ACSA 割引券承認事業主一覧

令和4年4月1日 現在

あ
株式会社アーク情報システム

株式会社ARCTS

Arcty株式会社

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社

株式会社ARCH

ARCH plus協同組合

合同会社アートダイバー

アールアイ・ソフトウェア株式会社

ＲＦルーカス株式会社

株式会社ROI

株式会社アール・ネーション

株式会社アールフォース・エンターテインメント

株式会社ｉＤＡ

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

ＩＶＳテレビ制作株式会社

株式会社ＩＶＳ４１

株式会社アイウェアメビウス

株式会社ＩＳＩＤアシスト

株式会社電通国際情報サービス

株式会社ＩＳＩＤインターテクノロジー

株式会社アイ・エス・エス

株式会社アイ・エス・エス・アールズ

株式会社INS STUDIO

株式会社ING GROUP

株式会社in3

IQVIAサービシーズジャパン株式会社

株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ

AiGlow株式会社

株式会社iCARE

株式会社IC

ＩＣＴ・イノベーター株式会社

株式会社ICE

株式会社アイズ

株式会社アイスクウェアド

ISENSE株式会社

ＩＷＣ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

株式会社アイディアルサポート

アイティメディア株式会社

株式会社アイディルーム

iテクノ株式会社

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

株式会社IPパートナーズ

株式会社Irie hood

アイリス株式会社

株式会社AO

株式会社青木製作所

医療法人社団青葉会新座病院

株式会社あおば管財

合同会社あおばこころの産業医事務所

地方独立行政法人明石市立市民病院

株式会社赤塚屋

社会保険労務士法人あかつき

株式会社Ａｇａｌｉ

株式会社AKIKO COMPANY

医療法人社団秋津会

医療法人あきもと皮フ科クリニック

アキュレイ株式会社

株式会社アクアキューブ

株式会社AXIA

株式会社アクセ

株式会社アクセルエンターメディア

アクセンチュア株式会社

株式会社アクティオ

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

AGBIOTECH株式会社

アグリペディア株式会社

医療法人浅田レディースクリニック

医療法人社団朝原クリニック

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

旭金属工業株式会社

株式会社朝日新聞社

アサヒ・ドリーム・クリエイト株式会社

株式会社旭プロダクション

朝日放送テレビ株式会社

学校法人麻布獣医学園

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

株式会社あしたのチーム

株式会社あしたばマインド

医療法人社団芦屋たいらクリニック

アスカ株式会社

飛鳥コンサルティング株式会社

株式会社あすか地所

あすか製薬株式会社

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

株式会社アストレア

アストロデザイン株式会社

株式会社アスマーク

株式会社寺下活生トータル研究所

株式会社アセットプロパティマネジメント

株式会社アセットマネジメント

アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

株式会社aceRNA Technologies

アソシエイトエージェンシー株式会社

株式会社アタックス

アタックス税理士法人

アチーブメント株式会社

アッヴィ合同会社

アットスマイル株式会社

株式会社アテックス

株式会社アテックス・ホールティングス

株式会社アド・ベン・コーポレーション

株式会社ATOCA

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

株式会社アトラス

有限会社アトランタ

株式会社アトリエコンストラクトRKSL

アナウト株式会社

アナプラス株式会社

アバディーン・ジャパン株式会社

アビームコンサルティング株式会社

APCO Worldwide合同会社

アフラック・アセット・マネジメント株式会社

株式会社Aphros Queen

株式会社Aperra

株式会社アペックス

尼崎駅前歯科

株式会社amulette

アムンディ・ジャパン株式会社

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

アラガン・ジャパン株式会社

アリックスパートナーズ・アジア・エルエルシー

医療法人社団有松歯科医院

株式会社Allure

アル株式会社

あるく株式会社

株式会社ARCHECO

アルパインマーケティング株式会社

株式会社アルファドライブ

合同会社アルファベット

株式会社アルフレックスジャパン

株式会社アルページュ

医療法人ALESおくだ歯科

株式会社ARETECO HOLDINGS

アンカー・ジャパン株式会社

株式会社アンカーマン

アングルピクチャーズ株式会社

Angelus Japan株式会社

アンシス・ジャパン株式会社

アント・キャピタル・パートナーズ株式会社

株式会社安東

株式会社Antway

株式会社And The

株式会社アンドパッド

株式会社アントレ

アンビーマテリアル株式会社

イー・アール・エム日本株式会社

イー・アンド・イーソリューションズ株式会社

株式会社ＥＭテクノロジー研究所

ＥＱＩＱ株式会社

株式会社イースト・ファクトリー

株式会社イーデザイン

株式会社イード

飯野海運株式会社

EBC株式会社

株式会社イープラス

イエローテイルズ株式会社

YoubeYou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・服部法律事務所

株式会社イクシアス

株式会社イグニッション・エム

医療法人石岡耳鼻咽喉科

株式会社石川

株式会社医師のとも

医療法人社団石原歯科医院

医歯薬出版株式会社

いすゞエンジニアリング株式会社

株式会社礒企画

株式会社ISOMURA

株式会社一円

いであ株式会社

株式会社イデアルアーキテクツ

伊藤景パック産業株式会社

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

株式会社イトクロ

井戸竹工業株式会社

稲畑産業株式会社

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

株式会社ELYZA

IRENE株式会社

いろどり歯科こども歯科クリニック

岩谷産業株式会社

インシュラーズ株式会社

株式会社insprout

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

インテリジェンスバリューコーポレーション株式会社

株式会社インテルコスメシ・ジャパン

株式会社インフラレボ

株式会社impress-9

株式会社インプロバイド

株式会社INPEX

株式会社ヴァーチェ

株式会社Virtual Wall

株式会社ヴィアックス

有限会社ウィザード

医療法人社団ウィステリア洗足駅前クリニック

株式会社Wizleap

株式会社ウィット

ヴィリーナジャパン株式会社

WHILL株式会社

株式会社ＷＩＬＱＡＮＴ

株式会社ウィルゲート

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

ウェスキー株式会社

ウェッジ株式会社

ヴェネクト株式会社

株式会社ウエブル

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 WOKE株式会社

株式会社ウォーター

ウォンテッドリー株式会社

株式会社ウカ

株式会社内田洋行

株式会社WOODY

株式会社UMERM

ウルシステムズ株式会社

エアーズ株式会社

株式会社エアラインホテル

AMPキャピタル・インベスターズ株式会社

株式会社栄一

エイエムオー・ジャパン株式会社

医療法人永桜会安富医院

株式会社永光

永三MOTORS株式会社
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株式会社エイジア

株式会社エイシング

医療法人社団英世会

医療法人社団永生会

株式会社ＨＲ

三菱商事株式会社

ＨＩＣ株式会社

株式会社エイチ・アンド・ビー・ラボ

HFCプレステージジャパン合同会社

合同会社HTML

株式会社HTC

エイト土地家屋調査士法人

株式会社エイトプランニング

株式会社AViC

株式会社エーアールファーマ

株式会社エーエスエル

株式会社ASVP WORK

ANAウイングス株式会社

ANAファシリティーズ株式会社

株式会社ＡＣＳＬ

特定非営利活動法人ACE

弁護士法人エースパートナー法律事務所

A.T.カーニー株式会社

株式会社a-tech

APクラスタ株式会社

株式会社エービーコンサルタント

auコマース＆ライフ株式会社

合同会社ＥＱＵＩ

株式会社エクスプレッション

株式会社志成館

エコスフィア株式会社

株式会社エス・エム・エス

株式会社エス・リアルエステイト

有限会社エスィック

SAPジャパン株式会社

株式会社SXA

株式会社SMBC信託銀行

SMBC日興証券株式会社

SL&Aジャパン株式会社

株式会社エスクリ

株式会社エスコ

株式会社SCS

SCSK株式会社

株式会社S-ZEAL

株式会社エスソーシャルマネジメント

エスティミティー株式会社

株式会社エスピーアイ

有限会社エスプリ

エッグフォワード株式会社

EDGECORTIX株式会社

株式会社EduLab

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

エナジーシェアーズ株式会社

株式会社エナジースイッチ

株式会社エナネス

エニーキャリア株式会社

Anyflow株式会社

株式会社エニグモ

株式会社anyit

株式会社NTTデータ四国

ＮＲＩネットコム株式会社

レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ合同会社

ＮＥＣパーソナルコンピュータ株式会社

レノボ・ジャパン合同会社

公益財団法人ＮＨＫ交響楽団

一般財団法人ＮＨＫサービスセンター

NGS Global Japan株式会社

N'Sコーポレーション株式会社

NDSソリューション株式会社

NTN株式会社

株式会社ＮＴＮセールスジャパン

エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社

恵比寿キャピタル株式会社

えびす家株式会社

弁護士法人ＦＡＳ淀屋橋総合法律事務所

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ｂｙＧＭＯ

株式会社エフエムコーポレイション

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

株式会社エフティグループ

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

エポックシード株式会社

株式会社エム・エス・ビルサポート

エム・エル・ビー・ジャパン株式会社

株式会社エムアールエム･ワールドワイド

M.I.U合同会社

Ｍ＆Ｈ株式会社

株式会社M&Aクラウド

ＭＨＣビジネス株式会社

MA企画有限会社

株式会社MS LAB

合同会社エムエポック

エムオーテックス株式会社

株式会社ＭＣＥ

ＭＧＳ税理士法人

株式会社ＭＪＥ

エムスリーキャリア株式会社

株式会社MD.ネット

エモーショナルビッツ株式会社

エリコンジャパン株式会社

エル・シー・エス株式会社

エルヴィエムエイチウォッチ・ジュエリージャパン株式会社

LVMHファッション・グループ・ジャパン株式会社

LVMHフレグランスブランズ株式会社

エルエヌジージャパン株式会社

株式会社エルエフ関西

株式会社LLL

株式会社エルゴン・ジャパン

LGTウェルスマネジメント信託株式会社

エルゼビア・ジャパン株式会社

株式会社エル・ティー・エス

株式会社ＬＤＳ

株式会社エル・フィールド

株式会社elme

株式会社エルワン

株式会社演

株式会社エンザミン研究所

株式会社遠藤商店

EnviroQuest, Inc.

