
みなとタバコルール宣⾔登録事業者⼀覧（令和5年2⽉1⽇現在） 
  令和5年2⽉1⽇現在、「私たちは、『みなとタバコルール』の趣旨を理解し、賛同し、ルールを守るため、⾏動します」と宣⾔していただいた事業者様は、次のとおりです。
みなとタバコルール賞受賞事業者   ⾦賞   銀賞   銅賞

No. 事業所名 ホームページ No. 事業所名 ホームページ No. 事業所名 ホームページ No. 事業所名 ホームページ
0 港区役所 http://www.city.minato.tokyo.jp/ 68 株式会社ジンダイ港営業所 138 株式会社スマートボックス http://www.smart-box.jp/ 207 株式会社塩野
1 株式会社エムケー調剤 http://www.m-k.co.jp 69 DIYA六本⽊ヒルズ店 https://diya-dining.jp/ 139 株式会社きずな http://www.kizunacorp.jp 208 株式会社ブリティシュビート http://www.britishbeat.co.jp
2 株式会社プレディオ 70 ブーケ・ド・フランス 140 セーラー広告株式会社東京支社 http://www.saylor.co.jp 209 株式会社⽇東広告社 http://www.nitto-ad.co.jp
3 第一資材株式会社 71 JACOBCOHEN東京ミッドタウン店 142 株式会社企画編集社 210 株式会社アンドウアンドアソーシエイツ
4 株式会社ビー・ツー・ベアーズ http://www.be-to.co.jp 72 原工具株式会社 143 株式会社エレメンツジャパン 211 株式会社エム・ティ・トレーディング
5 株式会社久田ビルディング 73 株式会社森ビルホスピタリティコーポレーション アンダース゛東京 http://www.andaztokyo.com 144 株式会社プリズミック http://www.prismic.co.jp 212 株式会社ライフエスコート https://www.life-escort.co.jp
6 株式会社ランドコンピュータ https://www.rand.co.jp 74 ファーストキャビン赤坂 http://first-cabin.jp/locationlist/akasaka.html 145 近藤法律事務所 213 村崎建設株式会社 http://www.t-murasaki.jp
7 旭紙業株式会社 http://www.asahishigyo.co.jp 75 蔦井株式会社 http://www.tsutai.co.jp 146 株式会社FIC 214 株式会社多朗 http://www.in-fom.com
8 栗本商事株式会社東京支店 http://www.kurimoto.co.jp/kurimototrading/ 76 株式会社東幸  2020（R2） http://www.too-koo.co.jp 147 モツビストロ⻨房家 215 株式会社インフォム http://www.in-fom.com
9 大器株式会社 77 新橋駅前ビル自治会 148 株式会社未来図建設東京支店 http://www.miraizu.co.jp 216 株式会社新⽇本海新聞社東京支社
10 大器キャリアキャスティング株式会社 78 積水化学工業株式会社 http://www.sekisui.co.jp/ 149 株式会社FIVECENTS http://www.fivecents.jp 217 株式会社ダイキョウ東京営業所 http://www.dai-kyo.com
11 株式会社⽇本エキスパートシステム http://www.expert.co.jp 79 株式会社太平洋クラブ https://www.taiheiyoclub.co.jp 150 東陽物産株式会社 218 公益財団法人昭和奨学会
12 MHIファシリティーサービス株式会社 http://www.mhifs.co.jp/ 80 大塚製薬株式会社東京本部 http://www.otsuka.co.jp 151 株式会社ワイ・エス・エンタープライズ https://www.pureluxe.jp/ 219 AU.HRコンサルティング株式会社
13 株式会社アビタ 81 ※登録終了 152 株式会社白文商会.OA 220 株式会社査定コンサルティング http://www.hokensatei.com/
14 PUREFITT http://www.purefitt.jp 82 宇都宮螺⼦株式会社 http://www.urk.co.jp 153 消費税をなくす東京の会 221 ⻑⾕川ウェブ設計株式会社 http://hasega-wa.jp
15 レストラン樫ノ⽊ 83 ヤマトロジスティクス株式会社販売物流サービスカンパニー http://www.yamatosolutions.com 154 東ソー株式会社 http://www.tosoh.co.jp/ 222 株式会社サンエンジー http://www.sanyenji.co.jp
16 株式会社アカネ http://akane-green.co.jp 84 ⼦安薬局 155 大東建設不動産株式会社 http://daito-net.co.jp/ 223 ベビールーム新橋 http://www.br-s.jp
17 森ビル株式会社 http://www.mori.co.jp 85 キットデザイン株式会社 156 あじる亭カリフォルニア https://celebourg.com/agiletei-california 224 大和興産株式会社 http://www.yamatokosan.co.jp
18 シンテイ警備株式会社六本⽊事務所 86 中島税理⼠⾏政書⼠事務所 http://www.zeirisi.info 157 鈴⽊企画株式会社 225 中央情報開発株式会社
19 東京ガスライフバル港 http://www.tg-lv-minato.com 87 有限会社山田ビルディング 158 港三菱自動⾞販売株式会社 226 六本⽊ファーストクリニック
20 東京ガスリックリビング株式会社 http://www.tgrikliving.co.jp 88 株式会社クレヴァシステムズ 159 株式会社クロスロード 227 ⻑峰製茶株式会社新橋店
21 株式会社知識経営研究所 http://www.kmri.co.jp/ 89 東陽工業株式会社 https://com-toyo.co.jp 160 翠商事株式会社 228 東京不動産
22 明治学院大学 http://www.meijigakuin.ac.jp 90 株式会社奥村組東⽇本支社 161 KANAEアソシエイツ株式会社 http://kanae-associates.com/ 229 株式会社シ―エスイーソフト http://www.cse-soft.co.jp
23 株式会社豊建築事務所 http://www.yutaka-arc.co.jp 91 ※登録終了 162 株式会社ユーラスエナジーホールディングス http://www.eurus-energy.com 230 第三春美鮨
24 株式会社ジャステック http://www.jastec.co.jp 92 しば胃腸こうもんクリニック http://shibaangel.com 163 株式会社近未来プロデュース 231 arca
25 水ing株式会社 https://swing-w.com/ 93 東⽇本旅客鉄道株式会社新橋駅 164 株式会社⽇本カーゴエキスプレス航空センター http://www.jcexp.co.jp/ 232 ⻘山外苑矯正⻭科 http://www.aoyama-kyosei.jp/
26 東京⾼輪病院 http://takanawa.jcho.go.jp/ 94 株式会社誠 165 有限会社芹川事務所 233 任推株式会社 http://www.ninsui.com
27 ⽇本たばこ産業株式会社 95 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社 166 SOMEYA・本舗 234 石原特許事務所
28 ニッカウヰスキー株式会社 96 資生堂アメニティグッズ株式会社 167 株式会社グリーンパワーインベストメント http://greenpower.co.jp 235 株式会社ミスターマックス・ホールディングス https://www.mrmax.co.jp/
29 岡田建設株式会社 97 eggcellent 168 医療法人社団松柏会藤田クリニック http://www.fujita-clinic.jp 236 有限会社WaizHoldings
30 株式会社ほうらいやビル 98 リコージャパン株式会社港事業所 https://www.ricoh.co.jp/ 169 竹内運送株式会社 237 大⽊法律事務所
31 笠井設計株式会社 http://www.kcd1977.com/ 99 ダイヤモンドオフィスサービス株式会社 http://www.dmos.co.jp 170 ⽇本イートン株式会社 238 有限会社プラン・アンド・ドゥ
32 キャピタル開発株式会社 100 川本工業株式会社東京支店 http://www.kawamoto-ind.co.jp 171 株式会社田中印刷東京営業所 http://www.tanaka-kp.co.jp 239 株式会社クロスマインズ http://crossminds.co.jp/
33 スリーエフ南⻘山ビル(株式会社スリーエフ不動産) http://three-f-bldg.co.jp/ 101 MHI保険サービス株式会社 http://www.mhiins.co.jp/ 172 永野森田米国公認会計⼠事務所 240 上田印章店
34 住友不動産株式会社ヨコソーレインボータワー 102 グローバルブレーン株式会社 173 住鉱潤滑剤株式会社 https://www.sumico.co.jp 241 有限会社セブンアンドセブンサービス
35 東京街路株式会社 103 株式会社河本総合防災 http://www.k-ksb.co.jp/ 174 株式会社東京ガーデン 242 ミニストップ⻁ノ⾨2丁⽬店 http://tiebreak.co.jp
36 読売理工医療福祉専⾨学校 104 学校法人東洋英和⼥学院 175 株式会社アーバンフレックス www.arbanflex.com 243 ミニストップ新橋1丁⽬店 http://tiebreak.co.jp
37 三菱UFJ信託銀⾏株式会社港南ビル 105 ニチビル株式会社 176 株式会社ホリ・コン http://www.horicon.jp 244 株式会社国際社会経済研究所 http://www.i-ise.com
38 世界貿易センタービルディング http://www.wtcbldg.co.jp 106 ひらま総合法律事務所 https://hirama-law.jp/ 177 株式会社神山 245 申出により非掲載
39 東京電⼒パワーグリッド株式会社銀座支社 108 川崎重工業株式会社 http://www.khi.co.jp/ 178 表参道⻭科クリニック http://www.表参道⻭科.jp/index.html 246 株式会社エムディーアール
40 セントラルエンジニアリンク゛株式会社港支店 109 株式会社HARMONIA http://www.harmonia-corp.com 179 ⻄山⻭科医院 https://www.nishiyama-dentalclinic.com 247 阿ぶらや化粧品店 https://www.facebook.com/MinatokuAburaya/

41 株式会社山王ショウワ 110 広友レンティア株式会社 https://www.koyou.co.jp/ 180 Chinesedining永利 248 カットサロン一心楼 http://www.geocities.jp/issinro/
42 株式会社創建 http://www.soken.co.jp 111 港区⽴御成⾨中学校PTA 181 AGCオートモティブウィンドウシステムズ株式会社 https://www.agc-winsys.com/ 249 井瀬⻭科 http://www.inosedental.com/
43 住友不動産株式会社竹芝ビル 112 株式会社プロネクサス 182 株式会社ホライズンリゾートパートナーズ https://www.horizon-resort.co.jp 250 株式会社One＆Only
44 品川プリンスホテル(株式会社プリンスホテル) 113 サンブリヂビルテクノ株式会社  2018（H30) 183 株式会社エム・デー・ビー 251 株式会社トレディア
45 ⿅島建設株式会社(本社ビル) 114 帝人エコ・サイエンス株式会社 http://www.teijin-eco.jp 184 アペックス産業株式会社 http://www.apex-sangyo.jp 252 株式会社インターフェイス http://www.iface.jp/
46 八洲電機株式会社 http://www.yashimadenki.co.jp 115 みずほ銀⾏浜松町支店 185 株式会社ホリ・コンクオリティー 253 株式会社カサレアル www.casareal.co.jp/
47 東京都港都税事務所 116 株式会社富⼠通総研 http://www.fujitsu.com/jp/group/fri/ 186 貘 254 48thSt.
48 ソニーシティ 117 富⼠通ISサービス株式会社(本社事務所) http://www.fujitsu.com/jp/group/fiss/ 187 株式会社エース・コーポレーション http://www.acecorp.co.jp/ 255 SpinMasterJapan株式会社
49 お台場海浜公園東京港埠頭株式会社 http://www.tptc.co.jp/park/01_02 118 岩⽊特許事務所 188 株式会社リーフ・クリエイツ 256 ブルースター株式会社 https://www.blue.co.jp/
50 株式会社朝⽇工業社 http://www.asahikogyosha.co.jp/ 119 有限会社惑星社 http://wakuseisha.com/ 189 株式会社ローレルインテリジェントシステムズ http://www.lis-fss.co.jp 257 株式会社リーガルサポーターズ
51 フィンランド大使館 http://www.finland.or.jp/ 120 IAPH（国際港湾協会・公益財団法人国際港湾協会協⼒財団） http://www.iaphworldports.org/ 190 株式会社ゾフ 258 株式会社イチテック東京支店 http://www.ichitec.co.jp
52 全⽇本たばこ産業労働組合 121 社会保険労務⼠法人ALLROUND http://www.argr.jp 191 グラウト物産株式会社 259 株式会社フセアス
53 オフィックス株式会社 http://www.offix.co.jp/ 122 六本⽊EDクリニック https://www.tkmclinic.com 192 株式会社NEUTRALDESIGN 260 シェ・イグチ http://www.cheziguchi.com
54 東京中央たばこ商業協同組合 123 米国イリノイ州政府駐⽇事務所 193 間地不動産有限会社 261 アクアエンジニアリング株式会社 http://www.aqua-eng.co.jp/
55 株式会社ニッケイトラスト http://www.nikkei-trust.com 124 山吹直幸税理⼠事務所 194 株式会社三⽴エース 262 特定非営利活動法人東京都港区中⼩企業経営支援協会 http://www.npo-minato.or.jp
56 古河産業株式会社 125 株式会社ナショナルランド http://www.04998.net/ 195 シンシアデンタルクリニック http://www.sincere-dc.com 263 ⻄⿇布不動産管理株式会社
57 株式会社ハウスオブローゼ http://houseofrose.co.jp 126 特定非営利活動法人仕事人倶楽部 http://shigotonin-club.com 196 社会保険診療報酬支払基⾦労働組合 264 エヌテック株式会社
58 株式会社エイコ— http://www.eicoh.com 128 一般社団法人中⾼年齢者雇⽤福祉協会 197 株式会社石川コンピュータ・センター東京支社 http://www.icc.co.jp 265 株式会社グラヴィス
59 ⿅島建設株式会社東京⼟⽊支店 http://www.kajima.co.jp/ 129 有限会社スカイクリエイト 198 株式会社文昌 266 株式会社パワーシフト
60 ⿅島建設株式会社東京建築支店 http://www.kajima.co.jp/ 130 株式会社サンポスト 199 株式会社フォーランナー http://www.forerunner.co.jp 267 えのもと⻭科医院
61 まま彦らーめん六本⽊店 131 株式会社ファーストブリッジ https://www.first-bridge.co.jp 200 株式会社エーアンドエージャパン 268 一般社団法人三田労働基準協会 http://www.mita-roukikyo.or.jp
62 株式会社拓新 http://www.takushin-fds.co.jp 132 株式会社タキザワアソシエイツ 201 株式会社⾵⼒エネルギー研究所 http://www.windenergy.co.jp 269 港シビル株式会社  2018（H30） http://www.minato-civil.jp
63 MOTOWNHOUSE http://www.motownhouse.com/home.htm 133 株式会社彩季 202 株式会社グローウィル東京支店 270 株式会社⿇布タマヤ http://www.azabu-tamaya.com
64 株式会社⽴原商店 134 株式会社SourireCompagnie 271 株式会社B-techJapan http://www.b-techjapan.com
65 とらや東京ミッドタウン店 135 株式会社貸ビル情報センター 204 株式会社ジネコ http://www.jineko.co.jp 272 ダイキ⽇本語学院東京 http://www.dai-ki.co.jp
66 株式会社エグゼクティブプロテクション http://www.ex-pr.com 136 ケミカルグラウト株式会社 http://www.chemicalgrout.co.jp 205 特定非営利活動法人フラウネッツ https://www.fraunetz.com 273 株式会社Act9 https://www.act9.co.jp
67 王帝商事株式会社 137 株式会社エムズコミュニケイト http://www.emscom.co.jp 206 株式会社エフスタイル https://www.f-st.biz 274 一般社団法人⽇本ソーシャルワーク教育学校連盟 http://www.jaswe.jp
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No. 事業所名 ホームページ No. 事業所名 ホームページ No. 事業所名 ホームページ No. 事業所名 ホームページ
275 新橋調剤薬局 http://www.shinbashipharmacy.com/ 346 株式会社エルシオン http://www.elzion.co.jp 418 後藤ブランド株式会社 https://www.goto-brand.com/ 491 公益財団法人髙梨学術奨励基⾦ http://www.disclo-koeki.org/06a/00848/index.html

