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（株）アーレスティ アチーブメント（株）
（株）ＩＨＩ Ａｐｐｌｅ　Ｊａｐａｎ合同会社
（株）アイエーシーインターナショナル 東海運（株）
アイエックス・ナレッジ（株） （株）ＡＤＥＫＡ
あいおいニッセイ同和損害保険（株） アドソル日進（株）
愛三工業（株） （株）アドバンテスト
アイシン・エィ・ダブリュ（株） （株）アドバンテッジ　リスク　マネジメント
アイシン精機（株） アトラスコプコ（株）
愛知機械工業（株） （株）アバント
（株）愛知銀行 アビームコンサルティング（株）
愛知製鋼（株） アフラック生命保険（株）
愛知時計電機（株） アマゾン　ウェブサービス　ジャパン（株）
（株）アイネット アマゾンジャパン合同会社
（株）アイピーシー・ワールド （株）アマダホールディングス
（株）アイピー２１ アマノ（株）
アイペット損害保険（株） アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.

アイング（株） （株）アルテ　サロン　ホールディングス
（株）アウトソーシング （株）アルバック
ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（株） アルプスアルパイン（株）
（株）青森銀行 アルフレッサホールディングス（株）
（株）青山財産ネットワークス （株）阿波銀行
（株）秋田銀行 （株）安藤・間
昱（株） アンリツ（株）
アクセンチュア（株） 安立計器（株）
（株）アクトリー イー・エフ・アイ（株）
曙ブレーキ工業（株） （株）ＥＭＤ
アコム（株） イーグル工業（株）
（株）浅井 飯田グループホールディングス（株）
（株）アサカ理研 飯野海運（株）
（株）淺沼組 イーレックス（株）
朝日インテック（株） イオン（株）
アサヒ飲料（株） イオンディライト（株）
旭化成（株） （株）池田泉州銀行
アサヒグループホールディングス（株） （株）石井鐵工所
朝日航洋（株） 石坂産業（株）
旭精機工業（株） 石原産業（株）
朝日生命保険（相） いすゞ自動車（株）
（株）旭リサーチセンター 井関農機（株）
アジア航測（株） イチカワ（株）
アジアパイルホールディングス（株） 市光工業（株）
（株）足利銀行 （株）市進ホールディングス
（株）アシックス （株）イチネンホールディングス
味の素（株） いであ（株）
アジレント・テクノロジー（株） 出光興産（株）
あすか製薬（株） 伊藤組土建（株）
（株）梓設計 伊藤忠エネクス（株）
アステラス製薬（株） 伊藤忠商事（株）
アズビル（株） 伊藤忠テクノソリューションズ（株）
（株）アスモ 伊藤忠ロジスティクス（株）
（株）麻生 伊藤ハム（株）
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（株）イトーキ （株）ＳＲＡホールディングス
（株）イトーヨーカ堂 （株）ＳＩＧ
（株）イトーヨーギョー ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス（株）
（株）ＩＤＯＭ ＳＭＢＣ日興証券（株）
稲畑産業（株） （株）エス・サイエンス
イビデン（株） ＳＣＳＫ（株）
（株）イボキン ＳＧホールディングス（株）
今治造船（株） エステールホールディングス（株）
（株）伊予銀行 エスビー食品（株）
イワキ（株） （株）エックス都市研究所
岩崎電気（株） ＮＲＭホールディングス（株）
岩瀬コスファ（株） （株）エヌアイデイ
岩谷産業（株） ＮＥＣスペーステクノロジー（株）
（株）岩手銀行 ＮＥＣソリューションイノベータ（株）
ＩｎｓｔａＶＲ（株） ＮＥＣネッツエスアイ（株）
（株）インターアクション ＮＥＣフィールディング（株）
（株）インターネットイニシアティブ ＮＳユナイテッド海運（株）
（株）インターネット総合研究所 ｎｍｓホールディングス（株）
インフォシス　リミテッド ＮＯＫ（株）
（株）ヴァレオジャパン ＮＴＮ（株）
ヴィエットジェット・アビエーション・ジョイント・ストック・カンパニー （株）エヌ・ティ・ティ・データ
ヴイエムウェア（株） （株）ＮＴＴドコモ
ウイングアーク１ｓｔ（株） エヌ・ティ・ティ都市開発（株）
ヴェオリア・ジャパン（株） 荏原実業（株）
（株）ウェザーニューズ （株）荏原製作所
上野トランステック（株） （株）ＦＮホールディング
ウエルシアホールディングス（株） （株）エフエム東京
ウォータースタンド（株） （株）エフピコ
（株）ウォーターホールディングス （株）エムアップ
（株）魚国総本社 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス（株）

ＷＡＳＨハウス（株） （株）ＭＳ－Ｊａｐａｎ
