
ACSA 割引券承認事業主一覧
2019.12.31 現在

 あ

RFルーカス株式会社 社会福祉法人藍 株式会社アイ・エム・ジェイ 株式会社ＩＳＩＤアシスト

株式会社ＩＳＩＤインターテクノロジー IQVIAサービシーズジャパン株式会社 AISSY株式会社 学校法人愛知医科大学

愛知機械工業株式会社 有限会社アイビー動物クリニック アイランド株式会社 あおば皮フ科クリニック

akippa株式会社 株式会社アクア 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

有限会社アクティブホーム 株式会社アクリスジャパン 株式会社あさひ 旭化成ワッカーシリコーン株式会社

株式会社朝日新聞社 朝日放送テレビ株式会社 学校法人麻布獣医学園 株式会社麻屋家具製作所

アストラゼネカ株式会社 アストロデザイン株式会社 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

アチーブメント株式会社 アッヴィ合同会社 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント 株式会社アトラエ

アビームコンサルティング株式会社 株式会社アフィニティネットワーク 株式会社amulette アムンディ・ジャパン株式会社

アメリエフ株式会社 アメリカンホーム医療・損害保険株式会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社 アルプ株式会社

アンビーマテリアル株式会社 株式会社イー・エージェンシー 株式会社ＥＩ ＥＹ税理士法人

株式会社医学書院 株式会社イカロス 医歯薬出版株式会社 一般社団法人九州観光推進機構

株式会社伊藤喜三郎建築研究所 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

イノベーションマネジメント株式会社 イルミナ株式会社 岩谷産業株式会社 株式会社インヴァランス

株式会社インゲージ 株式会社インテック インフィニティ・グループ 株式会社ヴィアックス

有限会社ウィズ 医療法人社団ウィズダム新浦安ブライト歯科 株式会社ウィルエドゥケイトスクール 医療法人植田産婦人科

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 宇部興産株式会社 ウルシステムズ株式会社

AIG企業年金基金 AIG健康保険組合 株式会社エイチ・アンド・ビー・ラボ HSBCサービシーズ・ジャパン・リミテッド東京支店

株式会社エー・ビー・シー興産 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 弁護士法人エースパートナー法律事務所 株式会社エクサウィザーズ エコモット株式会社

SAPジャパン株式会社 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 ＳＣＳＫ株式会社 株式会社エナジースイッチ

株式会社エニグモ ＮＲＩネットコム株式会社 公益財団法人ＮＨＫ交響楽団 株式会社エフエム東京

FCAジャパン株式会社 エム・ユー投資顧問株式会社 株式会社エムアールエム・ワールドワイド mm社会保険労務士法人

株式会社MDI 株式会社エルゴン・ジャパン エルゼビア・ジャパン株式会社 株式会社エル・ディー・アンド・ケイ

エルピクセル株式会社 エン・ジャパン株式会社 オイシックス・ラ・ダイチ株式会社 公立大学法人大阪

学校法人大阪医科薬科大学 大阪ガス株式会社 大阪弁護士会 株式会社オーダーチーズ

大塚製薬株式会社 大森会計事務所 岡三証券株式会社 岡三ビジネスサービス株式会社

岡山歯科・あゆみ矯正歯科 国立大学法人岡山大学 株式会社小野料理研究所 国立大学法人帯広畜産大学

おもて内科糖尿病クリニック 医療法人社団親と子のデンタルクリニック 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 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・クレジット株式会社 オリックス・システム株式会社 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 株式会社オレンジページ 株式会社オロ

 か

カーディフ生命保険株式会社 カーディフ損害保険株式会社 有限会社カープレシャス カーライル・ジャパン・エルエルシー

国立研究開発法人海洋研究開発機構 カクテルメイク株式会社 株式会社カシワバラコーポレーション 桂不動産株式会社

学校法人神奈川大学 株式会社カミングスーン 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

川崎重工業株式会社 川谷医院 医療法人川村医院 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 株式会社甘春堂本舗 学校法人関西学院

株式会社カンター・ジャパン 学校法人関東学院 株式会社ギークトイズ 株式会社北村

株式会社キッズライン 岐阜医療科学大学 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 株式会社キャピタルメディカ 株式会社Can 国立大学法人九州大学

