
NO， 企業名 産業分類

1 岩田地崎建設株式会社 建設業
2 株式会社土屋ホームトピア 建設業
3 フルテック株式会社 建設業
4 ＳＯＣ株式会社 情報サービス業
5 苫小牧埠頭株式会社 運輸業
6 北海道旅客鉄道株式会社 運輸業
7 札幌市役所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公務員

8 エプソンアトミックス株式会社 製造業
9 東和電機工業株式会社 製造業
10 株式会社青南商事 卸・小売業
11 青森県県土整備部 公務員

12 株式会社佐々木組 建設業
13 日本住宅株式会社 建設業
14 株式会社平野組 建設業

15 株式会社阿部和工務店 建設業
16 株式会社一条工務店宮城 建設業
17 クラシタス株式会社 建設業
18 振興電気株式会社　 建設業
19 株式会社成和 建設業
20 セキスイハイム東北株式会社 建設業
21 仙建工業株式会社 建設業
22 東北発電工業株式会社 建設業
23 東北ミサワホーム株式会社 建設業
24 東洋熱工業株式会社 建設業
25 トヨタホームとうほく株式会社 建設業
26 株式会社橋本店 建設業
27 株式会社ユアテック 建設業
28 ケルヒャージャパン株式会社 製造業
29 セコム工業株式会社 製造業
30 東北電機製造株式会社 製造業
31 テクノ・マインド株式会社 情報サービス業
32 カメイ株式会社 卸・小売業
33 コセキ株式会社 卸・小売業
34 テスコ株式会社 卸・小売業
35 株式会社北洲 卸・小売業
36 株式会社南東北クボタ 卸・小売業
37 セルコホーム株式会社 不動産業
38 中野建設コンサルタント株式会社 サービス業
39 国土交通省東北地方整備局 公務員
40 東北管区警察局 公務員

41 株式会社ウンノハウス 建設業
42 株式会社後藤組 建設業
43 株式会社シェルター 建設業
44 渋谷建設株式会社 建設業
45 東北電化工業株式会社 建設業
46 山形建設株式会社 建設業
47 アイジー工業株式会社 製造業
48 株式会社かわでん 製造業
49 エヌ・デーソフトウェア株式会社 情報サービス業
50 山形パナソニック株式会社 卸・小売業

51 福島製鋼株式会社 鉱業
52 アイワビルド株式会社 建設業
53 秋山ユアビス建設株式会社 建設業
54 株式会社アドマック 建設業
55 株式会社エディソン 建設業
56 大槻電気通信株式会社 建設業
57 株式会社小野工業所 建設業
58 隂山建設株式会社 建設業
59 菅野建設工業株式会社 建設業

北海道

宮城県宮城県

福島県

平成28年3月開催　工学部就職セミナー参加企業一覧

青森県

岩手県

山形県

福島県



NO， 企業名 産業分類
60 クレハ錦建設株式会社 建設業
61 光建工業株式会社 建設業
62 佐藤工業株式会社 建設業
63 三金興業株式会社 建設業
64 三洋工業株式会社 建設業
65 三立土建株式会社 建設業
66 株式会社ジェット 建設業
67 株式会社四季工房 建設業
68 庄司建設工業株式会社 建設業
69 常磐開発株式会社 建設業
70 昭和建設工業株式会社 建設業
71 関場建設株式会社 建設業
72 セコムエンジニアリング株式会社 建設業
73 高柳電設工業株式会社 建設業
74 田中建設株式会社 建設業
75 田村建材株式会社 建設業
76 東北建設株式会社 建設業
77 東洋建設株式会社 建設業
78 株式会社内藤工業所 建設業
79 株式会社中里工務店 建設業
80 株式会社ニノテック 建設業
81 株式会社はしもと住宅店 建設業
82 堀江工業株式会社 建設業
83 株式会社増子建築工業 建設業
84 矢田工業株式会社 建設業
85 株式会社Ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ工房安斎建設工業 建設業
86 株式会社ワタザイ 建設業
87 和田装備株式会社 建設業
88 株式会社アサカ理研 製造業
89 アサヒ通信株式会社　アサヒ電子株式会社 製造業
90 アルス株式会社 製造業
91 株式会社安藤製作所 製造業
92 永大小名浜株式会社 製造業
93 ＡＧＣエレクトロニクス株式会社 製造業
94 ＭＧＣエレクトロテクノ株式会社 製造業
95 株式会社オプトネクサス 製造業
96 笠原工業株式会社　 製造業
97 株式会社北日本金型工業 製造業
98 クラリオンマニュファクチャリングアンドサービス株式会社 製造業
99 郡山ヒロセ電機株式会社 製造業
100 株式会社三栄精機製作所 製造業
101 株式会社三万石 製造業
102 株式会社サンライト 製造業
103 株式会社常磐エンジニアリング 製造業
104 白河オリンパス株式会社 製造業
105 高橋電機株式会社 製造業
106 テクノメタル株式会社 製造業
107 株式会社東京理化工業所 製造業
108 藤寿産業株式会社 製造業
109 株式会社日ピス福島製造所 製造業
110 林精器製造株式会社 製造業
111 福島キヤノン株式会社 製造業
112 株式会社福島製作所 製造業
113 株式会社福梁製作所 製造業
114 株式会社フジ機工 製造業
115 富士通アイソテック株式会社 製造業
116 フジモールド工業株式会社 製造業
117 株式会社北斗型枠製作所 製造業
118 北部通信工業株式会社 製造業
119 丸三製紙株式会社 製造業
120 株式会社ＭＡＲＵＷＡ　ＱＵＡＲＴＺ 製造業
121 ムネカタインダストリアルマシナリー株式会社 製造業
122 山本電気株式会社 製造業
123 会津ガス株式会社 電気・ガス・熱供給・水道業
124 朝日システム株式会社 情報サービス業
125 株式会社ＦＳＫ 情報サービス業
126 株式会社エフコム 情報サービス業
127 株式会社クラフト 情報サービス業



