間走行距離 1275.03km

20.8%

20.8%

19.7%

13.1%

10.1%

5.5%

4.2%

2.1%

1.4%

0.8%

1.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

~50

51~100

101~150

151~200

201~250

251~300

301~350

351~400

401~450

451~500

501~

(km) 月間走行距離



参加者特典

■協賛社様クーポン

ゼビオホールディングス株式会社様（スーパースポーツゼビオ・ヴィクトリア）

＜ランニング＞
・参加者全員クーポン配信（TATTA）
・走行距離別クーポン配信（TATTA）

＜ウォーキング＞
・参加者全員クーポン配信（スポーツタウンWALKER）
・歩数別クーポン配信 （スポーツタウンWALKER）

TATTA スポーツタウンWALKER
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■協賛社様特典

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社様

参加者の中から抽選で100名様に「かわうち君カレー」ご提供

日本航空株式会社様

参加者の中から抽選で10名様に「JALオリジナルグッズ」ご提供

協賛社様特典



参加者特典

■デジタルギフトの毎日抽選
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最大1万円分のデジタルギフト（ギフティボックス）が合計500名様に
当たるキャンペーンを「さつきラン＆ウォーク2022 企業対抗戦」の
開催期間（5月1日～5月31日）毎日実施。

■ランナーズオリジナル商品

早期エントリー者限定特典

4月1日～4月30日までにエントリーした方の中からランナーズオリジナル商品を抽選で20名様にご提供。

＋チャレンジ企画限定特典

「さつき＋チャレンジ」（大人の全力走・東海道五十三次バーチャルウォーク・10days 山手線一周バーチャル
ウォーク・10days 山手線一周バーチャルウォーク・さつきサイクリングチャレンジ）に参加した方の中から、
抽選で各イベント5名様にご提供。



広報・PR 自社メディア

月刊ランナーズ5月号 記事

■広告
月刊ランナーズ4月号
月刊ランナーズ5月号
月刊ランナーズ6月号
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媒体名 取組内容

月刊ランナーズ 4月号、5月号、6月号での広告掲載、5月号での記事掲載

RUNNET バナー掲載（2/24－5/31）＊PC・スマホ R-bies通信・ランナーズonline

RUNNET channel YouTube配信番組「RUNNET Live」での紹介

メール
RUNNET会員向けDM配信
（3/16、23、4/1、2、15、16、18、28、5/12、23、6/3）

アプリ PUSH通知（TATTA、スポーツタウンWALKER）

月刊ランナーズ8月号 記事



広報・PR

公式サイトトップページ

arbeee.net 公式サイト
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公式サイト トピックス

自社メディア（イベント公式サイト）

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社様
参加特典紹介ページ

ゼビオホールディングス株式会社様
参加特典紹介ページ 日本航空株式会社様 参加特典紹介ページ



広報・PR 自社メディア（RUNNET）

RUNNET バナー

RUNNET R-bies通信
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RUNNET LINE



広報・PR PR動画・参加企業意気込み動画
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広報・PR SNS広告・バナー広告
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Facebook広告

Yahoo!バナー広告掲載

日本の人事部
バナー広告掲載



広報・PR 新聞広告

日本経済新聞広告ランニング特集5段
1月27日

日本経済新聞広告 3月22日 北海道新聞 3月29日
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上毛新聞 5月19日

北海道新聞 4月2日,8日,12日,14日,15日 福島民報 4月14日

上毛新聞 6月15日

NO. 新聞名 掲載 体裁

1 日本経済新聞 1月27日 モノクロ

2 日本経済新聞 3月22日 カラー

3 北海道新聞 3月29日・4月2日・4月8日・4月14日 モノクロ

4 北海道新聞(生活情報版) 4月12日・4月15日 モノクロ

5 福島民報 4月14日 カラー

6 上毛新聞 5月19日・6月15日 カラー



広報・PR WEBメディア・新聞記事

福島民報 4月3日
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NO. 新聞名 掲載

1 福島民報 4月3日朝刊、5月17日、5月20日、5月24日

2 福島民報　いわき・相双 5月27日

3 福島民報　会津 5月27日

4 福島民報　郡山 5月27日

5 福島民報　県南 5月27日

6 福島民報　相双・いわき 5月27日

7 福島民報　福島・県北 5月27日

8 福島民報　ワイド 5月31日

PRTIMES 2月22日

配信元 掲載メディア 掲載日

PRTIMES
朝日新聞デジタル＆・読売新聞オンライン・時事ドットコム
東洋経済オンライン他 計30 メディア

2月22日・23日

■WEBメディア

■新聞記事

～
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福島民報 福島・県北 5月27日

福島民報 相双いわき 5月27日福島民報 県南 5月27日福島民報 郡山 5月27日

福島民報 ワイド 5月31日

広報・PR 新聞記事

福島民報 会津 5月27日

福島民報 いわき相双 5月27日福島民報 5月24日福島民報 5月20日福島民報 5月17日



広報・PR 参加企業・参加者への広報

パンフレット

20

チラシポスター

■ポスター・チラシ配布

オクトーバー・ラン＆ウォーク2021参加345自治体すべてに配布
全国32か所のランステ（シャワー施設）に配布
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広報・PR 参加企業・参加者への広報

メンバーエントリー参加ガイドブック
＜ウォーキングの部＞

メンバーエントリー参加ガイドブック
＜ランニングの部＞

個人戦参加ガイドブック
＜ランニングの部＞

個人戦参加ガイドブック
＜ウォーキングの部＞

スポーツタウンWALKER
インストール手順説明動画

＜iOS版＞

スポーツタウンWALKER
インストール手順説明動画

＜Android版＞

TATTA
インストール手順説明動画

メンバーエントリーガイド
（動画バージョン）

メンバーエントリーガイド
（動画バージョン）



＋チャレンジ企画

■参加者数

・大人の全力走～5km NO.1決定戦 ：306名
・東海道五十三次バーチャルウォーク ：5,787名
・10days 山手線一周バーチャルウォーク ：3,872名
・10days フルマラソンチャレンジ ：21,846名
・さつきサイクリングチャレンジ ：5,354名

「さつきラン＆ウォーク2022 企業対抗戦」の開催期間中に＋チャレンジな企画
「さつき＋チャレンジ」を開催。

予選会をオンラインで開催、上位者をリアル決勝戦
（5月15日（日）国立競技場）へ招待

22



連携企画

5月15日（日）に国立競技場でEKIDENN&リレーフェスティバル開催。
EKIDENの部では「コーポレートの部」を設定。

23
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北海道 内海産業株式会社北海道支店 旭川市役所観光スポーツ交流部スポーツ課 味の素食品北海道㈱ 厚田みよし園 医療法人徳洲会
札幌東徳洲会病院 岩内海陸資源部 THE WESTIN RUSUTSU RESORT 置戸町役場 オリンポス債権回収株式会社 株式会社ぷらう 株式会
社大丸松坂屋百貨店大丸札幌店 株式会社つうけんアクト 株式会社北海道朝日航洋 亀田シーリング 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 北見市役所 株式会社クリエイティブ・コンサルタント 山藤三陽印刷株式会社 三洋興熱株式会社 三葉製菓
株式会社 社会医療法人仁陽会西岡第一病院 社会福祉法人栄和会 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会 損害保険ジャパン株式会社 北海
道サポート課 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 刀圭会グループ 苫小牧市 苫小牧商工会議所 総務課トランス
コスモス株式会社 BPOC札幌 名寄商工会議所 中富良野町役場 有限会社ナカヤス自動車帝国 名寄市役所 日本電気通信システム（株）
札幌事業所 日本郵便株式会社 北海道支社人事部 日本デジタルデザイン株式会社北海道支社 ノーリツ労働組合北海道BL 函館市立五稜
郭中学校 函館税関 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 富国生命保険相互会社 札幌支社 北海道
味の素（株） 北海道漁業協同組合連合会 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 北海道庁 ゼロカーボン推進局 北海道文化放送（株）
北海道ポラコン株式会社 有限会社ガーディアン美警 有限会社ミヤザキ