（株）うかい エリクソン・ジャパン（株）
ウシオ電機（株） エレコム（株）
（株）内田洋行 （株）エンビプロ・ホールディングス
内山工業（株） 王子ホールディングス（株）
宇部興産（株） （株）王将フードサービス
エア・ウォーター（株） オエノンホールディングス（株）
ＡＩＧ損害保険（株） （株）オーイズミ
（株）永輝商事 大分キヤノン（株）
（株）ＡＧＳコンサルティング 大分キヤノンマテリアル（株）
ＡＧＣ（株） （株）大分銀行
エイチ・ツー・オー　リテイリング（株） 大内新興化学工業（株）
エイピーピー・ジャパン（株） （株）大垣共立銀行
（株）エイブル オークマ（株）
（株）エーアンドエーマテリアル 大阪ガス（株）
（株）ＡＮＡ総合研究所 大阪シーリング印刷（株）
ＡＮＡホールディングス（株） 大阪製鐵（株）
エーザイ（株） （株）大阪ソーダ
（株）エージーピー 大阪トヨタ自動車（株）
エース（株） 大崎電気工業（株）
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（株）太田胃散 （株）桂川精螺製作所
（株）オーディオテクニカ （株）加藤製作所
（株）オオバ （株）加藤文明社印刷所
（株）大林組 （株）ＫＡＤＯＫＡＷＡ
（株）オーバル かどや製油（株）
（株）オービック （株）カナエ
（株）オープンドア （株）カナミックネットワーク
大村紙業（株） （株）要興業
（株）岡三証券グループ （株）カネカ
岡部（株） 兼松（株）
（株）オカムラ カバヤ食品（株）
岡谷鋼機（株） （株）カプコン
（株）オガワエコノス カブドットコム証券（株）
沖電気工業（株） （株）上組
沖縄電力（株） カルビー（株）
（株）奥村組 （株）川金ホールディングス
小倉クラッチ（株） 川崎汽船（株）
小田急電鉄（株） 川崎重工業（株）
（株）オデッセイコミュニケーションズ カワセコンピュータサプライ（株）
小野薬品工業（株） 菅公学生服（株）
（株）オハラ 関西テレビ放送（株）
オムロン（株） 関西電力（株）
オムロン　ヘルスケア（株） 関西ペイント（株）
（株）オリエンタルランド （株）関西みらい銀行
（株）Ｏｒｉｇａｍｉ 神田通信機（株）
オリコン（株） （株）関電工
オリックス（株） 関東電化工業（株）
（株）オリバー キオクシア（株）
オリンパス（株） キグナス石油（株）
（株）Ｏｌｙｍｐｉｃグループ （株）北日本銀行
オルガノ（株） （株）北の達人コーポレーション
（株）オンワードホールディングス キッコーマン（株）
（株）Ｃａｓａ （株）紀伊國屋書店
カーリットホールディングス（株） （株）木下グループ
花王（株） （株）紀文食品
（株）学情 （株）キミカ
科研製薬（株） ギャガ（株）
（株）鹿児島銀行 キャタピラージャパン合同会社
カゴメ（株） キヤノン（株）
カシオ計算機（株） キヤノンＩＴソリューションズ（株）
（株）鍜治田工務店 キヤノンアネルバ（株）
鹿島建設（株） キヤノン化成（株）
鹿島道路（株） キヤノン・コンポーネンツ（株）
（株）カシワバラ・コーポレーション キヤノンセミコンダクターエクィップメント（株）

霞ヶ関キャピタル（株） キヤノン電子（株）
カセイ物産（株） キヤノンファインテックニスカ（株）
片岡物産（株） キヤノンプレシジョン（株）
片倉工業（株） キヤノンマーケティングジャパン（株）
（株）学研ホールディングス キヤノンマシナリー（株）
（株）カッシーナ・イクスシー キャリアリンク（株）
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九州電力（株） 黒崎播磨（株）
九州旅客鉄道（株） （株）クロスフォー
（株）九電工 黒田精工（株）
キユーピー（株） 黒谷（株）
共栄火災海上保険（株） グロブナー・リミテッド
協栄産業（株） グンゼ（株）
共栄セキュリティーサービス（株） （株）群馬銀行
（株）紀陽銀行 Ｋ＆Ｏエナジーグループ（株）
京西テクノス（株） ＫＮＴ－ＣＴホールディングス（株）
（株）京三製作所 京王電鉄（株）
京セラ（株） 京成電鉄（株）
共同印刷（株） ＫＤＤＩ（株）
（株）京都銀行 京阪ホールディングス（株）
協立電機（株） 京浜急行電鉄（株）
（株）協和エクシオ 京葉瓦斯（株）
協和キリン（株） （株）京葉銀行
（株）協和日成 ＫＹＢ（株）
共和レザー（株） （株）ケー・エフ・シー
極東貿易（株） （株）ケーヒン
（株）極洋 ケルヒャージャパン（株）
（株）きらぼし銀行 （株）建設技術研究所
キリンホールディングス（株） （株）コア
近畿車輛（株） （株）小糸製作所
（株）銀座テーラーグループ 工機ホールディングス（株）
（株）近鉄エクスプレス 興国インテック（株）
近鉄グループホールディングス（株） （株）合人社グループ
（株）近鉄百貨店 光世証券（株）