NO， 企業名 産業分類
128 月電ソフトウェア株式会社 情報サービス業
129 株式会社ティービーケー・システムエンジニアリング 情報サービス業
130 株式会社東日本計算センター 情報サービス業
131 株式会社福島県農協電算センター 情報サービス業
132 福島コンピューターシステム株式会社 情報サービス業
133 株式会社福島情報処理センター 情報サービス業
134 福島テレビ株式会社 情報通信業
135 株式会社福島民報社 情報通信業
136 福島交通株式会社 運輸業
137 株式会社倉島商店 卸・小売業
138 株式会社蔵場 卸・小売業
139 株式会社佐武 卸・小売業
140 株式会社シンセイ 卸・小売業
141 大久自動車販売株式会社 卸・小売業
142 株式会社タカムラ 卸・小売業
143 富士ゼロックス福島株式会社 卸・小売業
144 株式会社ヨークベニマル 卸・小売業
145 株式会社リンペイ 卸・小売業
146 株式会社幸楽苑ホールディングス 飲食店・宿泊業
147 福島県教育委員会 教員
148 株式会社東コンサルタント サービス業
149 アルパイン技研株式会社 サービス業
150 昭和技術設計株式会社 サービス業
151 有限会社測地測量 サービス業
152 株式会社・土田建築設計事務所 サービス業
153 株式会社藤建技術設計センター サービス業
154 福島県警察本部 公務員
155 福島県郡山市役所 公務員
156 福島県須賀川市役所 公務員
157 福島県庁 公務員
158 福島労働局 公務員
159 防衛省・自衛隊 公務員

160 株式会社葵建設工業 建設業
161 暁飯島工業株式会社 建設業
162 株式会社秋山工務店 建設業
163 株式会社岡部工務店 建設業
164 鈴縫工業株式会社 建設業
165 株式会社ノーブルホーム 建設業
166 日立土木株式会社 建設業
167 三国屋建設株式会社 建設業
168 株式会社エイコー・エンジニアリング 製造業
169 関東スチール株式会社 製造業
170 キヤノンセミコンダクターエクィップメント株式会社 製造業
171 スガノ農機株式会社 製造業
172 株式会社日立パワーソリューションズ 製造業
173 株式会社宮本冷機 製造業
174 吉田精工株式会社 製造業
175 アイ・イー・シー株式会社 情報サービス業
176 株式会社アルコ・イーエックス 情報サービス業
177 株式会社エムシー 情報サービス業
178 システム・プロダクト株式会社 情報サービス業
179 日本システム・エイト株式会社 情報サービス業
180 株式会社東日本技術研究所 情報サービス業
181 水戸ソフトエンジニアリング株式会社 情報サービス業
182 株式会社ユードム 情報サービス業
183 株式会社アセンド サービス業
184 検査開発株式会社 サービス業
185 株式会社水工エンジニアリング サービス業
186 茨城県警察本部 公務員
187 ひたちなか市役所 公務員