合同会社エンバディ

株式会社エンビジョンＡＥＳＣジャパン

PicoCELA株式会社

オイシックス・ラ・大地株式会社

株式会社逢坂

桜美林学園

大網株式会社

オーウエル株式会社

株式会社大得工務店

株式会社オーク

医療法人オーク会

株式会社オークネット

株式会社オークン

学校法人大阪医科薬科大学

大阪ガス株式会社

学校法人

学校法人

国立大学法人大阪大学

大阪府中小企業団体中央会

株式会社大阪ペット火葬メモリアル

株式会社OCS

株式会社オーダーチーズ

株式会社太田屋地所部

大塚製薬株式会社

大塚ホールディングス株式会社

オートコムジャパン株式会社

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構

株式会社オープンエイト

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウス・ディベロップメント

株式会社オープンハウス

医療法人社団大室整形外科脊椎・関節クリニック

大森会計事務所

岡三証券株式会社

株式会社岡野商事

株式会社おかもと

岡本匡史税理士事務所

岡山歯科・あゆみ矯正歯科

国立大学法人岡山大学

岡宜建設株式会社

社会保険労務士法人岡佳伸事務所

株式会社OKAN

株式会社オキシス

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

おとなとこどもの経堂歯科

株式会社オノコム

特定非営利活動法人おひさまひろば

株式会社オフィスKAGAMI

有限会社オフィスひめの

株式会社オフィスまめかな

合同会社Office Marco

株式会社オプト

株式会社オペレーションシェアードサービス

株式会社omniheal

株式会社おもちゃ箱

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・システム株式会社

オリックス・レンテック株式会社

オリックス生命保険株式会社

オルガノ株式会社

オルガノアクティ株式会社

Orange Accounting株式会社

株式会社オレンジパキラ

株式会社オロ

株式会社オングストローム

株式会社オンデーズ

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

カーライル・ジャパン・エルエルシー

Carlyle Japan Equity Management LLC

株式会社ガイアックス

株式会社ガイアフィールド

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構

一般財団法人海外産業人材育成協会

学校法人開成学園

株式会社Kaizen Platform

学校法人開智学園

国立研究開発法人海洋研究開発機構

株式会社Kaeru

株式会社カオナビ

株式会社KAORI

株式会社カカクコム

株式会社カカクコム・インシュアランス

国立大学法人香川大学

学校法人学習院

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

鹿島建設株式会社

株式会社かず企画

医療法人社団家族の森

株式会社cup bearer

株式会社桂設計

株式会社Gaddess

株式会社加藤動物病院

株式会社KADOKAWA

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

カバー株式会社

株式会社すえよし

カフェドダンス合同会社

株式会社TUMUGU

株式会社ＬｅｅＳｏｕｌ

株式会社亀屋芳広

株式会社KAYACOSエンタープライズ

Colorful株式会社

カリーナシステム株式会社

株式会社CARTA HOLDINGS

株式会社ガルテン

川崎汽船株式会社

川崎重工業株式会社

医療法人河内友紘会河内総合病院

学校法人川村学園

公益財団法人がん研究会

一般社団法人看護系学会等社会保険連合

学校法人関西医科大学

関西教育企画株式会社

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

大阪産業大学

大阪女学院

倉敷中央病院

Ｆｏｒｃｅ

か

多摩ファミリークリニック
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株式会社甘春堂本舗

医療法人寛晴会

学校法人関西学院

一般財団法人関東電気保安協会

株式会社ギークトイズ

KEY DENTAL CLINIC

キオクシア株式会社

株式会社Kionas

株式会社ギガデイン

菊池歯科医院

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

株式会社喜納工業

鬼怒川ゴム工業株式会社

株式会社キネッソジャパン

特定非営利活動法人木野環境

岐阜医療科学大学

株式会社ギフト

医療法人輝芳会日吉東急鈴木眼科

有限会社木村造船所

株式会社木村祐子産業医事務所

株式会社キャッチボール

キャディ株式会社

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

株式会社キャンサースキャン

株式会社ＱＶＣジャパン

国立大学法人九州大学

株式会社キュービック

株式会社キューブシステム

株式会社教育測定研究所

株式会社共成

株式会社ぎょうせい

京セラコミュニケーションシステム株式会社

株式会社共同通信社

一般社団法人共同通信社

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京都桂病院

社会福祉法人京都社会事業財団西陣病院

学校法人京都精華大学

京都第一赤十字病院

国立大学法人京都大学

京都フュージョニアリング株式会社

京都府立医科大学

京都ほづ藍工房株式会社

近畿都市管理サービス株式会社

銀座小町クリニック

有限会社銀座茶房

銀座ステファニー化粧品株式会社

合同会社Ginza Yuwa

株式会社ＫＩＮＴＯ

ＫＩＮＴＯテクノロジーズ株式会社

株式会社クアックラック

株式会社クイック

クーパービジョン・ジャパン株式会社

株式会社クオリティー

株式会社串ざんまい

医療法人楠会

クックパッド株式会社

株式会社グッピーズ

医療法人工藤胃腸内科クリニック東京内視鏡クリニック

株式会社クニエ

医療法人社団kunidental くがやま井の頭通り歯科

株式会社クヌギ

株式会社CUBEL

医療法人社団熊野前医院

合同会社グラートクラフト

クライサー税理士法人

株式会社クライス・アンド・カンパニー

クラウドエース株式会社

株式会社クラウドネイティブ

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

株式会社クラウンジュン・コウノ

crage株式会社

株式会社Gracia

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

グラネス株式会社

有限会社クラノデザインコンサルタント

株式会社クラブ・マリッジ

株式会社Craftie

株式会社クラフト

株式会社クラフトワールドワイド

合同会社クラマス

株式会社グラングレス

株式会社グランテック

グランド・システム・コンサルタンツ株式会社

医療法人Creazione-estetica

グリー株式会社

グリーライフスタイル株式会社

有限会社グリーンエンタープライズ

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

株式会社グリーンライフ

栗田工業株式会社

株式会社グリッター

株式会社GRITNATION

株式会社グリフィン

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

株式会社グループセブジャパン

クルーム株式会社

株式会社ぐるなび

株式会社クレオ

クレジットエンジン株式会社

クレジットエンジン・グループ株式会社

株式会社クレスコ

有限会社クレッシェンドコンパーニャ

クレディ・スイス証券株式会社

クレディ・アグリコル証券会社東京支店

株式会社KRENT

株式会社Growth canvas

GrowthPartners税理士法人

グローバル・ソリューションズ・コンサルティング株式会社

株式会社Global Style Japan

グローバル・ソリューションズ株式会社

グローバル・ブレイン株式会社

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xEDU

株式会社クロノファクトリー

医療法人くろや整形外科医院

医療法人勲昇会

株式会社CARE

株式会社ケアカンパニー

株式会社ケアセンス

ケアプロ株式会社

医療法人社団恵安会

株式会社経営支援センター

有限会社KSワークス

医療法人社団KNI

株式会社KNファーマシー

学校法人慶應義塾

医療法人社団恵眼会滝澤眼科

株式会社ケイティ

有限会社啓友エステート

医療法人社団蹊洋会朱膳寺内科クリニック

医療法人社団恵隆会

株式会社KEI

株式会社KDR

KDDI株式会社

株式会社KPMG FAS

KPMGコンサルティング株式会社

KPMG税理士法人

KPMGヘルスケアジャパン株式会社

公益財団法人結核予防会

株式会社ケニーモバイル

ゲラン株式会社

株式会社ケリングジャパン

医療法人社団賢秀会

医療法人社団兼寿会松下医院

医療法人社団賢仁会

株式会社建設環境コンサルティング

株式会社建設技研インターナショナル

株式会社建設技術研究所

KENZO設計株式会社

一般財団法人建築研究協会

有限会社ケンテックシステムズ

ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ株式会社

合同会社ケンワーク