（株）きんでん （株）構造計画研究所
（株）金羊社 （株）高速
（株）金陽社 （株）講談社
クインテグラル（株） （株）高知銀行
グーグル合同会社 （株）弘電社
クオールホールディングス（株） 鴻池運輸（株）
（株）グッドコムアセット （株）神戸製鋼所
クニミネ工業（株） 神戸天然物化学（株）
（株）クボタ （株）光洋
（株）熊谷組 興和（株）
クマリフト（株） （株）コーエーテクモホールディングス
倉敷紡績（株） （株）ゴールドクレスト
（株）クラレ ゴールドマン・サックス証券（株）
グランディハウス（株） （株）国際協力銀行
（株）グリーンズ 国際航業（株）
クリエートメディック（株） 国際自動車（株）
栗田工業（株） 国際石油開発帝石（株）
栗林商船（株） コグニザントジャパン（株）
（株）栗本鐵工所 コクヨ（株）
（株）クレハ （株）黒龍堂
（株）グローセル 小島プレス工業（株）
Ｇｌｏｂａｌ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（株） コスモエネルギーホールディングス（株）
（株）グロービス 寿屋フロンテ（株）
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（株）コトラ 山陽特殊製鋼（株）
コナミゲーミング日本支店 三洋貿易（株）
コナミスポーツ（株） （株）三陽商会
（株）コナミデジタルエンタテインメント 三和ホールディングス（株）
コナミホールディングス（株） ＣＲＧホールディングス（株）
コニカミノルタ（株） （株）シーイーシー
小林製薬（株） ＧＥジャパン（株）
コマツ （株）ジーエス・ユアサ　コーポレーション
コムシスホールディングス（株） シーメンス（株）
（株）コメ兵 ジェイアイ傷害火災保険（株）
五洋建設（株） Ｊ＆Ｔ環境（株）
（株）コングレ （株）ジェイ　エイ　シー　リクルートメント
（株）コンベンション　リンケージ ＪＳＲ（株）
斎久工業（株） （株）ジェイ・エス・ビー
（株）サイサン （株）ＪＳＰ
（株）サイネックス ＪＸ金属（株）
西部ガス（株） ＪＸ石油開発（株）
酒井重工業（株） ＪＸＴＧエネルギー（株）
坂口電熱（株） ＪＸＴＧホールディングス（株）
相模屋食料（株） ＪＸリサーチ（株）
（株）サクション瓦斯機関製作所 ＪＮＣ（株）
櫻護謨（株） ＪＦＥエンジニアリング（株）
（株）サタケ ＪＦＥスチール（株）
サッポロホールディングス（株） ＪＦＥホールディングス（株）
佐藤工業（株） （株）ジェイ・エム・エス
佐藤商事（株） （株）Ｊ－オイルミルズ
佐藤製薬（株） （株）ＪＴＯＷＥＲ
（株）サニーサイドアップ （株）ＪＴＢ
（株）サニックス （株）ジェイテクト
サノフィ（株） （株）ジェイテック
サハリン石油ガス開発（株） （株）ＪＰホールディングス
沢井製薬（株） ＪＰモルガン証券（株）
澤藤電機（株） Ｊ．フロント　リテイリング（株）
（株）山陰合同銀行 ジェイ・ユーラス・アイアール（株）
三機工業（株） ジェイリース（株）
山九（株） （株）ジェーシービー
（株）サンケイビル ジェコス（株）
（株）サンゲツ 塩谷建設（株）
三晃金属工業（株） 塩野義製薬（株）
サンコール（株） （株）滋賀銀行
サンセイ（株） シキボウ（株）
参天製薬（株） ＪＩＧ－ＳＡＷ（株）
サンデンホールディングス（株） （株）四国銀行
（株）三東工業社 四国電力（株）
サンドビック（株） 四国旅客鉄道（株）
サントリーホールディングス（株） （株）時事通信社
サンフロンティア不動産（株） 静岡ガス（株）
三友プラントサービス（株） （株）静岡銀行
三洋化成工業（株） シスコシステムズ合同会社
三洋工業（株） （株）システムシェアード
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シスメックス（株） （株）神明ホールディングス
（株）資生堂 新明和工業（株）
資生堂ジャパン（株） 新菱冷熱工業（株）
（株）七十七銀行 （株）瑞光
シチズン時計（株） （株）ＴＨＩＮＫフィットネス
シティグループ証券（株） （株）スガテック
芝浦メカトロニクス（株） （株）スカパーＪＳＡＴホールディングス
澁澤倉庫（株） （株）菅原
（株）ＳＨＩＦＴ 杉田エース（株）
澁谷工業（株） （株）スクウェア・エニックス・ホールディングス

（株）島津製作所 鈴江コーポレーション（株）
（株）シマノ スズキ（株）
（株）清水銀行 スタンレー電気（株）
清水建設（株） ステート・ストリート信託銀行（株）
（株）ジャステック （株）ＳＵＢＡＲＵ
蛇の目ミシン工業（株） 住友大阪セメント（株）
（株）ジャパネットホールディングス 住友化学（株）
（株）ジャフコ 住友金属鉱山（株）
（株）ＪＡＬＵＸ 住友ゴム工業（株）
上海電力日本（株） 住友重機械工業（株）
ＪＵＫＩ（株） 住友商事（株）