青森県 一般社団法人青森県臨床工学技士会 ＯＬＥＤ青森株式会社 海上自衛隊 大湊先任伍長室 海上自衛隊多用途支援艦すおう 海上
自衛隊大湊水中処分隊 水中処分隊 サントリー酒類株式会社青森支店 特定非営利活動法人六ヶ所村スポーツ協会 社会福祉法人秋葉会彩
香園 むつ小川原石油備蓄株式会社

岩手県 株式会社北日本朝日航洋 株式会社佐々木組 北上市役所 遠野市役所 花巻市役所 平泉町 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 民泊飛来住 有限会社ビック・エム

宮城県 内海産業株式会社 東北支店 奥州秋保温泉蘭亭 株式会社ボディプラスインターナショナル 気仙沼市役所 タキゲン製造株式会社
仙台支店 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 東北医科薬科大学病院 放射線部 東洋ワークセキュリティ株式会社
ノーリツ労働組合東北BL 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

秋田県 医療法人あけぼの会 大館市役所 男鹿市役所 観光文化スポーツ部 奥山ボーリング株式会社 株式会社秋田住宅流通センター 株
式会社杉貞石材 株式会社ハチヨウ 株式会社吉田産業大館支店 株式会社エコリサイクル 株式会社サノ 損害保険ジャパン株式会社秋田
支店 大館支社 東北電力株式会社秋田県北営業所 北陽工業株式会社 有限会社 安田保険システム 横手市役所

山形県 ＮＥＣパーソナルコンピュータ株式会社米沢事業場 HMTシステムエンジンニアリング株式会社 AGCディスプレイグラス米沢株式
会社 SHプレシジョン株式会社 NPO法人元気王国 尾花沢市役所 株式会社エービーエム 株式会社グリーンシステム 株式会社コステ
ム 株式会社小松写真印刷 株式会社菅原工務所 ㈱スマートライフ 株式会社マイ・コンピュータ・ソフト 株式会社ミウラルーフサービ
ス 株式会社ＹＣＣ情報システム 株式会社 ト一屋 株式会社TTKエンジ山形 河北町役場 上山市 旭平硝子加工株式会社米沢事業所
公益財団法人 米沢上杉文化振興財団伝国の杜 斎藤マシン工業(株) 酒田市上下水道部 上下水道部 酒田市役所 酒田天然ガス株式会社
社会福祉法人松風会特別養護老人ホームたかはた荘 株式会社治郎兵衛 新庄市役所 高畠町役場 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 東北電力ネットワーク株式会社米沢電力センター 日本刃物株式会社 ミユキ精機株式会社 営業部 山形県置
賜総合支庁山形県置賜総合支庁 山形精研株式会社 山形パナソニック株式会社 米沢市役所 米沢商工会議所 龍州学園

福島県 （株）IHIビジネスサポート相馬事業所 ALSOK福島株式会社 医療法人辰星会 株式会社有明 株式会社尾形製作所 株式会社ケ
ンオリ 営業部 株式会社セレスポ福島支店 株式会社福島新聞販売センター 株式会社福島民報社 広告局第一営業部 株式会社福島民報社
広告局第二営業部 株式会社三宅新聞店 掛田販売センター 公益財団法人 須賀川市スポーツ振興協会 公益財団法人福島県労働保健セン
ター 公立岩瀬病院 榊新聞店 須賀川市役所須賀川市役所 高橋新聞店 東芝プレシジョン株式会社 人事総務部 東北電力株式会社福島
支店 東北電力株式会社白河営業所 東北電力（株）福島発電技術センター 東北電力株式会社いわき営業所 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 東北電力株式会社会津若松支社 東北電力株式会社いわき発電技術センター 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 東北電力ネットワーク株式会
社相双電力センター 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株式会社福島
電力センター 東北電力ＮＷ株式会社いわき電力センター 日東紡績株式会社福島工場 福島ゴム株式会社 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 福島市役所 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 福島スバル自動車株式会社
会津店 福島スバル自動車株式会社白河店 福島トヨタ自動車株式会社 福島民報社 株式会社福島民報社 広告管理部 福島民報社 広告局
企画推進部 福島民報社会津若松支社 福島民報社いわき支社いわき支社 福島民報社郡山本社 営業部 毎日民報梁川販売センター 三春
町役場 矢吹町役場 矢祭町役場 有限会社井上新聞店 有限会社岩瀬新聞店 有限会社佐藤新聞店 有限会社杉山新聞店 有限会社高橋新
聞店 有限会社常磐中央 環境省福島地方環境事務所

茨城県 医療法人社団慶仁会 小美玉市役所 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 社
会福祉法人 新世会いくり苑 つくば市役所 取手市役所 メークス株式会社 メディカルサーブ株式会社 守谷市役所守谷市役所

栃木県 栃木トヨタ自動車株式会社 栃木トヨタ自動車株式会社 新町店 栃木トヨタ自動車株式会社 泉が丘店 栃木トヨタ自動車株式会社
岩曽店 栃木トヨタ自動車株式会社 駒生店 栃木トヨタ自動車株式会社 鹿沼店 栃木トヨタ自動車株式会社 簗瀬店 栃木トヨタ自動車株
式会社 横田店 栃木トヨタ自動車株式会社 真岡店 栃木トヨタ自動車株式会社 矢板店 栃木トヨタ自動車株式会社 那須烏山店 栃木トヨ
タ自動車株式会社 足利店 栃木トヨタ自動車株式会社 朝倉＋U朝倉店 栃木トヨタ自動車株式会社 佐野＋U佐野店 栃木トヨタ自動車株式
会社 粟宮店 栃木トヨタ自動車株式会社 喜沢店 栃木トヨタ自動車株式会社 栃木店 栃木トヨタ自動車株式会社 壬生店 栃木トヨタ自動
車株式会社 黒磯店 栃木トヨタ自動車株式会社 西那須野店 栃木トヨタ自動車株式会社 日光店 栃木トヨタ自動車株式会社 本社ＢＰセン
タ 栃木トヨタ自動車株式会社 北ＢＰセンター 栃木トヨタ自動車株式会社 南ＢＰセンター 栃木トヨタ自動車株式会社 VW栃木中央 栃
木トヨタ自動車株式会社 VW西那須野 栃木トヨタ自動車株式会社 ＬＸ宇都宮北 栃木トヨタ自動車株式会社 UCインターパーク店 栃木ト
ヨタ自動車株式会社 UC小山店 栃木トヨタ自動車株式会社 UC西那須野店 栃木トヨタ自動車株式会社 UCつるた店 栃木トヨタ自動車株
式会社 営業本部 栃木トヨタ自動車株式会社 管理本部 エス・トータルサポート株式会社 小山市役所 株式会社アレックス 株式会社エ
フ・エー・エス 株式会社ＳＵＢＡＲＵ航空宇宙カンパニー 株式会社ビッグ・ビー ケアハウスジョイナス長岡 小玉産業株式会社 サッ
ポロビール株式会社那須工場 佐野市役所 塩谷町役場 SUBARU 航空宇宙C(宇都宮・半田・木更津) 天明小学校 栃木商工会議所 日本
プロテイン株式会社 フィリップ証券株式会社足利支店 富士エアロスペーステクノロジー株式会社 村樫石灰工業株式会社

