
ACSA 割引券承認事業主一覧
令和2年7月14日 現在

 あ

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 株式会社アール・アンド・アイ RFルーカス株式会社 RGFタレントソリューションズ株式会社

株式会社RWSグループ 株式会社アールビーズ 株式会社IRS 株式会社アイ・アールジャパン

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I.V.Consulting 株式会社ISIDアシスト

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 学校法人愛知医科大学 愛知機械工業株式会社

アイデアル株式会社 アイティメディア株式会社 社会福祉法人藍野福祉会藍野療育園 株式会社アイ・ピー・イー

有限会社アイビー動物クリニック アイプロスペクト・ジャパン株式会社 株式会社owl nest あおば皮フ科クリニック

特定非営利活動法人青山スポーツアソシエーション 株式会社あかがね 株式会社アカツキ 株式会社あきたこまつアニマルサービス

アキュレイ株式会社 株式会社アクアキューブ アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社 アクシード株式会社

株式会社AXELOOP アクセンチュア株式会社 有限会社アクティブホーム 株式会社アクトビラ

アクロクエストテクノロジー株式会社 曙機械工業株式会社 株式会社アコス 一般社団法人朝倉医師会

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 学校法人麻布獣医学園 税理士法人麻布パートナーズ 株式会社アサミハウジング

アシアル株式会社 株式会社アシスト 株式会社あしたのチーム 味の素株式会社

医療法人社団芦屋たいらクリニック あすか製薬株式会社 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 アソビュー株式会社

株式会社安宅設計 アタックス税理士法人 アッヴィ合同会社 株式会社AppDate Holdings

株式会社アドバンス 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 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 APAMAN株式会社 株式会社アバン

株式会社アバンテ 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 株式会社アペルザ

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 アライドアーキテクツ株式会社 有限会社荒井農事 荒川化学工業株式会社

株式会社アルシスコーポレーション アルプ株式会社 アルファサード株式会社 合同会社アルファ電設

株式会社安斉造園 株式会社アンサング アンダーワークス株式会社 株式会社アンドパッド

株式会社IG イーストフィールズ株式会社 株式会社EPARK EPLAN Software&Services株式会社

株式会社いーぼる EY税理士法人 イエローテイルズ株式会社 イオンモール株式会社

株式会社医学書院 株式会社イカロス 池上通信機株式会社 株式会社池田製餡所

石井物産株式会社 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

いすゞエンジニアリング株式会社 株式会社ISOMURA 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 株式会社イノセントラボ イノベーションマネジメント株式会社

株式会社INOMA 株式会社イメージソース 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 インシュラーズ株式会社 インターナショナル・クルーズ・マーケティング株式会社 株式会社インターファクトリー

株式会社インディード 株式会社インテック インフィニア株式会社 インフィニティ・グループ

株式会社インフォバーン 株式会社インフォバーングループ本社 株式会社ヴィアックス 株式会社we Sync

有限会社ウィザード 有限会社ウィズ 株式会社ウィズブライド 株式会社ウイニング

WHILL株式会社 ウイングアーク1st株式会社 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 株式会社ウエストトラスト・ライフサポート 医療法人植田産婦人科 ウェブモ株式会社

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 株式会社内田洋行 宇部興産株式会社

ウルシステムズ株式会社 医療法人永桜会安富医院 エイチアールネットワン株式会社 株式会社HR Force

株式会社HRBrain 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 合同会社HTML

株式会社エイトラボ 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 合同会社エーアンドピー 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

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 有限会社エーティーコンサルティング 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 株式会社exflora 株式会社egumiculture 株式会社エクラ

株式会社エコパーツ エコロシティ株式会社 SAPジャパン株式会社 株式会社エスエーティ

株式会社エス・エス産業 株式会社エス・エム・エス 株式会社エス・エム・エスキャリア 株式会社SMBC信託銀行

SMBC日興証券株式会社 SCSK株式会社 株式会社STF エスティミティー株式会社

株式会社エス・リアルエステイト 株式会社エックス都市研究所 特定非営利活動法人エティック 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 AnyMind Japan株式会社 株式会社エニグモ