276 ⽇本電算機販売株式会社 http://www.hello-ncs.co.jp 347 危険物保安技術協会 http://www.khk-syoubou.or.jp/ 419 株式会社二宮 http://www.nnkk.biz/ 492 モバイルコンピューティング推進コンソーシアム http://www.mcpc-jp.org/
277 株式会社アルファ―ブレインズ http://www.alpha-b.co.jp 348 ⻘山内科医院 http://www.hospita.jp/000368.shtml 420 富⼠ゼロックス首都圏株式会社プロダクションサービス2部4G 493 白⾦ヴェルデ薬局 http://tokyo-chouzai.co.jp/shop/shirokane.html

278 辻嶋・石部法律事務所 349 中野建設株式会社 https://www.nakano-kensetu.co.jp 421 株式会社ビットマザー http://www.bitmother.co.jp/ 494 一般財団法人国際開発センター http://www.idcj.or.jp/top.html
279 株式会社エム・オー・エルアジャストメント http://www.mol.co.jp/molgroup/moladjustment/ 350 中野都市開発株式会社 https://www.nakano-kensetu.co.jp/ 422 有限会社近藤電気工事 http://k-denki.co.jp/ 495 株式会社従心会倶楽部 https://www.jushinkai.com
280 菅原整体院 351 中野商事株式会社 http://www.nakano-syouji.com/ 423 株式会社ホスピタリティバンク http://www.hospitality-bank.com/ 496 有限会社赤坂泉屋山田ビル
281 医療法人社団根間デンタルオフィス北⻘山 352 カズデンタルクリニック 424 株式会社アイ・エス・エス https://www.issjp.com/ 497 ⻄⽇本プラント工業株式会社
282 有限会社正和製作所 353 ⿇布I.B.KAN http://www.ibkan.com 425 司法書⼠法人東⻄合同事務所 498 株式会社i-plug http://i-plug.co.jp/
283 ⻄⿇布Vin 354 株式会社ジャパンリスクソリューション http://www.japanrisk.co.jp/ 426 植村写真スタヂオ 499 広尾山茶花
284 南浦商事株式会社東京営業所 http://www.minamiura.co.jp/ 355 株式会社フリーハンド http://freehand-japan.com 427 合資会社二光 500 有限会社メディアフィールド
285 公益財団法人航空機国際共同開発促進基⾦ http://www.iadf.or.jp/ 356 NPO法人⽇本楽友協会 428 ワインバー・イゾラ https://www.isola-winebar.com/ 501 商工中⾦カード株式会社
286 サス・サンワ株式会社 357 セラ・コミュニケーションズ株式会社 429 有限会社美容室ミスエッセンス表参道店 http://www.miss-essence.co.jp/ 502 ⻁ノ⾨⻭科クリニック
287 パカラパシフィック株式会社 358 （有）岡田屋本店 花すし 430 北海道居酒屋あおちゃん 503 株式会社ソーゴーブレイン
288 飯島総合会計事務所 http://www.is-tax.co.jp 359 有限会社鮮魚いわ田 431 シェ・ミカワ株式会社 http://www.chez-mikawa.co.jp 504 カフェすえーる︕和田商店
289 株式会社叶光 http://www.is-tax.co.jp 360 カナダビザ申請センター http://www.vfsglobal.ca/Canada/japan 432 株式会社PAGI 505 旭運輸株式会社東京支店 https://www.auk.co.jp/
290 株式会社叶光創研 http://www.is-tax.co.jp 361 シンガポールビザ申請センター http://www.vfsglobal.com/Singapore/japan 433 寿商事株式会社 506 ⿇布十番つのだレディースクリニック http://www.kanja.jp/020914.html
291 公益財団法人仏教伝道協会 362 株式会社東信電機製作所 https://peraichi.com/landing_pages/view/toshinelectronics 434 はり・きゅう・マッサージ治療院アキュモード https://acu-mode.com/ 507 株式会社makeact https://www.ma-minatoku-chintai.com

292 株式会社ねこじゃらし https://www.nekojarashi.com/ 363 株式会社ランテック東京支店 http://www.rantec.co.jp 435 ぶどうの樹 508 柏陽物産株式会社
293 株式会社一色タカナワ http://www.issiki-shika.co.jp/ 364 ⻭科矯正クイン 436 株式会社ウオーターズ＆アソシエイツ www.intersearchjapan.com/ 509 株式会社シンキ
294 新聞輸送株式会社 http://www.shinbun-yusou.co.jp/ 365 ⾼末工務店 437 株式会社光南 510 アイビーシー株式会社 http://p-ibc.co.jp
295 有限会社⼩泉商店 366 医療法人社団仁心会野尻⻭科 http://www.nojiri-dental.com 439 パルスター株式会社 511 株式会社トレム
296 株式会社KOUGA＜おそばの甲賀＞ http://osobanokouga.com/ 367 KIRA²☆（キラキラボシ） 440 ⽇本プライベート看護株式会社 http://www.jp-nursing.com 512 AstroLeadささのや https://sites.google.com/a/sasanoya.jp/caferestaurant/home

297 株式会社セイ・コーポレーション 368 メタネックス・ジャパン株式会社 https://www.methanex.com 441 株式会社Jリポート http://j-report.jp/ 513 ⻄松建設株式会社
298 株式会社マキヒロシゲアトリエ 369 ⾦陵電機株式会社東⽇本支店 https://www.kinryo-electric.co.jp 442 菊家 514 株式会社⽇⽴LGデータストレージ http://hlds.co.jp
299 つけ麺隅田⻄新橋店 370 株式会社SSPインターナショナル 443 全国食肉センター協議会 515 プランダス株式会社 http://www.plandas.co.jp/
300 株式会社岡本東京営業所 http://www.nbk-okamoto.co.jp/ 371 パーストープジャパン株式会社 http://www.perstorp.com 444 データ・ジャパン株式会社三田事業所 https://www.datajapan.co.jp 516 有限会社パッドスポーツクラブ
301 株式会社菊医会 http://www.j-m-s.co.jp 372 リストデベロップメント株式会社 445 藤田観光工営株式会社東京営業所 http://www.fujita-kouei.co.jp 517 ローソン東⿇布二丁⽬店
302 株式会社秋友社 373 合同会社VFSサービシズ・ジャパン http://www.vfsglobal.com/ 446 一般社団法人⽇本外交協会 http://www.spjd.or.jp 518 未来⻭科 https://miraishika.net
303 BarRenaHorne http://barrenahorne.com 374 株式会社アーキモール http://www.archi-mall.com 447 アイ・ケー・ジー株式会社 http://www.ikg.ne.jp/ 519 ダヴィンチホーム株式会社 www.davincihome.tokyo
304 株式会社ビルドテクノサービス http://www.2004bts.com/ 375 下村純建築設計事務所 https://www.junshimomura.com/ 448 赤坂針灸院 http://www.akasakashinkyuuin.jp/ 520 株式会社これあらた https://www.core-arata.co.jp/
305 有限会社⼩池企画印刷 376 株式会社アルティア http://www.artia.jp 449 株式会社ユーキャンパス https://www.youcanpass.net 521 株式会社プロテックス http://www.c-pts.co.jp/
306 五幸商事株式会社 https://www.gokohshoji.co.jp 377 訪問介護事業所サクラ 450 橋本⻭科医院 522 株式会社プレステージエイム
307 飼料輸出⼊協議会 378 株式会社ミナト・メディア http://www.minato-media.com/ 451 ウェストロック株式会社 523 タカセ物流株式会社
308 医療法人社団峰⾄会⻄原病院 http://www.nishihara-hospital.com/ 379 株式会社北村薬局 http://www.k-pharmacy.co.jp 452 株式会社夢の幸 524 ⼩⾒山⻭科医院 http://komiyama-shika.la.coocan.jp
309 株式会社サジェスコム http://www.suggescom.co.jp/ 380 株式会社東京リースコーポレーション http://www.tokyolease.co.jp/ 453 澤田産業株式会社 525 株式会社プロテックス・ジャパン http://www.protexjapan.co.jp/
310 株式会社エイチ・オー・ピー http://hop-ltd.jp 381 株式会社テックポイントジャパン 454 株式会社T.F.Tデザインワークス 526 Jステージ
311 佐藤工業株式会社 東京支店浜松町2丁⽬作業所 382 株式会社SInc. http://www.s-inc.co.jp 455 株式会社淺沼組東京本店 527 イーカーゴ株式会社
312 ONEデザインズ株式会社 http://www.koyou-onesd.co.jp 383 JFE条鋼株式会社 http://www.jfe-bs.co.jp/ 456 BetopJapan株式会社 528 アルケミートレード株式会社 http://www.alchemytrade.jp/
313 株式会社不動 384 オーバル・パートナーズ株式会社 http://www.oval-partners.co.jp 457 株式会社ティー・ピー・エス 529 医療法人社団⾹明会草間かほるクリニック
314 株式会社ナカジマ 385 田辺インターナショナル株式会社 http://www.maplesyrup.co.jp 458 株式会社近鉄エクスプレス http://www.e-xpress.jp 530 医療法人財団花椿会南⻘山⽪膚科スキンナビクリニック https://www.skinnaviclinic.jp/sp/
315 ⽇本カルミック株式会社エンジニアリング事業部 https://www.calmic.co.jp 386 株式会社ウォーターデザイン 459 株式会社割烹以志井 http://www.kappou-ishii.com/ 531 多摩大学大学院 http://tgs.tama.ac.jp/
316 株式会社⽇⽴ハイテクサイエンス http://www.hitachi-hightech.com/hhs/ 387 公益社団法人⽇本鋳造工学会 http://jfs.or.jp/ 460 みさき投資株式会社 www.misaki-capital.com/ 532 株式会社ルートヴィガー www.route-vigor.com
317 原・白川法律事務所 388 株式会社ラス・ネットワーク http://www.wrass.co.jp/ 461 株式会社海外物産 http://www.kaigaibussan.jp/ 533 有限会社ファイバーコーディネートサービス www.fiber-coord.com
318 おきあがり⼩法師 389 株式会社⻘山プロパティーズ 462 株式会社⽇本在宅ケア教育研究所 http://www.zaitakucare.co.jp/ 534 株式会社芝浦不動産
319 中川薬局 390 株式会社スピードコーチング 463 株式会社エコ・テック http://www.eco-tech.co.jp 535 iPhoneリペアセンター浜松町店
320 ⿅島建設株式会社東京⼟⽊支店竹芝工事事務所 391 株式会社サカイ引越センター http://www.hikkoshi-sakai.co.jp/ 464 KadantJapan株式会社 536 お弁当のかわの  http://www.genkigohan.com
321 株式会社スティア・コーポレーション http://www.steer-corp.com 392 有限会社ゴーング・イー http://going-e.co.jp/ 465 藤田観光株式会社ホテルグレイスリー田町 http://gracery.com/tamachi/ 537 特定非営利活動法人ショートテニス振興会 http://www.i-tennis.com/s-tennis/
322 株式会社ジェニュイン http://www.genuine-c.com 393 株式会社エステイエス http://www.s-t-s.co.jp/ 466 味の素株式会社東京支社 https://www.ajinomoto.co.jp/ 538 株式会社ベッセル・ジャパン www.vessel-japan.co.jp/
323 株式会社⻑⾨屋商店⼩売事業部 http://www.nagatoya.com/ 394 株式会社坂本商会 467 チャートジャパン株式会社 www.chartjapan.com 539 滝沢デンタルクリニック
324 アサヒ機装株式会社 http://asahikisou.co.jp 395 株式会社グランマルシェ http://www.g-marche.co.jp/ 468 YMSリアルエステート株式会社 540 株式会社富⼠通パーソナルズ http://www.fujitsu.com/jp/group/personal/

325 有限会社 渡辺メイクアッププロモーション 396 エイチティーティープロジェクト株式会社 469 ハイカラ白⾦ 541 株式会社Slow-Walkers http://www.slow-walkers.jp
326 株式会社アールトップ http://rtop.co.jp 397 株式会社アート蒼 http://www.artsou.co.jp/ 470 株式会社⽇本カーゴエキスプレス http://www.jcexp.co.jp 542 マイケアプランセンター東京 http://www.zaitakucare.co.jp/
327 株式会社ワンツーホーム 398 三好弥 472 広友サービス株式会社 543 株式会社ゆりかもめ新橋駅
328 株式会社ヒガ・インダストリーズ http://www.higaind.jp/ 399 ナルト薬局 473 広友物産株式会社 544 有限会社輿石印刷
329 株式会社ナルミヤ・インターナショナル http://www,narumiya-net.co.jp/index.html 400 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社 474 株式会社アクシス http://www.axis-net.co.jp 545 株式会社早矢仕コンサルタント事務所
330 ⿅島・大林建設工事共同企業体 401 株式会社ドルチェインターナショナル http://dolceintl.com/jobs/ 475 赤坂⾒附総合法律会計事務所 http://www.akasakamitsuke.jp/ 546 株式会社エルエーピー http://lapj.co.jp/
331 株式会社ナイル https://www.nileriver.co.jp/ 402 赤坂氷川神社 http://www.akasakahikawa.or.jp 476 グッドハウス有限会社 547 ゆうき助産院・ゆうきマタニティーセラピー
332 株式会社ニチフ 東部営業本部 東京営業所 http://www.nichifu.co.jp 403 丸紅OKIネットソリューションズ株式会社 http://www.om-nix.com/ 477 関⼝登記測量事務所 http://so-tkc.net/ 548 ハイトンインターナショナルジャパンインベスト株式会社