188 株式会社オーリス 鉱業
189 磯部建設株式会社 建設業
190 株式会社カナメ 建設業
191 コンチネンタルホーム株式会社 建設業
192 株式会社高久組 建設業
193 株式会社トクシン電気 建設業
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NO， 企業名 産業分類
194 栃木セキスイハイム株式会社 建設業
195 中村土建株式会社 建設業
196 株式会社パナホーム北関東 建設業
197 株式会社浜屋組 建設業
198 株式会社増渕組 建設業
199 渡辺建設株式会社 建設業
200 株式会社キリウ 製造業
201 大和鋼管工業株式会社 製造業
202 株式会社深井製作所 製造業
203 レオン自動機株式会社 製造業
204 株式会社オフィスエフエイ・コム 情報サービス業
205 ハートランド・データ株式会社 情報サービス業
206 株式会社東京インテリア家具 卸・小売業
207 ハイビック株式会社 卸・小売業
208 藤井産業株式会社 卸・小売業
209 吉田産業株式会社 卸・小売業
210 トヨタウッドユーホーム株式会社 不動産業
211 株式会社オートテクニックジャパン サービス業
212 北関東綜合警備保障株式会社 サービス業
213 株式会社富貴沢建設コンサルタンツ サービス業
214 宇都宮市役所 公務員
215 栃木県警察本部 公務員

216 株式会社グンエイ 建設業
217 河本工業株式会社 建設業
218 藤田エンジニアリング株式会社 建設業
219 株式会社ヤマト 建設業
220 クシダ工業株式会社 製造業
221 サンデンホールディングス株式会社 製造業
222 株式会社ナカヨ 製造業
223 ニプロ医工株式会社 製造業
224 富士エンヂニアリング株式会社 製造業
225 株式会社ミツバ 製造業
226 三益半導体工業株式会社 製造業
227 コンピュートロン株式会社 情報サービス業
228 株式会社両毛システムズ 情報サービス業
229 システム・アルファ株式会社 卸・小売業
230 群馬県警察本部 公務員

231 株式会社エム・テック 建設業
232 小川工業株式会社 建設業
233 埼玉建興株式会社 建設業
234 サイレキ建設工業株式会社 建設業
235 島田建設工業株式会社 建設業
236 株式会社島村工業 建設業
237 株式会社ジンワ 建設業
238 西武建設株式会社 建設業
239 大賀建設株式会社 建設業
240 真下建設株式会社 建設業
241 株式会社松永建設 建設業
242 曙ブレーキ工業株式会社 製造業
243 大橋機産株式会社 製造業
244 キヤノンファインテック株式会社 製造業
245 クラリオン株式会社 製造業
246 埼玉機器株式会社 製造業
247 三輪精機株式会社 製造業
248 株式会社住田光学ガラス 製造業
249 株式会社ソーシン 製造業
250 パシフィックシステム株式会社 製造業
251 本田金属技術株式会社 製造業
252 マーレエンジンコンポーネンツジャパン株式会社 製造業
253 山下ゴム株式会社 製造業
254 エレクス株式会社 情報サービス業
255 日信ソフトエンジニアリング株式会社 情報サービス業
256 ケイアイスター不動産株式会社 不動産業
257 シーケーエンジニアリング株式会社 サービス業
258 株式会社第一メカテック サービス業
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NO， 企業名 産業分類
259 芝工業株式会社 建設業
260 新日本建設株式会社 建設業
261 千葉窯業株式会社 製造業
262 株式会社エス・イー・シー・ハイテック 情報サービス業