公益財団法人NHK交響楽団 NSSLCサービス株式会社 NS-PROJECT株式会社 株式会社nD

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ エヌピー食品株式会社 株式会社エフアンドエム 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 株式会社エフエルエス FVCアドバイザーズ株式会社 株式会社エブリー

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 株式会社エム・エス・ビルサポート 有限会社エム・エフ・ケイ
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エムエポックコンサルティング株式会社 MCJ株式会社 株式会社エムティーアイ 株式会社MDI

株式会社エムディーシー LVMHファッション・グループ・ジャパン株式会社 株式会社エル・ディー・アンド・ケイ 株式会社エル・ティー・エス

LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン・ジャパン株式会社 株式会社エレーヌ エン・ジャパン株式会社 合同会社エンバディ

株式会社エンビジョンAESCジャパン 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 有限会社桜月堂

株式会社オウチーノ オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ・ジャパンリミテッド 株式会社オーク 株式会社オークネット

株式会社逢坂 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

大阪シーリング印刷株式会社 学校法人大阪女学院 国立大学法人大阪大学 大阪弁護士会

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

株式会社オールアバウト 株式会社オールアバウトライフマーケティング 岡三証券株式会社 岡三ビジネスサービス株式会社

株式会社岡野商事 岡山歯科・あゆみ矯正歯科 株式会社OKAN オジコベイ合同会社

株式会社お茶の水総合会計事務所 株式会社オフィスKAGAMI 有限会社オフィス・ケイユ― 有限会社オフィスひめの

株式会社オプト 株式会社オプトホールディング おもて内科糖尿病クリニック オリエンタルエアブリッジ株式会社

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・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 オルガノ株式会社

OLTA株式会社 Orange Accounting株式会社 株式会社オレンジパキラ 株式会社オンデーズ

 か

株式会社カー・ウント・カー 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 株式会社カーブスジャパン

株式会社カープスホールディングス Carlyle Japan Equity Management LLC カーライル・ジャパン・エルエルシー 株式会社ガイアシステム

株式会社ガイアックス 学校法人開智学園 株式会社Kaeru カクタス・コミュニケーションズ株式会社

株式会社カケザン 株式会社カシワバラコーポレーション Catalys Pacific,LLC 学校法人神奈川大学

有限会社金子製麺 株式会社アジアトレーディング カフェドダンス合同会社 合同会社Cafend

株式会社セイリュウ 株式会社髪書房 株式会社KAYACOSエンタープライズ 株式会社カヤック

カラ・ジャパン株式会社 Colorful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

川崎重工業株式会社 川崎北部市場運送サービス株式会社 川谷医院 川手公認会計士事務所

医療法人川村医院 合同会社カワラタニ 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 医療法人寛晴会 学校法人関西学院

株式会社関電工 ガンプネットワークス株式会社 株式会社キーリス 株式会社GIG

弁護士法人北千住パブリック法律事務所 キッズープラス株式会社 株式会社KidsDevrloper 株式会社キッズライン

Gift Your Life株式会社 医療法人社団輝芳会日吉東急鈴木眼科 株式会社喜明堂 株式会社キャッチボール・トゥエンティワン

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 株式会社ギャフ

株式会社ギャプライズ 株式会社Can 株式会社CureApp 国立大学法人九州工業大学

国立大学法人九州大学 株式会社QVCジャパン 株式会社教育測定研究所 有限会社共栄技建

医療法人協仁会 株式会社共成 一般社団法人行政情報システム研究所 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 株式会社共同通信社 学校法人京都外国語大学 国立大学法人京都教育大学

