
ACSA 割引券承認事業主一覧 令和3年9月1日 現在

 あ

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 ARCH plus協同組合 合同会社アートダイバー 株式会社アール・アンド・アイ 医療法人RAK会

RFルーカス株式会社 株式会社IRS 株式会社AIAD アイアンドアイ株式会社 株式会社I&Iパートナーズ

株式会社ISIDアシスト 株式会社ISIDインターテクノロジー 株式会社in3 株式会社アイ・エム・ジェイ IQVIAサービシーズジャパン株式会社

株式会社アイズ 株式会社アイセック ISENCE株式会社 学校法人愛知医科大学 愛知機械工業株式会社

国立大学法人愛知教育大学 アイデアル株式会社 株式会社IT Coach 株式会社アイディールーム 株式会社iDA

アイティメディア株式会社 株式会社アイデミー 社会福祉法人藍野福祉会藍野療育園 アイビー・コンサルティング株式会社 有限会社アイビー動物クリニック

アイランデクス株式会社 株式会社owl nest 株式会社あおば管財 医療法人社団みなとあおば あおば皮フ科クリニック 税理士法人アカウンティス

地方独立行政法人明石市立市民病院 株式会社赤塚屋 株式会社AKIKO COMPANY アキュレイ株式会社 アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社

アクセンチュア株式会社 アクティブ・コネクター株式会社 有限会社アクティブホーム 株式会社AQNIS AGBIOTECH株式会社

株式会社アコス 朝霞台駅前みなみ耳鼻咽喉科 医療法人浅田レディースクリニック 株式会社あさひ 旭化成株式会社

旭化成エレクトロニクス株式会社 旭化成建材株式会社 旭化成ファーマ株式会社 旭化成ホームズ株式会社 旭化成メディカル株式会社

株式会社朝日新聞社 朝日放送テレビ株式会社 株式会社アサミハウジング 株式会社アジアトレーディング アシアル株式会社

協同組合アシスト 味の素株式会社 味の素食品株式会社 医療法人社団芦屋たいらクリニック 株式会社aｚ

株式会社あすか地所 株式会社アスクエスト 有限責任あずさ監査法人 株式会社アスタンス アストラゼネカ株式会社

アストロデザイン株式会社 有限会社ASMO PRESENCE 株式会社AZ Lush アセットマネジメントOne株式会社 アソシエイトエージェンシー株式会社

アタックス税理士法人 アッヴィ合同会社 アットスマイル株式会社 アップ株式会社 株式会社アテックス

株式会社アテックス・ホールディングス 株式会社アドバンスト・メディカル・ケア 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント 有限会社アトランタ 株式会社atelierW

APAMAN株式会社 アビームコンサルティング株式会社 アフラック・アセット・マネジメント株式会社 株式会社アプリアート 株式会社Aperra

株式会社アペックス 株式会社阿部マルエクスプレス アムンディ・ジャパン株式会社 株式会社アメイジングポケット アメリカンホーム医療・損害保険株式会社

アユダンテ株式会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社 株式会社アラヤ 株式会社ARIGATS EAST 株式会社ARIGATS EAST-2

株式会社ARIGATS WEST 株式会社ARIGATS-PEANUTS 株式会社Allure アル株式会社 株式会社アルス・ノヴァ

株式会社アルファドライブ 合同会社アルファベット アレア・パートナーズ株式会社 ANVIE株式会社 株式会社アンカーマン

株式会社Antway アント・キャピタル・パートナーズ株式会社 株式会社アンドパッド 株式会社EMBELLIR e・ラボ社会保険労務士法人

イー・アール・エム日本株式会社 EQIQ株式会社 株式会社イースト・ファクトリー 株式会社いい生活 株式会社イーデザイン

株式会社イード EPLAN Software & Services株式会社 イオンモール株式会社 株式会社医学書院 弁護士法人井神法律事務所

医療法人石岡耳鼻咽喉科 株式会社医師のとも 医歯薬出版株式会社 医療法人財団医親会 いすゞエンジニアリング株式会社

株式会社ISOMURA 17LIVE株式会社 いであ株式会社 株式会社イデアルアーキテクツ 伊藤忠エネクス株式会社

伊藤忠商事株式会社 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 井上樹脂工業株式会社 イノベーションマネジメント株式会社 株式会社INOMA

イメージ・コミュニケーション株式会社 医療法人社団琥珀会 医療法人社団百年会 いろは出版株式会社 株式会社岩井

岩谷産業株式会社 InstaVR株式会社 株式会社インティメート・マージャー 株式会社インテージ 株式会社インテグリティ・ヘルスケア

株式会社インテック 株式会社インテンション インフィクリエ株式会社 株式会社infinity 株式会社impress-9

株式会社インプロバイド 株式会社INPEX 株式会社ヴィアックス 有限会社ヴィヴァーチェ 有限会社ウィザード

wedo合同会社 ウーブン・プラネット・ホールディングス株式会社 株式会社WAVE-R 株式会社ウェーブジャパン 株式会社ウェザーニューズ

ウェッジ株式会社 ヴェネクト株式会社 ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド 株式会社ウェルネスプランニング ウォンテッドリー株式会社

宇部興産株式会社 株式会社梅田パートナーズ 株式会社UMERM ウルシステムズ株式会社 株式会社栄一

医療法人永桜会安富医院 医療法人社団永生会 医療法人社団英世会 株式会社エイチ・アンド・ビー・ラボ 合同会社HTML

エイム電子株式会社 AIG企業年金基金 AIG健康保険組合 AIGジャパン・ホールディングス株式会社 AIG損害保険株式会社

AIGテクノロジーズ株式会社 AIGパートナーズ株式会社 AIGハーモニー株式会社 AIGビジネス・パートナーズ株式会社 ANAウイングス株式会社

ANA成田エアポートサービス株式会社 ANAファシリティーズ株式会社 AMPキャピタル・インベスターズ株式会社 株式会社ACSL 弁護士法人エースパートナー法律事務所