群馬県 (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 (株）IHIエアロスペース 役員 総務部 人事部
(株）IHIエアロスペース 財務部・内部監査室 (株）IHIエアロスペース 調達管理部 (株）IHIエアロスペース 営業部

都道府県別参加企業一覧
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(株）IHIエアロスペース宇宙開発利用技術部 (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 (株）IHIエアロスペース 基盤技術
部 (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 (株）IHIエアロスペース 実験部 (株）IHIエアロスペース
生産センター事務所(株）IHIエアロスペース 生産センター A・B職区 (株）IHIエアロスペース 生産センター C・D・E職区 (株）IHIエアロ
スペース 生産センター F・工務グループ (株）IHIエアロスペース 生産センター 品質保証部 医療法人社団美心会黒沢病院 株式会社アイ
・ディー・エー 株式会社IHIエアロスペース・エンジニアリング （株）IHIビジネスサポート富岡事業所 株式会社上毛新聞社 株式会社ＳＵ
ＢＡＲＵ群馬製作所 株式会社野口製作所 株式会社ミヤマ電子 株式会社国定電機 株式会社JIMRO 株式会社ビズクリエイト 桐生建設株
式会社 栗原レントゲン株式会社 GTG サンヨー食品株式会社 みなかみ町

埼玉県 株式会社ムービング 三郷センター 朝日ヘリコプター株式会社 伊藤超短波株式会社 内海産業株式会社 北関東支店 小川町役場
株式会社イメージャー 株式会社JMT 株式会社DNP書籍ファクトリー 株式会社ビルメン 株式会社ホンダカーズ埼玉 株式会社安川電機入
間事業所 学校法人医学アカデミー薬学ゼミナール薬ゼミ事業部 株式会社 ムービング 戸田センター 株式会社ムービング車両統括部
株式会社ムービング ソリューション事業本部 株式会社ムービング 施設物流本部 株式会社ムービング ロジスティクス推進本部
株式会社ムービング 企画本部 株式会社ムービング ムービング 株式会社セーフティ・プロ 株式会社ヤオコー 久喜市役所 埼玉医科大学
総合医療センター 埼玉県立高等学校埼玉県立川越女子高等学校 社会福祉法人親愛会 昭和ガス株式会社 トキタ種苗株式会社 ノーリツ労
働組合北関東BL 独立行政法人水資源機構

千葉県 旭市役所 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 医療法人社団ひかり歯科クリニック 印西市役所 大網白里市役所 OGFS 大多喜町役場
株式会社京葉銀行館山支店 海上自衛隊航空補給処 香取市役所 佐倉市役所 山武市役所 館山市役所 税務課 館山市役所企画課 企画課
館山市役所スポーツ課 スポーツ課 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 日本電気通信システム（株）我孫子事業所
日本食研ホールディングス株式会社千葉本社工場 日本大学第一学園千葉日本大学第一高等学校 ノーリツ労働組合東関東BL 房日新聞 編集
部 山崎製パン株式会社デイリーヤマザキ事業統括本部 有限会社マルミスポーツ 有限会社サンフレーム ライフ薬品株式会社