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

京都府立医科大学 株式会社喜代川 銀座小町クリニック 株式会社銀と金

株式会社クイック 株式会社ぐいっと 株式会社クインテット・ネイル クーパービジョン・ジャパン株式会社

株式会社CUOREMO 医療法人社団KUNIDENTALくがやま井の頭通り歯科 クックパッド株式会社 株式会社グッドラック・コーポレーション

株式会社クニエ 株式会社くふうカンパニー 株式会社CUBEL 株式会社熊谷架設

株式会社gumi 株式会社クムナムエンターテインメント 株式会クライス・アンド・カンパニー 株式会社クラウドワークス

crage株式会社 株式会社Gracia 株式会社クラシコム 株式会社グラスホッパー・マニファクチュア

株式会社クラブメッド 株式会社クララオンライン 株式会社グラングレス グリーンエイト株式会社

グリコ栄養食品株式会社 株式会社CLIS 株式会社グループ・エム 株式会社グループセブジャパン

株式会社ぐるなび 学校法人久留米学園 株式会社クレオ 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・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 グレンコア・アグリカルチャー・ジャパン株式会社 株式会社KRENT

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トレードジャパン

株式会社グロービス グローリー株式会社 XTech株式会社 株式会社ぐんぐん

株式会社ケアカンパニー 医療法人圭愛会日立梅ヶ丘病院 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KKRキャピタル・マーケッツ 株式会社KKRジャパン 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

有限会社啓友エステート KRコーポレーション株式会社 有限会社KSワークス 医療法人社団KNI

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

Game Closure Japan株式会社 月桂冠株式会社 健康大国株式会社 株式会社建設技術研究所

ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ株式会社 コアメッド株式会社 有限会社小池自動車鈑金工業所 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 株式会社虹賢舎 医療法人社団康寿会堀産婦人科

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
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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 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 医療法人社団行陵会

株式会社コーエーテクモウエーブ 株式会社コーエーテクモゲームス 株式会社コーエーテクモネット 株式会社コーエーテクモホールディングス

株式会社小大建築設計事務所 株式会社コーチェット 株式会社コーボー Gold Mountain 株式会社

コールマンジャパン株式会社 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 コクヨ株式会社

国立研究開発法人国立環境研究所 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

株式会社CosmoBridge 国家公務員共済組合連合会東京共済病院 国家公務員労働組合福岡県協議会 株式会社cotta

cotobato合同会社 株式会社寿カンパニー 株式会社コドモン 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 コネクテッドロボティクス株式会社 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 コベルコ建機株式会社 株式会社co-meeting コミックスマート株式会社

コミュニケーションアーツ株式会社 コムチュア株式会社 コムチュアネットワーク株式会社 株式会社コムニック

弁護士法人古家野法律事務所 株式会社コルテクネ 合同会社コンデナスト・ジャパン コンビ株式会社

コンビウィズ株式会社 株式会社コンマックス

 さ

一般社団法人最先端医科学研究会 国立大学法人埼玉大学 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 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九州 株式会社Zaim NPO法人堺自立支援センター 医療法人社団さくら葵会

さくら北浜法律事務所 株式会社ザ・ゴール 公益財団法人笹川平和財団 サステイナブル・ソサエティ・インベストメント・マネジメント株式会社

株式会社sustenキャピタル・マネジメント 株式会社ザッキーザック 公益財団法人札幌交響楽団 合同会社SUNNY SUMMER

株式会社さわ研究所 サンエース株式会社 株式会社産業経済新聞社 産業包装株式会社

株式会社サンクチュアリ・パブリッシング 株式会社三才ブックス Sansan株式会社 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 株式会社サンブリッジ 医療法人三友会梅田ビューティークリニック 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GRCS 株式会社ジーエイチホーム管理

CFJ合同会社 CCC MARKETING HOLDINGS 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CTIグランドプラニング 株式会社ジーネクスト GPSSエンジニアリング株式会社 GPSSホールディングス株式会社

株式会社CBCテレビ ジール株式会社 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 株式会社J-グローバル 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