AWPジャパン株式会社 A.T.カーニー株式会社 エートーキョー株式会社 APクラスタ株式会社 株式会社エービーコンサルタント

株式会社エー・ビー・シー興産 auコマース＆ライフ株式会社 株式会社エス・エム・エス 株式会社SMBC信託銀行 SMBC日興証券株式会社

株式会社エスクリ SCSK株式会社 エスティミティー株式会社 エスペック株式会社 株式会社エス・リアルエステイト

EDGECORTIX株式会社 株式会社エトヴォス エドワーズライフサイエンス株式会社 株式会社エナジースイッチ エニーキャリア株式会社

株式会社エニグモ 株式会社anyit NRIネットコム株式会社 NECパーソナルコンピュータ株式会社 公益財団法人NHK交響楽団

NSSLCサービス株式会社 NGS Global Japan株式会社 株式会社N2ソリューションズ 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 株式会社笑農和

えびす家株式会社 合同会社FACコンサルティング 株式会社エフェクトメイジ 株式会社FXプライムby GMO エフエムジー＆ミッション株式会社

株式会社エフエム東京 FCNT株式会社 エフセキュア株式会社 FPサテライト株式会社 株式会社FPバンク

FVCアドバイザーズ株式会社 株式会社エムアールエム・ワールドワイド 株式会社MICメディカル M.I.U合同会社 株式会社M&Aクラウド

MA企画有限会社 株式会社MS技研 株式会社エム・エス・ビルサポート 合同会社エムエポック 株式会社MJE

株式会社MD.ネット 株式会社Mpower エム・ユー・ビジネスサービス株式会社 株式会社エムユービジネスサポート LVMHファッション・グループ・ジャパン株式会社

株式会社LLL エル・シー・エス株式会社 株式会社LDS エルピクセル株式会社 LVMHフレグランスブランズ株式会社

LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン・ジャパン株式会社 株式会社エルワン エン・ジャパン株式会社 株式会社遠藤商店 株式会社endless summer total body salon N

合同会社エンバディ エンワールド・ジャパン株式会社 オイシックス・ラ・ダイチ株式会社 学校法人桜美林学園 株式会社オーク

株式会社オークネット 株式会社オークン 公立大学法人大阪 株式会社逢坂 学校法人大阪医科薬科大学

大阪ガス株式会社 大阪ガスリキッド株式会社 学校法人大阪産業大学 学校法人大阪女学院 国立大学法人大阪大学
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株式会社オーシー 株式会社OCS 特許業務法人大島特許事務所 株式会社オーズテーブル 株式会社太田屋地所部

大塚製薬株式会社 株式会社オートフォーチュン 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 株式会社オープンハウス 株式会社オープンハウス・ディベロップメント

医療法人社団大室整形外科脊推・関節クリニック 株式会社ALL CONNECT 岡三証券株式会社 株式会社岡野商事 岡山歯科・あゆみ矯正歯科

国立大学法人岡山大学 弁護士法人岡山テミス法律事務所 株式会社OKAN 医療法人おきまる会 医療法人ALES　おくだ歯科

オジコベイ合同会社 小田切塗装株式会社 株式会社お茶の水総合会計事務所 株式会社オックス 株式会社HONEST STAFF

株式会社オノコム 株式会社オフィスKAGAMI 株式会社オフィスハート 有限会社オフィスひめの 株式会社オプト

株式会社omniheal おもて内科糖尿病クリニック 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル オリエンタルモーター株式会社 株式会社オリエンタルランド

オリックス株式会社 オリックス生命保険株式会社 オリックス･レンテック株式会社 株式会社オリンピア オルガノ株式会社

Orange Accounting株式会社 株式会社オレンジパキラ

 か

株式会社カーブスジャパン 株式会社カーブスホールディングス 株式会社ガイアックス 株式会社カイオム・バイオサイエンス 株式会社kaizen Platform

学校法人開智学園 株式会社Kaeru 株式会社カカクコム・インシュアランス カクタス・コミュニケーションズ株式会社 株式会社カケハシ

笠間税務会計事務所 株式会社カシワバラコーポレーション 株式会社かず企画 合同会社カスヤ工房 株式会社カッシーナ・イクスシー

加藤貿易株式会社 株式会社KADOKAWA 金井大道具株式会社 学校法人神奈川大学 国立大学法人金沢大学

兼松株式会社 カフェドダンス合同会社 株式会社オフィスまめかな 株式会社ライオンマーケティング 株式会社税務経理協会

かまたにクリニック　釜谷直人 有限会社Come on UP 医療法人中村医院中村クリニク 株式会社KAYACOSエンタープライズ カリーナシステム株式会社

カルチュア・エンタテインメント株式会社 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 川崎医療生活協同組合 川崎重工業株式会社 川谷医院

株式会社河野総合経営システム 医療法人川村医院 学校法人川村学園 一般財団法人看護学会等社会保険連合 学校法人関西医科大学

学校法人関西大学 関西テレビ放送株式会社 株式会社関西不動産 株式会社甘春堂本舗 医療法人寛晴会

学校法人関西学院 合同会社カンター・ジャパン 株式会社関電工 株式会社ギークトイズ 株式会社ギガデイン

菊池歯科医院 弁護士法人北千住パブリック法律事務所 北日本貿易株式会社 キッズープラス株式会社 株式会社キッズスター

株式会社キッズライン 岐阜医療科学大学 ギフト株式会社 有限会社木村造船所 株式会社キャッチボール

キヤノン株式会社 キャピタルサーヴィシング債権回収株式会社 株式会社キャピタルメディカ 株式会社キャリアルーツ 株式会社CAMPFIRE

国立大学法人九州大学 Q’Zテクニカル＆コンサルティング合同会社 九電産業株式会社 株式会社QVCジャパン 株式会社共成

京セラコミュニケーションシステム株式会社 一般社団法人共同通信社 株式会社共同通信社 株式会社共同テレビジョン 学校法人京都外国語大学

国立大学法人京都教育大学 国立大学法人京都工芸繊維大学 学校法人京都産業大学 社会福祉法人京都社会事業財団 学校法人京都精華大学

国立大学法人京都大学 有限会社京都旅企画 京都府立医科大学 株式会社喜代川 株式会社Kiyomi.Tokyo

銀座ステファニー化粧品株式会社 合同会社GinzaYuwa 株式会社クイック クーパービジョン・ジャパン株式会社 医療法人社団KUNIDENTALくがやま井の頭通り歯科