東京都 ノーリツ労働組合高円寺BL mode株式会社 C1部KR課 mode株式会社 C2部HK課 mode株式会社 C2部ON課 mode株式会社
ECソリューション推進部 エムレイス株式会社 キーネットワーク株式会社 C2部MT課 キーネットワーク株式会社 KN部 グレイスコミュ
ニケーションズ株式会社 コミュニケーションデザイン株式会社 シエンプレ株式会社 ビジネスタンク株式会社 C2部NK課 ビジネスタンク
株式会社 ビジネスタンク部1課 ビジネスタンク株式会社 ビジネスタンク部2課 レイアセット株式会社 レイサス株式会社
レイスバックオフィス株式会社 BPO課 レイスバックオフィス株式会社 C4部 レイスバックオフィス株式会社 業務支援課 レイスバック
オフィス株式会社 経理財務課 レイスバックオフィス株式会社 情報システム課 レイスバックオフィス株式会社 総務・法務・労務課レイ
テクソリューションズ株式会社 営業部 レイテクソリューションズ株式会社 業務部 レイテクソリューションズ株式会社 業務部
レイナス株式会社 C2部KW課 レイナス株式会社 C2部NK課 レイノス株式会社 C1部HJ課 レイノス株式会社 C1部TK1課
レイノス株式会社 C1部TK2課 レイノス株式会社 C2部ET課 レイノス株式会社 C2部HJ課 レイノス株式会社 C2部KI課 レイノス株式会
社 C2部NK課レイノス株式会社 C2部OK課 レイノス株式会社 C2部TK1課 レイノス株式会社 C2部TK2課 レイノス株式会社 C2部TK3
課 レイノス株式会社 C2部TS課 レイノス株式会社 C2部ZN課 レイノス株式会社 C3部 レイノス株式会社 スカウト推進部
株式会社ナンバー 組織開発室 株式会社ロンザン C2部SH課 株式会社ロンザンロンザン部 株式会社顧問名鑑 C1部FU課 株式会社顧問
名鑑 C1部KR課 株式会社顧問名鑑 C1部SH課 株式会社顧問名鑑 C1部TT課 株式会社顧問名鑑 C2部FU課 株式会社顧問名鑑 C2部KR
課 株式会社顧問名鑑 C2部KW課 株式会社顧問名鑑 C2部SH課 株式会社顧問名鑑 C2部SN課 株式会社顧問名鑑 C2部TT課
株式会社顧問名鑑 総合業務推進部 株式会社顧問名鑑 総合市場開発部 株式会社事業承継支援 株式会社組織理論 株式会社顧問名鑑 サ
ービス推進部 （株）日立システムズ本社 （株）日立システムズ本社第一別館 （株）日立システムズ本社第二別館 アース製薬株式会社
関東 アース製薬株式会社 アイ・ビー・テクノス株式会社 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 CC部マル
チサポートG東京 CCマル部チサポートG東京 株式会社アイトリガー 朝日航洋株式会社 味の素健康保険組合 アスコープ株式会社
アップデータ株式会社 株式会社アドックインターナショナル アトラスコプコ株式会社 ウォーター・フォー・オール アビックス株式会社
東京営業本部 アルケア株式会社 AMBL株式会社 イー・ビー・ソリューションズ株式会社 一般財団法人日本規格協会 いちよしアセットマ
ネジメント株式会社 医療法人社団あんしん会 四谷メディカルキューブ 医療法人徳洲会武蔵野徳洲会病院 インターリンク株式会社
ヴィーブヘルスケア株式会社 内海産業株式会社 営業推進部 内海産業株式会社 企画部 内海産業株式会社 応援部 内海産業株式会社 東京
第一支店 内海産業株式会社 東京第二支店 内海産業株式会社 南関東支店 エームサービス株式会社 東日本BDS事業本部 エームサービス株
式会社 東日本HSS事業本部 エームサービス株式会社 西日本BDS事業本部 エームサービス株式会社 西日本HSS事業本部 エームサービス株
式会社 関連事業本部 エームサービス株式会社 複合イノベーション事業本部 エームサービス株式会社 RS事業本部 エームサービス株式会
社 営業開発コーポレート エス・エー・エス株式会社 SCSK株式会社 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 ＮＥＣソリューション
イノベータ株式会社 NSK株式会社 株式会社NCネットワーク NTN 東京支社 青梅信用金庫 AuST合同会社 岡三リビック株式会社
オリゾンシステムズ株式会社 株式会社NTTデータフロンティア 経営企画本部 株式会社アールビーズ IHI回転機械エンジニアリング
(株）IHIビジネスサポート本社 株式会社ＩＨＩビジネスサポート販売サービス事業部 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 ㈱ＩＨＩビジネスサポート武蔵事業所 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 株式会社IHIビジネスサポート
東京事業所 株式会社アイリックコーポレーション 株式会社アクティオ 疾風会 株式会社アドバンストラフィックシステムズ 株式会社ア
バン 株式会社アレックスソリューションズ 株式会社ウエルス・スクエア H.U.グループホールディングス株式会社 株式会社エイブル 経営
管理本部 株式会社NSイノベーション 株式会社NTTデータSMS  健康推進室 株式会社NTTデータSMS 株式会社エプコ 株式会社エムテック
株式会社エルテス 株式会社オートバックスセブン 株式会社クレアン KNT-CTホールディングス株式会社 株式会社コンピュータービジネス
株式会社ＣＯＣ 株式会社ジークス 株式会社JR東日本マネジメントサービス 株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ
株式会社シミズ・ビルライフケア 株式会社シモン 株式会社ジャパンユニックス 株式会社スーパーアルプス 株式会社ＳＵＢＡＲＵ東京事
業所 株式会社ＳＵＢＡＲＵ本社 株式会社スポーツITソリューション 株式会社セノン東京第一支社 株式会社タス 株式会社ダブルクロッ
プ 株式会社タムラ製作所 働きがい改革ＰＪ 株式会社DNPファシリティサービス ウェルネス本部 株式会社DNPメディア・アート 株式会
社東芝 人事・総務部人事企画第一室 株式会社トラストバンク 株式会社日本HP 株式会社日本経済社 株式会社バドインターナショナル
株式会社ピーエス三菱 株式会社BOD 株式会社日立アーバンサポート 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
株式会社ビデオリサーチコミュニケーションズ 株式会社ファンベースカンパニー 株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー 株式会社三井住
友銀行 渋谷法人営業第二部 株式会社三菱UFJ銀行 渋谷支店 株式会社メディロム 株式会社山梨中央銀行 東京事務所 株式会社吉田製油所
株式会社LIXIL  ビル施工管理チーム 株式会社ルネサンス 株式会社ローソン 株式会社ロバスト 株式会社ONE COMPATH 海上自衛隊 海目
黒 海上自衛隊補給本部 海上商事株式会社 学校法人國學院大學國學院大學渋谷キャンパス 葛飾区 生涯スポーツ課 葛飾区役所 福祉部西
生活課 兼松株式会社 兼松ペトロ株式会社 株式会社東芝 人事・総務部 総務企画室 株式会社IHI 昭島事務所 株式会社ECOPROP  
株式会社 講談社 株式会社 スポーツビズ 株式会社プレスク 株式会社IHI 瑞穂工場 株式会社アロー （株）ABシステムソリューション
株式会社タニタ 株式会社東芝 府中事業所 総務部 株式会社東芝 府中事業所 株式会社野村総合研究所 カルビー丸の内 京王観光株式会
社 恒栄電設株式会社本社 公益社団法人日本将棋連盟 公立学校共済組合東京支部 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社
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コガソフトウェア株式会社 国立大学法人東京工業大学 コルテバアグリサイエンス日本株式会社 サン電子株式会社 ＪＲ東海東京修繕車
両所 ジェネシスクラウドサービス株式会社 芝信用金庫 シミックホールディングス株式会社 株式会社JALインフォテック 住友ゴム工業
株式会社 住友三井オートサービス株式会社 税理士法人オーケーパートナー ZETA株式会社 石油資源開発株式会社 双日リートアドバイ
ザーズ株式会社 双信商事株式会社 営業企画部 双信商事株式会社 管理部 大興電子通信株式会社 大日本印刷株式会社 MH本部
大日本印刷株式会社 人事本部労務部 大日本印刷健康保険組合 太平洋セメント株式会社 太陽化学株式会社東京本社 高砂香料工業 株式
会社 ダッソー・システムズ株式会社 多摩市役所 TMES株式会社 株式会社デューロ やきとり鶏慶 東海カーボン株式会社 東海旅客鉄
道株式会社 営業本部 東京海上日動事務アウトソーシング株式会社 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
東京海上日動事務アウトソーシング株式会社本社 東京税理士会京橋支部 京橋RC 東京電力エナジーパートナー株式会社 東京都社会保険
労務士会北支部 東京都社会保険労務士会城西統括支部 東京都社会保険労務士会中央支部 東京都社会保険労務士会武蔵野統括支部
東京都社会保険労務士会山手統括支部 東京東信用金庫 東芝ＩＴサービス株式会社多摩南事業所 東芝ITサービス株式会社 第二営業部 第
一担当 東芝システムテクノロジー株式会社 東芝通信インフラシステムズ株式会社 東芝テクニカルサービスインターナショナル株式会社
東芝トランスポートエンジニアリング株式会社 東鉄工業株式会社 東洋通信工業株式会社 長島・大野・常松法律事務所 長瀬産業株式会
社 西商事株式会社 日進電子工業株式会社 日鉄鉱コンサルタント株式会社 日都産業株式会社 日本コンピュータシステム株式会社
日本電気通信システム（株）本社 独立行政法人日本学生支援機構 株式会社日本経済新聞社 日本合成化工株式会社 日本光電工業株式会
社 日本サン石油株式会社 総務部 日本シー・ビー・ケミカル株式会社 CEE-BEE事業部 日本シグマックス株式会社 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 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 日本テレビホールディングス株式会社
日本ハイコム株式会社 日本マイクロソフト株式会社 日本モーゲージサービス株式会社 ニュートリー株式会社東京支店 ノーリツ労働組
合東京BL ノーリツ労働組合西東京BL 野村アセットマネジメント株式会社 野村證券株式会社 野村ビジネスサービス(株)  総務部
野村ビジネスサービス(株)  役員 野村ビジネスサービス(株)  経営企画室 野村ビジネスサービス(株)  人事部・人材開発室 野村ビジネスサー
ビス(株)  業務企画部 野村ビジネスサービス(株)  検査部・業務管理室 野村ビジネスサービス(株)  HRサービス 野村ビジネスサービス(株)  
NAMHRサービス 野村ビジネスサービス(株)  事務代行部 野村ビジネスサービス株式会社 野村プロパティーズ株式会社 パーク２４グルー
プ ピーダブリューアールスポーツ株式会社 ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社 社会福祉法人巣立ち会巣立ちホーム 富士通Japan株式会社
富士テレコム株式会社 プラスロジスティクス株式会社 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 プルデンシャル生
命保険株式会社 株式会社プロネクサス ベース株式会社 株式会社ヘッドロック ヘルスデザイン株式会社 ホーチキ株式会社 ポーラー
エアカーゴ 日本支社 海自市ヶ谷 みずほビジネスパートナー株式会社 三井物産スチール株式会社 三井不動産レジデンシャル株式会社
品質企画部 三菱電機株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 法人支援部 三菱UFJ国際投信株式会社 港区 スポーツ振興係
明治安田生命新宿中央営業部 明治安田ライフプランセンター株式会社 メディアマート株式会社 メトロ設計株式会社 森永乳業株式会社
首都圏支社業務部 森永乳業株式会社 管理センター管理センター 弥生株式会社 ユアサ商事株式会社 ユーディーアイ確認検査株式会社
株式会社ゆりかもめ 運輸部 ライオン株式会社 リフィニティブ・ジャパン株式会社 ルネサスグループ連合武蔵地区支部 YJHプロパティ
ーズ株式会社 日本酒類販売株式会社流通本部流通第七支社（株）日立システムズコーポレート（株）日立システムズ公共・社会
（株）日立システムズＢＣ