（株）十八銀行 住友精化（株）
（株）シュゼット・ホールディングス 住友精密工業（株）
（株）出版文化社 住友生命保険（相）
首都高速道路（株） （株）住友倉庫
（株）ジュピターテレコム 住友電気工業（株）
（株）証券保管振替機構 住友不動産（株）
（株）商工組合中央金庫 住友ベークライト（株）
（株）商船三井 住友三井オートサービス（株）
松竹（株） 住友理工（株）
（株）荘内銀行 住友林業（株）
常磐興産（株） スリーエム　ジャパン（株）
（株）情報通信総合研究所 （株）スリーボンド
（株）常陽銀行 スルガ銀行（株）
昭和産業（株） （株）セイア
昭和電工（株） 生化学工業（株）
昭和電線ホールディングス（株） （株）正興電機製作所
昭和飛行機工業（株） セイコーエプソン（株）
ＳＨＯ－ＢＩ（株） セイコーホールディングス（株）
信越化学工業（株） （株）西武ホールディングス
シンエネルギー開発（株） 合同会社 西友
神鋼商事（株） （株）セールスフォース・ドットコム
（株）シンシア セガサミーホールディングス（株）
シンジェンタジャパン（株） 積水化学工業（株）
（株）ジンズホールディングス 積水ハウス（株）
（株）新生銀行 石油資源開発（株）
新東工業（株） セコム（株）
新日本電工（株） セコム損害保険（株）
新日本建設（株） （株）セディナ
新むつ小川原（株） （株）錢高組
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（株）セブン＆アイ・ホールディングス （株）タイセイ・ハウジー
（株）セブン－イレブン・ジャパン 大成有楽不動産（株）
セメダイン（株） （株）ダイセル
（株）セラク ダイダン（株）
ゼリア新薬工業（株） 大東港運（株）
（株）セレスポ 大同生命保険（株）
センコー（株） 大同特殊鋼（株）
仙台ターミナルビル（株） ダイトウボウ（株）
（株）宣伝会議 大同メタル工業（株）
セントラル硝子（株） ダイドー（株）
セントラル警備保障（株） 大日本印刷（株）
全日本空輸（株） 大日本住友製薬（株）
綜合警備保障（株） 大日本塗料（株）
（株）総合資格 大日本明治製糖（株）
総合メディカルホールディングス（株） ダイハツ工業（株）
双日（株） ダイビル（株）
相鉄ホールディングス（株） 太平電業（株）
ソーバル（株） 大平洋金属（株）
ソニー（株） 太平洋工業（株）
（株）ソニー・インタラクティブエンタテインメント 太平洋セメント（株）
（株）ソニー・ピクチャーズ　エンタテインメント 大豊建設（株）
ソニーフィナンシャルホールディングス（株） 大豊工業（株）
（株）ソニー・ミュージックエンタテインメント （株）ダイヤモンド社
（株）ソフトクリエイトホールディングス 大洋建設（株）
ソフトバンクグループ（株） 太陽工業（株）
損害保険ジャパン日本興亜（株） 太陽生命保険（株）
ＳＯＭＰＯホールディングス（株） 大陽日酸（株）
ターキッシュ　エアラインズ 大和自動車交通（株）
（株）第一興商 大和証券（株）
第一交通産業（株） （株）大和証券グループ本社
第一三共（株） （株）大和総研
（株）第一生命経済研究所 大和ハウス工業（株）
第一生命情報システム（株） ダイワボウホールディングス（株）
第一生命ホールディングス（株） 高砂香料工業（株）
第一生命保険（株） 高砂熱学工業（株）
（株）第一ビルディング （株）髙島屋
大栄環境（株） （株）タカトリ
大王製紙（株） 宝印刷（株）
（株）大気社 （株）タカラトミー
ダイキン工業（株） 宝ホールディングス（株）
（株）ダイケンビルサービス （株）タカラレーベン
（株）だいこう証券ビジネス （株）タクマ
大幸薬品（株） （株）タケエイ
ダイコク電機（株） 武田薬品工業（株）
（株）第三銀行 （株）竹中工務店
（株）第四銀行 （株）但馬銀行
大樹生命保険（株） 田島ルーフィング（株）
大正製薬ホールディングス（株） （株）タチエス
大成機工（株） ダッソー・システムズ（株）
大成建設（株） 立山科学工業（株）
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田中建設工業（株） テーブルマーク（株）
田中食品（株） （株）テクノフレックス
ＴＡＮＡＫＡホールディングス（株） （株）デサント
田辺三菱製薬（株） デジタルアーツ（株）
（株）旅工房 （株）デジタルハーツホールディングス
（株）ダブルスタンダード デジタルハリウッド（株）
タマホーム（株） 鉄建建設（株）
タマポリ（株） 鉄道機器（株）
（株）タムラ製作所 テネコジャパン（株）
（株）チェンジ デュポン（株）
（株）筑邦銀行 （株）テラモト
（株）千葉銀行 デル（株）
チャルックホールディング テルモ（株）
中越パルプ工業（株） （株）テレビ朝日ホールディングス
中央開発（株） （株）テレビ東京