株式会社クニエ 株式会社クラウドパートナーズ 株式会社クラウドワークス 株式会社グラシアス 株式会社暮しの手帖社

株式会社クラスターメディカル 株式会社グラスホッパー・マニファクチュア 有限会社クラノデザインコンサルタント 株式会社クラフト 株式会社クラブ・マリッジ

株式会社グラングレス グリー株式会社 グリーンカルチャー株式会社 株式会社グリーンフィールド 株式会社CLIS

有限会社栗原舜三商店 株式会社グリフィン 株式会社グループ・エム Cruumb株式会社 株式会社ぐるなび

学校法人久留米学園 株式会社クレイジー・ティブィ 株式会社クレオ 医療法人クレスト クレディ・アグリコル証券会社東京支店

クレディ・スイス証券株式会社 株式会社KRENT 税理士法人grows 株式会社Growth canvas GlobalEnglish株式会社

グローバル・ソリューションズ株式会社 株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン 株式会社グロービス 株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ グローリー株式会社

株式会社ぐんぐん 郡司コーポレーション株式会社 株式会社CARE 株式会社ケアカンパニー 株式会社ケア・サポート

株式会社ケアセンス ケイアイエヌ有限会社 学校法人慶應義塾 医療法人社団恵眼会滝澤眼科 医療法人社団惠仁会おぎの小児科

医療法人社団慶心有来会 株式会社ケイティ 有限会社啓友エステート 有限会社KSワークス 医療法人社団KNI

KF-Works株式会社 KDDI株式会社 KPMG税理士法人 株式会社KPMG FAS KPMGコンサルティング株式会社

月桂冠株式会社 株式会社ケニーモバイル 株式会社けものみち動物病院 ゲラン株式会社 株式会社ケリングジャパン

医療法人社団健香会 医療法人社団賢仁会あすみが丘医院 株式会社建設技術研究所 KENZO設計株式会社 有限会社ケンテックシステムズ

医療法人けんゆう会 コアスタッフ株式会社 有限会社小池自動車鈑金工業所 特定非営利活動法人広域協会 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構

学校法人工学院大学 医療法人社団こうかん会 株式会社工業市場研究所 株式会社虹賢舎 医療法人紘寿会

医療法人社団浩真会 株式会社晃伸製機 医療法人倖生会身原病院 株式会社構造計画研究所 株式会社構造FACTORY

株式会社講談社 髙天酒造株式会社 株式会社幸徳ボタン 学校法人甲南学園 医療法人社団弘冨会

株式会社光文社 株式会社光文堂インターナショナル 学校法人神戸学院 公立大学法人神戸市外国語大学 神戸市立医療センター中央市民病院

株式会社神戸新聞社 国立大学法人神戸大学 医療法人社団幸有会幸有会記念病院 社会福祉法人康和会久我山病院 廣和興産株式会社

株式会社コーエーテクモゲームス 株式会社コーチ・エィ 株式会社コーチ・エイ 株式会社コカ・コーラ 東京研究開発センター 独立行政法人国際協力機構

株式会社国際協力銀行 学校法人国際基督教大学 一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会 国立研究開発法人国立環境研究所 国立研究開発法人国立国際医療研究センター

合同会社ココカラ 株式会社ココピタスマイル 医療法人小坂病院 医療法人社団互仁会 弁護士法人コスモポリタン法律事務所

国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 株式会社cotta 株式会社寿カンパニー 株式会社コトラ コニカミノルタ株式会社

コニカミノルタ情報システム株式会社 株式会社コネクティボ コネクテッドロボティクス株式会社 Connehito株式会社 小林製薬株式会社

コミックスマート株式会社 弁護士法人古家野法律事務所 株式会社コラーニング 株式会社Co-Lift コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社

コロニー株式会社 コンビ株式会社

 さ

サーバーフリー株式会社 株式会社THE ALLEY JAPAN EAST 株式会社THE ALLEY JAPAN WEST 社会医療法人社団埼玉巨樹の会 国立大学法人埼玉大学
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サイネオス・ヘルス・クリニカル株式会社 株式会社サイバー・コミュニケーションズ サイバーステップ株式会社 サイボウズ株式会社 株式会社ザイマックス

株式会社ザイマックスウィズ 株式会社サイマル・インターナショナル 株式会社サカイ引越センター Success Japan株式会社 櫻井運輸株式会社

株式会社SAKLIKIT 株式会社さくら屋 株式会社ザッキーザック 皐月パートナーズ株式会社 北海道公立大学法人札幌医科大学

公益財団法人札幌交響楽団 THENEXEEDJAPAN株式会社 株式会社サノワ Samulion Factory株式会社 株式会社the You

株式会社さわ研究所 株式会社サン サンアース株式会社 医療法人社団三育会 株式会社産業経済新聞社

株式会社サンクチュアリ・パブリッシング 株式会社サンコウ・トータル・サービス Sansan株式会社 医療法人社団三仁会 サントリーパブリシティサービス株式会社

サントリーマーケティング＆コマース株式会社 三洋化成工業株式会社 サンヨー食品株式会社 サンヨー食品販売株式会社 サンライトヒューマンTDMC株式会社

三和コムテック株式会社 株式会社ジーエイチホーム管理 株式会社GSSヒューマンソリューションズ GMOクリック証券株式会社 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社