ジェットエイト株式会社 ジェンテックス・ジャパン株式会社 株式会社ジオ・アドベンチャーズ 国立大学法人滋賀医科大学

学校法人慈恵大学 株式会社じげん 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

株式会社シスケア 医療法人社団慈奏会奏の杜耳鼻咽喉科クリニック 株式会社シタシオンジャパン 医療法人社団七福会

シティグループ証券株式会社 信濃毎日新聞株式会社 シナリーロイヤル株式会社 Siblings合同会社

株式会社JIMOS 一般財団法人社会変革推進財団 ジャッグジャパン株式会社 ジャパン・リニューアブルエナジー株式会社

株式会社JALスカイ大阪 株式会社集英社 自由民主党埼玉県第九選挙区支部 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 医療法人社団純真会 株式会社小学館

証券設計株式会社 医療法人尚仁会 株式会社商船三井 松竹株式会社

株式会社松竹撮影所 有限会社城南モールド 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

昌和染工株式会社 昭和電工株式会社 株式会社Showcase Gig 株式会社食料マネジメントサポート

株式会社ジョリーブ 株式会社白崎研磨工業 株式会社シルキースタイル 株式会社新梅田研修センター

Singerly株式会社 株式会社シンク 有限会社ZINC ThinkG株式会社

株式会社シンクロ シンジェンタジャパン株式会社 有限会社信州開発 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 株式会社神明住建 株式会社シンワ 有限会社末広興産

末吉税理士法人 スカパーJSAT株式会社 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 株式会社scoville 株式会社すし史 株式会社鈴亀

鈴木内科・糖尿病クリニック 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 株式会社スタニングルアー

株式会社Stellar education garden STRIVE株式会社 株式会社ストレッチ屋さん 有限会社スパンク

株式会社Speee 株式会社スフィダンテ 株式会社スプレッド スペンサー・ジェームス株式会社

株式会社スポーツニッポン新聞社 スマートキャンプ株式会社 スマートニュース株式会社 株式会社スマイルツリーリカーアンドフード

住栄運輸株式会社 住友商事株式会社 株式会社SUMUS スリースティックス株式会社

学校法人駿河台大学 諏訪自動車株式会社 学校法人聖マリアンナ医科大学 株式会社成優会

学校法人聖路加国際大学 公益財団法人世界自然保護基金ジャパン 赤十字国際委員会 株式会社セグメント

医療法人せせらぎ会浮田クリニック 株式会社ＺＣ 株式会社説話社 株式会社瀬戸内海放送

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 SEMITEC株式会社 セリーン株式会社

株式会社セルズ 株式会社セレッテ 合同会社世路庵　 医療法人社団千慈会
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学校法人専修大学 株式会社センス・オブ・ワンダー 合同会社千駄谷企画製作所 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 公益財団法人千本財団 株式会社ZOU

学校法人創価学園 学校法人総持学園鶴見大学 双日株式会社 医療法人社団爽風会

ソウルフルライフ株式会社 有限会社ソウルマティックス ソーケン株式会社 株式会社ソービック

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 株式会社ソシオテック研究所 株式会社ZOZO

株式会社ZOZOテクノロジーズ 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント 園田・小林知財サービス株式会社 株式会社ソラコム

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 株式会社それからデザイン

SOMPOアセットマネジメント株式会社

 た

第一実業株式会社 ダイカン株式会社 ダイキン工業株式会社 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 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 株式会社daibeam 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 株式会社タイム 株式会社ダイヤモンド社 太陽有限責任監査法人

株式会社たいよう 太陽グラントソントン税理士法人 大洋建設株式会社 有限会社大隆機工

大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社 ダウ・アグロサイエンス日本株式会社 株式会社高木 株式会社高砂商行

株式会社高野工業 株式会社タカヤジェム 株式会社タカヨシジャパン 宝印刷株式会社

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 医療法人田代内科

株式会社ダスキン 株式会社TAT 田辺三菱製薬株式会社 田辺薬品株式会社

ダノンジャパン株式会社 W.T.Japan株式会社 株式会社多摩電 株式会社たまよろ庵

株式会社TAM 一般社団法人暖家舎 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 チャールス・テイラー・ジャパン株式会社 株式会社チャイナオイル・ジャパン