有限会社小池自動車板金工業所

医療法人社団こいし会

五位堂工業株式会社

コヴィディエンジャパン株式会社

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日本鋼管病院

医療法人社団髙慈会

医療法人紘寿会

医療法人社団康寿会堀産婦人科

社会医療法人宏潤会

医療法人社団孝親会

医療法人弘仁会

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

光大株式会社

株式会社講談社

株式会社幸徳ボタン

公認会計士山内真理事務所

株式会社河野製作所

株式会社河野総合経営システム

医療法人社団弘冨会

株式会社光文社

学校法人神戸学院

一般財団法人神戸市小児救急医療事業団

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

公立大学法人大阪

公立大学法人神戸市外国語大学

公立大学法人富山県立大学

医療法人社団行陵会

社会福祉法人康和会久我山病院

医療法人社団恒和会仲村医院

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

ｺｰﾁｪ株式会社

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

公益財団法人国際研修交流協会

国際航業株式会社

一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会

株式会社國民銀行東京支店

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

国立研究開発法人国立成育医療研究センター

合同会社ココカラ

株式会社ココナラ

医療法人小坂病院

株式会社コスモスモア

株式会社コスモルート

株式会社コズレ

国家公務員共済組合連合会東京共済病院

国家公務員共済組合連合会枚方公済病院

国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院

株式会社cotta

株式会社寿カンパニー

株式会社コトラ

株式会社コトラス

COTON

コニカミノルタ株式会社

医療法人社団互仁会

株式会社コネクティボ

株式会社コネクト

Connehito株式会社

医療法人社団琥珀会

こばやし歯科クリニック

小林製薬株式会社

コベルコ建機株式会社

株式会社狛江エルティシー

小松車輌工業株式会社

コミックスマート株式会社

コムチュア株式会社

コムチュアネットワーク株式会社

株式会社コムト

弁護士法人古家野法律事務所

合同会社ココカラ

株式会社ココナラ

医療法人小坂病院

株式会社コスモスモア

株式会社コスモルート

株式会社コズレ

国家公務員共済組合連合会東京共済病院

国家公務員共済組合連合会枚方公済病院

国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院

株式会社cotta
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株式会社寿カンパニー

株式会社コトラ

株式会社コトラス

COTON

コニカミノルタ株式会社

医療法人社団互仁会

株式会社コネクティボ

株式会社コネクト

Connehito株式会社

医療法人社団琥珀会

こばやし歯科クリニック

小林製薬株式会社

コベルコ建機株式会社

株式会社狛江エルティシー

小松車輌工業株式会社

コミックスマート株式会社

コムチュア株式会社

コムチュアネットワーク株式会社

株式会社コムト

弁護士法人古家野法律事務所

五洋建設株式会社

株式会社Co-LIft

株式会社コルシー

株式会社ゴング

株式会社コンシスト

株式会社コンステック

株式会社コンステックホールディングス

株式会社近藤商会

コンビ株式会社

株式会社ザ・ゴール

株式会社ＴＨＩＲＴＥＥＮ

サーバーフリー株式会社

株式会社Cygames

社会福祉法人恩賜財団済生会千葉県済生会習志野病院

株式会社Saizen

国立大学法人埼玉大学

医療法人財団医親会

医療法人財団岩井医療財団

医療法人財団慈光会

サイネオス・ヘルス合同会社

サイネオス・ヘルス・クリニカル株式会社

サイネオス・ヘルス・コマーシャル株式会社

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

株式会社ザイマックス関西

株式会社ザイマックス東海

株式会社財務総研

サクソバンク証券株式会社

医療法人櫻井医院

櫻井運輸株式会社

一般財団法人ササカワ・アフリカ財団

公益財団法人笹川平和財団

サステナブル・ラボ株式会社

株式会社ザッキーザック

皐月パートナーズ株式会社

株式会社Sassor

公益財団法人札幌交響楽団

株式会社札幌シッターサービス

サナダビルディング株式会社

サムティ株式会社

株式会社SAMURAI

株式会社サムライウーマン

Samulion Factory株式会社

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Cinq

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

株式会社三生商事

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

有限会社山王リハビリ・サポート

株式会社サンブリッジ

株式会社サンマーク出版

三洋化成工業株式会社

サンライトヒューマンTDMC株式会社

株式会社サンレイ

三和コムテック株式会社

株式会社ジー、エヌ、エフ、コーポレイション

株式会社g-wic

株式会社GSユアサ

株式会社ＣＮインターボイス

ＣＦＪ合同会社

ＧМＯアドパートナーズ株式会社

株式会社CMOE Japan

GMOインターネット株式会社

GMOクリック証券株式会社

GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社

GMOタウンWiFi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リサーチ株式会社

株式会社シーカー

ＧＣＡ株式会社

GCストーリー株式会社

CGPパートナーズ株式会社

株式会社ＣＪＫホールディングス

株式会社ジースポート

株式会社SeeSaw

株式会社CBCテレビ

SheepMedical株式会社

ジール株式会社

ジール株式会社

シェアード・モビリティ・ネットワークス株式会社

株式会社Shareway

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

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JR東日本マネジメントサービス

ＪＦＥシステムズ株式会社

JFE商事株式会社

JLL森井鑑定株式会社

株式会社JQ

株式会社JCG

株式会社ＪＤＳＣ

JPS税理士法人

株式会社ＪＰ．Ｃｏｍｐａｎｙ

株式会社ＪＶ

JY Warm Home 株式会社

JPモルガン証券株式会社

JPYC株式会社

株式会社ジェネック

シェルジャパン株式会社

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

株式会社四季

有限責任事業まちとしごと総合研究所

株式会社シグマアイ

株式会社シグマクシス

株式会社シグマクシス・インベストメント

株式会社シグマクシス・ホールディングス

学校法人慈恵大学

合同会社茂松

医療法人慈光会東武丸山病院

株式会社時事通信社

SiSTA合同会社

システムナイト株式会社

自然電力株式会社

医療法人社団慈奏会

学校法人自治医科大学

学校法人実践女子学園

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

自動車用内燃機関技術研究組合

信濃毎日新聞株式会社

株式会社シフトセブンコンサルティング

渋谷駅前おおしま皮膚科

ジブラルタ生命保険株式会社

Siblings合同会社

司法書士法人CS法務合同事務所

国立大学法人島根大学

シャインパートナーズ株式会社

社会医療法人中山会宇都宮記念病院

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

シャトル株式会社

株式会社シャノン

株式会社JapanClubUnity

Japan Services Corporation株式会社

株式会社ジャパンシルバーフリース

ジャパンフードエンターテイメント株式会社

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

株式会社住環境計画研究所

株式会社週休四日

宗教法人専念寺

宗教法人超安寺

株式会社修護

株式会社Sugaritz

宗教法人佛乘寺

JuJu Beauty合同会社

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

医療法人社団春晴会

医療法人社団順洋会

医療法人順齡會

合同会社ジョイネット

ジョインプロパティ株式会社

株式会社翔泳社

株式会社小学館

医療法人社団昭恵会杉浦眼科

城西大学

医療法人社団祥史会綾瀬中央診療所

小路税理士法人

株式会社常翔

株式会社商船三井

松竹株式会社

庄原こどもクリニック

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

株式会社上毛新聞社

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shoichi

株式会社Showcase Gig

株式会社食料マネジメントサポート