中央発條（株） デンカ（株）
中外製薬（株） （株）電業社機械製作所
中興化成工業（株） 電源開発（株）
（株）中国銀行 （株）デンソー
中国電力（株） （株）デンソーテン
（株）中電工 （株）電通
中部ガス（株） （株）電通国際情報サービス
（株）中部コーポレーション （株）電通パブリックリレーションズ
中部電力（株） ドイツ証券（株）
中和物産（株） 東亜建設工業（株）
蝶理（株） 東亞合成（株）
千代田化工建設（株） 東映（株）
（株）ＣＨＩＮＴＡＩ 東海カーボン（株）
Ｔｗｉｔｔｅｒ　Ｊａｐａｎ（株） 東海東京フィナンシャル・ホールディングス（株）

（株）ツガミ （株）東海理化
月島機械（株） 東海旅客鉄道（株）
（株）ツクイ 東急（株）
ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株） 東急不動産ホールディングス（株）
（株）椿本チエイン （株）東京エネシス
（株）ツムラ （株）東京會舘
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険（株） 東京海上日動火災保険（株）
ＴＩＳ（株） 東京海上ホールディングス（株）
ＤＩＣ（株） 東京ガス（株）
ディー・エイチ・エル・ジャパン（株） 東京計器（株）
（株）ティーケーピー （株）東京個別指導学院
ＴＤＫ（株） （株）東京自働機械製作所
（株）テイクアンドギヴ・ニーズ 東京証券代行（株）
（株）ＴＫＣ （株）東京商品取引所
帝国繊維（株） 東京書籍（株）
（株）帝国データバンク 東京製綱（株）
（株）帝国ホテル 東京石灰工業（株）
帝人（株） 東京センチュリー（株）
（株）ティラド 東京建物（株）
（株）テーオーシー 東京地下鉄（株）
（株）テー・オー・ダブリュー 東京電力ホールディングス（株）
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（株）東京ドーム ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ（株）
東京不動産管理（株） （株）ドール
東京貿易ホールディングス（株） （株）徳島銀行
（株）東京放送ホールディングス 特種東海製紙（株）
東京ボード工業（株） （株）トクヤマ
東銀リース（株） 戸田建設（株）
（株）東光高岳 トタル・インターナショナルＳ．Ａ．
東光電気工事（株） （株）鳥取銀行
（株）東芝 凸版印刷（株）
東芝インフラシステムズ（株） トッパン・フォームズ（株）
東芝エネルギーシステムズ（株） トピー工業（株）
東芝機械（株） 飛島建設（株）
東芝デジタルソリューションズ（株） トビラシステムズ（株）
東芝テック（株） （株）トプコン
東芝デバイス＆ストレージ（株） （株）巴コーポレーション
東芝プラントシステム（株） 豊田合成（株）
東ソー（株） トヨタ自動車（株）
東鉄工業（株） トヨタ自動車東日本（株）
東武鉄道（株） （株）豊田自動織機
東宝（株） トヨタ車体（株）
東邦亜鉛（株） トヨタ新大阪販売ホールディングス（株）
東邦ガス（株） 豊田通商（株）
（株）東邦銀行 豊田鉄工（株）
東邦ホールディングス（株） トヨタ紡織（株）
（株）東北銀行 トヨタホーム（株）
（株）東北新社 トヨタモビリティ東京（株）
東北電力（株） トヨタ輸送（株）
（株）東陽 （株）トラスト・テック
東洋インキＳＣホールディングス（株） トランコム（株）
東洋エンジニアリング（株） トランスコスモス（株）
東洋建設（株） （株）ナガセ
東洋鋼鈑（株） 長瀬産業（株）
東洋水産（株） 中日本高速道路（株）
東洋製罐グループホールディングス（株） 長浜キヤノン（株）
東洋炭素（株） （株）中村自工
東洋電機製造（株） （株）中山製鋼所
東洋ビューティ（株） （株）ナガワ
東洋紡（株） （株）名古屋証券取引所
東洋ライス（株） 名古屋鉄道（株）
東リ（株） （株）ナック
トゥルーバグループホールディングス（株） ナブテスコ（株）
東レ（株） 南海電気鉄道（株）
（株）東和銀行 （株）ニコン
ＤＯＷＡホールディングス（株） 西日本鉄道（株）
トーア再保険（株） 西日本高速道路（株）
（株）トーア紡コーポレーション 西日本旅客鉄道（株）
（株）トーエネック 西松建設（株）
（株）トーエル （株）西松屋チェーン
ＴＯＴＯ（株） 日亜鋼業（株）
（株）トーモク ニチアス（株）
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（株）ニチイ学館 日本ケミファ（株）
日医工（株） 日本高圧電気（株）
ニチモウ（株） 日本コンセプト（株）
日油（株） 日本車輌製造（株）
（株）ニチレイ （株）日本触媒
日活（株） 日本新薬（株）
（株）日刊工業新聞社 日本水産（株）
（株）ニッキ 日本精工（株）