333 天鴻餃⼦房赤坂店 404 株式会社エイプルジャパン https://www.apl.co.jp/ 478 赤坂KaOrU 549 厚和株式会社 http://www.kowa-joyhome.co.jp
334 Biz-Tokyo法務事務所 http://www.biz-tokyo.com 405 株式会社平井薬局 http://www.hirai-pharmacy.com/ 479 キッズラーニングネットワーク株式会社 http://www.gymboglobal.jp/ 550 ポニー工業株式会社東京本店 https://www.ponyindustry.co.jp/
335 株式会社むらさきジャパニーズインスティテュート http://www.murasaki-japanese.com 406 都築電気株式会社 http://www.tsuzuki.co.jp/ 480 ヘアーサロンKEI 551 ⽇本ソフト開発株式会社東京支店 http://www.nihonsoft.co.jp
336 志げ鮨 407 新⽇本観光株式会社 481 ハラカラ。南⻘山店 http://harakara.favy.jp 552 株式会社アールズ環境ソリューションズ
337 NECフィールディングサポートクルー株式会社 http://www.fsc-fielding.co.jp/ 408 かごマット工法技術推進協会 http://www.kagomatto-kyokai.jp/ 482 尾台会計事務所 553 株式会社ジェス建築企画 https://www.jes-kk.co.jp/
338 株式会社紅中 http://www.venichu.co.jp 409 広尾調剤薬局 483 ナースステーション東京 http://www.zaitakucare.co.jp/ 554 一般社団法人鉛蓄電池再資源化協会
339 株式会社ダイヤモンド・アスレティックス http://www.spa-shirokane.com 410 株式会社RYコーポレーション http://www.ry-corporation.com/ 484 マイ・ケアプランセンター東京 http://www.zaitakucare.co.jp/ 555 株式会社増田塾 https://masudajuku.jp
340 太陽計器株式会社 http://www.taiyokeiki.co.jp/ 411 レストランローザ 485 株式会社IHIインフラシステム https://www.ihi.co.jp/iis/ 556 カーヴ・ド・リラックス http://cavederelax.com/
341 アンダーソンテクノロジー株式会社 412 株式会社エール http://riche-salon.com/ 486 株式会社藤田工具商会 557 株式会社石松組 http://www.ishimatsugumi.jp/
342 株式会社ヨコハマタイヤガーデン港 414 一掌堂治療院 http://www.isshodo.com/ 487 株式会社GLAM 558 六本⽊シンフォニーサロン http://symphony-salon.com
343 株式会社ブイ・マネジメント http://www.v-managecon.com/ 415 株式会社⼟⽊田商会 488 株式会社アップサイド https://www.upside-web.jp 559 株式会社⽇産技術コンサルタント東京支社 http://www.nissan-gijutsu.co.jp
344 ⽇精株式会社 https://www.nissei.co.jp/ 416 公益社団法人⽇本診療放射線技師会 http://www.jart.jp/ 489 株式会社ヤナセグローバルモーターズ 560 一般社団法人⽇本コミュニティ放送協会 https://www.jcba.jp/
345 細川商事株式会社 417 サトーヘルスケア株式会社 http://www.sato.co.jp/company/about/group/health.html 490 上松整骨院 http://uematsuseikotsuin.com/ 561 春原忠⾏税理⼠事務所 http://www.kaikei-home.com/springfield
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http://komiyama-shika.la.coocan.jp
http://www.suggescom.co.jp/
http://www.tokyolease.co.jp/
http://www.protexjapan.co.jp/
http://hop-ltd.jp
http://www.s-inc.co.jp
http://www.koyou-onesd.co.jp
http://www.jfe-bs.co.jp/
http://www.alchemytrade.jp/
http://www.oval-partners.co.jp
http://www.maplesyrup.co.jp
http://www.e-xpress.jp
https://www.skinnaviclinic.jp/sp/
https://www.calmic.co.jp
http://www.kappou-ishii.com/
http://tgs.tama.ac.jp/
http://www.hitachi-hightech.com/hhs/
http://jfs.or.jp/
http://www.wrass.co.jp/
http://www.kaigaibussan.jp/
http://www.zaitakucare.co.jp/
http://www.eco-tech.co.jp
http://www.hikkoshi-sakai.co.jp/
http://www.genkigohan.com
http://www.steer-corp.com
http://going-e.co.jp/
http://gracery.com/tamachi/
http://www.i-tennis.com/s-tennis/
http://www.genuine-c.com
http://www.s-t-s.co.jp/
https://www.ajinomoto.co.jp/
http://www.nagatoya.com/
http://asahikisou.co.jp
http://www.g-marche.co.jp/
http://www.fujitsu.com/jp/group/personal/
http://www.slow-walkers.jp
http://rtop.co.jp
http://www.artsou.co.jp/
http://www.jcexp.co.jp
http://www.zaitakucare.co.jp/
http://www.higaind.jp/
http://www,narumiya-net.co.jp/index.html
http://www.axis-net.co.jp
http://dolceintl.com/jobs/
http://www.akasakamitsuke.jp/
http://lapj.co.jp/
https://www.nileriver.co.jp/
http://www.akasakahikawa.or.jp
http://www.nichifu.co.jp
http://www.om-nix.com/
http://so-tkc.net/
https://www.apl.co.jp/
http://www.kowa-joyhome.co.jp
http://www.biz-tokyo.com
http://www.hirai-pharmacy.com/
http://www.gymboglobal.jp/
https://www.ponyindustry.co.jp/
http://www.murasaki-japanese.com
http://www.tsuzuki.co.jp/
http://www.nihonsoft.co.jp
http://harakara.favy.jp
http://www.fsc-fielding.co.jp/
http://www.kagomatto-kyokai.jp/
https://www.jes-kk.co.jp/
http://www.venichu.co.jp
http://www.zaitakucare.co.jp/
http://www.spa-shirokane.com
http://www.ry-corporation.com/
http://www.zaitakucare.co.jp/
https://masudajuku.jp
http://www.taiyokeiki.co.jp/
https://www.ihi.co.jp/iis/
http://cavederelax.com/
http://riche-salon.com/
http://www.ishimatsugumi.jp/
http://www.isshodo.com/
http://symphony-salon.com
http://www.v-managecon.com/
https://www.upside-web.jp
http://www.nissan-gijutsu.co.jp
https://www.nissei.co.jp/
http://www.jart.jp/
https://www.jcba.jp/
http://www.sato.co.jp/company/about/group/health.html
http://uematsuseikotsuin.com/
http://www.kaikei-home.com/springfield


No. 事業所名 ホームページ No. 事業所名 ホームページ No. 事業所名 ホームページ No. 事業所名 ホームページ
562 有限会社レ・ブランシュ 635 弁護⼠法人ATB www.hibouchushou.net 707 マクシブ総合会計事務所 http://www.maxiv.jp 778 レバノン共和国大使館
564 一般社団法人JAPHネットワーク http://www.japh.or.jp 636 声のクリニック赤坂こまざわ⽿⿐咽喉科 http://akasaka-voice.jp/ 708 株式会社エアコンサービス http://www.airconservice.co.jp 779 ドミニカ共和国大使館
565 公益財団法人人権教育啓発推進センター 637 赤坂若狭 709 ⿅島建設株式会社東京建築支店(仮称)赤坂5丁⽬プロジェクト 780 バーレーン王国大使館
566 富⼠設備工業株式会社 638 ピックアンドチューズ有限会社プットイットオン https://pickandchoose.info 710 おとなの学校南⻘山校デイサービスセンター http://dayservice-navi.com/dayservices/99 781 スーパーホテルLohas赤坂 https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/akasaka/

567 株式会社 Bon Pinard 639 株式会社サンリョー 711 マネジメント・カレッジ株式会社 782 ホテル グランツ カスカータ https://glanzhotels.jp/cascata/
568 株式会社クリエイト工房 640 BarQueen's-Q 712 かたばみ興業株式会社 https://www.katabami.co.jp 783 MED Communications株式会社  2019（R元） https://www.med-com.jp
569 デンタルケア神⾕町 http://www.dentalcare-kamiya.jp 641 お米caféマキバスタイル www.makiba-style.com 713 社会保険労務⼠法人東京労務  2018（H30） https://www.tokyoroumu.com/ 784 ジクシス株式会社 https://www.gyxis.jp
570 美容調整YAZAWA http://www.ne.jp/asahi/b/yzw/ 642 TiLeaf表参道店 http://tileaf.net/ 714 東京愛ランド 785 株式会社NEXTAGE GROUP  2020（R2） https://nex-tage.co.jp/
571 B＆BITALIA https://bebitalia.co.jp/ 643 株式会社りぶ興業 715 株式会社サンゼ http://sanze.co.jp 786 サントリーワールドヘッドクォーターズ https://www.suntory.co.jp/
572 株式会社六本⽊ラピスラズリ 644 南⻘山Lunar http://lunar-aoyama.com 716 エムデイプランニング株式会社 787 ニチイケアセンターしろかね
573 ポンパドウル⿇布十番店 646 はりきゅう坐忘 http://harikyu.zabou-hiroo.jp/ 717 株式会社ユーコンサルタンツアンドデザイン 788 ぷちとまと・けあ
574 株式会社吉藤商店 647 ZABOU広尾駅前 http://zabou-hiroo.jp/ 718 株式会社アーバン 789 ハーツケアプランスペース
575 株式会社佐藤尚⺒建築研究所 http://www.naomisato.com 648 ZABOU⻄⿇布となり http://tonari.zabou-nishiazabu.jp/ 719 宗教法人安蓮社 790 キヨタ・ライフケアサービス株式会社 http://www.kiyota-life.co.jp/
576 ミツバ薬局 649 株式会社アールズパーク http://rs-park.com 720 カメダパン店 791 株式会社フォーリーフ・ライフケアサービス http://www.fourleaflifecare.com
577 株式会社バリューソフトウェア https://www.valuenet.co.jp/ 650 ZABOU⻄⿇布 http://zabou-nishiazabu.jp/ 721 大島椿株式会社 http://www.oshimatsubaki.co.jp 792 医療法人財団Chiron 芝浦アイランド内科クリニック http://www.shibaura-naika.com/
578 海岸⻭科クリニック http://www.kaigan-dental.com 651 富⼠電機FAサービス株式会社東⽇本サービスセンター http://www.sirius-ltg.com 722 株式会社キットクルー 793 ライオン薬局
579 株式会社⼟橋園 652 有限会社シリウスライティングオフィス 723 みずほ銀⾏新橋支店 794 ありがとう赤坂
580 沖コンサルティングソリューションズ株式会社 http://www.okiconsulting.com/ 653 申出により非掲載 724 GALLERY＆CAFECAMELISH 795 医療法人財団百葉の会（港区⽴台場⾼齢者在宅サービスセンター）

581 ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 http://www.yamato-ygx.co.jp/ 654 ⽇⼟地ビルサービス株式会社春⽇ビル事務所 https://www.nittochi.co.jp 725 森永製菓株式会社トレーニングラボ 796 悠楽⾥レジデンス六本⽊ http://lifesupport.co.jp
582 株式会社⻑⾕工リフォーム 655 株式会社Azabu-Resort http://www.azabu-resort.com 726 中国料理四川亭 797 悠々ケア六本⽊ http://lifesupport.co.jp
583 一般社団法人JIMA http://www.jima.gr.jp 656 株式会社第一製版 https://www.di-seihan.co.jp/ 727 ⽿⿐咽喉科望⽉医院 798 悠々ナーシング六本⽊ http://lifesupport.co.jp
584 株式会社ピークジャパン 657 株式会社古角商店 728 桜田電気工業株式会社 799 株式会社ヤマシタコーポレーション 港営業所 https://www.yco.co.jp
585 藤倉化成株式会社本社事務所 http://www.fkkasei.co.jp/ 658 株式会社貿易広告社 http://www.boueki-ad.co.jp 729 NPO法人みなと授業錬成アカデミー 800 医療法人財団厚生会 古川橋病院 https://zai-kouseikai.or.jp
586 株式会社ディープロコーポレーション http://www.dpro.co.jp/ 659 ANAファシリティーズ株式会社 http://www.anaf.co.jp/ 730 ELETOKYO http://www.eletokyo.com 801 アルファパートナーズ・ビズ株式会社 https://www.al-p.biz/
587 三協電気工業株式会社 http://www.sankyodenki.com 660 医療法人社団友仁会赤坂⾒附前田病院 731 株式会社キャッツル 802 清水薬局指定居宅介護支援事業者
588 株式会社ワールドクラフト https://www.worldcraft.co.jp 661 サイエンス＆テクノロジー株式会社 732 株式会社プロエスト http://www.proest.co.jp/ 803 株式会社フジエクスプレス https://www.fujiexpress.co.jp
589 KYB株式会社 www.kyb.co.jp/ 662 一般財団法人畜産環境整備機構 733 LaFarine https://la-farine-la-farine.jimdo.com 804 SHINBASHI https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13164474/

590 有限会社モティックス 663 株式会社DGコミュニケーションズ https://www.dg-c.co.jp 734 スターゼン株式会社 805 セブン-イレブン ⻁ノ⾨タワーズオフィス店
591 エキスプレスネットワーク株式会社 http://www.expressnetwork.co.jp/ 664 ⽇本介護福祉⼠会 735 佐野⻁ノ⾨クリニック 806 セブン-イレブン ⻄⿇布3丁⽬六本⽊通り店
592 株式会社エヌワイ http://www.ny-tokyo.com 665 公益財団法人東京エムオウユウ事務局 736 株式会社宮本工務店 807 セブン-イレブン 六本⽊ティーキューブ店
593 郵船ロジネット株式会社 666 株式会社⽇本アルトマーク http://www.ultmarc.co.jp 737 東京⽇本語センター  2018（H30） http://www.tjlc.jp/ 808 セブン-イレブン 港区⿇布十番3丁⽬店
594 株式会社テレビ朝⽇サービス 667 有限会社今石衛⾨陶舗 738 東北発電工業株式会社 http://www.tohatu.co.jp 809 セブン-イレブン 赤坂ガーデンシティ店
595 株式会社四方 http://www.yomo-akasaka.com 668 一般社団法人明専会東京センター鳳⿓クラブ 739 株式りそな銀⾏新橋支店 810 セブン-イレブン 外苑前駅前店
596 株式会社ミツモリ東京営業所 669 ノマ電気株式会社 http://www.noma-ele.com/ 740 うり坊神⾕町店 811 セブン-イレブン グランドプリンスホテル新⾼輪店
597 美容室CRANE https://www.salon-crane.com/ 670 株式会社⽇本環境認証機構 http://www.jaco.co.jp/ 741 株式会社おおわだぐみ http://ohwada-gumi.co.jp/ 812 セブン-イレブン 港区白⾦1丁⽬南店
598 岡田⻭科医院 http://www.okadadental-clinic.com/ 671 特許業務法人きさ特許商標事務所 http://www.kspat.gr.jp/ 742 株式会社ベストショッピング http://www.bestshipping.co.jp 813 セブン-イレブン 港区芝4丁⽬店
599 LIGHTSCENE http://www.lightscene.jp/ 672 シナノケンシ株式会社東京オフィス http://www.shinanokenshi.com/japanese/ 743 株式会社三河屋鈴⽊勘十商店 814 セブン-イレブン ⻁ノ⾨1丁⽬店
600 株式会社カシス・コンサルタンツ http://www.kcsc.co.jp/ 673 厚和株式会社 http://www.kowa-joyhome.co.jp 744 株式会社テレビ朝⽇ 815 セブン-イレブン 港区乃⽊坂駅南店
601 株式会社ソレイユ 674 株式会社農業⼟⽊会館 745 株式会社守⾕刃物研究所 東京営業所 http://www.moriyacl.co.jp 816 セブン-イレブン 港区赤坂駅南店
602 株式会社ソーシャルコミュニケーションズ 675 マサモト株式会社 http://www.masamoto.co.jp 746 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 https://www.disney.co.jp 817 セブン-イレブン 北⻘山⻘山通り店
603 ソルベイスペシャルティポリマーズジャパン株式会社 http://www.solvay.com/en/ 676 全労済たばこ共済本部 747 株式会社インフォネクスト http://infonext.jp/ 818 セブン-イレブン 白⾦台プラチナ通り店
604 シトマジャパン株式会社 http://www.sitma.jp 677 YujiHiruma＆AssociatesGID 748 東京⽇野自動⾞株式会社 https://www.tokyo-hino.co.jp 819 セブン-イレブン 港区港南2丁⽬店
605 天ぷら銀屋 678 株式会社昭和設計東京事務所 http://www.showa-sekkei.co.jp/jp/ 749 オフィスマツナガ⾏政書⼠事務所 http://www.office-matsunaga.jp/ 820 セブン-イレブン 六本⽊駅北店
606 株式会社クーザ http://kooza.co.jp 679 CaffeeNewSEM 750 株式会社ドウシシャ 821 セブン-イレブン ⿇布十番駅前店
607 株式会社ラッキーウィンク http://luckywink.co.jp/ 680 株式会社オムニバス・ジャパン http://www.omnibusjp.com 751 一般社団法人竹芝エリアマネジメント 822 セブン-イレブン 赤坂3丁⽬みすじ通り店
608 株式会社ラッキートレンディ http://luckywink.co.jp/ 681 表参道レーベル 752 テクノ・マインド株式会社 東京支社 https://www.tmc.co.jp 823 セブン-イレブン 港区三田5丁⽬店
609 株式会社ビューティーワールド http://beautyworld.jp/ 682 特定非営利活動法人キャリアカウンセリング協会 753 有限会社城山製作所 http://www.shiroyama-ss.com 824 セブン-イレブン ⾼輪台駅前店
610 株式会社スマートブリッジ 683 たけい雅昭後援会 754 東京港埠頭株式会社 埠頭事業部 825 セブン-イレブン 芝大⾨2丁⽬店
611 株式会社天童⽊工 東京支店 https://www.tendo-mokko.co.jp 684 株式会社松謙 755 カヤバ システム マシナリー株式会社 http://www.kyb-ksm.co.jp 826 セブン-イレブン ⻁ノ⾨4丁⽬店
612 白⾦スイーツ http://www.shirokanesweets.jp/ 685 芝大神宮社務所 756 NPO法人 ⽇本ACLS協会 東京トレーニングラボ http://www.acls.jp 827 セブン-イレブン 港区海岸3丁⽬店
613 株式会社ランドスケープ http://www.m-landscape.jp 686 ブリアンツァ6.1 757 シーサイドブリーズ 828 セブン-イレブン 港区芝浦ふ頭店
614 ワールドトラベルアソシエイツ株式会社 www.wta.co.jp 687 岩崎⻭科医院 http://iwasakidc.dentalmall.jp/ 758 ⽴花デンタルクリニック http://tachibana-dc.cihp2.jp/ 829 セブン-イレブン 済生会中央病院店
615 フラスクールカプアオカラニ http://mitahula.tokyo/ 688 シンテイ警備株式会社赤坂事務所 759 株式会社パワーネットジャパン http://meibo8.biz 830 セブン-イレブン ⽇⽴ハイテクビル店
616 東京トリックアート迷宮館 www.trickart.co.jp 689 株式会社新橋玉⽊屋 http://www.Tamakiya.co.jp 760 エスペランサ法律事務所 831 セブン-イレブン 六本⽊6丁⽬店 https://ucp-group.jp
617 ⽇本合成化学工業株式会社東京支社 690 Veganictogo http://25.veganic.jp/ 761 株式会社三州社 832 有限会社⼩林ベーカリー（セブン-イレブン 六本⽊7丁⽬店）