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

ジョンソンヴィル・ジャパン合同会社

株式会社白岩商会

学校法人白梅学園

株式会社白樺

株式会社シラカワ

医療法人社団しらゆき

株式会社ｊｉｒ

株式会社シルキースタイル

医療法人社団しろひげファミリー

医療法人社団仁愛会

信越ポリマー株式会社

株式会社xink

株式会社ジング

株式会社THNKアドバイザリー

株式会社シンクロ・エンターテイメント

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

医療法人仁精会三河病院

SyntheticGestalt株式会社

医療法人新都市医療研究会「君津」会南大和病院

医療法人じんないクリニック

シンプレクス株式会社

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

ジンマー・バイオメット合同会社

医療法人社団瑞香会

株式会社Sweeny

株式会社スーツ

株式会社ｓｏｏｕｐコンサルティング

株式会社スエヒロ工業

末吉税理士法人

株式会社スカイ・シー

スカイマーク株式会社

スカイランドベンチャーズ株式会社

スカパーＪＳＡＴ株式会社

株式会社SUKI HUG

学校法人椙山女学園

スクールサポート株式会社

スクールバス空間設計株式会社

株式会社Scoville

株式会社スコープ

医療法人すこやかメディカル

医療法人社団すずか小児科・皮ふ科クリニック

鈴木自工株式会社

さ
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株式会社スタジオエムツー

合同会社スタジオスイミー

スタディプラス株式会社

株式会社STAY FREE

株式会社ステラー・コーポレーション

弁護士法人ＳＴＯＲＩＡ

株式会社STORY TIME

株式会社ストレッチ屋さん

株式会社スパイスボックス

株式会社SUBARU群馬製作所

株式会社Speee

合同会社スフォルツァンド

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

株式会社スマートコミュニティ

スマートニュース株式会社

株式会社スマイルステージ

株式会社住居時間

医療法人社団スマイルベア

スマイルマルシェ株式会社

株式会社スマイルメイト

住栄運輸株式会社

株式会社ＳＵＭＩＣＡ

住商アドミサービス株式会社

住商ウェルサポート株式会社

住友重機械工業株式会社

住友商事株式会社人事厚生部

住友商事パワー＆モビリティ株式会社

住友電気工業株式会社

住友ファーマ株式会社

住友ファーマアニマルヘルス株式会社

住永クリニック

株式会社スリー・イー

学校法人駿河台大学

株式会社Slow Farm

諏訪自動車株式会社

株式会社SWAT Lab

ZUNDA株式会社

生活協同組合パルシステム神奈川

医療法人清樹会

合同会社誠心会

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

株式会社西武ホールディングス

医療法人社団正峰会吉田歯科クリニック

学校法人聖マリアンナ医科大学

株式会社税務経理協会

税理士法人麻布パートナーズ

税理士法人クラウドフォーカス

税理士法人バイオレット

税理士法人みなと東京会計

税理士法人令和会計社

有限会社SEYRYO

株式会社セイル

学校法人聖路加国際大学

ゼータテック合同会社

セールスバンク株式会社

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン

合同会社世界食堂

特定非営利活動法人世界の文化交流協会

セガサミーホールディングス株式会社

サミー株式会社

株式会社セガ

株式会社セキュア

株式会社ZeQ

有限会社ゼストコーポレーション

医療法人せせらぎ会浮田クリニック

株式会社ZMP

Zホールディングス株式会社

瀬戸株式会社

株式会社セプテーニ・ホールディングス

Septeni Japan 株式会社

株式会社セブンエイト

株式会社73

株式会社Seven Rich Accounting

株式会社セラク

株式会社セリウ電器

株式会社セルバ

株式会社セレスポ

株式会社XELEX

合同会社世路庵

ゼロスペック株式会社

SENSY株式会社

株式会社全寿庵

学校法人専修大学

先進モビリティ株式会社

株式会社センテ

株式会社セントラルユニ

株式会社セントラルリフォーム

全日空商事株式会社

株式会社ゼンリンデータコム

SO合同会社

株式会社souco

学校法人総持学園鶴見大学

双日株式会社

医療社団法人創青会

株式会社Social

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

ソティスジャパン株式会社

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント

株式会社ポリフォニー・デジタル

医療法人社団苑田会

園田・小林知財サービス株式会社

ソフトバンクグループ株式会社

株式会社ソラコム

SolariantCapital株式会社

ソリューション・ラボ・ジャパン株式会社

株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー

株式会社SOLWAYS

有限会社孫紅

株式会社DIAMOND ALLIANS

第一実業株式会社

大王製紙株式会社

タイガーモブ株式会社

ダイカン株式会社

ダイキン工業株式会社

大幸薬品株式会社

医療法人大樹会

株式会社タイショーテクノ

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

大鵬薬品工業株式会社

株式会社TIMERS

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・アドバイザーズ株式会社

太陽グラントソントン税理士法人

大陽日酸株式会社

有限会社大隆機工

株式会社大冷

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

髙木産業株式会社

株式会社高砂商行

高瀬服装店

有限会社高田工務店

株式会社タカヤジェム

宝印刷株式会社

株式会社宝塚舞台

株式会社タカラレーベン

武田薬品工業株式会社

株式会社ダスキン

株式会社タスクル

株式会社橘百貨店

有限会社建秀

タナカグラフ株式会社

有限会社棚沢電気

株式会社タナベ経営

田辺三菱製薬株式会社

ダノンジャパン株式会社

医療法人社団玉井小児科神経クリニック

株式会社タムラ製作所

株式会社ダンカンメディア

株式会社ダン計画研究所

株式会社丹青社

株式会社チェインフォレスト

株式会社チェースデザイン

医療法人社団千頭医院

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

株式会社チトセロボティクス

株式会社チドリアシ

学校法人千葉学園

学校法人千葉工業大学

国立大学法人千葉大学

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

中外製薬ビジネスソリューション株式会社

中国石油国際事業日本株式会社

独立行政法人中小企業基盤整備

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

株式会社チョコレイト

千代田化工建設株式会社

株式会社CHINTAI

国立大学法人筑波大学

つしま佐久間眼科

津田塾大学

合同会社つばき

株式会社ディー・エヌ・エー

株式会社ティー・シー・ケー・ワークショップ

ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社

ティーアールピージャパン株式会社

DIC幹部育成コンサルティング株式会社

株式会社ティーアンドイー

t&c plus合同会社

株式会社DAF

合同会社TSアカウンティング

TNG協同組合

株式会社ＤＮＰファインケミカル

株式会社TnY

TMクリニック西新宿

弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所

株式会社ティーサイド

TCW JAPAN,LTD.

Ｔ’ｓ

一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブ

株式会社TTS

株式会社TBSアクト

株式会社TBSグロウディア

株式会社ＴＢＳテレビ

株式会社ＴＢＳラジオ

TVISION INSIGHTS株式会社

株式会社TIILA

株式会社ＴＭＦ

TMD合同会社

学校法人帝京学園

学校法人帝京大学

学校法人帝京平成大学

一般社団法人テイクハート

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

ディッグ・フィールズ・アンド・コー株式会社

ディップ株式会社

株式会社TipTop

株式会社TBSスパークル

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク

株式会社Tailor App

株式会社テー・オー・ダブリュー

株式会社データスプリング

株式会社Table a Cloth

合同会社テオトル

有限会社テクノ狭山

神楽坂肌と爪のクリニック 株式会社ZOZO

ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
た

Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ株式会社
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テクノブレイブ株式会社

