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【建設業】
●株式会社　小松工務店
●ジョンソンコントロールズ株式会社（2 回実施）
●新日鐵エンジニアリング株式会社
●株式会社寺島組
●株式会社トップランダー（2 回実施）
●ニューロテック株式会社
●株式会社松下産業

【製造業】
●旭化成グループ（2 回実施）
●キャタピラージャパン株式会社
●共同印刷株式会社
●株式会社　資生堂（3 回実施）
●清水化学工業株式会社
●ジャパンプリント株式会社（2 回実施）
●株式会社白崎製作所
●大和電業　株式会社
●タカラトミー
●株式会社　タニタハウジングウエア （2 回実施）
●株式会社電子制御国際
●東京ブラインド工業株式会社
●ニッカー絵具　株式会社
●日本電子株式会社
●ノバルティス　ファーマ株式会社（2 回実施）
●株式会社日立製作所中央研究所
●ヘンケルジャパン株式会社
●ヤマト通信工業　株式会社

【電気・ガス・熱供給・水道業】
●東京電力株式会社

【情報通信業】
●株式会社アーツエイハン
●株式会社ＩＴ働楽研究所
●株式会社　葵プロモーション
● AXESS
●株式会社アクティア
●アリオン株式会社
●アルス株式会社
●株式会社 ambloom
●株式会社イー・コミュニケーションズ
●インターリンク株式会社
●株式会社ウィルゲート
●ＡＪＳ株式会社
●エス・エー・エス株式会社
●ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社 
●株式会社　エヌ・ティ・ティ・ドコモ（2 回実施）
●株式会社オロ
●学研グループ
●キャリア・マム（2 回実施）
●株式会社クララオンライン
●株式会社　クロスランゲージ
●株式会社　ケンウッドエンジニアリング
●恒和システム株式会社
●ジークス株式会社
●株式会社Ｃ４メディア
●株式会社ＪＳＯＬ
●株式会社システムシンク
●株式会社　主婦と生活社
●松竹株式会社
●株式会社スカイコム
●スターフリートリサイクル株式会社（2 回実施）
●株式会社セラフ
●株式会社ゼンリンデータコム
●ＴＩＳ株式会社
●株式会社テイクス

●株式会社　テイルウィンドシステム
●有限会社鐵五郎企画
●日本マイクロソフト株式会社（2 回実施）
●ニホンモニター株式会社
●日本ユニシス株式会社
●ネット・コンテンツデザイン株式会社
●株式会社ネットラーニングホールディングス
●株式会社パイロット
●株式会社　ピアソン桐原
●株式会社Ｂ．Ｂ
●株式会社ビジネス情報テクニカルシステムズ
●日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社
●株式会社日立ソリューションズ
●株式会社ブイキューブ
●株式会社　富士通ビー・エス・シー
●プロシーク
●株式会社ボルテージ
●みずほ情報総研株式会社（3 回実施）

【運輸業、郵便業】
●朝日航洋　株式会社
●株式会社岩瀬運輸機工
●ＡＮＡ（2 回実施）
●小田急シティバス株式会社
●三伸運輸有限会社
●株式会社ジェイアール貨物・南関東ロジスティクス
●府中自動車株式会社
●株式会社　村山運輸

【卸売業、小売業】
●株式会社アーティーズ
●イクシアコミュニケーションズ株式会社
● 1/f（えふぶんのいち）
●国際紙パルプ商事株式会社
●株式会社サービスセンター
●サノフィ・アべンティス株式会社
●ジュピターショップチャンネル株式会社（2 回実施）
●株式会社スエヒロ
●スマイルレンタカー （2 回実施）
●株式会社　たからや
●協同組合多摩給食センター
●築地倶楽部
●東京トヨペット株式会社
●株式会社ドール
●株式会社　バスターズカンパニー
●富士通テン東日本（2 回実施）
●株式会社文祥堂
●丸紅株式会社（3 回実施）
●株式会社　メガネ・コンタクトの井上
●ヨガワークス
●株式会社　佳池商会

【金融業、保険業】
●アクサ生命保険株式会社
●SMBC コンシューマーファイナンス株式会社
●NKSJ ホールディングス株式会社
●住友生命保険相互会社
●株式会社損害保険ジャパン（2 回実施）
●第一生命保険株式会社（2 回実施）
●大和証券グループ
●東京海上日動あんしん生命保険株式会社
●日本興亜損害保険株式会社
●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
●プルデンシャル生命保険株式会社
●マスミューチュアル生命保険株式会社
●株式会社みずほ銀行（2 回実施）
●株式会社みずほコーポレート銀行（2 回実施）