618 一般財団法人世界聖典普及協会 691 EnglishPlus https://www.englishplusjp.com/ 762 株式会社アドバンセル http://www.advansel.com 833 セブン-イレブン 港区一の橋店
619 公益財団法人マリンスポーツ財団 http://www.maris.or.jp 692 ZOO六本⽊ 763 沖電気工業株式会社 http://www.oki.com/jp/ 834 セブン-イレブン エイベックスビル店
620 アースジャパンリミテッド http://www.marsjapan.co.jp 693 株式会社プレシャスライズ http://preciousrise.co.jp 764 ソルベイジャパン株式会社 https://www.solvay.jp/ja/company/about-solvay/solvay-japan/solvayjapan-companyoverview.html 835 セブン-イレブン 港区南⻘山3丁⽬店
621 伊藤忠エネクス株式会社 https://www.itcenex.com/ 694 株式会社クリスタルジェミー http://crystal.jemmy.co.jp 765 ソルベイ⽇華株式会社 https://www.solvay.jp/ja/company/about-solvay/solvay-japan/solvaynicca-companyoverview.html 836 セブン-イレブン 南⻘山5丁⽬店
623 四国計測工業株式会社東京支社 695 株式会社クレッシェント http://crescente.jp 766 セールスワン株式会社 http://www.salesone.co.jp 837 セブン-イレブン 赤坂2丁⽬店
624 株式会社TOKAI東京本社 696 株式会社AnyGoldTrust https://anygoldtrust.co.jp 767 東⽇本旅客鉄道株式会社 浜松町駅 838 セブン-イレブン 赤坂3丁⽬一ツ⽊通り店
625 AGAVE 697 カプセルinミナミ 768 東⽇本旅客鉄道株式会社 田町駅 839 セブン-イレブン 赤坂4丁⽬店
626 グランプラス汐留 http://j-stage.jimbo.com 698 ミナミ六本⽊店 http://minami.p-world.jp 769 東和電気株式会社 http://www.towadenki.co.jp/ 840 セブン-イレブン ⻘山一丁⽬駅前店
627 柳沢⾦融経済研究所 699 有限会社ノバック http://www.noback.co.jp 770 霞町薬局 841 セブン-イレブン 魚籃坂店
628 株式会社グリーバル  2021 http://greeval.co.jp/ 700 かなざわ 771 フォルマチスタ株式会社 842 セブン-イレブン 芝浦4丁⽬店
629 株式会社ブレインコーポレーション http://www.brain-corporation.com 701 沖ウィンテック株式会社安田別館 772 株式会社 文洋社 http://www.bunyosha.co.jp 843 セブン-イレブン 港区芝5丁⽬店
630 株式会社丸仁ホールディングス http://www.marujin-hd.co.jp/ 702 デニーズ浜松町店 773 北⾥大学 https://www.kitasato-u.ac.jp 844 セブン-イレブン 神⾕町駅北店
631 株式会社丸仁不動産 http://www.marujin-re.co.jp/ 703 株式会社ヌーヴェルテック http://www.nvt.cleans.jp/ 774 特許事務所 ⽇本知財サービス https://www.jp-ips.com/ 845 セブン-イレブン 六本⽊3丁⽬店
632 アオイ電⼦株式会社東京営業所 http://www.aoi-electronics.co.jp/ 704 有限会社天俊(TENTOSHI) https://www.tentoshi.tokyo 775 リーガルオフィス白⾦ http://www.shirokane-legal.com 846 セブン-イレブン 港区北⻘山3丁⽬店
633 ※登録終了 705 ビーエヌシー株式会社 http://www.uars-bnc.co.jp 776 ブリヂストンモーターサイクルタイヤ株式会社 847 セブン-イレブン セレスティン芝三井ビル店
634 クリックテック・ジャパン株式会社 706 株式会社ピーオーテクノサービス http://www.po-technoservice.co.jp 777 株式会社富⼠通北陸システムズ 東京事業所 http://www.fujitsu.com/jp/group/fjh/ 848 セブン-イレブン 三田駅北店
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http://www.maxiv.jp
http://www.japh.or.jp
http://akasaka-voice.jp/
http://www.airconservice.co.jp
https://pickandchoose.info
http://dayservice-navi.com/dayservices/99
https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/akasaka/
https://glanzhotels.jp/cascata/
https://www.katabami.co.jp
https://www.med-com.jp
http://www.dentalcare-kamiya.jp
https://www.tokyoroumu.com/
https://www.gyxis.jp
http://www.ne.jp/asahi/b/yzw/
http://tileaf.net/
https://nex-tage.co.jp/
https://bebitalia.co.jp/
http://sanze.co.jp
https://www.suntory.co.jp/
http://lunar-aoyama.com
http://harikyu.zabou-hiroo.jp/
http://zabou-hiroo.jp/
http://www.naomisato.com
http://tonari.zabou-nishiazabu.jp/
http://www.kiyota-life.co.jp/
http://rs-park.com
http://www.fourleaflifecare.com
https://www.valuenet.co.jp/
http://zabou-nishiazabu.jp/
http://www.oshimatsubaki.co.jp
http://www.shibaura-naika.com/
http://www.kaigan-dental.com
http://www.sirius-ltg.com
http://www.okiconsulting.com/
http://www.yamato-ygx.co.jp/
https://www.nittochi.co.jp
http://lifesupport.co.jp
http://www.azabu-resort.com
http://lifesupport.co.jp
http://www.jima.gr.jp
https://www.di-seihan.co.jp/
http://lifesupport.co.jp
https://www.yco.co.jp
http://www.fkkasei.co.jp/
http://www.boueki-ad.co.jp
https://zai-kouseikai.or.jp
http://www.dpro.co.jp/
http://www.anaf.co.jp/
http://www.eletokyo.com
https://www.al-p.biz/
http://www.sankyodenki.com
https://www.worldcraft.co.jp
http://www.proest.co.jp/
https://www.fujiexpress.co.jp
https://la-farine-la-farine.jimdo.com
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13164474/
https://www.dg-c.co.jp
http://www.expressnetwork.co.jp/
http://www.ny-tokyo.com
http://www.ultmarc.co.jp
http://www.tjlc.jp/
http://www.tohatu.co.jp
http://www.yomo-akasaka.com
http://www.noma-ele.com/
https://www.salon-crane.com/
http://www.jaco.co.jp/
http://ohwada-gumi.co.jp/
http://www.okadadental-clinic.com/
http://www.kspat.gr.jp/
http://www.bestshipping.co.jp
http://www.lightscene.jp/
http://www.shinanokenshi.com/japanese/
http://www.kcsc.co.jp/
http://www.kowa-joyhome.co.jp
http://www.moriyacl.co.jp
http://www.masamoto.co.jp
https://www.disney.co.jp
http://www.solvay.com/en/
http://infonext.jp/
http://www.sitma.jp
https://www.tokyo-hino.co.jp
http://www.showa-sekkei.co.jp/jp/
http://www.office-matsunaga.jp/
http://kooza.co.jp
http://luckywink.co.jp/
http://www.omnibusjp.com
http://luckywink.co.jp/
https://www.tmc.co.jp
http://beautyworld.jp/
http://www.shiroyama-ss.com
https://www.tendo-mokko.co.jp
http://www.kyb-ksm.co.jp
http://www.shirokanesweets.jp/
http://www.acls.jp
http://www.m-landscape.jp
http://iwasakidc.dentalmall.jp/
http://tachibana-dc.cihp2.jp/
http://mitahula.tokyo/
http://meibo8.biz
http://www.Tamakiya.co.jp
https://ucp-group.jp
http://25.veganic.jp/
https://www.englishplusjp.com/
http://www.advansel.com
http://www.maris.or.jp
http://www.oki.com/jp/
http://www.marsjapan.co.jp
http://preciousrise.co.jp
https://www.solvay.jp/ja/company/about-solvay/solvay-japan/solvayjapan-companyoverview.html
https://www.itcenex.com/
http://crystal.jemmy.co.jp
https://www.solvay.jp/ja/company/about-solvay/solvay-japan/solvaynicca-companyoverview.html
http://crescente.jp
http://www.salesone.co.jp
https://anygoldtrust.co.jp
http://j-stage.jimbo.com
http://minami.p-world.jp
http://www.towadenki.co.jp/
http://www.noback.co.jp
http://greeval.co.jp/
http://www.brain-corporation.com
http://www.bunyosha.co.jp
http://www.marujin-hd.co.jp/
https://www.kitasato-u.ac.jp
http://www.marujin-re.co.jp/
http://www.nvt.cleans.jp/
https://www.jp-ips.com/
http://www.aoi-electronics.co.jp/
https://www.tentoshi.tokyo
http://www.shirokane-legal.com
http://www.uars-bnc.co.jp
http://www.po-technoservice.co.jp
http://www.fujitsu.com/jp/group/fjh/


No. 事業所名 ホームページ No. 事業所名 ホームページ No. 事業所名 ホームページ No. 事業所名 ホームページ
849 セブン-イレブン 港区三田1丁⽬店 920 公益社団法人港区シルバー人材センター http://www.minato-sc.or.jp/ 991 ローソン ⻄⿇布一丁⽬店 1062 ローソン EXタワープラス店
850 セブン-イレブン ⻄新橋2丁⽬店 921 株式会社 丹⻘研究所 https://tanseiken.jp/ 992 ローソン ⻘山骨董通店 1063 ローソン ⿇布三ノ橋店
851 セブン-イレブン ⻁ノ⾨駅前店 922 有限会社ルートイレブン http://www.route11.co.jp/ 993 ローソン 芝浦八千代橋店 1064 株式会社ソフィス
852 セブン-イレブン 神⾕町駅東店 923 有限会社坂井材⽊店 994 ローソン 北⻘山三丁⽬店 1065 産業保健サービス株式会社 https://www.sangyouhoken.com/
853 セブン-イレブン ⻁ノ⾨5丁⽬店 924 第一法規株式会社 995 ローソン 新橋⽇比⾕通店 1066 ソシオークグループ https://www.socioak.com/
854 セブン-イレブン 南⿇布5外苑⻄通り店 925 有限会社おかめ鮨 996 ローソン アクアシティお台場店 1067 株式会社アシーマ https://www.acimacorporation.com/
855 セブン-イレブン 港区広尾駅北店 926 株式会社HONU https://honucare.co.jp/ 997 ローソン ⻄⿇布四丁⽬店 1068 ガムクリーン・カンパニー株式会社 http://www.gumclean.co.jp
856 セブン-イレブン 港区飯倉店 927 flower shop だんだん畑 https://dandan-batake.com/ 998 ローソン ⻄⿇布三丁⽬店 1069 東海エンジニア株式会社 http://www.tohkai-e.co.jp/
857 セブン-イレブン 港区⿇布十番2丁⽬店 928 赤坂 魚と商店 999 ローソン 新橋烏森通店 1070 島唄楽園美海店 https://shimaparabusiness.com/
858 セブン-イレブン 港区溜池山王店 929 愛宕印刷興業株式会社 1000  ローソン S東京プリンスホテル店 1071 （合）VAS
859 セブン-イレブン 港区白⾦台1丁⽬店 930 株式会社中村組 東京支店 1001 ローソン ⻁ノ⾨一丁⽬店 1072 内海産業 株式会社 https://utsumi-sp.co.jp/
860 セブン-イレブン 品川イーストワンタワー店 931 埼和興産株式会社 http://www.saiwa.co.jp/ 1002 ローソン 港白⾦店 1073 三峰電気株式会社 http://mitsuminedenki.co.jp/
861 セブン-イレブン 港区芝浦3なぎさ通り店 932 有限会社 泰明電気工業所 1003 ローソン 芝浦シーバンス前店 1074 株式会社アールズ環境ソリューションズ東京支店 http://r-kankyo.jp/
862 セブン-イレブン 港区芝1丁⽬店 933 一般財団法人⽇本緑化センター 1004 ローソン 芝公園四丁⽬店 1075 合同会社デジタルシャイニング
863 セブン-イレブン 港区芝2丁⽬店 934 ⼩平興業株式会社 東京支店 1005 ローソン ⿇布十番一丁⽬店 1076 エチオピア連邦⺠主共和国大使館 http://www.ethiopia-emb.or.jp/
864 セブン-イレブン 三田ベルジュビル店 935 理想科学工業株式会社 理想三田支店 https://www.riso.co.jp/ 1006 ローソン 芝第一京浜店 1077 大雅
865 セブン-イレブン 南⿇布5丁⽬店 936 東洋電信電話工業株式会社 http://www.tdd.co.jp 1007 ローソン ⾼輪三丁⽬店 1078 TSP東⽇本株式会社 港営業所 https://www.tspeast.co.jp/
866 セブン-イレブン 港区⻄⿇布3丁⽬店 937 大島商店 1008 ローソン 赤坂氷川公園前店 1079 アフガニスタン・イスラム共和国大使館 http://www.afghanembassyjp.com/
867 セブン-イレブン 六本⽊5丁⽬店 https://ucp-group.jp 938 双和工機株式会社 http://www.souwakouki.co.jp/old/ 1009 ローソン 赤坂インターシティAIR店 1080 スロバキア共和国大使館
868 セブン-イレブン 赤坂Kタワー店 939 株式会社ホルス http://www.k-horus.jp/organization.html 1010 ローソン S赤坂インターシティ店 1081 マダガスカル共和国大使館
869 セブン-イレブン 白⾦台駅前店 940 コーナン建設株式会社東京支社 http://www.cohnan.co.jp/ 1011 ローソン S港区役所庁舎店 1082 パナマ共和国大使館 http://www.embassyofpanamainjapan.org/