てしがわらファミリークリニック

株式会社デジタル・コネクト

株式会社デジタルガレージ

デジタルデータソリューション株式会社

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

医療法人社団鉄結会

株式会社デパーチャーズ

株式会社てへぺろ

株式会社デューティフル

株式会社DELF

テルモ株式会社

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 アクト株式会社

有限責任監査法人トーマツ

デロイトトーマツサイバー合同会社

デロイトトーマツリスクサービス株式会社

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

医療法人社団DEN

株式会社10X

国立大学法人電気通信大学

株式会社デンソーアイティーラボラトリ

医療法人社団dental health care

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

株式会社電通デジタル

株式会社テンナイン・コミュニケーション

テンプルヒルズ合同会社

株式会社トイロジック

東亜産業株式会社

株式会社dwing

株式会社DoEvery

東海汽船株式会社

国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学

学校法人東海大学湘南校舎キャンパスサポートオフィス

東海テレビ放送株式会社

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社

医療法人社団東輝会

東急株式会社

株式会社東急コミュニティー

株式会社東急文化村

東京エレクトロン株式会社

東京エレクトロンＦＥ株式会社

東京エレクトロン九州株式会社

東京エレクトロン宮城株式会社

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

学校法人東京経済大学

国立大学法人東京藝術大学

株式会社東京現像所

国立大学法人東京工業大学

学校法人東京工芸大学

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

東京生花株式会社

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

株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ

東京建物株式会社

東京建物不動産販売株式会社

東京地下鉄株式会社

東京トークン株式会社

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

東研健康グループ株式会社

学校法人同志社

医療法人社団糖尿病内科たかべクリニック

学校法人東邦大学

東邦ハウジング株式会社

株式会社童夢ホールディングス

医療法人社団桐友会

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

有限会社東洋興産

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

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

学校法人徳州会

株式会社都市環境研究所

戸田建設株式会社

特許業務法人大島特許事務所

特許業務法人特許事務所サイクス

特許業務法人BORDERS IP

株式会社TOPWELL

株式会社トビキリ

株式会社とまと館

トヨタ・コニック・プロ株式会社

豊通食料株式会社

豊通物流株式会社

株式会社トラーナ

株式会社トライアルカンパニー

株式会社トライアル・シェアードサービス

株式会社トライアル・インシュアランス・サービス

アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社

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

株式会社トリート

ドリームダイニング

株式会社トリオグラント

鳥飼ハウジング株式会社

トリプルグッド株式会社

トリプルグッド社会保険労務士法人

トリプルグッド税理士法人

株式会社ドリム経営財務

トリリオンパートナーズ株式会社

株式会社トレーナビリティー

トレジャーデータ株式会社

株式会社トレタ

株式会社ドン・キホーテ

株式会社ナイスタウン

内藤家具インテリア工業株式会社

株式会社ナイポジ

合同会社ナインワーカーズ

株式会社長崎屋

長島・大野・常松法律事務所

ながすか税務会計事務所

株式会社中西計画事務所

長野赤十字病院

医療法人中村医院

有限会社中村鞄製作所

中村合同特許法律事務所

学校法人中村産業学園

合同会社和

学校法人名古屋大原学園

国立大学法人名古屋工業大学

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Ｎａｎａｃｏｒｏ

株式会社ナナメウエ

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

株式会社ナミット

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学

成田国際空港株式会社

株式会社ナレッジシステムズ

株式会社ナレッジパレット

南海電気工事株式会社

株式会社南江堂

株式会社Number51

有限会社ナンブ地所

認定NPO法人難民支援協会

国立大学法人新潟大学

株式会社新潟日報社

有限会社肉の大栄

二幸冷蔵運輸株式会社

株式会社西口製作所

西日暮里駅前すが皮膚科

株式会社西日本新聞社

一般社団法人西日本泌尿器科学会

西春内科・在宅クリニック

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BP

日経メディアプロモーション株式会社

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

日興製薬株式会社

日産自動車株式会社

日産自動車九州株式会社

日産車体株式会社

日産車体九州株式会社

日産物流株式会社

日清食品株式会社

日新電機株式会社

日清ヨーク株式会社

ニッセイ・キャピタル株式会社

ニッセイ情報テクノロジー株式会社

日鉄ソリューションズ株式会社

日東化学産業株式会社

日本コンピュータシステム株式会社

日本新薬株式会社

日本精工株式会社

株式会社日本政策投資銀行

日本赤十字社東京都支部大森赤十字病院

日本中央競馬会

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

日本郵船株式会社

日本アセットマーケティング株式会社

学校法人日本医科大学

日本板硝子株式会社

一般社団法人日本音楽著作権協会

一般財団法人日本開発構想研究所

株式会社日本企業成長投資

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

一般社団法人日本化粧品検定協会

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

日本工営株式会社

日本航空株式会社

日本コカ・コーラ株式会社

公益財団法人日本サッカー協会

日本GLP株式会社

日本収益不動産株式会社

日本商業施設株式会社

日本証券金融株式会社

学校法人日本女子大学

株式会社日本人材ニュース社

日本生活協同組合連合会

日本赤十字社医療センター

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

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

一般社団法人日本PCIT研修センター

株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター

日本ヒューレット・パッカード合同会社

学校法人日本福祉大学

独立行政法人日本貿易振興機構

日本放送協会（一財）日本放送協会共済会＜会員サポートセンター＞〔生活設計〕（給付・保険）

学校法人日本ホテル学院

日本マントル・クエスト株式会社

日本メドトロニック株式会社

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

株式会社ニユーテレス

ニューバーガー・バーマン株式会社

株式会社NEW POSITION

有限会社人形町志乃多寿司

株式会社ネイチャーズウェイ

NeoLAB株式会社

株式会社ネクイノ

ネクシアス株式会社

株式会社ネクスティエレクトロニクス

株式会社ネクストビート

ネスレ日本株式会社

学校法人根津育英会武蔵学園

ネットイーグル株式会社

弁護士法人ノア

株式会社Dear

な
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株式会社ノヴィータ

Ｎｏｔａ株式会社

note株式会社

NOSIGNER株式会社

合同会社野澤商事

有限会社のぞみ

株式会社Knot

NOT A HOTEL株式会社

株式会社のばのば

株式会社NOBBY

野村キャピタル・パートナーズ株式会社

野村信託銀行株式会社

株式会社野村総合研究所