株式会社求人センター 株式会社教育測定研究所 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

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

学校法人京都女子学園 京都生活協同組合 国立大学法人京都大学 銀座吉田株式会社

医療法人社団kuni dental くがやま井の頭通り歯科 株式会社クラウドワークス 株式会社クラシコム 株式会社暮しの手帖社

株式会社グラスホッパー・マニファクチュア 株式会社グラムスリー グリーベンチャーズ株式会社 株式会社クリエイティブホープ

株式会社CLIS 栗原嘉和事務所 株式会社CRAZY 株式会社クレジット・プライシング・コーポレーション

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 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 グローリー株式会社 株式会社ケアカンパニー 医療法人社団恵眼会滝澤眼科

有限会社啓友エステート 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

医療法人社団健鳳会 株式会社建設技術研究所 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

株式会社工業市場研究所 医療法人倖生会身原病院 株式会社構造ＦＡＣＴＯＲＹ 株式会社講談社

学校法人甲南学園 株式会社光文社 学校法人神戸学院大学 公立大学法人神戸市外国語大学

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 高齢者福祉総合施設マザアス東久留米 社会福祉法人康和会久我山病院

株式会社廣和技研 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 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 國府田商店株式会社

独立行政法人国立環境研究所 合同会社ココカラ 株式会社コスモルート 国家公務員共済組合連合会枚方公済病院

株式会社こどもの未来 株式会社コトラ コニカミノルタ株式会社 株式会社コネクティボ

小林製薬株式会社 医療法人社団こばりファミリークリニック 株式会社木風 株式会社コミチ

コミックスマート株式会社 コミューン株式会社 コムチュア株式会社 コムチュアネットワーク株式会社

合同会社コンデナスト・ジャパン
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国立大学法人埼玉大学 サイバーステップ株式会社 サイマックス株式会社 株式会社SAKURA PARTNERS

公益財団法人笹川平和財団 株式会社ザッキーザック 公益財団法人札幌交響楽団 株式会社佐藤写真館

サムスンSDIジャパン株式会社 株式会社SAL 株式会社サローネファミリア 株式会社さわ研究所

社会福祉法人賛育会賛育会病院 株式会社産業経済新聞社 株式会社サンケイリビング新聞社 サントリーパブリシティサービス株式会社

株式会社サンブリッジ 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

株式会社ジーエイチホーム管理 ＣＦＪ合同会社 G・O・G株式会社 株式会社ジーシー

CCCマーケティング株式会社 株式会社CTIグランドプラニング GPSSホールディングス株式会社 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・アドバンス 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

株式会社ＪＳＯＬ 国立大学法人滋賀医科大学 ZigZaGame株式会社 学校法人慈恵大学

株式会社ジゴワッツ 株式会社時事通信社 医療法人社団慈奏会奏の杜耳鼻咽喉科クリニック 学校法人実践女子学園

シティグループ証券株式会社 ジブラルタ生命保険株式会社 株式会社ＪＩＭＯＳ シャネル合同会社

株式会社JALスカイ大阪 株式会社集英社 株式会社シュゼット 首都高速道路株式会社

株式会社主婦と生活社 春光産業株式会社 医療法人社団 順洋会 有限会社順洋会むさし野

株式会社小学館 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 ジョブインパルスジャパン株式会社 学校法人白百合学園

株式会社新梅田研修センター 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 新日本電工有限会社 末吉税理士法人 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 株式会社鈴亀 株式会社スターダイバー 株式会社ストレッチ屋さん

株式会社住まいる設備 住友商事株式会社 特定非営利活動法人SmallStep 学校法人駿河台大学

一般社団法人清医会 学校法人清泉女子大学 学校法人聖マリアンナ医科大学 学校法人聖路加国際大学

株式会社セキネ 医療法人せせらぎ会浮田クリニック 株式会社ゼネラルパートナーズ 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 学校法人専修大学 仙台宝印刷株式会社 全日空商事株式会社