870 セブン-イレブン 港区三田3丁⽬店 941 信和測量株式会社 http://www.shinwa-srv.co.jp 1012 ローソン ⻄新橋愛宕下通店 1083 株式会社エヌ・エイ・シー https://www.nac-care.co.jp/
871 セブン-イレブン 泉岳寺駅前店 942 株式会社スパックエキスプレス https://www.spacexpress.co.jp/ 1013 ローソン 田町芝浦⼝店 1084 株式会社キリカン洋⾏ http://www.kirikan.com
872 セブン-イレブン ⻄新橋3丁⽬店 943 株式会社 ⽇本能率協会総合研究所 https://www.jmar.co.jp/ 1014 ローソン Sザ・プリンスパークタワー東京店 1085 株式会社エクスプレス
873 セブン-イレブン 赤坂8丁⽬店 944 株式会社潮路 1015 ローソン オリックス赤坂2丁⽬ビル店 1086 申出により非掲載
874 セブン-イレブン 港区南⻘山7丁⽬店 945 cenxus税理⼠法人 1016 ローソン 港六本⽊通店 1087 ⽇電通信工業株式会社 http://www.nichikoinc.co.jp/
875 セブン-イレブン 港区南⻘山7丁⽬中央店 946 株式会社第一工芸社 https://www.d1-kougei.co.jp 1017 ナチュラルローソン ⻁ノ⾨巴町店 1088 WINGLORY https://www.loire.jp/salon_win_glory

876 セブン-イレブン 港区港南1丁⽬店 947 株式会社ワタベカメラ 1018 ナチュラルローソン 芝浦海岸通店 1089 南⻘山さとう内科 http://www.minamiaoyama-satoclinic.com/

877 セブン-イレブン 品川駅港南⼝店 948 ヤマハ株式会社東京事業所 1019 ナチュラルローソン 東⿇布三丁⽬店 1090 みこころ整骨院 みこころ鍼灸マッサージ院 http://www.mikokoroseikotsuin.com
878 セブン-イレブン 港区芝浦1丁⽬店 949 ⽇本スーパーマップ株式会社 https://supermap.jp 1020 ナチュラルローソン コモディオ汐留店 1091 株式会社シーエムシー https://www.cmcnet.co.jp/
879 セブン-イレブン 芝浦ベイワード店 950 株式会社ジー・エス http://www.gs-recycle.com 1021 ナチュラルローソン 芝浦アイランドケープ店 1092 宇都宮智治税理⼠事務所
880 セブン-イレブン なぎさテラス店 951 葉隠勇進株式会社 https://www.hagakure.co.jp 1022 ナチュラルローソン ⻁ノ⾨一丁⽬店 1093 特許業務法人井澤国際特許事務所 http://www.izawapat.jp
881 セブン-イレブン 港区汐彩橋店 952 エス・エー・エス株式会社 http://sas-com.com/ 1023 ナチュラルローソン 品川インターシティ店 1094 東京テレビ(株) http://www.tokyo-tv.jp
882 セブン-イレブン ⻄新橋1丁⽬店 953 東京ガス株式会社浜松町本社ビル 1024 ナチュラルローソン 新橋六丁⽬店 1095 株式会社ノットアットオール http://www.naa8.jp
883 セブン-イレブン ⻄新橋1丁⽬外堀通り店 954 株式会社⻄原衛生工業所 http://www.nishihara-eng.co.jp/company/profile.html 1025 ナチュラルローソン 乃⽊坂店 1096 尾⻄食品株式会社
884 東亜印刷株式会社 http://www.toa-p.jp 955 ローソン ベイコート芝浦店 1026 ナチュラルローソン S六本⽊ヒルズ店 1097 株式会社ウェブ・システム
885 株式会社ナビック港営業所 956 ローソン 芝大⾨二丁⽬店 1027 ナチュラルローソン アークヒルズフロントタワー店 1098 申出により非掲載
886 ⽇本創造企画株式会社 http://nihonsouzoukikaku.jp/ 957 ローソン 芝浦四丁⽬店 1028 ナチュラルローソン 赤坂⾒附店 1099 Crony
887 NPO法人プラチナ美容塾 958 ローソン 芝浦工大前店 1029 ナチュラルローソン 港⽇赤通り店 1100 大坪矯正⻭科医院 http://www.otsuboortho.com
888 富⼠マイクロ株式会社東京支店 http://www.fujimicro.co.jp/enter/enter.html 959 ローソン 芝大⾨店 1030 ナチュラルローソン 港芝浦三丁⽬店 1101 アンビルグループ・ジャパン合同会社
889 東⽇本電信電話株式会社 東京事業部 960 ローソン 赤坂九丁⽬店 1031 ナチュラルローソン ⻁ノ⾨桜田通り店 1102 808TOKYO https://808tokyo.com/
890 株式会社全工港営業所 961 ローソン 南⻘山二丁⽬店 1032 ナチュラルローソン 白⾦一丁⽬店 1103 株式会社ゴールドシュミット・テルミット・ジャパン
891 株式会社ドゥサイエンス https://doscience.co.jp 962 ローソン 東新橋一丁⽬店 1033 ナチュラルローソン 京王プレッソイン浜松町店 1104 クラフト⼩川／ぎゃらりー⼩川 https://www.craft-ogawa.co.jp/
892 有限会社 コーワライズ 963 ローソン 白⾦台二丁⽬店 1034 ナチュラルローソン 赤坂通店 1105 株式会社ロジ・タイムリー
893 扶桑建設株式会社 http://www.fuso-c.co.jp 964 ローソン 品川駅港南⼝店 1035 ナチュラルローソン 南⿇布二丁⽬店 1106 株式会社アークコミュニケーションズ https://www.arc-c.jp/
894 株式会社 武井工務店 965 ローソン 古川橋店 1036 ナチュラルローソン 芝五丁⽬店 1107 有限会社下徳商店
895 東宝電気株式会社 966 ローソン 港南三丁⽬店 1037 ナチュラルローソン 六本⽊ヒルズ店 1108 株式会社オーエルシージャパン http://olcjapan.com/
896 ⽇本美装株式会社 港支店 967 ローソン ⾦杉橋店 1038 ローソン LTF港区港南三丁⽬店 1109 非掲載
897 ブリヂストンタイヤジャパン株式会社 港営業所 968 ローソン ⾼輪店 1039 ローソン H三田三丁⽬店 1110 富⼠電工株式会社 https://www.fujidenko.co.jp
898 東都配送株式会社 969 ローソン 田町駅三田⼝店 1040 ローソン H芝浦シーバンス・ア・モール店 1111 非掲載
899 株式会社ヴィナ https://www.tatuno.co.jp 970 ローソン 新橋五丁⽬店 1041 ローソン H赤坂四丁⽬店 1112 株式会社フリーフォーマット http://www.freeformat.co.jp
900 株式会社かべ設計スタジオ 一級建築⼠事務所 http://kabesekkei.co.jp 971 ローソン 六本⽊三丁⽬店 1042 ローソン H品川インターシティ店 1113 NECネクサソリューションズ株式会社 https://www.nec-nexs.com/
901 ⾕沢建設株式会社 972 ローソン 芝公園駅前店 1043 ローソン H三田四丁⽬店 1114 ＳＣ探偵事務所 https://sc-t.co.jp
902 株式会社第一エステートコンサルタンツ 973 ローソン 芝公園南店 1044 ローソン H溜池山王店 1115 すし京⾠ http://bbande.co.jp/shop/arkhills.html

903 有限会社 田中運動具店 974 ローソン ⻁ノ⾨駅南店 1045 ローソン Hみなとパーク芝浦店 1116 ⻁ノ⾨探偵事務所 https://sc-tch.com
904 ⽇⽴キャピタルオートリース株式会社 http://www.hitachi-capital-auto.co.jp/ 975 ローソン 品川駅中央⼝店 1046 ローソン Hお台場海浜公園前店 1117 株式会社 コンポーズ・ユニ http://compose.uni.co.jp/
905 オオパ調査測量株式会社 http://www.ols.co.jp/ 976 ローソン 芝三丁⽬店 1047 ローソン フジテレビ店 1118 盗聴電波パトロール https://sc-bouhan.com
906 一般財団法人経済調査会 977 ローソン 芝五丁⽬店 1048 ローソン ポートストア品川店 1119 株式会社キイストン http://www.keys.ne.jp/
907 株式会社 サンビジネス http://www.sunbi.co.jp 978 ローソン 田町駅東⼝店 1049 ローソン 溜池山王メトロピア店 1120 画廊くにまつ⻘山 https://gka.tokyo
908 株式会社三鈴エージェンシー http://www.misuzu-g.co.jp/ 979 ローソン 品川グランパサージュ店 1050 ローソン ポートストア海岸店 1121 申出により非掲載
909 京急サービス株式会社 東京支店 980 ローソン 芝浦二丁⽬店 1051 ローソン Sポートストア⽇の出店 1122 特定非営利活動法人⽇本トレーニング指導者協会 https://jati.jp/
910 株式会社 鈴⽊工務店 981 ローソン 新橋一丁⽬店 1052 ローソン 芝浦埠頭店 1123 酒房 然
911 特定非営利活動法人 海塾 http://www.umijuku.net 982 ローソン 新田町ビル店 1053 ローソン 港南楽水橋店 1124 アリア六本⽊クリニック https://aria-clinic.com
912 株式会社キミ建設 https://www.kimi-k.com 983 ローソン 御成⾨駅前店 1054 ローソン 浜松町一丁⽬店 1125 株式会社リライアンス http://www.reliancelink.co.jp/
913 株式会社東京三田鑑定 http://www.mita-kantei.com/ 984 ローソン ⻁ノ⾨琴平店 1055 ローソン 品川埠頭店 1126 にじいろ補聴器 https://nijiho.com/
914 酒井工業株式会社港営業所 http://www.sakai-kk.co.jp 985 ローソン 新橋四丁⽬店 1056 ローソン ⿇布十番店 1127 申出により非掲載
915 株式会社NTT東⽇本-南関東 東京事業部 http://www.minamikanto.ntt-east.co.jp/ 986 ローソン 白⾦⾼輪駅前店 1057 ローソン 港南⿇布店 1128 JCRファーマ株式会社
916 三和電気⼟⽊工事株式会社東京本店 http://www.sanwa-e.co.jp/ 987 ローソン 港南中央通り店 1058 ローソン 港一の橋店 1129 申出により非掲載
917 株式会社⻑沼組 東京支店 https://naganumagumi.co.jp/tokyoshiten/ 988 ローソン 文化放送メディアプラス店 1059 ローソン 港赤坂九丁⽬店 1130 株式会社AMATI https://www.amati-tokyo.com/
918 スター楽器株式会社 港支店 989 ローソン 三田一丁⽬店 1060 ローソン 白⾦三光店 1131 インターコンチネンタル商事合同会社 http://www.intercontinental.co.jp/index.html

919 アクセンチュア株式会社 https://www.accenture.com/jp-ja 990 ローソン 三田五丁⽬店 1061 ローソン 港三田三丁⽬店 1132 公益財団法人AFS⽇本協会 https://www.afs.or.jp/
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http://www.tohkai-e.co.jp/
https://shimaparabusiness.com/
https://utsumi-sp.co.jp/
http://www.saiwa.co.jp/
http://mitsuminedenki.co.jp/
http://r-kankyo.jp/
http://www.ethiopia-emb.or.jp/
https://www.riso.co.jp/
http://www.tdd.co.jp
https://www.tspeast.co.jp/
http://www.afghanembassyjp.com/
https://ucp-group.jp
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https://www.nac-care.co.jp/
https://www.spacexpress.co.jp/
http://www.kirikan.com
https://www.jmar.co.jp/
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https://www.d1-kougei.co.jp
https://www.loire.jp/salon_win_glory
http://www.minamiaoyama-satoclinic.com/
http://www.mikokoroseikotsuin.com
https://supermap.jp
https://www.cmcnet.co.jp/
http://www.gs-recycle.com
https://www.hagakure.co.jp
http://www.izawapat.jp
http://sas-com.com/
http://www.tokyo-tv.jp
http://www.naa8.jp
http://www.nishihara-eng.co.jp/company/profile.html
http://www.toa-p.jp
http://nihonsouzoukikaku.jp/
http://www.otsuboortho.com
http://www.fujimicro.co.jp/enter/enter.html
https://808tokyo.com/
https://doscience.co.jp
https://www.craft-ogawa.co.jp/
http://www.fuso-c.co.jp
https://www.arc-c.jp/
http://olcjapan.com/
https://www.fujidenko.co.jp
https://www.tatuno.co.jp
http://www.freeformat.co.jp
http://kabesekkei.co.jp
https://www.nec-nexs.com/
https://sc-t.co.jp
http://bbande.co.jp/shop/arkhills.html
https://sc-tch.com
http://www.hitachi-capital-auto.co.jp/
http://compose.uni.co.jp/
http://www.ols.co.jp/
https://sc-bouhan.com
http://www.keys.ne.jp/
http://www.sunbi.co.jp
https://gka.tokyo
http://www.misuzu-g.co.jp/
https://jati.jp/
http://www.umijuku.net
https://aria-clinic.com
https://www.kimi-k.com
http://www.reliancelink.co.jp/
http://www.mita-kantei.com/
https://nijiho.com/
http://www.sakai-kk.co.jp
http://www.minamikanto.ntt-east.co.jp/
http://www.sanwa-e.co.jp/
https://naganumagumi.co.jp/tokyoshiten/
https://www.amati-tokyo.com/
http://www.intercontinental.co.jp/index.html
https://www.accenture.com/jp-ja
https://www.afs.or.jp/