日揮グローバル（株） （株）日本政策投資銀行
日揮ホールディングス（株） 日本製紙（株）
（株）日建設計 日本製鉄（株）
日産化学（株） 日本製粉（株）
日産自動車（株） 日本ゼオン（株）
日産車体（株） 日本駐車場開発（株）
日産東京販売ホールディングス（株） 日本通運（株）
（株）日新 日本電気（株）
日清オイリオグループ（株） 日本甜菜製糖（株）
日新火災海上保険（株） 日本電信電話（株）
日清食品ホールディングス（株） 日本電設工業（株）
日新製糖（株） 日本道路（株）
（株）日清製粉グループ本社 日本特殊陶業（株）
日新電機（株） 日本発条（株）
日神不動産（株） 日本ハム（株）
日清紡ホールディングス（株） 日本ピストンリング（株）
（株）ニッセイ基礎研究所 （株）日本プロフィックス・エンジニアリング
日総工産（株） 日本ペイントホールディングス（株）
日通商事（株） 日本郵船（株）
日通旅行（株） （株）ニトリホールディングス
日鉄ケミカル＆マテリアル（株） （株）ニフコ
日鉄鉱業（株） 日本アイ・ビー・エム（株）
日鉄鋼板（株） 日本アジアグループ（株）
日鉄興和不動産（株） 日本アムウェイ合同会社
日鉄ソリューションズ（株） 日本板硝子（株）
日鉄テックスエンジ(株） 日本ウジミナス（株）
日鉄日新製鋼（株） 日本エア・リキード（株）
日鉄物産（株） （株）日本ＨＰ
日東電工（株） 日本カーボン（株）
日東紡績（株） 日本ガイシ（株）
（株）ニッピ 日本海洋掘削（株）
（株）ＮＩＰＰＯ 日本化学工業（株）
日宝化学（株） 日本瓦斯（株）
（株）日本アクセス 日本紙パルプ商事（株）
日本アマゾンアルミニウム（株） 日本貨物鉄道（株）
日本オーチス・エレベータ（株） 日本化薬（株）
日本カーバイド工業（株） 日本空港ビルデング（株）
日本金属（株） 日本原子力発電（株）
日本クロージャー（株） 日本原燃（株）
日本軽金属ホールディングス（株） 日本工営（株）
日本毛織（株） 日本航空（株）
日本ケミコン（株） 日本航空電子工業（株）
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日本交通（株） 能美防災（株）
日本コカ・コーラ（株） （株）ノーザ
日本コルマー（株） （株）ノーリツ
日本社宅サービス（株） 野村アセットマネジメント（株）
日本住宅ローン（株） 野村證券（株）
日本酒類販売（株） （株）野村総合研究所
日本証券金融（株） 野村不動産ホールディングス（株）
日本信号（株） 野村ホールディングス（株）
（株）日本信用情報機構 （株）ノリタケカンパニーリミテド
（株）日本製鋼所 （株）ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
日本生命保険（相） パーソルホールディングス（株）
日本石油輸送（株） （株）ハーフ・センチュリー・モア
日本ゼネラルフード（株） バイエルホールディング（株）
（株）日本総合研究所 パイオニア（株）
日本総合サービス（株） ハイケム（株）
日本曹達（株） バイドゥ（株）
日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ（株） パイプドＨＤ（株）
日本たばこ産業（株） （株）パイロットコーポレーション
日本調剤（株） （株）箔一
日本テクノ（株） 伯東（株）
日本テトラパック（株） （株）博報堂
日本テレビ放送網（株） （株）博報堂ＤＹホールディングス
日本電子（株） （株）白洋舍
日本電子計算（株） （株）パシフィックソーワ
日本土地建物（株） （株）パスコ
日本トムソン（株） （株）長谷工コーポレーション
（株）日本取引所グループ （株）八十二銀行
（株）日本トリム パナソニック（株）
日本農産工業（株） パナソニック　ホームズ（株）
日本パーカライジング（株） 浜松ホトニクス（株）
日本バイリーン（株） （株）バルカー
日本パレットレンタル（株） （株）パルグループホールディングス
日本ヒューム（株） ハルナビバレッジ（株）
日本ヒューレット・パッカード（株） （株）パレスホテル
日本ファブテック（株） （株）パロマ
日本フイルコン（株） 阪急電鉄（株）
日本フエルト（株） 阪神高速道路（株）
日本ホテル（株） 阪神電気鉄道（株）
日本マイクロソフト（株） （株）バンダイ
日本無線（株） （株）バンダイナムコアミューズメント
日本モリマー（株） （株）バンダイナムコエンターテインメント
日本ユニシス（株） （株）バンダイナムコホールディングス
（株）日本リサーチセンター バンドー化学（株）
（株）日本旅行 （株）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

（株）日本レジストリサービス 阪和興業（株）
日本和装ホールディングス（株） ぴあ（株）