GMOペパボ株式会社 G・O・G株式会社 株式会社CKC GCA株式会社 株式会社CTIグランドプラニング

株式会社CBCテレビ SheepMedical株式会社 株式会社ジェイ・ティ JR西日本フィナンシャルマネジメント株式会社 株式会社ジェイ・ウィル・アセットマネジメント

株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ JLL森井鑑定株式会社 株式会社JQ 合同会社シェイクハンズ

株式会社JCG 株式会社JSOL JPS税理士法人 株式会社JP.Company JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

JPモルガン証券株式会社 ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・ナショナル・アソシエーション JCEL株式会社 ジェンテックス・ジャパン株式会社 株式会社ジオミック

国立大学法人滋賀医科大学 株式会社志賀電気 ジグソー株式会社 学校法人慈恵大学 株式会社ZIZAI

株式会社シジシージャパン 株式会社時事通信社 医療法人慈照会むさしのメディカルクリニック SiSTA合同会社 株式会社志成館

医療法人社団慈奏会 株式会社ZIPAIR Tokyo シティグループ証券株式会社 公益財団法人児童育成協会 弁護士法人至道法律事務所

信濃毎日新聞株式会社 シナリーロイヤル株式会社 株式会社東雲火山 ジブラルタ生命保険株式会社 株式会社JIMOS

シャインパートナーズ株式会社 株式会社ジャスティンコンサルティング 株式会社justInCase 株式会社justInCaseTechnologies 株式会社シャノン

ジャパン・プロパティーズ株式会社 株式会社ジャパンテクノロジー 株式会社ジャパンベビーシッターサービス ジャパン・リニューアブルエナジー株式会社 株式会社集英社

株式会社週休四日 株式会社修護 自由民主党静岡県第三選挙区支部 株式会社Sugaritz 合同会社出張麻酔診療所Anestudio

首都高速道路株式会社 株式会社主婦と生活社 株式会社俊英館 株式会社小学館 医療法人社団昭恵会杉浦眼科

学校法人城西大学 医療法人社団祥史会綾瀬中央診療所 松竹株式会社 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 国立研究開発法人情報通信研究機構

医療法人社団松和会池上総合病院 昭和電工株式会社 株式会社食料マネジメントサポート 医療法人社団しらゆき 学校法人白百合学園

医療法人社団しろひげファミリー 株式会社シンクアロット シンジェンタジャパン株式会社 国立大学法人信州大学 新宿御苑前税理士法人

医療法人社団仁徳会みつはし内科クリニック 真仲商事株式会社 ジンマー・バイオメット合同会社 株式会社Sweeny 末吉税理士法人

スカパーJSAT株式会社 株式会社杉田会計事務所 スキャデン・アープス外国法事務弁護士事務所 学校法人椙山女学園 スクールバス空間設計株式会社

スクラート株式会社 医療法人すこやかメディカル 鈴木自工株式会社 スターティアレイズ株式会社 株式会社スタートアップテクノロジー

合同会社スタジオスイミー 株式会社スタジオリセス 株式会社スタッフインターナショナルジャパン 株式会社stand.fm 株式会社ステラー・コーポレーション

株式会社STORY TIME 株式会社ストレッチ屋さん 株式会社スナックミー 株式会社スパイスボックス 株式会社SUBARU

株式会社Speee 株式会社スプレッド 株式会社スポーツニッポン新聞社 株式会社SmartHR スマートニュース株式会社

株式会社スマイル 株式会社スマイルステージ 住栄運輸株式会社 合同会社SUMICA 住友商事株式会社

住友電気工業株式会社 住永クリニック Slow Innovation株式会社 諏訪自動車株式会社 株式会社セイコー

株式会社清次郎 医療法人社団清信会ゆげクリニック 株式会社西神薬局 学校法人清泉女子大学 セイ・テクノロジーズ株式会社

誠品国際株式会社 株式会社西武プロパティーズ 株式会社西武ホールディングス 学校法人聖マリアンナ医科大学 税理士法人クラウドフォーカス

学校法人聖路加国際大学 ゼータテック合同会社 合同会社世界食堂 株式会社セキド セキュリス・インベストメンツ・ジャパン株式会社

株式会社ZeQ 医療法人せせらぎ会浮田クリニック 世田谷内科・糖尿病総合クリニック 株式会社セプテーニ 株式会社セプテーニ・ホールディングス

株式会社セブンエイト 株式会社セリウ電器 株式会社セレスポ 合同会社世路庵 合同会社世路庵　

全国市議会議長会 医療法人社団千慈会 学校法人専修大学 先進モビリティ株式会社 株式会社センス・オブ・ワンダー

医療法人社団神星会港北ニュータウン診療所 株式会社センテ 株式会社セントラルユニ 全日空商事株式会社 公益財団法人全日本柔道連盟

株式会社ゼンリンデータコム 株式会社Zokei 学校法人総持学園鶴見大学 双日株式会社 惣誉酒造株式会社

株式会社Social 特定非営利活動法人ソーシャルバリュージャパン ソーダストリーム株式会社 ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 医療法人社団ソシエテ・ブロンシュ神楽坂肌と爪のクリニック

株式会社ソシャド 株式会社ZOZO 株式会社ZOZOテクノロジーズ ソックコウベ株式会社 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント

ソネディックス・ジャパン株式会社 医療法人社団苑田会 園田・小林知財サービス株式会社 株式会社ソラコム ソリューション・ラボ・横浜株式会社

株式会社SOLWAYS SOMPOアセットマネジメント株式会社

 た

第一実業株式会社 タイガー魔法瓶株式会社 ダイカン株式会社 株式会社大樹エンジニア ダイキン工業株式会社

ダイキンHVACソリューション北陸株式会社 株式会社Dai-job high 大成建設株式会社 株式会社ダイセル 株式会社大辰

株式会社大腸癌内視鏡研究所 大東建託パートナーズ株式会社 大同生命保険株式会社 大同特殊鋼株式会社 学校法人大東文化学園

大日本印刷株式会社 大日本住友製薬株式会社 太平食品工業株式会社 太平フーズ株式会社 大鵬薬品工業株式会社

タイムズコミュニケーション株式会社 タイムズサービス株式会社 タイムズサポート株式会社 タイムズ24株式会社 タイムズモビリティ株式会社

株式会社ダイヤモンド社 太陽有限責任監査法人 太陽企画株式会社 太陽グラントソントン税理士法人 有限会社大隆機工

株式会社ダイレクト・リンク ダイレクトマネー株式会社 株式会社大輪 大和アセットマネジメント株式会社 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社