神奈川県 味の素食品株式会社本社・技術本部・生産統括部 味の素食品株式会社川崎工場 味の素ファインテクノ株式会社 厚木市役所
アップコン株式会社 アマノ株式会社相模原事業所 アマノ株式会社 医療法人徳洲会介護老人保健施設ゆめが丘 株式会社生駒化学工業
岩井機械工業株式会社 NTT東日本神奈川事業部 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 総務部 総
務部 オン・ジャパン株式会社 株式会社ＩＨＩビジネスサポート 建設事業部 株式会社ＩＨＩビジネスサポートメンテナンス事業部
（株）IHIビジネスサポート横浜事業所 株式会社IHI横浜事業所 株式会社アメイジュ 湘南国際アカデミー 株式会社 加瀬倉庫
株式会社サカタのタネ本社 株式会社ソディック 株式会社 東芝 研究開発センター 株式会社 日立情報通信エンジニアリング 営業部
株式会社ファム 株式会社ローソンストア１００ 海上自衛隊 電磁情報隊 海上自衛隊横須賀音楽隊 音楽科 株式会社アーデントスタッフ
株式会社インフュージョン 株式会社日立システムズエンジニアリングサービス 鎌倉市役所 艦船補給処 サントリー食品インターナショ
ナル株式会社 商開部 ジスクソフト株式会社 システムソリューション事業部 ソフトウエアクリエイション株式会社 第三管区海上保安本
部 茅ヶ崎市役所 東芝ＩＴサービス株式会社 東芝ＩＴサービス株式会社 （一Ｍ三）５Ｇ 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 東芝健康保険組合事務センター 東芝コンピュータテクノロジー株式会社 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 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株式会社 管理部 日産自動車株式会社相模原部品センター
日本ムーグ株式会社 ノーリツ労働組合神奈川BL 野村ビジネスサービス(株)  オペレーション推進部 野村ビジネスサービス(株)  モニタリ
ングサポート部 野村ビジネスサービス(株)  横浜支店 野村ビジネスサービス(株)  横浜馬車道支店 野村ビジネスサービス(株)  厚木支店 ハ
ンジュ株式会社 富士通株式会社川崎工場 ベイヒルズ税理士法人 森永乳業株式会社研究・情報センター 有限会社ハイライフサポート
有限会社ハイライフサポート登戸事業所 横浜国立大学

新潟県 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 医療法人俊榮会 齋藤記念病院 ノーリツ労働組合北信越BL 南魚沼市
役所陸上部 南魚沼市役所

富山県 株式会社アスプコミュニケーションズ 協和ファーマケミカル株式会社

石川県 ＥＩＺＯ株式会社 加賀東芝エレクトロニクス株式会社 株式会社国土開発センター 金沢ターミナル開発株式会社 株式会社根上
シブヤ 税理士法人畠経営グループ 津幡町役場 DIC株式会社北陸工場 能美市 職員互助会 北陸情報産業健康保険組合