（株）ニュー・オータニ ＢＡＳＦジャパン（株）
ニューラルポケット（株） （株）ピーエス三菱
（株）ネオ・コーポレーション ＢＮＰパリバ銀行
ネポン（株） ＰｗＣアドバイザリー合同会社
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ＢＴジャパン（株） （株）フコク
ＢＥＥＮＯＳ（株） 富国生命保険（相）
（株）東日本銀行 富士急行（株）
東日本高速道路（株） （株）フジクラ
東日本旅客鉄道（株） 藤倉化成（株）
（株）ピカソ美化学研究所 富士港運（株）
（株）肥後銀行 （株）不二工機
（株）ビザスク （株）不二越
久光製薬（株） 不二サッシ（株）
ＶＩＳＩＴＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（株） 不二製油グループ本社（株）
（株）ビジネスコンサルタント 富士石油（株）
日立化成（株） 富士ゼロックス（株）
日立キャピタル（株） （株）フジタ
日立金属（株） 藤田観光（株）
日立建機（株） 富士通（株）
（株）日立国際電気 （株）富士通ゼネラル
（株）日立システムズ （株）富士通総研
（株）日立製作所 （株）フジテレビジョン
日立セメント（株） 富士電機（株）
（株）日立総合計画研究所 富士フイルム（株）
日立造船（株） フジフーズ（株）
（株）日立ソリューションズ 富士紡ホールディングス（株）
（株）日立ハイテクノロジーズ （株）フジマック
（株）日立物流 （株）不二家
（株）ビッグアビリティ フタバ産業（株）
日野自動車（株） （株）不動テトラ
ヒビノ（株） （株）フュートレック
（株）百十四銀行 芙蓉総合リース（株）
ヒューリック（株） ブラザー工業（株）
ビューローベリタスジャパン（株） ブラックロック・ジャパン（株）
（株）ヒラタ （株）Ｐｌａｎ・Ｄｏ・Ｓｅｅ
（株）平山ホールディングス プリヴェ企業再生グループ（株）
広島ガス（株） （株）ブリヂストン
（株）広島銀行 プリマハム（株）
広島トヨタ自動車（株） ブルームバーグ・エル・ピー
ヒロセ電機（株） 古河機械金属（株）
華為技術日本（株） 古河電気工業（株）
（株）ファースト （株）プレイド
ファーストコーポレーション（株） プレミアグループ（株）
ファイザー（株） （株）ブロードリーフ
ファナック（株） （株）ブロードリンク
（株）ファミリーマート （株）プロット
フィールズ（株） （株）プロネクサス
フィリップ　モリス　ジャパン合同会社 フロンティア・マネジメント（株）
Ｆａｃｅｂｏｏｋ　Ｊａｐａｎ（株） （株）文祥堂
フェデラルエクスプレスジャパン合同会社 平和紙業（株）
フォルボ・ジークリング・ジャパン（株） （株）ベネッセホールディングス
福島キヤノン（株） （株）ベネフィット・ワン
（株）福寿園 ペプチドリーム（株）
福山通運（株） 豊和工業（株）
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Ｂｏｅｉｎｇ　Ｊａｐａｎ（株） （株）三重銀行
ホーチキ（株） 三重交通グループホールディングス（株）
ＨＯＹＡ（株） 三木プーリ（株）
（株）ホギメディカル （株）ミクニ
（株）北越銀行 ミサワホーム（株）
北越コーポレーション（株） ミズノ（株）
北興化学工業（株） （株）みずほ銀行
（株）北都銀行 みずほ証券（株）
（株）北洋銀行 みずほ情報総研（株）
（株）北陸銀行 みずほ信託銀行（株）
北陸電気工事（株） みずほ総合研究所（株）
北陸電力（株） （株）みずほフィナンシャルグループ
（株）ボストン・コンサルティング・グループ みずほリース（株）
北海道ガス（株） （株）ミダック
（株）北海道銀行 （株）三井Ｅ＆Ｓホールディングス
北海道電力（株） 三井海洋開発（株）
北海道旅客鉄道（株） 三井化学（株）
ホッカンホールディングス（株） 三井金属鉱業（株）
（株）北國銀行 三井住友カード（株）
ボッシュ（株） 三井住友海上火災保険（株）
（株）ホテルオークラ （株）三井住友銀行
保土谷化学工業（株） 三井住友建設（株）
（株）ポピンズホールディングス 三井住友信託銀行（株）
（株）ホリプロ 三井住友トラスト・ホールディングス（株）
本州化学工業（株） 三井住友ファイナンス＆リース（株）
本田技研工業（株） （株）三井住友フィナンシャルグループ
（株）翻訳センター 三井精機工業（株）
（株）マーキュリアインベストメント 三井製糖（株）
（株）マイスターエンジニアリング 三井倉庫ホールディングス（株）
（株）毎日新聞社 三井物産（株）
（株）前川製作所 三井不動産（株）
前田建設工業（株） 三井ホーム（株）
マクセルホールディングス（株） 三井松島ホールディングス（株）
（株）マクロミル （株）ミツウロコグループホールディングス
松井建設（株） （株）三越伊勢丹ホールディングス