263 株式会社アーネストワン 建設業
264 青木あすなろ建設株式会社 建設業
265 あおみ建設株式会社 建設業
266 株式会社アドックインターナショナル 建設業
267 株式会社安藤・間 建設業
268 石川徳建設株式会社 建設業
269 株式会社一条工務店 建設業
270 ＳＭＣシビルテクノス株式会社 建設業
271 ＮＥＣファシリティーズ株式会社 建設業
272 株式会社ＮＴＴファシリティーズ 建設業
273 大木建設株式会社 建設業
274 大林道路株式会社 建設業
275 オリエンタル白石株式会社 建設業
276 鹿島建設株式会社 建設業
277 鹿島道路株式会社 建設業
278 株式会社関電工 建設業
279 株式会社協和エクシオ 建設業
280 株式会社熊谷組 建設業
281 京王建設株式会社 建設業
282 株式会社弘電社 建設業
283 五栄土木株式会社 建設業
284 コマツハウス株式会社 建設業
285 五洋建設株式会社 建設業
286 斎久工業株式会社 建設業
287 櫻井工業株式会社 建設業
288 佐藤工業株式会社 建設業
289 三英電業株式会社 建設業
290 三機工業株式会社 建設業
291 三晃金属工業株式会社 建設業
292 三光設備株式会社 建設業
293 三信建設工業株式会社 建設業
294 株式会社サンテック 建設業
295 ジェイアール東日本ビルテック株式会社 建設業
296 ＪＦＥ電制株式会社 建設業
297 ショーボンド建設株式会社 建設業
298 ジョンソンコントロールズ株式会社 建設業
299 新生テクノス株式会社 建設業
300 新日本空調株式会社 建設業
301 新菱冷熱工業株式会社 建設業
302 スターツＣＡＭ株式会社 建設業
303 住友林業ホームテック株式会社 建設業
304 世紀東急工業株式会社 建設業
305 セック株式会社 建設業
306 第一設備工業株式会社 建設業
307 株式会社大気社 建設業
308 株式会社ダイキンアプライドシステムズ 建設業
309 大成建設株式会社 建設業
310 大成設備株式会社 建設業
311 大成ユーレック株式会社 建設業
312 大成ロテック株式会社 建設業
313 太平電業株式会社 建設業
314 大豊建設株式会社 建設業
315 太洋テクニカ株式会社 建設業
316 田中土建工業株式会社 建設業
317 地崎道路株式会社 建設業
318 坪井工業株式会社 建設業
319 株式会社テクノ菱和 建設業
320 鉄建建設株式会社 建設業
321 株式会社鉄信 建設業
322 東亜工業株式会社 建設業
323 東急建設株式会社 建設業
324 株式会社東急ホームズ 建設業
325 株式会社東京エネシス 建設業

東京都



NO， 企業名 産業分類
326 東京冷機工業株式会社 建設業
327 東光電気工事株式会社 建設業
328 東芝プラントシステム株式会社 建設業
329 東鉄工業株式会社 建設業
330 東邦電気工業株式会社 建設業
331 東洋建設株式会社 建設業
332 戸田建設株式会社 建設業
333 戸田道路株式会社 建設業
334 飛島建設株式会社 建設業
335 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社 建設業
336 株式会社ナカノフドー建設 建設業
337 株式会社西原衛生工業所 建設業
338 西松建設株式会社 建設業
339 日鉄住金テックスエンジ株式会社 建設業
340 日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング株式会社 建設業
341 日特建設株式会社 建設業
342 株式会社ＮＩＰＰＯ 建設業
343 日鋪建設株式会社 建設業
344 日本計装技研株式会社 建設業
345 日本コムシス株式会社 建設業
346 日本電設工業株式会社 建設業
347 日本道路株式会社 建設業
348 日本ドライケミカル株式会社 建設業
349 日本リーテック株式会社 建設業
350 日本国土開発株式会社 建設業
351 株式会社日本ハウスホールディングス 建設業
352 日本防蝕工業株式会社 建設業
353 株式会社桧家ホールディングス 建設業
354 株式会社冨士工 建設業
355 株式会社フジタ 建設業
356 フジタ道路株式会社 建設業
357 株式会社ホープ 建設業
358 前田道路株式会社 建設業
359 松井建設株式会社 建設業
360 丸磯建設株式会社 建設業
361 三井住友建設株式会社 建設業
362 三菱マテリアルテクノ株式会社 建設業
363 三芳建設株式会社 建設業
364 みらい建設工業株式会社 建設業
365 株式会社ミライト 建設業
366 向井建設株式会社 建設業
367 山加電業株式会社 建設業
368 山﨑建設株式会社 建設業
369 株式会社雄電社 建設業
370 横沢建設株式会社 建設業
371 菱電エレベータ施設株式会社 建設業
372 株式会社ローヤルエンジニアリング 建設業
373 六興電気株式会社 建設業
374 株式会社アイレックス 製造業
375 株式会社アドバネクス 製造業
376 アルパイン株式会社 製造業
377 アルプス電気株式会社 製造業
378 株式会社エクシオテック 製造業
379 エクセン株式会社 製造業
380 株式会社荏原電産 製造業
381 株式会社オーク製作所 製造業
382 大野ベロー工業株式会社 製造業
383 株式会社沖データ 製造業
384 長田電機工業株式会社 製造業
385 オリエンタルモーター株式会社 製造業
386 株式会社カイジョー 製造業
387 川田工業株式会社 製造業
388 技研精機株式会社 製造業
389 共同印刷株式会社 製造業
390 クリナップ株式会社 製造業
391 株式会社クレハ　 製造業
392 株式会社ケーヒン 製造業
393 興国インテック株式会社 製造業