野村證券株式会社

野村アセットマネジメント株式会社

株式会社NORRO

株式会社ノングリッド

パーク２４株式会社

パーク２４ビジネスサポート株式会社

は
パーカーエンジニアリング株式会社

株式会社PKSHA Technology

株式会社PKSHA

Workplace

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

株式会社ハーディ

HARDWOOD株式会社

有限会社ハアトオグリ

ハートランド・データ株式会社

株式会社バーニングコア

株式会社Barbara Pool

Hi株式会社

有限会社バイオレット

ハイケム株式会社

株式会社Pie Systems Japan

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

HYRE株式会社

有限会社ハイルング

株式会社バウエンジニアリング

株式会社ハウザー

株式会社ハウス・デポ・パートナーズ

ハウス・トゥ・ハウス

株式会社Housmart

医療法人社団Ｈｕｇｗｉｔｈ

医療法人はぐくみ

医療法人社団博施会

株式会社白泉社

株式会社白馬

医療法人白馬会

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

株式会社パザパ情操教育研究所

株式会社橋尾自動車

橋本総業株式会社

橋本木材株式会社

株式会社ハズトリー

株式会社パソナグループ

株式会社ハタノシステム

ハタプラ株式会社

株式会社HACHI

株式会社Backpackers'Japan

株式会社HashHub

株式会社八神

株式会社ハッピーデザイン

パナソニックITS株式会社

合同会社花と海

株式会社パネックス

株式会社HAVE A GOOD DAY

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

株式会社ハヤチネファスナー

株式会社原宿サン・アド

学校法人原田学園

Ｂａｒｉｓｔａ株式会社

Varinos株式会社

バリューアドバイザリー合同会社

株式会社ハルシオネ

株式会社バルセロナ

パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社

株式会社ハルプラス

株式会社ハレ

医療法人ハレクラニ

合同会社パワーダイアグノシス

株式会社パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング

株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

阪急電鉄株式会社

阪急阪神ホールディングス株式会社

阪神電気鉄道株式会社

バンディーグループ合同会社

株式会社伴戸商店

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・アール・エフ

ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行 東京支店

ＢＮＰパリバ証券株式会社

株式会社BAJ

平岡歯科医院

株式会社ミダスキャピタル

合同会社ＢＮ３

ピー・エム・シー株式会社

株式会社BMT

株式会社peekaboo

PJMプロジェクト管理合同会社

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

株式会社PIECE EIGHT

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税理士法人

PwCビジネスアシュアランス合同会社

Peach・Aviation株式会社

株式会社ビービット

株式会社ビープラウド

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PICANTE

ピクテ投信投資顧問株式会社

株式会社PICNIKO

株式会社ビジネス・ブレークスルー

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

VISUAL MERCHANDISING STUDIO株式会社

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

株式会社bitFlyer Blockchain

国立大学法人一橋大学

日之出水道機器株式会社

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

医療法人社団百年会

合同会社百花

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

株式会社ヒューマンケアブロッサムズ

ヒューリック株式会社

ヒューリックプロサーブ株式会社

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

Beyond Next Ventures株式会社

株式会社ヒラツカ・リース

株式会社ピラミッドフィルム

株式会社HIRAN

株式会社Hill Up

ビルコム株式会社

ピルボックスジャパン株式会社

国立大学法人広島大学

ヒロセ通商株式会社

医療法人叔美会

華為技術日本株式会社

株式会社ファーストアクセス

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

株式会社ファインドスター

株式会社FOUND

株式会社Fast Beauty

合同会社FAMILIA

株式会社ファミリーネット・ジャパン

株式会社ファンクション

フィード・ワン株式会社

FIGGY合同会社

株式会社ブイキューブ

株式会社フィデア

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Finatext

株式会社Finatextホールディングス

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

株式会社フードファミリア

株式会社Food For Thought

株式会社POOL

合同会社FAZE

Ferrari Japan株式会社

株式会社フェリオ

株式会社フェリクシード

学校法人フェリス女学院

株式会社FourGraphic

株式会社Fortune Gold

フォーティネットジャパン合同会社

医療法人社団フォールデイズ

フォッグ株式会社

株式会社FOX

株式会社Photo electron Soul

フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン株式会社 福岡造船株式会社

福岡日東防疫株式会社

株式会社フクリコ

株式会社フジ・メディア・ホールディングス

株式会社フジタ

学校法人藤田学園

富士通株式会社

株式会社富士通エフサス

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

富士フイルム和光純薬株式会社

株式会社富士屋商事

株式会社フタバコーポレーション

株式会社双葉社

不動産ミュージアム有限会社

株式会社不動テトラ

株式会社船井総合研究所

フューチャー株式会社

株式会社フューチャーフロンティアーズ

FutureOne株式会社

医療法人社団芙蓉会ハートフルクリニック

フラームジャパン株式会社

株式会社フライウィール

PricewaterhouseCoopers WMS Pte. Ltd.

株式会社プライミンズ

プライム株式会社

プライムパートナー株式会社

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 株式会社プラスディー

株式会社プラスＯＮＥステイト

医療法人社団プラタナス

フラッグシップ株式会社

ブラックロック・ジャパン株式会社

株式会社Plat

プラモ合同会社

株式会社Branding Engineer

株式会社Plan・Do・See

Planna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

BREW株式会社

株式会社ブリューアス

株式会社ＦＬＩＮＴＥＲＳ

株式会社ブルー

Blue Ocean Tradings合同会社

有限会社ブルース

ブルースクレイ・ジャパン株式会社

株式会社プルータス・コンサルティング

株式会社Bruno

ブルームバーグ・エル・ピー

ブルガリ･ジャパン株式会社

プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社 株式会社プレイド

株式会社ブレイン・ゲート

株式会社フレーバーライフ社

ブレーンバンク株式会社

有限会社プレシス

株式会社プレスラボ

ネットサービス株式会社
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株式会社プレッシオ

株式会社プロエンバイロメント

株式会社プロシーズ

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

株式会社プロロジス

フロンティア株式会社

株式会社フロンテッジ

株式会社文学座

学校法人文京学院

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

PayPal Pte.Ltd.