有限会社タウン管理 株式会社高砂商行 高島歯科クリニック 有限会社高田工務店 高田資産コンサル株式会社

株式会社タカヤジェム 株式会社タカラエステート 武田薬品工業株式会社 株式会社竹中工務店 株式会社ダスキン

株式会社タスクル 株式会社TAT 有限会社棚沢電気 田辺三菱製薬株式会社 医療法人社団玉井小児科神経クリニック

株式会社TAMTO 株式会社ダン計画研究所 株式会社ダンロップホームプロダクツ 株式会社チェインフォレスト チェルシー株式会社



ACSA 割引券承認事業主一覧 令和3年9月1日 現在

株式会社chicken&hen 株式会社筑摩書房 株式会社地圏環境テクノロジー 医療法人社団智尚会 学校法人千葉学園

国立大学法人千葉大学 株式会社チャイナオイル・ジャパン Chatwork株式会社 学校法人中央大学 中央法規出版株式会社

中外製薬株式会社 中外製薬工業株式会社 中国太平保険サービス日本株式会社 大阪府中小企業団体中央会 株式会社中日新聞社

中部オプチカル株式会社 中部日本放送株式会社 宗教法人超安寺 一般財団法人長寿社会開発センター 医療法人社団直心会

株式会社CHINTAI 国立大学法人筑波大学 つしま佐久間眼科 合同会社つばき DIC幹部育成コンサルティング株式会社

t&c plus合同会社 株式会社DAF 株式会社ティーエスアイ 合同会社TSアカウンティング 株式会社TSS

株式会社T・S・K DSファーマアニマルヘルス株式会社 株式会社ディー・エヌ・エー 株式会社DNPデータテクノ ティーエヌホールディングス株式会社

株式会社TMF TMクリニック西新宿 医療法人社団武蔵野会TMGあさか医療センター DMG森精機株式会社 株式会社ティーカンパニー

T's Collection株式会社 株式会社TBSアクト 株式会社TBSグロウディア 株式会社TBSスパークル 株式会社TBSテレビ

株式会社TBSラジオ 株式会社TPO ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 学校法人帝京学園 学校法人帝京大学

帝人株式会社 帝人ファーマ株式会社 帝人フロンティア株式会社 帝人ヘルスケア株式会社 ディップソール株式会社

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク 特定非営利活動法人TABLE FOR TWO International 有限会社テクノ狭山 テクノブレイブ株式会社 デジタルアーツ株式会社

株式会社デジタルトラスト 株式会社デジタルホールディングス 株式会社デジック 株式会社TesTee テックマークジャパン株式会社

株式会社デパーチャーズ 株式会社てへぺろ Delivery Hero Japan株式会社 株式会社テレビ朝日 株式会社テレビ朝日メディアプレックス

テレビ大阪株式会社 株式会社テレビ東京 デロイトトーマツコーポレートソリューション合同会社 デロイトトーマツコンサルティング合同会社 デロイトトーマツサイバー合同会社

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 デロイトトーマツリスクサービス株式会社 株式会社10ANTZ 国立大学法人電気通信大学 天成海運通商株式会社

株式会社電通 株式会社電通キャスティングアンドエンタテインメント 株式会社電通国際情報サービス 株式会社電通デジタル テンプルヒルズ合同会社

東亜産業株式会社 株式会社dwing 株式会社TOOTH TOOTH 株式会社DoEvery 東海テレビ放送株式会社

東急株式会社 東急カード株式会社 株式会社東急コミュニティー 株式会社東急文化村 株式会社東急Re・デザイン

東京エレクトロン株式会社 医療法人社団東杏会 国立大学法人東京外国語大学 東京海上アセットマネジメント株式会社 東京海上ディーアール株式会社

国立大学法人東京学芸大学 東京瓦斯株式会社 学校法人東京家政学院 学校法人東京経済大学 一般財団法人自警会東京警察病院

国立大学法人東京芸術大学 株式会社東京現像所 国立大学法人東京工業大学 東京商工会議所 学校法人東京女子医科大学

学校法人東京女子大学 東京書籍株式会社 株式会社東京スター銀行 特定非営利活動法人東京ソテリア 国立大学法人東京大学

東京建物不動産販売株式会社 東京都下水道サービス株式会社 弁護士法人東京パブリック法律事務所 公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

学校法人東京理科大学 学校法人同志社 同仁医薬化工株式会社 学校法人東邦大学 株式会社童夢ホールディングス

医療法人社団東優会東浦和おか歯科・矯正歯科 株式会社東洋経済新報社 東洋証券株式会社 学校法人東洋大学 東洋紡株式会社

株式会社トゥレジュール 有限会社東和設工 トーセイ株式会社 有限責任監査法人トーマツ 株式会社ドキドキグルーヴワークス

医療法人社団ときわ 戸田建設株式会社 特許業務法人特許事務所サイクス 株式会社トマト銀行 富永興業株式会社

豊洲やまもと眼科 株式会社TRYANGLE 株式会社トライエッジ 社団医療法人トラストクリニック 株式会社トラストバンク

株式会社ドラフト トランスパーフェクト・ジャパン合同会社 株式会社トリート 株式会社ドリームネクサス ドリームプラス株式会社

トリプルグッド株式会社 トリプルグッド税理士法人 トリプルグッド社会保険労務士法人 株式会社ドリム経営財務 トレイルヘッズ株式会社

株式会社トレーナビリティー 弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 トレジャーデータ株式会社 株式会社トレタ