NO， 企業名 産業分類
394 櫻護謨株式会社 製造業
395 三光化成株式会社 製造業
396 山洋電気株式会社 製造業
397 ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所 製造業
398 株式会社重松製作所 製造業
399 しげる工業株式会社 製造業
400 城北化学工業株式会社 製造業
401 株式会社セイシン企業 製造業
402 第一精工株式会社 製造業
403 株式会社大昌電子 製造業
404 大同信号株式会社 製造業
405 大陽ステンレススプリング株式会社 製造業
406 大和製罐株式会社 製造業
407 株式会社多加良製作所 製造業
408 タニコー株式会社 製造業
409 谷電機工業株式会社 製造業
410 株式会社タムラ製作所 製造業
411 株式会社ＴＢＫ　 製造業
412 株式会社ＴＹＫ 製造業
413 デバイス販売テクノ株式会社 製造業
414 電気興業株式会社 製造業
415 東亜レジン株式会社 製造業
416 東京計器株式会社 製造業
417 東京鐵鋼株式会社 製造業
418 東洋ガラス株式会社 製造業
419 株式会社トーモク 製造業
420 株式会社ナガワ 製造業
421 株式会社奈良機械製作所 製造業
422 ニダック精密株式会社 製造業
423 ニッソーファイン株式会社 製造業
424 ニッタン株式会社 製造業
425 日鉄住金鋼板株式会社 製造業
426 日本化成株式会社 製造業
427 日本ケーブル株式会社 製造業
428 日本電気株式会社（ＮＥＣ) 製造業
429 日本オートマチックマシン株式会社 製造業
430 日本コンクリート工業株式会社 製造業
431 株式会社日本デジタル研究所 製造業
432 日本電産コパル株式会社 製造業
433 日本電子計算株式会社 製造業
434 日本電波工業株式会社 製造業
435 日本無線株式会社 製造業
436 株式会社日立製作所 製造業
437 藤倉航装株式会社 製造業
438 富士電機株式会社 製造業
439 不二ラテックス株式会社 製造業
440 富双合成株式会社 製造業
441 文化シヤッター株式会社 製造業
442 株式会社ベン 製造業
443 北興化学工業株式会社 製造業
444 株式会社マースエンジニアリング 製造業
445 マグナ通信工業株式会社 製造業
446 株式会社三谷バルブ 製造業
447 三菱電機株式会社 製造業
448 三菱マテリアル株式会社 製造業
449 株式会社ミツヤ送風機製作所 製造業
450 森六テクノロジー株式会社 製造業
451 矢崎総業株式会社 製造業
452 株式会社大和三光製作所 製造業
453 有機合成薬品工業株式会社 製造業
454 横山産業株式会社 製造業
455 株式会社吉野工業所 製造業
456 吉野石膏株式会社 製造業
457 リンテック株式会社 製造業
458 レンゴー株式会社 製造業
459 株式会社ワイ・デー・ケー 製造業
460 常磐共同火力株式会社 電気・ガス・熱供給・水道業
461 東京電力株式会社 電気・ガス・熱供給・水道業