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 株式会社ベーシック

医療法人社団碧心会

VECTOR合同会社

有限会社ベネレイト

株式会社ベリタス

合同会社ヘルスラボ

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Voicy

株式会社法研

医療法人社団朋歯会

株式会社宝生

学校法人法政大学

株式会社房総白子ライン

ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業

HOPE株式会社

株式会社ホープ

株式会社ポーラ

学校法人北星学園

株式会社北斗工業

株式会社ポケットペア

株式会社保険のオーダーメイドプラス

社会福祉法人恩賜財団母子愛育会

ボストン・コンサルティング・グループ合同会社

株式会社ホスピタリティー＆パートナーズ

学校法人北海学園

国立大学法人北海道国立大学機構帯広畜産大学

株式会社北海道新聞社

北海道文化放送株式会社

北海道放送株式会社

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

株式会社ポテンシャライト

株式会社ポトマック

株式会社ボトラ

株式会社POPER

株式会社ポピンズ

株式会社ポピンズエデュケア

株式会社ポピンズシッター

株式会社ポピンズファミリーケア

株式会社ポピンズプロフェッショナル

ポメラート・ジャパン株式会社

ポラリスソリューションズ株式会社

株式会社ホリプロ

株式会社ボルテージ

有限会社ボンサンス

株式会社翻訳アトリエ

株式会社マーキュロップ

マーサー・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MartialACEHoldings

マーシュジャパン株式会社

株式会社マイクリエイト

マイクロンジャパン株式会社

マイクロンメモリメモリジャパン株式会社

株式会社マイサポート

株式会社MICIN

株式会社マイナビ

株式会社毎日新聞社

株式会社マイベスト

株式会社ＭＹ

マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社

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

医療法人睦愛会

株式会社マザーハウス

柵木コンサルティング合同会社

株式会社MAGEEEK

マジェステ株式会社

有限会社升金酒店

株式会社MASTER BODY

株式会社増村人形店

株式会社益屋

マスワークス合同会社

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・ワールドグループホールディングス

株式会社マッキャン

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

医療法人松歯会松本歯科医院

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

弁護士法人まつば法律事務所

松原税務会計コンサルティング合同会社

株式会社マツリカ

マニュライフ生命保険株式会社

株式会社Mahalo

株式会社マリンブルー

株式会社マル

丸栄情報システム株式会社

丸紅株式会社

マルホ株式会社

有限会社マルモ経理システム

株式会社マンダム

株式会社萬年

株式会社万葉

有限会社ミーツファクトリー

MeatBank株式会社

株式会社ミーミル

株式会社Meel

株式会社ミカミ

有限会社御狩野そば店

医療法人社団三木歯科小児歯科

MIKO JAPAN株式会社

医療法人社団美咲会

株式会社MISHINA

株式会社水田会計事務所

美津濃株式会社

みずほトラストリテールサポート株式会社

三田興産株式会社

三谷商事株式会社

一般社団法人みち

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・アセットマネジメント株式会社

三井住友トラストクラブ株式会社

三井住友ファイナンス＆リース株式会社

三井デザインテック株式会社

三井物産株式会社

株式会社三井物産戦略研究所

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

三井不動産レジデンシャル株式会社

株式会社ミック

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HCキャピタル株式会社

三菱ケミカルシステム株式会社

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

株式会社三菱総合研究所

三菱電機ビルソリューションズ株式会社

三菱電機メカトロニクスエンジニアリング株式会社

株式会社三菱UFJ銀行

三菱UFJ信託銀行株式会社

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社

株式会社御剣商事

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MIMIGURI

みみはなのど大垣西クリニック

合同会社miyashi.com

宮創テクノロジー株式会社

宮永医院

みらいコンサルティング株式会社

株式会社未来ボックス

アストラゼネカ株式会社

株式会社ミリアルリゾートホテルズ

株式会社みりんデザイン

有限会社ミルズ

Millennium Capital Management Asia Limited

株式会社MOVED

学校法人武庫川学院

株式会社武蔵製菓

医療法人社団武蔵野会ＴＭＧあさか医療センター

医療法人社団武蔵野会新座志木中央総合病院

武蔵野赤十字病院

学校法人武蔵野大学

むさし家ホールディングス株式会社

六連京都株式会社

株式会社MUNIiii

医療法人村上医院

メイクリープス株式会社

学校法人明治学院

株式会社明治座

学校法人明治大学

株式会社メイズ

医療法人明峰会馬嶋眼科医院

明豊ファシリティワークス株式会社

社会福祉法人目黒区社会福祉協議会

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ワン

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

株式会社メディアベース

メディアマックスジャパン株式会社

株式会社メディカルコンチェルト

株式会社メディコン

メドトロニックソファモアダネック株式会社

MedVenture Partners 株式会社

メトロエンジン株式会社

株式会社メルカリ

Morgan McKinley株式会社

株式会社Mogura