福井県 一般財団法人福井県産業会館産業会館 株式会社アイケープラスト あわら市役所 一般財団法人福井県産業会館サンドーム福井
一般社団法人北陸電気保安協会丹南地区本部 越前市役所 大野市役所 スポーツ推進課 オナガメガネ 株式会社ウエキグミ 株式会社長田
工業所 株式会社原子力発電訓練センター ㈱そごう・西武西武福井店 株式会社竹内工務店 株式会社福井銀行 武生エリア 株式会社 福
井新聞社 株式会社ミヤゲン ２９６８Ａ 株式会社ミヤゲン ２９６８Ｂ 株式会社ミヤゲン ２９６８C 株式会社山田修整 株式会社フク
イ工芸 株式会社キハラ 公益社団法人福井県観光連盟 小林電工株式会社 公益財団法人福井県スポーツ協会 公益財団法人 福井県健康
管理協会 一般財団法人北陸電気保安協会福井地区本部 坂井市役所 伸海エンジニアリング株式会社 全国健康保険協会福井支部福井支部
高嶋技研株式会社 敦賀市役所 西田建設株式会社 日本生命保険相互会社福井支社 八田経編株式会社 はりきゅう治療室なかやま鯖江事
業所 広撚株式会社 経営企画室、管理課 福井県 新幹線開業課 福井県福井県工業技術センター 福井県 農業試験場 福井県 こども未来
課 福井県 企業誘致課 福井県 未来戦略課 福井県 創業・経営課 福井県 交流文化部政策推進G 福井県 定住交流課 福井県 道路建設
課 福井県観光誘客課 観光誘客課 福井県教育委員会 保健体育課 福井県交流文化部ブランド課 ブランド課 福井県 ふくい桜マラソン課
福井県庁 スポーツ課 福井県庁 健康政策課 福井県庁 電源地域振興課福井県庁 文化課 福井県庁福井運動公園事務所
福井県庁 安全環境部政策推進グループ 福井県庁園芸振興課 農林水産部園芸振興課 福井県農林水産部政策推進G 福井県農林水産部福井米
戦略課 農林水産部 福井県並行在来線準備株式会社（ハピラインふくい） 福井県美浜町役場 福井県立武道館
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ふくい桜マラソン実行委員会 ＰＲサポーター隊 福井市役所 スポーツ課 福井市役所 教育総務課 福井市役所 生涯学習課 福井市役所 郷
土歴史博物館 福井市役所 しごと支援課 福井市役所 公営競技事務所 福井市役所 農政企画課 福井市役所 林業水産課 福井市役所 有害
鳥獣対策室 福井市役所 農村整備課 福井市役所 園芸センター 福井市役所 中消防署 福井市役所 危機管理課 福井市役所 中央卸売市場
福井市役所 都市整備課 福井市役所 監理課 福井市役所 道路課 福井市役所 都市計画課 福井市役所 環境政策課 福井市役所 河川課
福井市役所 南消防署 福井市役所 公園課 福井市役所 新幹線整備課 福井市役所 足羽山公園事務所 福井市役所 営繕課
福井市役所 東消防署 福井市役所 地域交通課 福井市役所 新クリーンセンター建設事務所 福井市役所 住宅政策課 福井市役所 市営住宅
課 福井市役所 建築指導課 福井市役所 自転車利用推進課 福井市役所 臨海消防署 福井市役所 下水管路課 福井市役所 環境廃棄物対策
課 福井市役所 雨水対策室 福井市役所 情報統計課 福井市役所 収集資源センター 福井市役所 下水施設課 福井市役所 経営管理課 福
井市役所 クリーンセンター 福井市役所 職員課 福井市役所 福祉政策課 福井市役所 文書法制課 福井市役所 上下水道サービス課 福井
市役所 下水施設管理事務所 福井市役所 秘書課 福井市役所 福祉総合相談室 福井市役所 工事検査課 福井市役所 水道管路課 福井市役
所 広報課 福井市役所 生活支援課 福井市役所 技術管理課 福井市役所 総合政策課 福井市役所 出納課
福井市役所 給水管理事務所 福井市役所 障がい福祉課 福井市役所 新幹線プロモーション課 福井市役所 消防総務課 福井市役所 地域包
括ケア推進課 福井市役所 水道施設課 福井市役所 子ども福祉課 福井市役所 予防課 福井市役所 救急救助課 福井市役所 子育て支援課
福井市役所 管制課 福井市役所 東京事務所 福井市役所 保健企画課 福井市役所 まち未来創造課 福井市役所 浄水管理事務所 福井市役
所 保健予防室 福井市役所 保健支援室 福井市役所 生活衛生室 福井市役所 保険年金課 福井市役所 介護保険課
福井市役所 健康管理センター 福井市役所 ワクチン接種推進課 福井市役所 商工振興課 福井市役所 おもてなし観光推進課 福井市役所
文化振興課 福井市役所 一乗谷朝倉氏遺跡事務所 福井市役所 女性活躍促進課 福井市役所 自然史博物館 福井市役所 美術館
福井市役所 財政課 福井市役所 施設活用推進課 福井市役所 契約課 福井市役所 市民税課 福井市役所 資産税課 福井市役所 納税課
福井市役所 市民課 福井市役所 市民サービス推進課 福井市役所 市民協働・ボランティア推進課 福井市役所 簡易水道課 福井市役所 議
会庶務課 福井市役所 議事調査課 福井市役所 学校教育課 福井市役所 保健給食課 福井市役所 青少年課 福井市役所 文化財保護課 福
井市役所 農業委員会事務局 福井市役所 監査事務局 福井市役所 図書館 福井市役所 みどり図書館 福井市役所 桜木図書館
福井商工会議所 株式会社福井新聞ＰＲセンター 保健予防課 保健予防課 南越前町役場 美浜町役場 課長会 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 明林繊維株式会社 有限会社イッセイホーム 吉岡幸株式会社本社 吉岡幸株式会社 機工グループ 吉
岡幸株式会社吉岡幸(株)本社 吉水建機株式会社

山梨県 一般社団法人みどり 株式会社Best 株式会社文理学院山梨甲府 株式会社文理学院山梨郡内 富士吉田市市役所

長野県 いかうろいめのがな 医療法人健救会 柳澤病院 株式会社IHIビジネスサポート松本事業所 株式会社エルハウス 株式会社弘法林
業 株式会社ニシザワ 株式会社日本ピスコ 株式会社ホンダカーズ長野中央 株式会社アイテク システム推進部 全国健康保険協会長野支
部 テーブルランド株式会社 長野県信用組合山ノ内支店 日本無線株式会社 日置電機株式会社 日立Astemo上田株式会社
日立Astemo株式会社東御工場 マルコメ株式会社 ルートインジャパン株式会社

岐阜県 （公財）恵那市体育連盟 岐阜車体工業株式会社 下呂市役所 公益財団法人岐阜県建設研究センター 高山信用金庫下呂支店
養老町

静岡県 味の素食品株式会社静岡工場 アマノ株式会社細江事業所 磐田市役所 小山町役場 株式会社イワサキ経営 株式会社旭洋工業製
作所 株式会社テーイーアール 株式会社ビジネスブレイン太田昭和静岡支店 株式会社平成建設 掛川市役所 株式会社テックプレシジョン
株式会社文理学院山梨 株式会社文理学院静岡中部 株式会社文理学院富士富士宮 株式会社文理学院御殿場地区 河津町役場 杏林堂薬局
伝馬町 杏林堂薬局エキマチ 杏林堂薬局鴨江 杏林堂薬局浜北 杏林堂薬局細江 杏林堂薬局富塚 杏林堂薬局豊田駅前 杏林堂薬局向
宿 杏林堂薬局袋井西田 杏林堂薬局初生 杏林堂薬局笠井 杏林堂薬局天王 杏林堂薬局小豆餅 杏林堂薬局上西 杏林堂薬局引佐 杏
林堂薬局豊田小立野 杏林堂薬局舞阪 杏林堂薬局掛川下垂木 杏林堂薬局佐鳴湖南調剤センター 杏林堂薬局白羽 杏林堂薬局大平台
杏林堂薬局三方原聖隷前 杏林堂薬局磐田市立病院前 杏林堂薬局菊川病院前 杏林堂薬局上岡田 杏林堂薬局袋井旭町 杏林堂薬局西鹿
島駅前 杏林堂薬局労災病院前 杏林堂薬局聖隷住吉病院前 杏林堂薬局西伊場 杏林堂薬局芳川 杏林堂薬局名塚 杏林堂薬局弘済堂薬
局 杏林堂薬局菊川 杏林堂薬局ピーワンプラザ天王 杏林堂薬局新居 杏林堂薬局藤枝清里 杏林堂薬局志都呂 杏林堂薬局掛川葛ヶ丘
杏林堂薬局浜岡 杏林堂薬局瀬名川 杏林堂薬局浜松医療ｾﾝﾀｰ前 杏林堂薬局静岡登呂 杏林堂薬局藤枝青島 杏林堂薬局清水三保 杏林
堂薬局南浅田 杏林堂薬局掛川花鳥園前 杏林堂薬局島田稲荷 杏林堂薬局泉 杏林堂薬局姫街道 杏林堂薬局藤枝田沼 杏林堂薬局城北
杏林堂薬局静岡鷹匠 杏林堂薬局静岡山崎 杏林堂薬局メイワンエキチカ 杏林堂薬局新浜松駅前調剤センター 杏林堂薬局静岡千代田
杏林堂薬局静岡小鹿 杏林堂薬局遠州病院前店 杏林堂薬局高塚調剤センター 杏林堂薬局新津 杏林堂薬局ハーバル薬局 杏林堂薬局於
呂 杏林堂薬局西貝塚 杏林堂薬局焼津与惣次 杏林堂薬局高丘東 杏林堂薬局富士松岡 杏林堂薬局鷲津 杏林堂薬局袋井下山梨 杏林
堂薬局和田 杏林堂薬局富士厚原 杏林堂薬局中郡 杏林堂薬局静岡松富
杏林堂薬局有玉南町 杏林堂薬局上島駅前 杏林堂薬局吉田 杏林堂薬局和合 杏林堂薬局静岡大坪 杏林堂薬局内野 杏林堂薬局アクロ
スプラザ厚原 杏林堂薬局小松 杏林堂薬局新所原駅南 杏林堂薬局静岡草薙 杏林堂薬局小笠 杏林堂薬局鳥之瀬 杏林堂薬局浜松医大
調剤センター 杏林堂薬局富士宮浅間 杏林堂薬局伊左地 杏林堂薬局根洗 杏林堂薬局焼津大住 杏林堂薬局テレビ静岡前
杏林堂薬局ながいずみ中土狩 杏林堂薬局商品本部 杏林堂薬局店舗運営部 杏林堂薬局マーケティング部 杏林堂薬局情報システム部
杏林堂薬局店舗開発部 杏林堂薬局調剤・漢方営業本部 杏林堂薬局健康・医療ネットワーク推進部 杏林堂薬局人事・総務統括本部
杏林堂薬局経理部 杏林堂薬局役員 株式会社杏林堂薬局 杏林堂薬局 商品部 湖西市役所 公益財団法人静岡県予防医学協会 信濃高原食
品株式会社富士小山工場 スズキ株式会社 生産計画部 裾野市役所 東芝テック画像情報システム株式会社 日東富士製粉株式会社静岡工場
浜松市役所 檜工業株式会社 藤枝市役所 北越東洋ファイバー株式会社 営業部 牧之原市 丸善食品工業株式会社富士小山工場 三島市役
所 民宿 聖火 焼津市