NO， 企業名 産業分類
462 アイエックス・ナレッジ株式会社 情報サービス業
463 株式会社アイ・ユー・ケイ 情報サービス業
464 株式会社アプリケーションプランニング 情報サービス業
465 株式会社アルファシステムズ 情報サービス業
466 宇宙技術開発株式会社 情報サービス業
467 株式会社ＳＣＣ 情報サービス業
468 株式会社エヌアイデイ 情報サービス業
469 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 情報サービス業
470 株式会社ＮＳＤ 情報サービス業
471 エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 情報サービス業
472 株式会社ＮＴＴデータ・アイ 情報サービス業
473 株式会社エムエスデー 情報サービス業
474 株式会社エム・ソフト 情報サービス業
475 沖ウィンテック株式会社 情報サービス業
476 カストマシステム株式会社 情報サービス業
477 株式会社キャンドゥコンセプト 情報サービス業
478 株式会社キューブシステム 情報サービス業
479 国際ソフトウェア株式会社 情報サービス業
480 コンピューターサイエンス株式会社 情報サービス業
481 株式会社ＧＩテクノス 情報サービス業
482 株式会社シーキューブソフト 情報サービス業
483 CTCシステムマネジメント株式会社 情報サービス業
484 シグマトロン株式会社 情報サービス業
485 株式会社システムアート 情報サービス業
486 システム・アナライズ株式会社 情報サービス業
487 株式会社ジャステック 情報サービス業
488 株式会社ジャパンテクニカルソフトウェア 情報サービス業
489 株式会社情報技術センター 情報サービス業
490 株式会社昭和システムエンジニアリング 情報サービス業
491 新日本コンピュータマネジメント株式会社 情報サービス業
492 株式会社セントラル情報センター 情報サービス業
493 株式会社ソフトウェアコントロール 情報サービス業
494 都築テクノサービス株式会社 情報サービス業
495 株式会社ＴＳＯｎｅ 情報サービス業
496 株式会社ティージー情報ネットワーク 情報サービス業
497 東京コンピュータサービス株式会社 情報サービス業
498 ドコモ・データコム株式会社 情報サービス業
499 株式会社トランプソフト 情報サービス業
500 日本コンピュータシステム株式会社 情報サービス業
501 日本システムウエア株式会社 情報サービス業
502 日本アイティディ株式会社 情報サービス業
503 日本コンピューターサイエンス株式会社 情報サービス業
504 株式会社ニユーテレス 情報通信業
505 ハイテクシステム株式会社 情報サービス業
506 パイプドHD株式会社 情報通信業
507 株式会社バリューソフトウエア 情報サービス業
508 株式会社バンダイナムコエンターテイメント 情報サービス業
509 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント 情報サービス業
510 株式会社日立ハイテクソリューションズ 情報サービス業
511 ビップシステムズ株式会社 情報サービス業
512 富士アイティ株式会社 情報サービス業
513 株式会社富士通ビー・エス・シー 情報サービス業
514 株式会社ベーシック 情報サービス業
515 株式会社マイクロ・テクニカ 情報サービス業
516 株式会社ユー・エス・イー 情報サービス業
517 ユニシステム株式会社 情報通信業
518 株式会社菱友システムズ 情報サービス業
519 株式会社レヴェル 情報サービス業
520 山九株式会社 運輸業
521 ＪＦＥ物流株式会社 運輸業
522 日本通運株式会社 運輸業
523 株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング 運輸業
524 東日本旅客鉄道株式会社 運輸業
525 株式会社アベルコ 卸・小売業
526 安全自動車株式会社 卸・小売業
527 株式会社イトーキ 卸・小売業
528 株式会社大岩マシナリー 卸・小売業
529 株式会社オーテック 卸・小売業



NO， 企業名 産業分類
530 株式会社カナデン 卸・小売業
531 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 卸・小売業
532 株式会社クレスコ 卸・小売業
533 株式会社小泉 卸・小売業
534 コーンズテクノロジー株式会社 卸・小売業
535 坂口電熱株式会社 卸・小売業
536 サンセイ医機株式会社 卸・小売業
537 三和コンピュータ株式会社 卸・小売業
538 株式会社昭和石材工業所 卸・小売業
539 株式会社住軽日軽エンジニアリング 卸・小売業
540 セイキ販売株式会社 卸・小売業
541 大興電子通信株式会社 卸・小売業
542 株式会社テンポスバスターズ 卸・小売業
543 株式会社中村自工 卸・小売業
544 橋本産業株式会社 卸・小売業
545 丸藤シートパイル株式会社 卸・小売業
546 丸文株式会社 卸・小売業
547 水戸工業株式会社 卸・小売業
548 美和電気工業株式会社 卸・小売業
549 株式会社リネックス 卸・小売業
550 東京海上日動調査サービス株式会社 金融・保険業
551 大成有楽不動産株式会社 不動産業
552 株式会社ハウスメイトパートナーズ 不動産業
553 明和地所株式会社 不動産業
554 株式会社江東微生物研究所 医療・福祉業
555 株式会社IMA建築設計事務所 複合サービス業
556 株式会社INA新建築研究所 サービス業
557 株式会社愛住ビルガイア サービス業
558 株式会社アトックス サービス業
559 株式会社池下設計 サービス業
560 株式会社sai総合企画 サービス業
561 ＮＥＣフィールディング株式会社 サービス業
562 株式会社エヌ・ティ・ティエムイー サービス業
563 エムイーシーテクノ株式会社 サービス業
564 株式会社沖電気カスタマアドテック サービス業
565 オリックス・ファシリティーズ株式会社 サービス業
566 一般財団法人関東電気保安協会 サービス業
567 株式会社協和建築積算事務所 サービス業
568 一般財団法人建設物価調査会 公社・公団・独立行政法人等
569 三和工機株式会社 サービス業
570 三和テクノ株式会社 サービス業
571 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 サービス業
572 セントラル警備保障株式会社 サービス業
573 綜合警備保障株式会社 サービス業
574 東京都住宅供給公社 公社・公団・独立行政法人等
575 東京パワーテクノロジー株式会社 サービス業
576 日本原子力防護システム株式会社 サービス業
577 日本工営株式会社 サービス業
578 日本プロセス株式会社 サービス業
579 ハイウェイ・トール・システム株式会社 サービス業
580 公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 公社・公団・独立行政法人等
581 三菱電機エンジニアリング株式会社 サービス業
582 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 サービス業
583 警視庁 公務員
584 東京消防庁 公務員