No. 事業所名 ホームページ No. 事業所名 ホームページ No. 事業所名 ホームページ No. 事業所名 ホームページ
1133 赤坂陽光ホテル https://www.yokohotel.co.jp/ 1204 ヨネックス東京ショールーム http://yonex-showroom.com 1275 一般社団法人⽇本経済調査協議会 https://www.nikkeicho.or.jp/ 1346 株式会社MORIパーソネル・クリエイツ https://moripc.com/
1134 大蔵オリエンタルアート https://www.okura-art.com/ 1205 ⽇本ビジネスマナー協会 https://www.jpmanners.com/ 1276 五禽堂関根鍼灸治療院 http://gokindoh.style.coocan.jp/index.html 1347 申出により非掲載
1135 株式会社PRECIA(セイビア⿇布十番店） http://sp-savior.com 1206 松⽊飯塚税理⼠法人 http://www.mi-cpta.com/ 1277 浅間自動⾞部品株式会社 www.asamaap.co.jp 1348 株式会社 山本水圧工業所 東京営業所
1136 FPTジャパンホールディングス株式会社 https://www.fpt-software.jp/company-information/fpt-japan/ 1207 三剣合同会社 http://www.3kn.co.jp/company/ 1278 MAC丼丸 汐留店 https://www.macdonmaru.com/ 1349 国際文化会館 https://www.i-house.or.jp/
1137 はんこ屋さん21大⾨店 http://daimon21.com 1208 北庄 1279 株式会社GLUG https://glug.co.jp/ 1350 株式会社タクルタートル http://www.turkle-turtle.co.jp
1138 松葉屋株式会社 http://www.matsubaya.co.jp/ 1209 株式会社ティエラ https://www.tierra.jp/ 1280 株式会社スターボード http://www.starboard.co.jp 1351 株式会社 F.PARADE http://f-parade.com/
1139 リストランテイルバンビナッチョ 1210 申出により非掲載 1281 株式会社EATAS https://eatas.jp/ 1352 アロマティックルポ 株式会社
1140 ⿇布⻄野園 https://www.azabunishinoen.com/ 1211 炭火BAR 集 新橋本店 1282 株式会社じんざいセンター・ゆずり葉 1353 餃⼦バルR http://www.gyozabar.jp/
1141 カンティーヌ アリ・バブ 1212 グランドハイアット 東京 http://tokyo.grand.hyatt.jp 1283 東京カイロプラクティック https://www.tokyochiro.com/ 1354 株式会社初田製作所 東京本社 http://www.hatsuta.co.jp
1142 恋愛・結婚情報サービス エンジェル https://www.angelclub.jp/ 1213 有限会社 バイオリンサプライ 1284 富⼠フイルム株式会社 東京本社 1355 株式会社イー・ニーズ https://www.e-nies.co.jp/
1143 バレエリサ白⾦台 https://ballet-risa.com/ 1214 福博印刷株式会社 DCS東京 https://www.ding.co.jp/ 1285 株式会社マイフェイバリットパート https://myfavoritepart.net 1356 うえと社会保険労務⼠法人
1144 綱島⻭科クリニック http://dentsuna.com/ 1215 銀座ライオン 新橋店 1286 株式会社グローバルランゲージインスティテュート http://www.gli-edu.jp 1357 ドトールコーヒーショップ三田3丁⽬店
1145 芝大⾨いまづクリニック http://imazu.org/ 1216 栗山貴志税理⼠事務所 http://kuriyamatakashi-taxoffice.com/ 1287 菱陽商事株式会社 http://www.ryoyotrading.com/ 1358 ベトナムフロッグ 汐留店
1146 有限会社タワービジネス 1217 東京国際⻭科 六本⽊ https://tids.jp/ 1288 富⼠フイルムホールディングス株式会社 https://holdings.fujifilm.com/ja 1359 ※登録終了
1147 申出により非掲載 1218 苅米裕税理⼠事務所 1289 申出により非掲載 1360 株式会社マックスプラン https://www.maxplan.jp
1148 株式会社梅垣組 https://www.umegaki-gumi.com/ 1219 一般社団法人港湾荷役機械システム協会 http://www.jacms.or.jp/ 1290 株式会社東進ビルテック 1361 フレッシュネスバーガー⿇布十番店
1149 株式会社和興 1220 橋場株式会社 1291 しろかねたかなわクリニック https://shirokanetakanawa.jp 1362 アパホテル<三田駅前>
1150 山田⻭科クリニック 1221 森永乳業株式会社 1292 株式会社イーダブルジー https://www.ewg.co.jp/ 1363 ミトミ株式会社
1151 全国連合⼩学校⻑会 事務局 1222 申出により非掲載 1293 申出により非掲載 1364 申出により非掲載
1152 株式会社内田洋⾏ＩＴソリューションズ https://www.uchida-it.co.jp/ 1223 京急EXホテル品川 1294 一般社団法人 ⽇本インテリアファブリックス協会 http://www.nif.or.jp 1365 森総合税理⼠法人 http://mori-sogo.com/
1153 ぽれぽれクリニック https://www.polepole-clinic.com/index.php 1224 アジアインワン株式会社 https://asiain1.com/ 1295 株式会社ビスタコム 1366 赤坂⾒附磯⾕⻭科室
1154 株式会社東京海上⽇動パートナーズTOKIO品川支店 https://www.tnp-tokio.co.jp/ 1225 アーク⻭科医院 ⻁ノ⾨ 1296 申出により非掲載 1367 株式会社⻘山地所
1155 株式会社 トラバック 1226 株式会社マツボー https://www.matsubo.co.jp/ 1297 株式会社ほうらいや 1368 株式会社千代田ビルマネジメント
1156 株式会社プロス 1227 申出により非掲載 1298 株式会社オールキャリア http://www.allcareer.co.jp 1369 広尾かなもりクリニック
1157 堤不動産株式会社 1228 阿部⻭科医院 http://abeshikaiin.jp 1299 ⽇本ティーマックスソフト株式会社 https://www.tmaxsoft.co.jp/ 1370 ㈱福住家政婦紹介所 http://www.fukuzumikaseifu.co.jp
1158 株式会社エス・エス・シィ http://www.ssc-co.jp/ 1229 FUKULULU salon de coiffure http://www.fukululu.com 1300 申出により非掲載 1371 ⾼耐圧ポリエチレン管協会 http://www.kotaikyo.jp/
1159 Isearch Worldwide K.K. 1230 二十世紀商事株式会社 1301 株式会社淺沼組東京本店 http://www.asanuma.co.jp/ 1372 株式会社ウスネ http://www.usune
1160 OEC株式会社 東京支社 http://www.oec-o.co.jp 1231 豊国電気工業株式会社 http://www.toyokuni.com 1302 ジャパン・アナリスト株式会社 https://japan-analysts.com/ 1373 セブンイレブン芝大⾨一丁⽬店
1161 税理⼠法人アレックスパートナーズ http://alexs-partners.co.jp/ 1232 株式会社知育ラボ https://chiikulab.com/ 1303 有限会社 英語の時間 https://www.eigonojikan.co.jp 1374 Audi芝浦
1162 医療法人社団ゆかり会⻁ノ⾨ウィメンズクリニック http://www.t-womensclinic.jp/ 1233 MGインターナショナル・アーツ・バレエ http://www.mg-ballet.org 1304 ⾦蠍 1375 山王クリニック品川 http://sanno-clinic.com
1163 株式会社インスパイア・ホールディングス 1234 株式会社アートグラフィックス⻘山 http://www.againc.co.jp 1305 トッパン・フォームズ株式会社 https://www.toppan-f.co.jp/ 1376 株式会社ジュピターコーポレーション https://www.jupitor.co.jp
1164 一般社団法人あんしん解体業者認定協会 https://anshin-kaitai.or.jp/ 1235 株式会社東京機械製作所 https://www.tks-net.co.jp/ 1306 SUGATA⻘山 ピラティススタジオ http://www.sugata.co.jp/ 1377 まつみレディースクリニック三田
1165 リーフエナジー株式会社 http://leef.co.jp 1236 英才個別学院 泉岳寺駅校 http://eisai-sengakuji.com/ 1307 申出により非掲載 1378 株式会社⼩林英
1166 株式会社アールアンドエーブレインズ https://rabrains.co.jp/ 1237 山信⾦属工業株式会社 https://www.sanshin-kk.co.jp 1308 認定特定非営利活動法人がんサポートコミュニティー https://www.csc-japan.org 1379 浅川⻭科医院
1167 一般社団法人 加賀田セールス学校 https://kagata-school.or.jp/ 1238 廣瀬バルブ工業株式会社 1309 東京脳神経センター https://www.tokyo-neurological-center.com 1380 株式会社ジャコムゴルフサービス http://www.jacomgolf.com
1168 全⽇本葬祭業協同組合連合会 https://www.zensoren.or.jp/ 1239 品川スキンクリニック品川本院 1310 紫芳庵 https://shihouan.com/ 1381 中村クリニック https://nukadakai.com/
1169 株式会社JET CHOP https://www.jetchop.co.jp/ 1240 品川美容外科品川本院 1311 大成ネット株式会社 1382 天現寺
1170 有限会社ゑり華 https://aoyama-erihana.jp/ 1241 Viva鍼灸マッサージ整骨院 https://map.goo.ne.jp/place/13005082520/ 1312 （株）サウンドライズ 1383 株式会社千世松
1171 TAKAHASHI HAIR & SPA https://takahashi.salon/ 1242 申出により非掲載 1313 A.T. カーニー株式会社 1384 アイランド薬局 三田店
1172 株式会社ニッコク http://www.minomo.jp/ 1243 有限会社 横内商店 1314 株式会社スパックエキスプレス 新橋本店 https://www.spacexpress.co.jp/ 1385 TESS英会話 http://tesseschool.com
1173 非掲載 1244 株式会社ジェイワールドトラベル http://www.jw-trvl.co.jp/ 1315 スリーシーズ株式会社 https://threecz.co.jp/ 1386 株式会社東京ロジマッチ https://logimatch.co.jp
1174 ⻘山一丁⽬カイロプラクティック院 https://aoyama1.jp 1245 一般財団法人国際技能・技術振興財団 http://www.kgs-jp.com/ 1316 株式会社SMV JAPAN https//www.smv.co.jp/ 1387 富沢⻭科医院
1175 天現寺カフェ http://tengenjicafe.jp/ 1246 (株)綜合建築企画研究所 1317 reverence（レヴェランス） http://www.rest-reverence.jp/ 1388 動栄株式会社 http://www.doueikogyo.com/
1176 株式会社ブライト章 http://www.bright-aki.co.jp 1247 株式会社キャピタルウィンパートナーズ http://cw-partners.co.jp/ 1318 中国料理榮林赤坂本店 https://akasaka-eirin.jp/ 1389 モールボール工法協会 http://www.doueikogyo.com/mole/
1177 大野⽊サイコセラピー・カウンセリング http://www.dr-ohnogi.com 1248 医療法人社団若葉の会 http://ikumore.com 1319 申出により非掲載 1390 医療法人社団純慶会新⻘山クリニック
1178 佐藤養助 ⽇比⾕店 https://www.sato-yoske.co.jp/shop/hibiya/ 1249 美容室LAULEA表参道 https://lauleas.com/ 1320 株式会社ナスアグリサービス https://www.nastokyo.co.jp/ 1391 株式会社ティグレ http://www.tiger-jp.com/
1179 プリモ⿇布十番クリニック https://www.primo-clinic.jp/ 1250 陳⿇婆豆腐 アークヒルズ店 1321 ⿇布 あみ城 https://www.azabuamishiro.com/ 1392 アドミュージアム東京 http://www.admt.jp
1180 一般社団法人学術著作権協会 1251 このむ白⾦ https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131602/13010457/ 1322 ⿇布十番 Charlie's Bar https://www.hirusuna.net/ 1393 江⾥⼝⻭科医院
1181 一般社団法人 ⽇本壁装協会 https://www.wacoa.jp/ 1252 汐留運送株式会社 1323 株式会社ティーネットジャパン https://www.tn-japan.co.jp 1394 株式会社宏栄 http://www.koei-hoken.com
1182 カワセ印刷株式会社 https://kawase-p.co.jp/ 1253 佑浩寺 https://yukoji.net/ 1324 申出により非掲載 1395 医療法人社団南⻘山アイクリニック東京 https://minamiaoyama.or.jp
1183 株式会社光建舎 https://www.kokensha.com/ 1254 カレーハウスCoCo壱番屋 東京メトロ広尾駅前店 https://tenpo.ichibanya.co.jp/map/2643 1325 友野治療院 1396 建装工業株式会社
1184 ⾦⼑比羅宮 1255 株式会社Flace https://hitosara.com/0006139276/ 1326 株式会社 経営コンサル 1397 一般社団法人⽇本教材備品協会 http://www.jema.or.jp
1185 一般社団法人⽇本自動⾞⾞体工業会 http://www.jabia.or.jp/ 1256 清田耕一税理⼠事務所 1327 都⽴⻘山霊園管理所 1398 ⻄⿇布デンタルクリニック
1186 アイエム翻訳サービス株式会社 https://www.im-ts.com/ 1257 文化興業株式会社東京支店 http://bunka-kogyo.jp/ 1328 株式会社大坂家 https://www.o-sakaya.com/ 1399 株式会社ダテハキ東京支店 http://www.datehaki.co.jp
1187 有限会社 ジャズモデルエージェンシー http://www.jazz-model.co.jp 1258 有限会社 エクセル・エスト 1329 LE CLAIR 白⾦台（ルクレール シロカネダイ） 1400 ⽇本新聞印刷株式会社
1188 近畿⾞輛株式会社 東京事務所 http://www.kinkisharyo.co.jp/ 1259 都⽴⻘山公園 https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index080.html 1330 お好み焼みっちゃん総本店 新橋店 http://micchan.jp 1401 井本⻭科医院 http://www.imoto-dc.com
1189 レコー http://www.lecho.jp/ 1260 ジーアップネイル表参道 1331 ファミリーマート芝増上寺前店 1402 （株）シナリオ・センター http://www.scenario-co.jp
1190 有限会社トラウベ 1261 カネソウ株式会社東京支店 http://www.kaneso.co.jp/ 1332 京急EXイン浜松町・大⾨駅前 1403 有限会社IQI
1191 申出により非掲載 1262 有限会社 港屋総本店 https://www.tokyo929.or.jp/shops/shop_detail2-1584.html 1333 右下精器製造株式会社 東京営業所 http://www.migishita.co.jp 1404 書道研究郁翠会⻄⼝貴翠書道教室 http://kuitecco-kisui.com
1192 申出により非掲載 1263 南の⾵メンタル https://minamino-kaze-mental.jp/ 1334 地域エネルギー開発株式会社 1405 ⻘山ハイクリーナ―
1193 東ソー物流株式会社 東京支社 1264 酒処COUNTER 1335 株式会社 新港電機 1406 フローイーストクリニック
1194 株式会社 スタジオエムジー http://www.st-mg.co.jp 1265 申出により非掲載 1336 一般社団法人企業価値協会 http://www.valueprize.jp 1407 株式会社インターリゾートクリエイト http://www.interresort.com
1195 株式会社フィーユ・ブルー http://www.feuillesbleues.com 1266 らかんか https://rakanka.jp/ 1337 NPO環境持続建築 https://npo-kankyoconsult.100nen-kankyo.jp/ 1408 読売新聞新橋センター
1196 申出により非掲載 1267 株式会社ミワス工業 1338 有限会社 フォトグラファーズ・ラボラトリー http://www.photographers-lab.com 1409 新橋税理⼠合同事務所
1197 ⽇本酒造組合中央会 1268 株式会社エールケンフォー http://www.aile-ken-4.com/ 1339 申出により非掲載 1410 社会保険労務⼠法人オフィスオオツジ http://www.otuji.gr.jp
1198 ⽇本酒造協同組合連合会 1269 株式会社 三工社 1340 申出により非掲載 1411 株式会社白鳳堂 http://www.hakuho-do.co.jp
1199 株式会社クレス https://www.cresc.co.jp/ 1270 ウォーターウェイズ株式会社 1341 申出により非掲載 1412 グラップ株式会社 http://www.grap-co.jp
1200 有限会社 アフリカン・ドリームス http://www.calabash.co.jp 1271 株式会社エイブル 1342 株式会社カナモト https://www.kanamoto.co.jp/ 1413 田村会計事務所 http://www.tamura-taxoffice.jp
1201 株式会社コトラ https://www.kotora.co.jp/ 1272 イヨンインターナショナル株式会社 https://www.eonz.co.jp/ 1343 キヤノン電⼦テクノロジー株式会社 https://www.canon-electec.co.jp/ 1414 アイリン株式会社 http://www.airin.co.jp
1202 ⽇本の酒情報館 1273 吉⾒商事株式会社 1344 申出により非掲載 1415 株式会社⽇新 東京営業所 http://www.nissin-tw.com
1203 シー・シー・シー債権回収株式会社 1274 ※登録終了 1345 株式会社白川設計 東京事務所 1416 株式会社アミファ http://www.amifa.co.jp
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No. 事業所名 ホームページ No. 事業所名 ホームページ No. 事業所名 ホームページ No. 事業所名 ホームページ
1417 アオイ環境株式会社 http://www.aoikankyo.co.jp 1488 クリエイトエス・ディー港区芝大⾨店 http://www.create-sd.co.jp 1559 （有）翁寿司 1630 株式会社ベリーベリープロダクション http://www.vbp.jp
1418 株式会社鎌倉製作所 本社屋 http://www.kamakura-ss.co.jp 1489 ⿃和⻭科医院 1560 リサイクルブティック コスモス 1631 医療法人社団啓⾵会 芝パークタワー デンタルクリニック http://shiba-dent.com
1419 赤坂クインルーム 1490 志村デンタルクリニック 1561 アパホテル＜六本⽊一丁⽬駅前＞ http://apahotel.com/hotel/shutoken/roppongi/ 1632 株式会社⾕堂企画 たにどうダンスワールド http://www.tanido-dance.com