株式会社ＳＯＵＣＯ 学校法人総持学園鶴見大学 双日株式会社 ソシエテ・ジェネラル証券株式会社

ソナス株式会社 株式会社空 ソルベイジャパン株式会社 ソルベイスペシャルティポリマーズジャパン株式会社

合同会社ソレイユ

 た

第一実業株式会社 ダイキン工業株式会社 株式会社Dai-job high 大成建設株式会社

大同生命保険株式会社 大同特殊鋼株式会社 大日本印刷株式会社 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 太陽有限責任監査法人 太陽グラントソントン税理士法人

大洋建設株式会社 株式会社髙筒事務所 宝印刷株式会社 株式会社TAKIO TRADING

武田薬品工業株式会社 Tagetik Japan株式会社 株式会社ダスキン 田辺三菱製薬株式会社

Talend株式会社 国立大学法人千葉大学 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 株式会社中日新聞社 株式会社CHINTAI

国立大学法人筑波大学 株式会社TSUTAYA ディアメディア株式会社 株式会社ＤＥＬＦ

株式会社TVQ九州放送 株式会社ディー・エヌ・エー 株式会社ＴＭＦ 株式会社TBSグロウデイア

株式会社ＴＢＳテレビ 株式会社ＴＢＳラジオ 学校法人帝京大学 株式会社帝国ホテル

帝人株式会社 帝人フロンティア株式会社 ディライテッド株式会社 株式会社テオリア

株式会社デジタルトラスト テックマークｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 医療法人徹心会 dely株式会社

株式会社テレビ朝日 テレビ大阪株式会社 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 国立大学法人電気通信大学 株式会社デンソーテン 株式会社電通

株式会社電通国際情報サービス 株式会社電通デジタル 有限会社東亜工務店 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 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 国立大学法人東京学芸大学 東京急行電鉄株式会社 東京共同会計事務所

株式会社東京共同西日本ビジネスセンター 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 株式会社東京コンサーツ

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

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 学校法人東邦大学 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 東洋船舶株式会社 学校法人東洋大学

東洋紡株式会社 Ｔａｌｋｎｏｔｅ株式会社 有限責任監査法人トーマツ 特許業務法人特許事務所サイクス

特定非営利活動法人ドットジェイピー 株式会社富永建築構造設計事務所 豊洲やまもと眼科 株式会社ドラフト

株式会社Toreru 株式会社DROBE

 な

株式会社ナイポジ 長島・大野・常松法律事務所 中村合同特許法律事務所 学校法人中村産業学園

学校法人名古屋学院大学 国立大学法人名古屋工業大学 国立大学法人名古屋大学 株式会社ナテック

株式会社73 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 成田国際空港株式会社

株式会社南山堂 学校法人新潟医療学園 公立大学法人新潟県立大学 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 株式会社西日本新聞社 日油株式会社

株式会社日刊スポーツ新聞社 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

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 株式会社日経リサーチ 日産自動車株式会社

日産車体株式会社 日産車体九州株式会社 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

一般財団法人日本気象協会 株式会社日本経済広告社 株式会社日本経済新聞社 国立研究開発法人日本原子力

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・ダイナミクス株式会社 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 株式会社日本政策投資銀行 株式会社日本設計

株式会社日本農業新聞 日本能率協会コンサルティング 学校法人日本福祉大学 学校法人日本ホテル学院

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 株式会社日本旅行 株式会社ニューズピックス 有限会社ネオベイブ

ネスレ日本株式会社 株式会社ネットマーケティング 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 野村信託銀行株式会社 株式会社野村総合研究所 野村バブコックアンドブラウン株式会社

株式会社ノンストレス
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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 株式会社ハースト婦人画報社 有限会社ハートフルクリエーション

有限会社ハイルング 株式会社ハウザー 株式会社白泉社 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 株式会社Hacobu 株式会社BASARA

ハマナカ株式会社 林正泌尿器科クリニック 株式会社バリューHR 株式会社パルコ

株式会社パルミー 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

株式会社ビーグローバル 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ビジネスアシュアランス合同会社 PwC Japan合同会社 BDA Partners株式会社 株式会社ビーワークス

株式会社ピクス ピクテ投信投資顧問株式会社 株式会社ビッグイーツ 国立大学法人一橋大学

ビノン株式会社 ピムコジャパンリミテッド 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 国立大学法人兵庫教育大学 公立大学法人兵庫県立大学 株式会社ファミリーネット・ジャパン