585 株式会社興建 建設業
586 小雀建設株式会社 建設業
587 ＪＸエンジニアリング株式会社 建設業
588 新興プランテック株式会社 建設業
589 大陽日酸エンジニアリング株式会社 建設業
590 千代田テクノエース株式会社 建設業
591 奈良建設株式会社 建設業
592 富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社 建設業
593 矢代工業株式会社 建設業
594 アマノ株式会社 製造業
595 株式会社アルバック 製造業
596 アンリツ株式会社 製造業

神奈川県



NO， 企業名 産業分類
597 大塚工機株式会社 製造業
598 沖電線株式会社 製造業
599 株式会社小野測器 製造業
600 京セラコネクタプロダクツ株式会社 製造業
601 京浜精密工業株式会社 製造業
602 三進工業株式会社 製造業
603 芝浦メカトロニクス株式会社 製造業
604 宝電機工業株式会社 製造業
605 中央テクノ株式会社 製造業
606 株式会社ツガワ 製造業
607 東新工業株式会社 製造業
608 トヨオカ電気株式会社 製造業
609 日本ピーマック株式会社 製造業
610 株式会社ニフコ 製造業
611 富士工業株式会社 製造業
612 富士通株式会社 製造業
613 株式会社ヨロズ 製造業
614 株式会社アイネス 情報サービス業
615 株式会社アドユニーク 情報サービス業
616 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 情報サービス業
617 国際通信企画株式会社 情報サービス業
618 サイバーコム株式会社 情報サービス業
619 株式会社ジィーサス 情報サービス業
620 タスク株式会社 情報サービス業
621 千代田システムテクノロジーズ株式会社 情報通信業
622 日本データスキル株式会社 情報サービス業
623 株式会社日本トータル・システム 情報サービス業
624 株式会社ハイマックス 情報サービス業
625 日立アイ・エヌ・エス・ソフトウェア株式会社 情報サービス業
626 富士ソフト株式会社 情報サービス業
627 株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ 情報サービス業
628 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 情報サービス業
629 株式会社ミクロスソフトウエア 情報サービス業
630 株式会社宇徳 運輸業
631 相模鉄道株式会社 運輸業
632 井上鋼材株式会社 卸・小売業
633 東横化学株式会社 卸・小売業
634 株式会社アド サービス業
635 アルバックテクノ株式会社 サービス業
636 株式会社エスシー・マシーナリ サービス業
637 千代田工商株式会社 サービス業

638 株式会社植木組 建設業
639 株式会社小川組 建設業
640 株式会社小野組 建設業
641 小柳建設株式会社　 建設業
642 株式会社加賀田組 建設業
643 株式会社近藤組 建設業
644 第一建設工業株式会社 建設業
645 株式会社新潟藤田組 建設業
646 株式会社福田組 建設業
647 福田道路株式会社 建設業
648 フクダハウジング株式会社 建設業
649 株式会社本間組 建設業
650 本間道路株式会社 建設業
651 丸運建設株式会社 建設業
652 株式会社八重電業社 建設業
653 倉敷機械株式会社 製造業
654 株式会社コロナ 製造業
655 トップ工業株式会社 製造業
656 新潟通信機株式会社 製造業
657 日本精機株式会社 製造業
658 株式会社プロテックエンジニアリング 製造業
659 株式会社渡辺製作所 製造業
660 株式会社ＮＳ・コンピュータサービス 情報サービス業
661 キヤノンイメージングシステムズ株式会社 情報サービス業
662 ＪＣＣソフト株式会社 情報サービス業
663 株式会社ＢＳＮアイネット 情報サービス業

新潟県



NO， 企業名 産業分類
664 株式会社ビット・エイ 情報サービス業
665 株式会社富士通新潟システムズ　 情報サービス業
666 株式会社カヤノ 卸・小売業
667 株式会社興和 サービス業
668 株式会社小林設計事務所 サービス業
669 株式会社シリウス サービス業
670 株式会社ナルサワコンサルタント サービス業
671 新潟県警察本部 公務員