愛知県 あいおいニッセイ同和損害保険(株)  MNW ×名自二部 愛知県半田市 内海産業株式会社 名古屋支店 MHIエアロスペースシステム
ズ㈱ (株)IHIビジネスサポート愛知事業所 株式会社エイジェントヴィレッジ 株式会社 東芝中部支社 株式会社 名古屋銀行
株式会社西村不動産鑑定 株式会社ネオレックス カイロ整体ReRIZE日進長久手日進長久手店 株式会社 ミキ 株式会社三栄シリカ 株式
会社創文社 株式会社山田商会 かみやメンタルクリニック 共生印刷株式会社 営業・統括部 共生印刷株式会社 工務・製造部 コーユーレ
ンティア株式会社中部支店 セントラルヘリコプターサービス株式会社 大有建設株式会社 知多市役所 豊川信用金庫 ナトコ株式会社 日
本電気通信システム（株）刈谷事業所 日本トレクス株式会社 管理本部 日本振興株式会社 日本タタコンサルタンシーサービシズ ノーリ
ツ労働組合東海BL ひまわりネットワーク株式会社 フタムラ化学株式会社本社 物産フードサイエンス株式会社 名城ワチャワチャFUN 
Laugh部 森永乳業株式会社中部支社 株式会社八神製作所
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三重県 味の素食品株式会社三重工場 AGF鈴鹿株式会社 株式会社アイ・シー・エス 鈴鹿市役所 東芝ITサービス株式会社 （ＭＳＣ）［二
ＭＳ］（二Ｍ四） 四日市市役所 四日市市役所 健康づくり課 ロート製薬株式会社上野テクノセンター

滋賀県 株式会社TADコーポレーション 株式会社竹屋化学研究所滋賀工場 東洋紡株式会社総合研究所 博善社印刷株式会社

京都府 味見診療所味見診療所 株式会社ウェイグッド 株式会社ＫＹＯＳＯ 株式会社ソフトディバイス 株式会社FREEMIND カツシロマ
テックス株式会社 株式会社 京信保険サービス 京都ライトハウス 公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団 第一工業製薬株式会社
中央技建工業株式会社 ノーリツ労働組合京滋BL 

大阪府 内海産業株式会社 大阪第一支店 内海産業株式会社 大阪第二支店 ノーリツ労働組合大阪BL アート引越センター株式会社
アクセンチュア株式会社関西オフィス 朝日航空株式会社 医療法人希桜会 医療法人徳洲会東大阪徳洲会病院 一般社団法人KIX泉州ツーリ
ズムビューロー 一般社団法人 徳洲会 保険事業部 大阪市 経済戦略局スポーツ部 大阪スマートシティパートナーズフォーラム
大阪府庁 福祉部 大塚電子株式会社 株式会社IHIビジネスサポート堺事業所 株式会社ADEKA 大阪支社 株式会社アベルコ 株式会社エフエ
ム大阪 株式会社SANYO-CYP 株式会社ジーンデザイン 株式会社JEI 株式会社ノーリツ大阪支店 株式会社阪急阪神ホテルズ 株式会社ビー
エムセンター かずあいデンタルクリニック 学校法人共立学園 認定こども園 新光明池幼稚園 加納総合病院 河内長野市役所
企業年金ビジネスサービス株式会社 近鉄ファシリティーズ株式会社ハルカス事業所 クックデリ株式会社 グンゼ株式会社 コーユーレンテ
ィア株式会社 イベント営業部 公益財団法人枚方市スポーツ協会 堺市役所 堺市文化観光局スポーツ部 ザ・パック株式会社 サラヤ株式会社
JBCC株式会社 西日本開発本部 住化カラー株式会社 住友電設株式会社 株式会社ダイハツビジネスサポートセンター 大和リース株式会社
タカラスタンダード株式会社 管理本部人事部 株式会社竹屋化学研究所大阪本社 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
東洋紡株式会社 徳洲会インフォメーションシステム株式会社 徳洲会 大阪本部大阪本部 徳洲会健康保険組合
トヨタL&F近畿株式会社 西日本旅客鉄道株式会社大阪車掌区 日世株式会社 日本電気通信システム（株）大阪事業所 ネクストウェア株式
会社 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 阪神高速サービス株式会社 阪南市 阪南市長 水野謙二
東大阪市役所 富士通株式会社Osaka Hub 扶桑薬品工業株式会社 三笠株式会社 美津濃式会社 ヤマトヨ産業株式会社 レントオール事業部
リグナイト株式会社

兵庫県 株式会社 ムービング 西日本センター 株式会社ルネック ノーリツ労働組合製造BL ノーリツ労働組合 3号棟BL ノーリツ労働組合
明石BL ノーリツ労働組合開発BL ノーリツ労働組合環境BL ノーリツ労働組合間接BL ノーリツ労働組合本社BL ノーリツ労働組合労働
組合 ノーリツ労働組合陸上部 ノーリツ労働組合出向 ノーリツ労働組合 アークハリマ株式会社 アース製薬株式会社赤穂工場
アイベステクノ（株） 一般社団法人ジョブステーション西宮 株式会社IHI相生事業所 （株）IHIビジネスサポート相生支店 株式会社新井組
建築本部 株式会社新井組 土木本部 株式会社新井組 営業本部 株式会社新井組 管理本部 株式会社新井組 株式会社大林組神戸支店 株式
会社クリプテックス 株式会社トキワ キャタピラージャパン合同会社明石事業所 JR西日本アーバン開発株式会社 タイガースポリマー㈱開
発研究所 太平工材株式会社 大和美術印刷株式会社 丹波篠山ＡＢＣマラソン大会事務局 東芝デバイス＆ストレージ株式会社姫路半導体工
場 西芝電機株式会社 西芝電機株式会社 総務部 ノーリツ労働組合加古川BL ノーリツ労働組合兵庫BL ノーリツ労働組合西新町BL ハウ
スウェルネスフーズ株式会社 姫路東芝電子部品株式会社 総務部 （株）兵庫分析センター 三菱重工業株式会社高砂製作所 三菱スペース・
ソフトウエア株式会社関西事業部