株式会社ファミワン 株式会社ファンコミュニケーションズ 株式会社VRC 株式会社フィールドワン

株式会社フーディソン 学校法人フェリス女学院 株式会社FORCAS フォーブス株式会社

株式会社フォーラル 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 株式会社福音館書店 一般社団法人福岡経営法務研究会

富士通株式会社 株式会社富士通エフサス 株式会社フジテック 株式会社藤本ニューライフ研究所

株式会社双葉社 ブラックロック・ジャパン株式会社 株式会社Branding Engiｎeer 株式会社Ｐｌａｎ・Ｄｏ・Ｓｅｅ

株式会社Ｐｌａｎ・Ｄｏ・Ｓｅｅ・Ｔｏｋａｉ ブリティッシュ・カウンシル ブルームバーグ・エル・ピー 有限会社フルール

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 株式会社フルトラスト 株式会社フルネス 株式会社Precious Analytics

フロネシス・パートナーズ株式会社 株式会社フロンテッジ 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 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 ベーカー＆マッケンジー・マネージメント・サービス株式会社 ペルノ・リカール・ジャパン株式会社

株式会社Voicy 株式会社法研 学校法人法政大学 株式会社放送衛星システム

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 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

北海道放送株式会社 株式会社Voyagin

 ま

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 株式会社マガジンハウス マスワークス合同会社 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 医療法人社団まつだ内科

株式会社松野総業 株式会社マツリカ マニュライフ生命保険株式会社 丸紅株式会社

マルホ株式会社 株式会社マンダム 株式会社万葉 医療法人社団三浦内科医院

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 三井物産企業投資株式会社 三井物産人材開発株式会社 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 株式会社ミックブレインセンター 三菱ケミカルシステム株式会社 三菱地所株式会社

三菱地所ホーム株式会社 三菱地所レジデンス株式会社 三菱商事株式会社 株式会社三菱総合研究所

三菱UFJ信託銀行㈱ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社 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

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 ミヤコ化学株式会社 株式会社宮崎椅子製作所 医療法人みらいのたからもの

株式会社みりんデザイン 有限会社ミルズ 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 無臭元工業株式会社 株式会社明治座 学校法人明治薬科大学

医療法人明峰会馬嶋眼科医院 メットライフ生命保険株式会社 株式会社メディカルトラスト 株式会社メルカリ

LVMHファッション・グループ・ジャパン株式会社 有限会社モーカル Morgan Mckinley株式会社 モビルス株式会社

学校法人桃山学院 モルガン･スタンレー・グループ株式会社

 や

八千代エンジニヤリング株式会社 やまと税理士法人 株式会社やまなみ技研 株式会社山之内製作所

ユアサ商事株式会社 ＵＬＳグループ株式会社 有限責任あずさ監査法人 株式会社ユーザベース

社会福祉法人悠遊 雪印メグミルク株式会社 学校法人行吉学園 湯谷歯科クリニック

株式会社ユニスピード 有限会社夜明商会 国立大学法人横浜国立大学 株式会社吉蔵エックスワイゼットソリューションズ

株式会社読売広告社

 ら

株式会社ライフステージ 株式会社ライフワークス LINE株式会社 株式会社ラクス

株式会社ラクスパトナーズ ラクスル株式会社 株式会社リ・パブリック 株式会社リクルートスタッフィング

株式会社リクルートテクノロジーズ 理想科学工業株式会社 リゾートトラスト株式会社 リックス株式会社

学校法人立正大学学園 株式会社リニカル 学校法人龍谷大学 医療法人社団隆樹会 木村クリニック

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 株式会社両備システムズ ルイ・ヴィトンジャパン株式会社 株式会社ルネサンス

株式会社ＬａｙｅｒＸ 税理士法人令和会計社 株式会社レリアン ロスチャイルド・アンド・コー・ジャパン株式会社

株式会社ロフトワーク

わ

株式会社ワールドニックス 有限会社ワイエムビー 合同会社ＹＫＩ 株式会社WOWOW

株式会社ワオナス 株式会社Waris
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