株式会社もしも

株式会社元郷精機

有限会社モトハウスアルファ

株式会社物語コーポレーション

株式会社モノクレア

株式会社モメンタムジャパン

医療法人社団ももこころの診療所

株式会社森商店

森ビル株式会社

株式会社メディカルトラスト

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

株式会社モンクレールジャパン

医療法人社団八雲会

八千代電設工業株式会社

株式会社矢動丸プロジェクト

ヤフー株式会社

株式会社ヤプリ

医療法人社団山岸医院

医療法人社団やまだクリニック

医療法人社団やまと

ヤマトシステム開発株式会社

ピーコック魔法瓶工業株式会社

株式会社やまなみ技研

有限会社山本介護サービス

株式会社毎日放送

ヤンセンファーマ株式会社

ヤンマーホールディングス株式会社

株式会社Yuimedi

ユニー株式会社

UiPtah株式会社

juwi自然電力株式会社

juwi自然電力オペレーション株式会社

株式会社UACJ

株式会社ユーエム

ULSグループ株式会社

株式会社ユーグレナ

株式会社ユウケイ

ま

エムディエス

ＲｏｏＭ

や

ACSA 割引券承認事業主一覧

令和4年4月1日 現在

有限会社原井工業

ユーザウエイク合同会社

株式会社ユーザベース

医療法人社団優誠秀会

郵船ロジスティクス株式会社

株式会社有電社

株式会社YOUTRUST

ＵＢＥ株式会社

有限会社友豊産業

ユームテクノロジージャパン株式会社

社会福祉法人悠遊

医療法人社団優祐会

Euromonitor International Limited

株式会社UYカンパニー

雪印メグミルク株式会社

学校法人行吉学園

ユナイテッド株式会社

学校法人ユナイテッド・ワールド・カレッジISAKジャパン

ユナイテッドマーケティングテクノロジーズ株式会社

株式会社UNIQUEX

ユニオンツール株式会社

ユニゾン・キャピタル株式会社

ユニファ株式会社

Ubie株式会社

株式会社ユビレジ

株式会社ユミカツラインターナショナル

ユミコアジャパン株式会社

ユミコア日本触媒株式会社

株式会社ユメイク

株式会社ゆめみ

医療法人湯本歯科医院

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

株式会社横浜ドキュメントデザイン

株式会社吉田製作所

株式会社ＹＯＳＨＩＴＵＮＥ

吉積情報株式会社

吉積ホールディングス株式会社

吉富倉庫株式会社

株式会社吉秀トラフィック

弁護士法人よつば総合法律事務所

株式会社読売新聞大阪本社

株式会社読売新聞西部本社

株式会社読売新聞東京本社

株式会社ラークジェム

株式会社ライオンマーケティング

株式会社laicoS

ライズ株式会社

株式会社RIDES

ライズコーポレーション株式会社

株式会社Lightblue Technology

RIDE MEDIA&DESIGN株式会社

株式会社LIFE CREATE

株式会社ライフチアーズグループ

株式会社ライブナビ

株式会社ライフバンク

株式会社ライブレボリューション

Lilac合同会社

LINE株式会社

株式会社ラヴィコーポレーション

株式会社ラクス

ラクスル株式会社

楽天カード株式会社

楽天カードパートナーズ株式会社

楽天グループ株式会社

楽天モバイル株式会社

楽天モバイルカスタマ―サービス株式会社

rakumo株式会社

株式会社ラセングル

株式会社ラドルフ

合同会社ラナ

株式会社ラビットクリエイティブ

医療法人社団ラファエル会

株式会社Laffy

株式会社ラブグラフ

ランジェコスメティーク株式会社

株式会社Runtastic

株式会社ランチェスター

株式会社ランドマーク

ランブラス・キャピタル株式会社

株式会社リアリット

リーグル株式会社

医療法人ＬＥＡＤＩＮＧ

株式会社リードビジョン

国立研究開発法人理化学研究所

株式会社RECCOO

株式会社ＬＩＸＩＬ

株式会社リクルートスタッフィング

Lisa y Gracias合同会社

リシュモン

RISU Japan 株式会社

リゾートトラスト株式会社

株式会社LITA

学校法人立教学院

リックキッズ株式会社

株式会社RICCO

学校法人立正大学学園

株式会社リップル

株式会社Ripple

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・パブリック

株式会社リブ

株式会社リフィード

医療法人社団LIVE WELL

合同会社LIVENOW

株式会社LIVNEX

株式会社Ｌｉｂｒｙ

株式会社リブレ

Repro株式会社

株式会社LiMIT

株式会社RIYU

龍ケ崎済生会病院

学校法人龍谷大学

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

株式会社陵南

リンキャ・インク

株式会社リンクウィズ

株式会社リンクレア

合同会社ＲＩＮＪＩＮシステム

ルイ・ヴィトンジャパン株式会社

合同会社ルーシーアンドココフィルム

株式会社LUPO

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

合同会社るみらいと

レイス株式会社

令和アカウンティング・ホールディングス株式会社

株式会社レオック

レキットベンキーザー・ジャパン株式会社

レジデンシャルマネジメント株式会社

株式会社RECEPTIONIST

株式会社ＲａｄｙＢｕｇ

READYFOR株式会社

株式会社RENI

医療法人社団レニア会

株式会社レノバ

株式会社Lennon's Loupe

株式会社RevComm

株式会社レボーン

レンティオ株式会社

レンドリース・ジャパン株式会社

株式会社ロイス

ロート製薬株式会社

合同会社LAURA

株式会社ローランド・ベルガ－

株式会社ロケットエンタテインメイント

医療法人社団LOCO

株式会社ロジレス

ロスチャイルド・アンド・コー・ジャパン株式会社

株式会社ロックミー

有限会社ロボインターナショナル

株式会社ロロ

ワークコジャパン合同会社

株式会社ワーライン

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

一般社団法人World Real Story

合同会社YKI

Wild Tame株式会社

株式会社ＷＯＷＯＷ

株式会社若菜

株式会社鷲山

学校法人早稲田大学

株式会社わたしたち

株式会社Waris

株式会社ワングリット

株式会社WonderSpace

株式会社ワントゥワン東京

株式会社ワンビリーヴ

株式会社ワンメイク

株式会社Yom
ら

ジャパン株式会社

ＧＩＲＬＳ

Reed ISG Japan株式会社

わ