672 菱機工業株式会社 建設業

673 株式会社日本ピーエス 製造業
674 株式会社永和システムマネジメント 情報サービス業

675 株式会社早野組 建設業

676 株式会社角藤 建設業
677 北野建設株式会社 建設業
678 株式会社ヤマウラ 建設業
679 シチズンマシナリー株式会社 製造業
680 株式会社高見澤 製造業
681 日信工業株式会社 製造業
682 エプソンアヴァシス株式会社 情報サービス業
683 株式会社シーティーエス 卸・小売業

684 株式会社安部日鋼工業 建設業
685 大日本土木株式会社 建設業
686 ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社 建設業
687 株式会社東洋スタビ 建設業
688 岐阜プラスチック工業株式会社 製造業
689 三甲株式会社 製造業
690 丸栄コンクリート工業株式会社 製造業
691 森松工業株式会社 製造業

692 加和太建設株式会社 建設業
693 中林建設株式会社 建設業
694 中村建設株式会社 建設業
695 菱和設備株式会社 建設業
696 臼井国際産業株式会社 製造業
697 株式会社木村鋳造所 製造業
698 スズキ株式会社 製造業
699 矢崎化工株式会社 製造業
700 静岡鉄道株式会社 運輸業
701 静岡県庁 公務員

702 小原建設株式会社 建設業
703 川北電気工業株式会社 建設業
704 株式会社光建 建設業
705 中央設備エンジニアリング株式会社 建設業
706 中央電気工事株式会社 建設業
707 トヨタＴ＆Ｓ建設株式会社 建設業
708 名工建設株式会社 建設業
709 株式会社岩田レーベル 製造業
710 株式会社かね貞 製造業
711 敷島製パン株式会社 製造業
712 三井ミーハナイト・メタル株式会社 製造業
713 東海旅客鉄道株式会社 運輸業
714 株式会社東京めいらく 卸・小売業
715 株式会社光和設計 サービス業
716 竹田設計工業株式会社 サービス業
717 菱電工機エンジニアリング株式会社 サービス業

718 水谷建設株式会社 建設業

719 アイテック株式会社 建設業
720 株式会社淺沼組 建設業
721 朝日エティック株式会社 建設業
722 株式会社奥村組 建設業

石川県

愛知県

三重県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

大阪府



NO， 企業名 産業分類
723 栗原工業株式会社 建設業
724 株式会社クリハラント 建設業
725 株式会社鴻池組 建設業
726 三栄電気工業株式会社 建設業
727 サンヨーホームズ株式会社 建設業
728 住友電設株式会社 建設業
729 株式会社錢高組 建設業
730 大末建設株式会社 建設業
731 大和ハウス工業株式会社 建設業
732 髙松建設株式会社 建設業
733 株式会社竹中工務店 建設業
734 東レ建設株式会社 建設業
735 南海辰村建設株式会社 建設業
736 野里電気工業株式会社 建設業
737 パナホーム株式会社 建設業
738 株式会社松村組 建設業
739 株式会社ミライト・テクノロジーズ 建設業
740 村本建設株式会社 建設業
741 明星工業株式会社 建設業
742 ＮＴＮ株式会社 製造業
743 奥地建産株式会社 製造業
744 株式会社加貫ローラ製作所 製造業
745 大和冷機工業株式会社 製造業
746 タカラスタンダード株式会社 製造業
747 日本インシュレーション株式会社 製造業
748 株式会社カンセツ サービス業
749 株式会社綜合積算 サービス業
750 西尾レントオール株式会社 サービス業
751 一般社団法人ボーケン品質評価機構 サービス業

752 極東開発工業株式会社 製造業
753 株式会社宮本組 製造業
754 日本管財株式会社 サービス業

755 アイサワ工業株式会社 建設業
756 株式会社大本組 建設業

757 株式会社サタケ 建設業
758 大新土木株式会社 建設業
759 中国木材株式会社 製造業
760 テラル株式会社 製造業
761 富士機械工業株式会社 製造業
762 ホーコス株式会社 製造業
763 関西エックス線株式会社 サービス業
764 株式会社ケーイーシー サービス業

765 株式会社長府製作所 製造業
766 不二輸送機工業株式会社 製造業

767 ユニ・チャームプロダクツ株式会社 製造業

768 第一復建株式会社 サービス業
769 株式会社福山コンサルタント サービス業

福岡県

愛媛県

岡山県

広島県

山口県

兵庫県