 な

内藤家具インテリア工業株式会社 株式会社ナイポジ ながすか税務会計事務所 なかの歯科クリニック 有限会社長野バレエ団

株式会社Nakamu-Company 中村合同特許法律事務所 学校法人中村産業学園 社会医療法人中山会宇都宮記念病院 学校法人名古屋学院大学

国立大学法人名古屋工業大学 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学 株式会社ナサホーム 株式会社ナスタ 株式会社ナテック

株式会社ナナイロ 株式会社73 株式会社ナナメ ナビオコンピュータ株式会社 株式会社NAVICUS

ナブテスコ株式会社 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 株式会社ナレッジシステムズ 国立大学法人新潟大学 株式会社新潟日報社

二幸冷蔵運輸株式会社 株式会社NICORi 株式会社西口製作所 株式会社西日本新聞社 社会福祉法人二丈福祉会

日油株式会社 株式会社日経HR 株式会社日経ビーピー 株式会社日経BPコンサルティング 株式会社日経編集制作センター

日経メディアマーケティング株式会社 日興アセットマネジメント株式会社 日鋼産業株式会社 日興製薬株式会社 日産自動車株式会社

日新電機株式会社 株式会社日成アドバンス ニッセイ情報テクノロジー株式会社 日鉄総研株式会社 日鉄ソリューションズ株式会社

日東化学産業株式会社 日本精工株式会社 日本赤十字社 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 日本放送協会

日本郵船株式会社 日本労働組合総連合会 日本アイ・ティ・エフ株式会社 学校法人日本医科大学 日本海洋掘削株式会社

日本紙パルプ商事株式会社 一般財団法人日本気象協会 日本経営コンサルティング株式会社 株式会社日本経済新聞社 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

日本航空株式会社 日本コカ・コーラ株式会社 日本コンピュータシステム株式会社 日本GLP株式会社 日本収益不動産株式会社

日本証券業協会 日本証券金融株式会社 学校法人日本女子大学 日本ジョン・クレーン株式会社 日本新薬株式会社

株式会社日本政策投資銀行 株式会社日本設計 日本中央総合コンサルティング合同会社 日本調剤株式会社 株式会社日本農業新聞

一般社団法人日本歯固め玩具協会 株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター 学校法人日本福祉大学 学校法人日本ホテル学院 株式会社日本メンタルヘルス協会

株式会社日本旅行 株式会社ニューズピックス 株式会社ニューテレス ニューバーガー・バーマン株式会社 有限会社人形町志乃多寿司

特定非営利活動法人人間中心設計推進機構 ネオデータ・ソリューションズ株式会社 ネクシアス株式会社 株式会社ネクストビート 株式会社NESS

ネスレ日本株式会社 ネットラボ株式会社 株式会社ネットワークバリューコンポネンツ ねもと皮フ科　形成外科 有限会社nendo

株式会社ノヴィータ Nota株式会社 note株式会社 合同会社野澤商事 株式会社のばのば

株式会社NOBBY 野村アセットマネジメント株式会社 野村證券株式会社 株式会社野村総合研究所 株式会社NORRO

 は

パーク24ビジネスサポート株式会社 株式会社PKSHA Technology パーク24株式会社 ハーゲンダッツジャパン株式会社 株式会社ハースト・デジタル・ジャパン



ACSA 割引券承認事業主一覧 令和3年9月1日 現在

HARDWOOD株式会社 有限会社ハアトオグリ 株式会社ハーモニー 有限会社バイオレット ハイディメンション株式会社

株式会社バイテラ・ジャパン 株式会社パイプシェル 株式会社ハイメディック 有限会社ハイルング 株式会社ハウザー

ハウス・トゥ・ハウス・ネットサービス株式会社 医療法人はぐくみ 医療法人社団博施会 株式会社白泉社 株式会社博展

株式会社白馬 株式会社博報堂 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ 株式会社博報堂プロダクツ 医療法人社団白凛会

株式会社Hacobu 株式会社パザパ情操教育研究所 株式会社BASARA パシフィコ・エナジー株式会社 橋本木材株式会社

株式会社バスキュール パスピエ株式会社 株式会社HashHub 株式会社PATISSERIE TOOTH TOOTH 医療法人社団はな

株式会社HANOWA 株式会社浜田屋 医療法人はまなか皮フ科クリニック ハマ冷機工業株式会社 株式会社原宿・サン・アド

生活協同組合パルシステム神奈川 パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社 有限会社パワーステーション 阪急電鉄株式会社 阪急阪神ホールディングス株式会社

学校法人阪南大学 医療法人社団万友会いしわた矯正歯科 阪和興業株式会社 株式会社ピアノターミナル・ナカムラ 株式会社ピー・エス・アイ

株式会社ピーエスシー 株式会社BMT PGIMジャパン株式会社 PGIMリアルエステート・ジャパン株式会社 PwC税理士法人

PwCアウトソーシングサービス合同会社 PwCアドバイザリー合同会社 PwCあらた有限責任監査法人 PwCコンサルティング合同会社 PwC Japan合同会社

PwCビジネスアシュアランス合同会社 株式会社BTE BDA Partners株式会社 株式会社BTF 株式会社ビープラウド

ヒーリングフルサービス株式会社 株式会社ビーロット 株式会社ビーワークス 株式会社Bivio 株式会社ピエスモンテ

ピクシブ株式会社 ピクテ投信投資顧問株式会社 株式会社ピグミースタジオ 社会保険労務士法人ビジネスフライトコンサルティング ピジョン株式会社

株式会社ヒストリア ビットバンク株式会社 国立大学法人一橋大学 ピムコジャパンリミテッド 株式会社ヒメナ・アンド・カンパニー

ピュアリアルエステート株式会社 株式会社ヒューマノーム研究所 ヒューリック株式会社 ヒューリック保険サービス株式会社 学校法人兵庫医科大学

兵庫県公立大学法人 株式会社HIRAN 株式会社Hill up 株式会社ビルシステム ヒロセ通商株式会社

医療法人叔美会 株式会社ファーストクラス FITEC株式会社 有限会社ファイナリスト 株式会社ファイン

株式会社ファインテクニカ ファクトセット・パシフィック・インコーポレーテッド 株式会社ファミリーネット・ジャパン 株式会社ファンギルド 株式会社ファンコミュニケーションズ