奈良県 株式会社スイデン 橿原市役所 葛城工業株式会社 教職員共済生活協同組合奈良県事業所 三郷中学校 奈良マラソン実行委員会事
務局事務局

鳥取県 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 三洋テクノソリューションズ鳥取株式会社

島根県 株式会社 山陰合同銀行 カナツ技建工業株式会社 中電環境テクノス株式会社島根事業所

岡山県 （株）日立システムズ岡山事業所 株式会社新来島サノヤス造船水島事業所 株式会社三井E&Sマシナリー玉野事業場 倉敷市立玉島
南小学校 三陽機器株式会社 JFE西日本ジーエス株式会社倉敷本社

広島県 内海産業株式会社 中国支店（株）日立システムズ広島事業所 安佐南区スポーツセンター 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株式会社広島支店 株式会社ＩＨＩビジネスサポート呉事業所 三栄産業株式会社 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 公益財団法人広島市スポーツ協会 事務局 社会医療法人千秋会井野口病院 ノーリツ労働組合中四国BL 
広島県庁 広島市学区体育団体安佐北区連合会 フクダライフテック中国株式会社 株式会社福屋 マナック株式会社

山口県 （株）日立システムズ山口事業所 宇部市役所 株式会社ＮＳＳ 下松市役所 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

徳島県 AEDレンタルサービス株式会社 海陽町役場 小松島市 小松島商工会議所 鳴門市役所 西精工株式会社 林崎小学校

香川県 医療法人社団田村クリニック 株式会社四国日立システムズ 株式会社ワイケーエス 丸亀市役所 市民生活部 スポーツ推進課

愛媛県 医療法人社団栗整形外科病院 医療法人徳洲会宇和島徳洲会病院宇和島徳洲会病院 愛媛県今治市 愛媛小林製薬株式会社 株式会社
レデイ薬局 国際セーフティー株式会社松山支社 住友化学株式会社愛媛工場 DCM株式会社西日本店舗サポートオフィス PHC株式会社
PHC株式会社 松山地区 松野町役場

高知県 豚座建設株式会社 株式会社石建組 四万十市役所 宿毛市 大旺新洋株式会社

福岡県 内海産業株式会社 九州支店 野村ビジネスサービス(株)  福岡支店 医療法人眞秋会あきたけ医院 エムエム建材西日本株式会社本店
株式会社九倉 株式会社グリーム 株式会社ジェイアールサービスネット福岡 株式会社トヨタプロダクションエンジニアリング 株式会社丸
信 株式会社みんなの銀行 株式会社オリノス 株式会社テクノプロテクノプロIT福岡支店 行政システム九州株式会社 久留米商工会議所 西
部電機株式会社 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 日本電気通信システム福岡事業所 ノーリツ労働組合九州BL バ
ンビーノ福祉会 富士測量設計（株） 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 薬学ゼミナール
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佐賀県 鹿島市役所 総務課 さが桜マラソン大会事務局 三井住友海上あいおい生命株式会社佐賀生保支社

熊本県 医療法人社団聖和会 KSPA  施設管理 トランスコスモス株式会社 BPOC熊本 人吉農芸学院 三井住友海上あいおい生命保険株式会
社 熊本生保支社 有限会社蔵光企業

長崎県 医療法人徳洲会長崎北徳洲会病院 株式会社トモダ 株式会社オリエントアイエヌジー 川棚町役場 九州液化瓦斯福島基地株式会社
旭栄産業株式会社 社会医療法人春回会 社会福祉法人優輝会 社会医療法人春回会 出島病院出島病院 長崎県庁 久建設 株式会社 不
動設計株式会社 総務課 三井住友海上あいおい生命保険株式会社長崎生保支社

大分県 株式会社Ruby開発

宮崎県 ラピスセミコンダクタ株式会社 健康づくり委員会

鹿児島県 南九州市役所 総務課 南九州市役所 財政課 南九州市役所 企画課・新庁舎建設推進課 南九州市役所 まちづくり推進課
南九州市役所 防災安全課 南九州市役所 知覧特攻平和会館 南九州市役所 税務課 南九州市役所 収納対策課 南九州市役所 市民生活課
南九州市役所 健康増進課 南九州市役所 福祉課 南九州市役所 長寿介護課 南九州市役所 農政課 南九州市役所 耕地林務課
南九州市役所 茶業課 南九州市役所 畜産課 南九州市役所 商工観光課 南九州市役所 建設課 南九州市役所 都市政策課 南九州市役所 水
道課 南九州市役所 頴娃支所 南九州市役所 知覧支所・選管 南九州市役所 川辺支所 南九州市役所 会計課 南九州市役所 議会・監査事
務局 南九州市役所 農委事務局 南九州市役所 教育総務課 南九州市役所 学校教育課 南九州市役所 社会教育課 南九州市役所 保健体育
課 南九州市役所 学校給食センター 南九州市役所 南薩介護 南九州市役所 南薩衛生管理組合 出水市役所 指宿市役所
NPO法人ウェルスポ鹿屋 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 株式会社ダイナム鹿児島鹿屋店 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 鹿児島市スポーツ振興協会 鹿屋市役所 鹿屋食肉衛生検査所 株式会社エー・ジェー・
シー 九州化工株式会社 九州電力送配電株式会社鹿屋配電事業所 県民健康プラザ健康増進センター健康増進センター 国立大学法人鹿屋
体育大学 小鹿酒造株式会社 志布志市 学校教育課 志布志市役所 教育委員会生涯学習課 志布志市役所 議会事務局 社会福祉法人 鹿児
島市社会事業協会 社会福祉法人 百合砂 大海酒造株式会社 東串良町役場 ホテル大蔵 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 南九州市役所 南さつま市役所 教育委員会 南さつま市役所 総務企画部 南さつま市役所 市民福祉部 南さつま市役所 産業おこ
し部 南さつま市役所 建設部 南さつま市役所笠沙支所 南さつま市役所大浦支所 南さつま市役所坊津支所
南さつま市役所金峰支所 南さつま市役所消防本部 有限会社 野元商店 有限会社船場建装

沖縄県 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 CC事業部沖縄 石垣市役所 糸満市役所 おきぎん証券株式会社 おきぎんビジネスサービ
ス株式会社 沖縄味の素株式会社 沖縄セントラル病院 株式会社おきぎんエス・ピー・オー 株式会社おきぎん経済研究所 株式会社おきぎ
んジェーシービー 株式会社おきぎんリース 株式会社沖縄銀行 宜野湾市役所 美ら島債権回収株式会社 比謝川行政事務組合ニライ消防本
部 与那原町役場
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