1420 大⿊屋白⾦台店 https://shop.e-daikoku.com/info/spot/detail?code=0000000249 1491 ⽇本ロード・メンテナンス 株式会社 1562 駐留軍要員健康保険組合 1633 白⾦珈琲 http://shirokane-coffee.jp
1421 古川医院 1492 （株）マーキュリー・テクニカル・リサーチ 1563 ⻭科 山の⼿ 1634 スナック うさぎ
1422 株式会社六本⽊ハウス 1493 申出により非掲載 1564 医療法人社団 桜輝会 山の⼿デンタルオフィス 田町三田 1635 侍の台所 ようざん http://youzan1881.wixsite.com
1423 ドムスレジデンシャルエステート株式会社 ドムス南⿇布管理事務所 1494 グループホームしろかね 1565 𠮷松⻭科医院 1636 屋形船 なわ安 http://nawayasu.com
1424 ファミリーマート東⿇布一丁⽬店 1495 ⼾倉自動⾞工業株式会社 1566 ⼩動物診療所 1637 ここの 品川インターシティ店
1425 吉田眼科 1496 寺⻄ 株式会社 http://www.uniform-shop.jp 1567 和惣菜 喜右衛⾨ 1638 THAI RESTAURANT HOT PEPPER 2
1426 ASCグループ http://www.ascinc.co.jp/ 1497 サンエー電機株式会社 http://saneidenki.co.jp 1568 株式会社エス・シー・エス 新橋支店 http://scscorp.jp/ 1639 焼⿃ 雀屋
1427 税理⼠事務所 鈴⽊＆パートナーズ https://www.suzukinobuaki-zeirishi.com 1498 ⻘⽊⻭科医院 1569 H&B 三田ひふみ 1640 秋田郷⼟料理 雪乃華
1428 宗教法人圓徳寺 1499 白⾦台パール矯正⻭科 こども⻭科 http://www.pearl-dentalclinic.jp 1570 清水弘之税理⼠事務所 1641 ⻄⿇布エーライフ http://www.e-alife.net
1429 株式会社ハーフ・センチュリー・モア 1500 南⻘山内科クリニック http://minamiaoyama-medical.com 1571 RENJISHI aoyama http://renjishi.com 1642 サン
1430 新橋書店 http://www.bookdeli.co.jp 1501 株式会社レスト http://www.restweb.co.jp 1572 連合東京中央南部ブロック地域協議会 1643 藤川⻭科医院
1431 株式会社海洋文具 http://www.bookdeli.co.jp 1502 株式会社テレビクリエイションジャパン http://www.tcj-t.co.jp 1573 株式会社 ⻘山レンタル http://www.aoren.co.jp 1644 ⻑井運送株式会社 http://www.nagai-unso.co.jp
1432 千代川運輸株式会社 http://www.chiyokawa.wixsite.com 1503 ヤマガタデンタルオフィス https://www.ydental.jp 1574 汐留ガーデンクリニック https://www.shiodomegc.com/ 1645 申出により非掲載
1433 ブリヂストンタイヤジャパン株式会社 東京カンパニー港営業所 1504 （株）⽇比⾕花壇 1575 有限会社 クレアトゥール https://www.creajapan.com/ 1646 菅野⾕法律事務所
1434 株式会社東京ロジステック⼩林徳市運送 http://www.tokyo-logistic-koba.ecweb.jp/11.html 1505 有）ノルドハウス http://nord.co.jp 1576 ⽇本メンテナンス工業会 http://www.jamsec.jp 1647 品川胃腸肛⾨内視鏡クリニック https://www.gutclinic.jp
1435 巨⽜荘 六本⽊店 （株）WDI JAPAN https://kyogyusoroppongi.gorp.jp/ 1506 株式会社敬文社印刷所 1577 医療法人社団眞⼸会まゆみクリニック 1648 アヴェニューウィメンズクリニック https://www.aw-clinic.com
1436 （株）壱番屋 カレーハウスCoCo壱番屋 港区赤坂店 1507 株式会社古平真建築研究所 http://www.arhicode.com 1578 （株）ファサード https://www.facade.co.jp 1649 鈴⽊医院
1437 一番どり ⻘山ツインタワー店 https://ichibandori-shinaoyamabuilding.com/ 1508 医療法人社団 佳有会 品川イーストクリニック http://e-clinic.gr.jp 1579 ファミリーマート アクサ生命本社ビル店 1650 株式会社 江⼾屋美術
1438 胡椒饅頭 kiki 1509 カナイ⾦物 http://www.kaginokanai.com 1580 株式会社 IMOS http://www.imos.co.jp/ 1651 株式会社三井住友銀⾏ ⽇比⾕法人営業第一部
1439 新荘園 ムスブ田町店 1510 公益社団法人 ⽇本フラワーデザイナー協会 http://www.nfd.or.jp 1581 中央開発株式会社 1652 宗教法人 キリスト友会 東京⽉会
1440 ⿇布十番 しも井 1511 一般社団法人⽇本福祉⽤具供給協会 http://www.fukushiyogu.or.jp 1582 ⻑坂⻭科 http://www.nagasakashika.com/ 1653 ファミリーマート三田一丁⽬店
1441 三河屋 1512 ⽇本工作機械輸⼊協会 1583 株式会社 ⽇本アクア https://www.n-aqua.jp/ 1654 ⾼輪眼科医院
1442 一蔵 赤坂店 http://www.dining-izo.com 1513 (有)国際音響電機製作所 1584 ヤブキデンタルオフィス 1655 ⾼輪コンタクトレンズ
1443 食通工房 然 汐留店 http://shizenkaiki.jp/ 1514 ⽇米電⼦株式会社関東支店 1585 有限会社 理容エンドウ 1656 山中⻭科医院
1444 庄や 赤坂店 1515 寺山自動⾞株式会社 1586 松岡美術館 http://www.matsuoka-museum.jp 1657 ⻄新橋みむろクリニック http://www.mimuro-clinic.jp
1445 知仙 http://www.chisen.net 1516 株式会社友愛会館 1587 松坂運輸倉庫有限会社 1658 ふくい南⻘山291 https://fukui.291ma.jp/
1446 株式会社スタイルスグループ KURAU CRAFT BEER×STEAK 1517 株式会社ストラフォース 1588 品川Vタワー整形外科 http://sana-vita.jp/shinagawa 1659 （一社）⽇本工作機械工業会 http://www.jmtba.or.jp
1447 まごころ いし井 http://umazake0141.com 1518 株式会社ウイング http://www.wing-eco.com 1589 株式会社 森山（さかや栗原 ⿇布店） 1660 有限会社 藤井クリーニング
1448 とんかつ末吉 新橋店 1519 マープル薬局 1590 株式会社 ブローバック 1661 アイビークリニック⻁ノ⾨ http://www.ivy-clinic.biz/
1449 白⾦⾼輪 和食 哲茶ん https://tecchan.owst.jp 1520 ⽇比⾕通り山中デンタルクリニック http://hibiyadc.com 1591 サミット 有限会社 1662 株式会社 醍醐
1450 ⽇本料理 盛一 1521 Hive Japan 株式会社 http://www.hivejapan.com 1592 丸惣こうぜき株式会社 東京支社 1663 ⻘山外苑前治療院 https://chiryoin.tokyo
1451 Bor Thalia タレイア 1522 萩原労務管理事務所 http://www.hagiwara-j.com 1593 株式会社 ライトスタッフ 1664 MMデンタルクリニック東京 http://www.mmdc.tokyo
1452 あんじゅ 1523 あすなろ投資顧問 http://1376partners.com 1594 株式会社 ケーヨー ケーヨーデイツー三田店 http://www.keiyo.co.jp 1665 有限会社アザブサイクル
1453 株式会社 浜園飯店 上海園林事業部 http://shanghai-enlin.co.jp 1524 全国漁業信⽤基⾦協会東京支所 1595 株式会社 brisa（ブリッサ） http://brisa-plus.com 1666 公益社団法人⽇本フラワーデザイナー協会 NPD花ファッションハウス http://www.nfd.or.jp/
1454 海⾥（ミサト） 1525 ファミリーマート泉岳寺北 1596 掌道鍼灸・整骨院 http://www.medifeel-g.com/ 1667 有限会社三洋製作所
1455 （株）六本⽊ 南蛮亭総本店 1526 （株）荒井商店 http://araishouten.gozaru.jp 1597 大都工業株式会社 1668 ヤマヒロ株式会社
1456 東洋研磨材工業株式会社 http://www.toyo-kenmazai-kogyo.jp 1527 竹はし 1598 IPG Automotive 株式会社 https://ipg-automotive.com/jp/ 1669 ⿓澤寺・ゆめみどう
1457 モンスリール⿇布十番 http://mon-sourire.com 1528 一般社団法人農山漁村文化協会 http://www.ruralnet.or.jp 1599 利宮 髙⽊酒店 1670 東京石油販売有限会社
1458 法律事務所ロイヤーズロイヤーズ 1529 株式会社 フィリア 神⾕町訪問看護ステーション http://philia-net.co.jp 1600 井上胃腸科内科医院 1671 銘柄⾼級焼肉 桝
1459 医療法人社団 ⽚平⻭科医院 http://www.katahira-dental.jp 1530 東ソー総合サービス株式会社 1601 一村⻭科 1672 ロシアンレストラン バイカル 株式会社 レザ・コーポレーション

1460 株式会社丸⾠有澤商店 http://sake-marutatsu.com 1531 ⽇比⾕クリニック http://www.hibikuri.jp 1602 株式会社 ナベヤ 東京営業所 http://www.nabeya.co.jp 1673 ＥＫＯ ロロニョン
1461 株式会社ジェーピークリエイト http://www.jpc.jp 1532 株式会社トラメディック https://www.medi-s.net 1603 児玉⻭科医院 1674 ハサミノチカラサロン ひとつだけ
1462 株式会社 懸樋プロダクション 1533 ⻄辻⻭科医院 http://nishitsuji-dent.com 1604 財形不動産 株式会社 1675 株式会社Signal
1463 中央労働⾦庫田町支店 1534 一般財団法人 ⾼度技術社会推進協会 TEPIA館 http://www.tepia.jp 1605 株式会社 コリア ワールド トレーディング http://www.koreaworldtdg.co.jp 1676 デイフィット田町店 http://www.dayfit-tamachi.com
1464 有限会社野沢電気商会 1535 しゃぶしゃぶ温野菜新橋銀座⼝店 1606 （宗）清久寺 1677 かわい指圧ルーム https://kawai-shiatsu.com
1465 （株）吉池 1536 医療法人社団南⻘会 やべ⽿⿐咽喉科 表参道 1607 株式会社創建社ディーアンドアール設計東京支社 http://www.draw.jp 1678 芝国商店
1466 たなか デンタルオフィス http://tanaka.dental-office.jp 1537 株式会社ディー・アップ http://d-up.co.jp 1608 ⾼山商事株式会社 1679 ⽇本電気計器検定所 https://www.jemic.go.jp/
1467 美容室 NASSAU 1538 池藤無線工業株式会社 1609 ＬＦ ＣＡＦＥ 1680 M&Cメディカル株式会社
1468 みま眼科 http://www.mima-ganka.com 1539 株式会社アイシン 東京三田オフィス 1610 有限会社 ⿊沢企画 魚菜さくら 1681 株式会社⽇本⼑剣 http://www.japansword.co.jp/
1469 株式会社ナレッジコミュニケーションズ 1540 SMBC⽇興証券（株） 赤坂支店 1611 有限会社 弥助中村 弥助鮨 1682 株式会社東野調査事務所 http://www.tono.bz
1470 申出により非掲載 1541 薩摩おごじょ 1612 ⿇布・れとろ 1683 港南四丁⽬第２アパート自治会
1471 東和サーキット株式会社 http://www.towa-circuit.co.jp 1542 健美そば 1613 伊太利亜亭 1684 ⾦⻨ http://kinmugi.net
1472 リュック不動産 株式会社USD http://www.ruck.co.jp 1543 株式会社ぶどう家 http://tabelog.com/tokyo1A1301/A130103/13034597/ 1614 shojin 宗胡 http://www.sougo.tokyo 1685 メトロファーマシー⾼輪台
1473 須貝印店 http://www.in-sugai.jp 1544 ROTI http://www.stillfoods.com/roti 1615 新橋餃⼦や ガウでぃ 1686 税理⼠法人 尾澤会計事務所 https://www.ozawafirm.com/
1474 石井⻭科診療所 1545 かんだ 有）Seven To One http://www.nihonryori-kanda.com 1616 ボックス株式会社 1687 松本平太郎美容室 白⾦台店 https://www.mhb.co.jp
1475 株式会社ヤマダイ http://www.yamadai.net 1546 レストラン ラ・パレット 1617 御膳房 中国雲南料理(六本⽊店) 1688 森治療院
1476 有限会社セキュリティプロフィットサービス http://www.s-p-s.co.jp 1547 天現寺 ⼩野 1618 168バル 六本⽊店 1689 株式会社リヴ https://www.liv-group.co.jp
1477 カラキヤ洗染㈱ 1548 割烹 一献 http://www.ikkon.info 1619 広島焼HIDE坊 新橋本店 https://www.hotpepper.jp/strj000121147/ 1690 真田特許事務所
1478 大熊⻭科医院 1549 ※登録終了 1620 平岡医院 1691 東京はしけ運送事業協同組合
1479 株式会社⿊澤理装 http://www.kurosawariso.com 1550 中国料理 礼華 ⻘鸞居 1621 ⿇布十番眼科 1692 大東港運株式会社 http://www.daito-koun.co.jp
1480 株式会社ティノラス http://www.s-tenoras.com 1551 タイマー 1622 ⾼輪台出川循環器・内科クリニック https://degawa-clinic.com 1693 税理⼠ 寺島生郎事務所
1481 一ツ⽊薬局 1552 JOKE 1623 株式会社エムツーソリューション http://m2-s.co.jp 1694 ⽇本フライアッシュ協会
1482 公益社団法人 ⽇本臓器移植ネットワーク http://www.jotnw.or.jp 1553 六本⽊ 真おか 1624 汐留⾼橋⻭科医院 http://shiodome-dental.com 1695 株式会社Liv-up https://www.liv-up.co.jp/
1483 有限会社渡邊製図工業社 http://www.seizu.co.jp 1554 すしざんまい匠 六本⽊ロアビル前店 1625 医療法人社団 スマイルステーション ⾼輪矯正⻭科医院 http://www.gold.or.jp 1696 おかだスマイルクリニック
1484 ヤッコマリカルド広尾店 http://www.ym-fashion.co.jp 1555 株式会社セントラルケアシステム 1626 かたくら⻭科医院 1697 株式会社 ⻑良プロダクション https://www.nagarpro.co.jp
1485 マネジメント・サポート株式会社 1556 焼肉 びやんど https://localplace.jp/sp/t200407142 1627 生駒硝⼦株式会社 赤坂営業所 1698 医療法人社団 済洋会 久松⻭科六本⽊診療所
1486 南⻘山 清水湯 1557 ちろり 1628 株式会社ジャシボマーケティング http://www.asiatrade.jp 1699 株式会社相鉄ホテルマネジメント 相鉄フレッサイン新橋烏森⼝ http://fresa-inn.jp/shinbashi-karasumoriguchi/