●みずほ証券（2 回実施）
●みずほ信託銀行株式会社（2 回実施）
●みずほフィナンシャルグループ（2 回実施）
●三井住友銀行（2 回実施）
●三菱 UFJ 信託銀行株式会社（2 回実施）
●ライフネット生命保険株式会社（2 回実施）

【不動産業、物品賃貸業】
●興銀リース株式会社
●ライオンズマンションの大京グループ（3 回実施）
●株式会社武蔵野

【学術研究、専門・技術サービス業】
●社会保険労務士法人ＥＥパートナーズ
●株式会社伊藤喜三郎建築研究所
●株式会社ＦＲＡコンサルティング
●株式会社オープンループ
●特許業務法人　樹之下知的財産事務所
●ぎんざの杜法律事務所
●有限会社　グラフィック・メイト（2 回実施）
●黒川税理士事務所
●株式会社　京王エージェンシー
●株式会社古田土経営
●仁智監査法人
●総合探偵社密会バスターズ
●株式会社　電通アドギア
●東京エイチアール・マネジメント・ソリューションズ合同会社
●東京共同会計事務所
●有限会社トライブ
●株式会社とらうべ
●根本 C.P.A コンサルティング株式会社
●パシフィックコンサルタンツ株式会社
●株式会社　ファースト・シンボリー
●株式会社フィードフォース
●有限会社　FISCO
●株式会社プラグマ
●株式会社メック・デザイン・インターナショナル
●株式会社ラテックス・インターナショナル
●レイバーコンサルタント オフィスモロホシ
●株式会社ワイズ・インフィニティ

【宿泊業、飲食サービス業】
●銀座　萌黄亭
●ザ・キャピトルホテル東急
●ホテル　パークサイド
●ル・ボア株式会社パティスリーイソザキ

【生活関連サービス業、娯楽業】
●Ｇａｒｌａｎｄ
●株式会社ノバレーゼ
●ヘアー＆フェイス　クリスタル（2 回実施）

【教育、学習支援業】
●パソコン教室コムネット
●有限会社　松濤スクール・オブ・アーツ
●フロンティア株式会社
●株式会社　リバネス

【医療、福祉】
●有限会社アームズ
●株式会社アドバンテッジリスクマネジメント
●特定非営利活動法人ケアサポーター・もやい
●有限会社　ケア・プランニング
●株式会社　ケィ・コネクト
●有限会社　すこやか
●すずかけ
●デンタルクリニック　Ｊ
●株式会社トータルケアサービス加島
●ひらい整骨院グループ
●社会福祉法人　倭林会（2 回実施）
●社会福祉法人悠遊

【サービス業 ( 他に分類されないもの )】
●株式会社アスペイワーク
●株式会社　イーウェル（2 回実施）
●株式会社ウィルエージェンシー
●NPO 法人 ETIC.
●株式会社エフ・エム・エンタープライズ
●株式会社キャリアライズ
●株式会社　ケープスタッフ
●コバック府中店・モドーリー府中店
●株式会社　サン・プロンプト
●株式会社 JP キャリアコンサルティング
●株式会社シグマスタッフ
●株式会社第一広栄社
●高橋工業株式会社（3 回実施）
●株式会社テックソリューション
●特定非営利活動法人　難民支援協会
●株式会社パソナグループ
●株式会社プリオール
●NPO 法人フローレンス
●美鈴工業株式会社
●株式会社ワンダフルクリーン
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❖平成 22 ～ 24 年度実施企業データ

・累計実施企業数　　　　　　延べ 238 社

建設業 ……………………………………………… 9　社
製造業 …………………………………………… 24　社
電気・ガス・熱供給・水道業…………………… 1　社
情報通信業……………………………………… 58　社
運輸業、郵便業 …………………………………… 9　社
卸売業、小売業 ………………………………… 26　社
金融業、保険業 ………………………………… 30　社

不動産業、物品賃貸業…………………………… 5　社
学術研究、専門・技術サービス業…………… 28　社
宿泊業、飲食サービス業 ………………………… 4　社
生活関連サービス業、娯楽業…………………… 4　社
教育、学習支援業………………………………… 4　社
医療、福祉……………………………………… 13　社
サービス業（他に分類されないもの） ……… 23　社