有限会社ファンタジーランド 株式会社fierce 株式会社VRC フィード・ワン株式会社 株式会社ブイキューブ

株式会社フィッツコーポレーション フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・ジャパン株式会社 フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチジャパン株式会社 株式会社フィラディス フィンエアー・オイ

株式会社FiNC Technologies 株式会社風栄社 株式会社FUGA 株式会社フードファミリア 株式会社POOL

笛木醤油株式会社 Ferrari Japan株式会社 学校法人フェリス女学院 株式会社Four Graphic フォーティネットジャパン株式会社

株式会社FOX 株式会社Photo electron Soul フォルクスワーゲン・フィナンシャル・サービス・ジャパン株式会社 合同会社Forza 福岡日東防疫株式会社

株式会社福祉開発研究所 有限会社福田 ふじさわ駅前ファミリークリニック 株式会社フジタ 富士通株式会社

株式会社富士通エフサス 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 株式会社フジテレビジョン 武士道アセットマネジメント株式会社 フジビル産業株式会社

富士フイルム和光純薬株式会社 株式会社双葉社 株式会社船井総合研究所 船越クリニック Future'I'Mark株式会社

株式会社フューチャーフロンティアーズ 株式会社フライウィール プライスウォーターハウスクーパースダブリューエムエスピーティーイーリミテッド 株式会社プライミンズ プライム株式会社

株式会社フライヤー ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・インベストメント・サービス株式会社 医療法人社団プラタナス ブラックロック・ジャパン株式会社 株式会社Plat

株式会社ブラン 株式会社Branding Engineer ブランド・ロイヤルティ・ジャパン株式会社 株式会社Plan・Do・See BREEZE JAPAN株式会社

ブリジアン株式会社 ブリティッシュ・カウンシル 株式会社Preferred Networks プリモ・ジャパン株式会社 ブルームバーグ・エル・ピー

株式会社ブルーロータス 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 株式会社プレイド 株式会社フレーバーライフ社 有限会社プレシス

株式会社プロエンバイロメント 株式会社ブロック フロネシス・パートナーズ株式会社 株式会社プロパスト 株式会社フロムソフト

株式会社プロレド・パートナーズ 株式会社プロロジス 株式会社フロンテッジ 株式会社文学座 学校法人文京学園

文教通り歯科クリニック 株式会社文藝春秋 株式会社ベイカレント・コンサルティング 株式会社Basal 株式会社ベイシス

株式会社HAYNI ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド ベクターリスクマネジメント株式会社 有限会社ベッツ・カタオカ 株式会社BEDORE

株式会社ベリタス Healthy Choice合同会社 合同会社ヘルスラボ 株式会社ベルテクノ ペルノ・リカール・ジャパン株式会社

株式会社ベルパーク 株式会社ベルパークネクスト 株式会社ベル・フルール ペルミラ・アドバイザーズ株式会社 ペンギン・キャピタル株式会社

株式会社ペンク 株式会社法研 学校法人法政大学 株式会社ホープ HOPE株式会社

株式会社ポーラ 株式会社ボーンレックス ほけんの窓口グループ株式会社 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ

株式会社ホスピタリティー＆パートナーズ ホスピタルコンプライアンスマネージメントジャパン株式会社 ホスピタルコンプライアンスマネジメントジャパン株式会社 学校法人北海学園 北海道NSソリューションズ株式会社

社会福祉法人北海道社会事業協会 株式会社北海道新聞社 北海道文化放送株式会社 株式会社北極星コーポレーション 株式会社ボッテガ・ヴェネタジャパン

株式会社ポトマック 株式会社POTOMAK EAST 株式会社POTOMAK EAST-2 株式会社POTOMAK EAST-3 株式会社POTOMAK WEST

株式会社POTOMAK WEST-2 株式会社POTOMAK WEST-3 株式会社POTOMAK WEST-4 株式会社ボトラ 株式会社POPER

株式会社ポピンズ 株式会社ポピンズホールディングス 株式会社ホムズ技研 ポメラート・ジャパン株式会社 株式会社VOYAGE GROUP

株式会社Holyday 株式会社ポリフォニー・デジタル 株式会社ホリプロ 株式会社ほるぷ出版 株式会社ボンズ・ジャパン

公益財団法人本田財団

 ま

株式会社マーキュロップ マーサ―・インベストメンツ株式会社 マーサージャパン株式会社 株式会社マイナビ 株式会社毎日新聞社

株式会社毎日放送 株式会社マインドシーズ 株式会社マガジンハウス 医療法人社団蒔北会 マクニール株式会社

株式会社マザーハウス マサキデンタルクリニック 株式会社升本ビルマネジメント 有限責任事業組合まちとしごと総合研究所 松井隆雄法律事務所

医療法人社団松尾会 株式会社松尾商行 株式会社マッキャン エムディエス 株式会社マッキャンエリクソン 株式会社マッキャンヘルスケアワールドワイドジャパン

株式会社マッキャン・ワールドグループホールディングス 株式会社松島コンテンポラリー 医療法人社団まつだ内科 松原税務会計コンサルティング合同会社 弁護士法人松本総合法律事務所

株式会社マツリカ 医療法人社団的野ウィメンズクリニック マニュライフ生命保険株式会社 株式会社マリモカフェ 株式会社マルジェラジャパン

株式会社マルニジャパン 丸紅株式会社 丸紅オートモーティブ株式会社 マルホ株式会社 株式会社マンダム

株式会社萬年 株式会社Main Mano Foods 株式会社万葉 有限会社ミーツファクトリー 株式会社ミーティアストリームス
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株式会社ミーミル 株式会社Meel 三日月興業株式会社 美津濃株式会社 ミズノテクニクス株式会社