松尾建設（株） 三菱アルミニウム（株）
マツダ（株） 三菱鉛筆（株）
松浪硝子工業（株） 三菱化工機（株）
松村（株） 三菱ガス化学（株）
（株）松村組 三菱ケミカル（株）
マブチモーター（株） （株）三菱ケミカルホールディングス
（株）豆蔵ホールディングス 三菱地所（株）
（株）丸井グループ （株）三菱地所設計
丸善ＣＨＩホールディングス（株） 三菱自動車工業（株）
丸茶（株） 三菱重工業（株）
マルハニチロ（株） 三菱商事（株）
丸紅（株） 三菱食品（株）
マレリ（株） 三菱スペース・ソフトウエア（株）
マンパワーグループ（株） 三菱製鋼（株）
三浦工業（株） 三菱製紙（株）
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三菱倉庫（株） ヤフー（株）
（株）三菱総合研究所 山一興産（株）
三菱電機（株） （株）山形銀行
三菱電機特機システム（株） （株）山口銀行
三菱電線工業（株） 山田コンサルティンググループ（株）
三菱プレシジョン（株） ヤマトホールディングス（株）
三菱マテリアル（株） （株）山梨中央銀行
（株）三菱ＵＦＪ銀行 （株）山西
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス（株） （株）ヤマノホールディングス
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） ヤマハ（株）
三菱ＵＦＪニコス（株） ヤマハ発動機（株）
（株）三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ ヤンマー（株）
三菱ＵＦＪリース（株） ユアサ商事（株）
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株） （株）ユアテック
光村印刷（株） （株）ＵＡＣＪ
（株）みなと銀行 ユー・エム・シー・エレクトロニクス（株）
三八五流通（株） 有機合成薬品工業（株）
（株）宮崎銀行 （株）ユーグレナ
宮地エンジニアリング（株） （株）ユーシン
（株）ミライト・ホールディングス 有人宇宙システム（株）
（株）ミロク情報サービス （株）ユーシン精機
（株）武蔵野銀行 （株）ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ
（株）明光ネットワークジャパン 郵船ロジスティクス（株）
（株）明治ゴム化成 ＵＤトラックス（株）
明治ホールディングス（株） 雪印メグミルク（株）
明治安田生命保険（相） ユニチカ（株）
（株）明治安田総合研究所 ユニ・チャーム（株）
（株）メイテック ユニバーサル　ミュージック合同会社
（株）明電舎 （株）夢真ホールディングス
明豊ファシリティワークス（株） 幼児活動研究会（株）
（株）メディパルホールディングス 横河電機（株）
メリルリンチ日本証券（株） （株）横河ブリッジホールディングス
（株）メルカリ （株）横浜銀行
メルセデス・ベンツ日本（株） 横浜金属（株）
持田製薬（株） 横浜ゴム（株）
森トラスト（株） （株）ヨシタケ
森永製菓（株） （株）吉野工業所
森永乳業（株） 吉野石膏（株）
森ビル（株） 吉本興業（株）
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券（株） （株）淀川製鋼所
（株）八神製作所 （株）ヨロズ
（株）ヤギ （株）四電工
（株）ヤクルト本社 ライオン（株）
矢崎総業（株） ライク（株）
（株）安井建築設計事務所 （株）ライクス
（株）安川電機 （株）ライフコーポレーション
安田不動産（株） ラサ商事（株）
やちや酒造（株） （株）ラック
八千代工業（株） （株）ランドビジネス
（株）ヤナセ （株）リガク
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（株）Ｌｉｑｕｉｄ
（株）ＬＩＸＩＬグループ
（株）リクルートホールディングス
（株）リケン
リケンテクノス（株）
理研ビタミン（株）
（株）リコー
リコージャパン（株）
リコーリース（株）
（株）リソー教育
リゾートトラスト（株）
（株）りそな銀行
（株）リニカル
リバーホールディングス（株）
リフィニティブ・ジャパン（株）
菱電商事（株）
菱洋エレクトロ（株）
（株）リンクレア
リンナイ（株）
リンベル（株）
ルネサスエレクトロニクス（株）
（株）ルネサンス
（株）レスターホールディングス
ＲＥＡＤＹＦＯＲ（株）
レンゴー（株）
（株）ロイヤルホテル
（株）ローソン
（株）ロゴスコーポレーション
（株）ワールドホールディングス
（株）ＷＯＷＯＷ
若築建設（株）
（株）ワコールホールディングス
ワタキューセイモア（株）
渡辺パイプ（株）
綿半ホールディングス（株）
ワタミ（株）