1487 株式会社VISION8 https://vision8.jp 1558 ニューらん 1629 医療法人社団OMI 赤坂内視鏡クリニック http://www.akasaka-ec.jp 1700 東京モンテッソーリスクール http://www.tokyomontessorischool.com
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http://www.aoikankyo.co.jp
http://www.create-sd.co.jp
http://www.vbp.jp
http://www.kamakura-ss.co.jp
http://shiba-dent.com
http://apahotel.com/hotel/shutoken/roppongi/
http://www.tanido-dance.com
https://shop.e-daikoku.com/info/spot/detail?code=0000000249
http://shirokane-coffee.jp
http://youzan1881.wixsite.com
http://nawayasu.com
http://www.uniform-shop.jp
http://www.ascinc.co.jp/
http://saneidenki.co.jp
http://scscorp.jp/
https://www.suzukinobuaki-zeirishi.com
http://www.pearl-dentalclinic.jp
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http://www.nfd.or.jp
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https://www.n-aqua.jp/
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http://www.mimuro-clinic.jp
http://www.chisen.net
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No. 事業所名 ホームページ No. 事業所名 ホームページ No. 事業所名 ホームページ No. 事業所名 ホームページ
1701 一般社団法人⽇米協会 http://ajstokyo.org/ 1772 イラン・アラブ料理 アラジン 1843 株式会社トライウエルインターナショナル http://www.trywell.co.jp
1702 総合洋品ニシモト 1773 スナック「バラード」 1844 ワールドバル ７５３
1703 六本⽊トリコロールシアター 1774 株式会社 シーピーユー https://bizcpu.co.jp 1845 有限会社アイホームズ http://www.ihomes.co.jp
1704 ⽇本割賦保証株式会社 https://www.kappuhosho.com/ 1775 株式会社ケイプロパティーズ 1846 株式会社ブリッジワークス http://www.bridgeworks.co.jp
1705 一般財団法人VCCI協会 https://www.vcci.jp 1776 ⿇雀 くまさん 1847 有限会社ブラス（AJsalon）
1706 篠原忍税理⼠事務所 1777 宗教法人 ⾼輪神社 1848 Padi's Tokyo
1707 福よし 六本⽊ 1778 公益財団法人 山路ふみ⼦文化財団 http://yamaji-fumiko.org/ 1849 アーフェリーク白⾦ http://www.tgn.co.jp
1708 Bistro Buzz https://aquaplannet.co.jp/ 1779 竹原化学工業株式会社 東京営業所 http://www.takehara-chem.jp 1850 株式会社ラビコントントゥ La Mensa http://la-mensa.com
1709 ルポトローズ 1780 医療法人社団順健会 元⿇布ヒルズデンタルクリニック http://www.hills-dc.com 1851 サパ―クラブ    島
1710 蔵六鮨 三七味 1781 ⿇布十番 すぎ乃 1852 森のこぶた
1711 梅丘寿司の美登利 総本店 赤坂店 https://www.sushinomidori.co.jp/ 1782 ロイヤルホスト（株） ロイヤルホスト⾼輪店 1853 医療企画センター
1712 ピッツェリア ドォーロ 新橋店 1783 Union Square Tokyo （ユニオンスクエア東京） http://www.unionsquaretokyo.com 1854 DESTINO51 http://destino51.com/
1713 築地すし好 赤坂店 1784 (有)江⼝梱包運輸 1855 栃の⽊
1714 赤坂 すみやき料理はやし 1785 ユニバース情報システム株式会社 https://www.uisnet.co.jp/ 1856 株式会社 アイワエンタープライズ https://www.aiwa-eps.co.jp
1715 ⿇布郡司 1786 CHI海外旅⾏センター http://chi-travel.com 1857 株式会社 安藤・間 https://www.ad-hzm.co.jp/
1716 株式会社 今朝 https://sukiyaki.imaasa.com/ 1787 (有)グレースランパート http://www.gry.jp 1858 株式会社 ⻑⾕川商店 http://www.hasegawashouten.co.jp
1717 つばめグリル 品川駅前店 https://www.tsubame-grill.co.jp/ 1788 ハリウッドビューティーサプライ株式会社 http://www.hollywood.ac.jp 1859 株式会社シンリュウ 東京支店 http://k-shinryu.com/
1718 品川ハートメディカルクリニック http://www.shinagawaheart.com/ 1789 （有）大嶋商事 三平 1860 FPTソフトウェアジャパン株式会社 https://www.fpt-software.jp/fpt_software_japan/ ※令和２年度表彰式は新型コロナウイルス感染症の影響により中⽌
1719 申出により非掲載 1790 株式会社ソリッドコンタクツ 1861 FPTテクノジャパン株式会社 https://www.fpt-software.jp/fpt_staffing/

1720 Flow鍼灸院 http://flow-acupuncture.com/ja/ 1791 第二佐野ビル 1862 ⿇布十番 D デンタルオフィス https://www.azabu10-d-dental.com/
1721 東和不動産㈱ 1792 株式会社La Feuille http://www.lafeuille.jp 1863 白鷺
1722 真⼸興業株式会社東京支社 http://www.mayumi.co.jp 1793 株式会社縄定 1864 ロビー
1723 アルファウェーブ 新橋店 http://www.alpha-wave.jp/ 1794 株式会社縄定 港南 1865 双葉実業 株式会社
1724 居酒屋 ふらっと https://www.toranomon-flatt.com/ 1795 築地 すし好 吉丸水産 1866 株式会社 南山堂ホールディングス https://www.nanzando-holdings.co.jp
1725 株式会社 ⽇吉寿し 1796 大⻄経営労務管理事務所 http://www.onishilaw.com/ 1867 株式会社 アールエムシー https://www.rmc-tokyo.net/
1726 レストラン シュヴァリエ 1797 申出により非掲載 1868 有限会社タワービジネス
1727 ピアノバー キャッツ 1798 串屋．しもむら 1869 T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 https://www.tdf-life.co.jp/
1728 タイごはん 泉州屋台 1799 宇廼丸鮨 1870 シーバンス(N館 ア・モール S館)
1729 六本⽊ 薮そば ㈲妹尾商店 1800 ヨックモック ⻘山本店 1871 特定非営利活動法人ピープルデザイン研究所 http://www.peopledesign.or.jp/
1730 無国籍 HARU https://r.gnavi.co.jp/g305000/ 1801 ふくの⿃ 芝大⾨店 1872 浪花かすうどんむねひろ
1731 中国飯店 富麗華 http://www.chuugokuhanten.com/ 1802 ⻘山ゑびす堂 （登録順・敬称略）
1732 レザベイユ 南⻘山 株式会社ラ・リュッシュ https://www.legabeilles-minamiaoyama.jp 1803 ⻘山餃⼦房 浜松町店
1733 アヒリヤ インドレストラン ⻘山店 http://ahilya.jp 1804 有限会社 まこ（店名「こま」）
1734 株式会社住宅サービス https://www.j-s.jp 1805 ドレスアップ
1735 サリミトレーディング株式会社 1806 鮨匠 岡部
1736 釜我⻭科 1807 ブラボオ
1737 ⼊澤頼二税理⼠事務所 1808 魚河岸料理 大浜
1738 なごみや表参道店 ㈱ハーモニア 1809 ブティックシーン https://www.boutiquescene.com
1739 田町中央鍼灸整骨院 1810 E-DASH
1740 CABOT CAFE http://renovationplanning.co.jp/portfolio-page/cabot-cafe 1811 梅花堂薬局
1741 有限会社 オステルリー スズキ 1812 田中燃料株式会社 シアロ
1742 築地すし好 仁 アークヒルズ店 1813 株式会社イシイ・オイル 六本⽊SS
1743 甚兵衛 新橋店 1814 株式会社雪華堂 赤坂本店 http://www.sekkado.co.jp/
1744 シティーズ バー 1815 地崎道路株式会社 http://www.chizakiroad.co.jp
1745 有限会社 赤坂田町通りミズノ 喫茶 パンジー 1816 ⽇本食品関連産業労働組合総連合会
1746 芝ガーデン⻭科クリニック http://kbd.dentalmall.jp/ 1817 株式会社ハイブ Nail＆Eyelash Bee http://www.nailbee.com     
1747 アイン薬局 赤坂溜池店 1818 有限会社 芝⼝薬局
1748 新東洋⼟⽊株式会社 1819 株式会社 ナノエッグ https://www.nanoegg.co.jp
1749 株式会社 コンフィデンス http://www.confidence.co.jp 1820 ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社 http://nissay-nbs.co.jp
1750 一般社団法人 ⽇本推理作家協会 http://www.mistery.or.jp 1821 ホテル アジア会館 http://www.asiacenter.or.jp
1751 あい証券株式会社 https://www.isec.jp 1822 株式会社エストジャパン
1752 iホールディングス株式会社 1823 医療法人社団 利光会 元赤坂⻭科クリニック http://ricoh-dental.com
1753 株式会社イッカ 1824 チコズキッチン
1754 溜池眼科医院 http://tameike-eyeclinic.com 1825 株式会社UACJトレーディング
1755 ランチBOXあいちゃん 1826 一般社団法人全国管洗浄協会 http://www.zenkankyo.jp/
1756 公益財団法人東京財団政策研究所 https://www.tkfd.or.jp/ 1827 アイリスター⿇布クリニック http://www.eyerister.com/
1757 タジマ デンタルクリニック 1828 Yacco Maricard
1758 株式会社 ソダ工業 関東営業所 1829 大信薬局芝公園店
1759 みゆきクリニック 1830 株式会社エムケイジェイ http://www.mkjltd.co.jp
1760 株式会社グランプラス 東京支店 https://grand-place.co.jp 1831 ファミリーマート⻄⿇布三丁⽬店
1761 マロウドイン赤坂 http://www.marroad.jp/ 1832 ３７森ビル関矢⻭科医院 http://www.drsekiya-dentistry.jp
1762 野村貿易株式会社 http://www.nomuratrading.co.jp 1833 ⾼輪サンハイツ管理組合
1763 公益社団法人 東京都港区⿇布赤坂⻭科医師会 https://www.aada.jp 1834 やきとり 大串       令和元年度みなとタバコルール賞受賞者（令和2年2⽉4⽇）
1764 八山 1835 フルフル
1765 KSW合同会社（BEF） 1836 ⽇本ベッド製造株式会社
1766 ブーツ Boots 1837 ミポーズハウス (株)スラップショット
1767 TWO ROOMS GRILL BAR http://www.tworooms,jp 1838 株式会社 誠志堂ワールド 誠志堂ビル    2021 http://www.seishido.co.jp
1768 申出により非掲載 1839 八洲貿易株式会社 https://www.ybk.co.jp/
1769 ひとは 1840 矢野建設株式会社 http://www.yano-const.co.jp
1770 地魚屋 三田店 1841 ⿇布十番 和（WA） http︓//www.azabu10ban-wa.com
1771 申出により非掲載 1842 株式会社 紀ノ國屋インターナショナル http︓//www.e-kinokuniya.com/

平成30年度みなとタバコルール賞受賞者（平成30年12⽉17⽇）

令和３年度みなとタバコルール賞受賞者（2022年2⽉3⽇）

あなたの

会社も

7/7

http://ajstokyo.org/
http://www.trywell.co.jp
https://bizcpu.co.jp
http://www.ihomes.co.jp
https://www.kappuhosho.com/
http://www.bridgeworks.co.jp
https://www.vcci.jp
http://yamaji-fumiko.org/
http://www.tgn.co.jp
https://aquaplannet.co.jp/
http://www.takehara-chem.jp
http://la-mensa.com
http://www.hills-dc.com
https://www.sushinomidori.co.jp/
http://www.unionsquaretokyo.com
http://destino51.com/
https://www.uisnet.co.jp/
https://www.aiwa-eps.co.jp
http://chi-travel.com
https://www.ad-hzm.co.jp/
https://sukiyaki.imaasa.com/
http://www.gry.jp
http://www.hasegawashouten.co.jp
https://www.tsubame-grill.co.jp/
http://www.hollywood.ac.jp
http://k-shinryu.com/
http://www.shinagawaheart.com/
https://www.fpt-software.jp/fpt_software_japan/
https://www.fpt-software.jp/fpt_staffing/
http://flow-acupuncture.com/ja/
https://www.azabu10-d-dental.com/
http://www.lafeuille.jp
http://www.mayumi.co.jp
http://www.alpha-wave.jp/
https://www.toranomon-flatt.com/
https://www.nanzando-holdings.co.jp
http://www.onishilaw.com/
https://www.rmc-tokyo.net/
https://www.tdf-life.co.jp/
http://www.peopledesign.or.jp/
https://r.gnavi.co.jp/g305000/
http://www.chuugokuhanten.com/
https://www.legabeilles-minamiaoyama.jp
http://ahilya.jp
https://www.j-s.jp
https://www.boutiquescene.com
http://renovationplanning.co.jp/portfolio-page/cabot-cafe
http://www.sekkado.co.jp/
http://www.chizakiroad.co.jp
http://kbd.dentalmall.jp/
http://www.nailbee.com
https://www.nanoegg.co.jp
http://www.confidence.co.jp
http://nissay-nbs.co.jp
http://www.mistery.or.jp
http://www.asiacenter.or.jp
https://www.isec.jp
http://ricoh-dental.com
http://tameike-eyeclinic.com
http://www.zenkankyo.jp/
https://www.tkfd.or.jp/
http://www.eyerister.com/
http://www.mkjltd.co.jp
https://grand-place.co.jp
http://www.marroad.jp/
http://www.drsekiya-dentistry.jp
http://www.nomuratrading.co.jp
https://www.aada.jp
http://www.tworooms,jp
http://www.seishido.co.jp
https://www.ybk.co.jp/
http://www.yano-const.co.jp