株式会社ミダスキャピタル 三谷商事株式会社 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 三井住友トラストクラブ株式会社

三井物産株式会社 三井物産スチール株式会社 三井物産トレードサービス株式会社 三井物産フィナンシャルマネジメント株式会社 三井不動産株式会社

有限会社三辻商店 医療法人社団ミッドタウンクリニック 株式会社三葉ホールディングス 三菱地所株式会社 株式会社三菱地所設計

三菱地所レジデンス株式会社 三菱商事株式会社 三菱商事RtMジャパン株式会社 株式会社三菱総合研究所 三菱電機ビルテクノサービス株式会社

三菱電機メカトロニクスエンジニアリング株式会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 株式会社ミツモア

御堂筋税理士法人 医療法人南谷レディースクリニック 株式会社都あられ田口本舗 株式会社ミヤザワホームズ 宮創テクノロジー株式会社

宮永医院 みらいサポート協同組合 株式会社未来ボックス 株式会社ミリアルリゾートホテルズ 医療法人社団民政会

株式会社MOVED 株式会社ムーンファクトリー 学校法人武庫川学院 医療法人社団武蔵野会 学校法人武蔵野大学

学校法人明治学院 株式会社明治座 学校法人明治大学 学校法人明治薬科大学 株式会社メイズ

医療法人明星会 学校法人目白学園 メゾンレクシア株式会社 株式会社メタップス メタモ株式会社

メットライフ生命保険株式会社 株式会社メディアプラス メディカル・グリーティング株式会社 株式会社メディカルコンチェルト 株式会社メディカルトラスト

医療法人社団MEDIQOL 株式会社メディコン 有限会社メディファム 株式会社メルカリ 株式会社もしも

有限会社モトハウスアルファ モビルス株式会社 医療法人社団もも こころの診療所 株式会社桃色パンダ モリ株式会社

株式会社森商店 森ビル株式会社 モルガン･スタンレー・グループ株式会社 モレキュラーデバイスジャパン株式会社

 や

医療法人社団八雲会 公認会計士山内真理事務所 医療法人社団山岸医院 学校法人山口学園 ヤマトシステム開発株式会社

株式会社やまなみ技研 有限会社山本介護サービス 株式会社よつば調剤 株式会社ヤング・コミュニケーション ユアサ商事株式会社

株式会社Yuimedi Uipath株式会社 医療法人社団優英会 株式会社UACJ押出加工小山 株式会社UACJ鋳鍛

株式会社UACJ ULSグループ株式会社 株式会社ユーザベース 株式会社U-NEXT 有限会社友豊産業

有限会社友舞 社会福祉法人悠遊 株式会社ユーラスエナジーホールディングス 株式会社ユーラステクニカルサービス Euromonitor International Limited

雪印メグミルク株式会社 学校法人行吉学園 学校法人ユナイテッド・ワールド・カレッジISAKジャパン ユニオンツール株式会社 ユニゾン・キャピタル株式会社

ユミコアジャパン株式会社 株式会社ユメイク 有限会社夜明商会 国立大学法人横浜国立大学 横浜ゴム株式会社

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 横浜トラスト株式会社 横山泰夫税理士事務所 吉通貿易株式会社 株式会社ヨシノ自動車

株式会社吉秀トラフィック 株式会社読売新聞西部本社 株式会社読売新聞大阪本社 株式会社読売新聞東京本社

 ら

株式会社laicoS ライズ株式会社 株式会社ライド 株式会社Lightblue Technology LIFE CARE DENTAL OFFICE

LifeScan Japan株式会社 Lilac合同会社 LINE株式会社 株式会社LINESIX 株式会社ラヴィコーポレーション

ラウンズ株式会社 株式会社ラクス ラクスル株式会社 株式会社ラックコンサルタント 合同会社ラナ

医療法人社団ラファエル会やん胃腸科外科医院 株式会社Laffy ランジェコスメティーク株式会社 株式会社ランチェスター 合同会社ランドスケープ

ランブラス・キャピタル株式会社 医療法人LEADING GIRLS 株式会社リヴァンプ 株式会社LiooonesS 税理士法人リオ・パートナーズ

株式会社リオ・ホールディングス 国立研究開発法人理化学研究所 株式会社リキ 株式会社LIXIL 株式会社リクルートスタッフィング

LisayGracias合同会社 RISU Japan株式会社 リゾートトラスト株式会社 リックキッズ株式会社 学校法人立正大学学園

株式会社リップル 学校法人立命館 株式会社リニカル 株式会社リバネス 株式会社リフィード

株式会社LIVNEX 株式会社LiMIT 学校法人龍谷大学 有限会社リュウプランニング 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

株式会社リンクウィズ 株式会社リンクレア 株式会社臨済 ルイ・ヴィトンジャパン株式会社 株式会社ルース・インターナショナル

ルームクリップ株式会社 株式会社ルクレ 株式会社ルネサンス 有限会社ルネサンスジャパン 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社

税理士法人令和会計社 株式会社レオガーデン レジデンシャルマネジメント株式会社 株式会社RECEPTIONIST 医療法人社団レニア会

株式会社レノバ レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ合同会社 レノボ・ジャパン合同会社 レンドリース・ジャパン株式会社 株式会社ロイス

ROAD International 株式会社 合同会社LAURA 株式会社ローランド・ベルガー 株式会社ログラス ログリー株式会社

ロスチャイルド・アンド・コー・ジャパン株式会社 株式会社ロロ

わ

株式会社WARC ワークコジャパン合同会社 株式会社ワールディング 株式会社ワールドパーク ワールド・モード・ホールディングス株式会社

YAP合同会社 合同会社YKI Wild Tame株式会社 株式会社WOWOW 株式会社鷲山

学校法人早稲田大学 有限会社ワダ工業所 株式会社WANNAGROW Wallabysoft株式会社 株式会社ONCE