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 中部日本放送株式会社 宗教法人超安寺 株式会社直真

株式会社CHINTAI 株式会社TOOLBOX 月島機械株式会社 つくばエナジー株式会社

国立大学法人筑波技術大学 国立大学法人筑波大学 ツクリンク株式会社 株式会社TUKURU

株式会社蔦屋書店 DIC幹部育成コンサルティング株式会社 株式会社T&C JAPAN 合同会社TSアカウンティング

株式会社DNP生活空間 株式会社DNPメディア・アート 株式会社TMF 有限会社TOKビジネスプラン

株式会社D2C 株式会社D2C R 株式会社D2C X 株式会社D2C dot

株式会社TTN 株式会社TBSグロウデイア 株式会社TBSスパークル 株式会社TBSテレビ

株式会社TPO 株式会社D-BREAK ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 株式会社帝国ホテル

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

医療法人社団T3-MEDICAL ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク Data Strategy株式会社 有限会社テクノ狭山

株式会社デジタルトラスト デジタルハリウッド株式会社 テックマークジャパン株式会社 株式会社てへぺろ

デュポン・プロダクション・アグリサイエンス株式会社 寺田倉庫株式会社 株式会社DELF 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 TVISION　INSIGHTS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 国立大学法人電気通信大学 株式会社Dentaluxe 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 株式会社テンナイン・コミュニケーション 公益財団法人千本財団

株式会社トイロジック 有限会社東亜工務店 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 東急住宅リース株式会社

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 東京海上アセットマネジメント株式会社

国立大学法人東京学芸大学 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

東京商工会議所 学校法人東京女子医科大学 東京シンコーレザー株式会社 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 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京ユーキ株式会社 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

有限会社東武葬儀社 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 学校法人東洋学園

株式会社東洋クラフト関西 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 東和薬品株式会社 株式会社 Total Life Design 有限責任監査法人トーマツ

株式会社鴇田ビジネスパートナーズ 医療法人社団ときわ 医療法人徳洲会 戸田建設株式会社

特許業務法人特許事務所サイクス 合同会社dotData Japan 株式会社トップキャリア 株式会社トドラボ

株式会社TOMABUNE 株式会社富永建築構造設計事務所 豊洲やまもと眼科 株式会社トラーナ

株式会社トライエッジ 株式会社トライブメディア 株式会社トラストバンク 株式会社トラビス

株式会社ドラフト トランス・コスモス株式会社 株式会社鳥居企画 ドリームプラス株式会社

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 株式会社トレタ
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 な

株式会社ナイポジ 中興業株式会社 長島・大野・常松法律事務所 ながすか税務会計事務所

株式会社なかせ農園 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

医療法人中村医院中村クリニック 医療法人社団中村眼科クリニック 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 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 株式会社夏目製作所

株式会社ナナイロ 七沢歯科医院 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

株式会社南江堂 国立大学法人新潟大学 株式会社新潟日報社 nico株式会社

二幸冷蔵運輸株式会社 株式会社西口製作所 株式会社西日本新聞社 西日本泌尿器科学会

社会福祉法人二丈福祉会 株式会社NICHIJO 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 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 日産物流株式会社 日新電機株式会社 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

医療法人社団二の宮会鈴木歯科医院 学校法人日本医科大学 株式会社日本M&Aセンター 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 株式会社日本経済新聞社 日本航空株式会社

日本コカ・コーラ株式会社 日本コンベンションサービス株式会社 日本GLP株式会社 日本シノプシス合同会社

日本証券業協会 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

日本調剤株式会社 日本能率協会コンサルティング 日本海隆株式会社 日本ビジネスシステムズ株式会社

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 日本マントル・クエスト株式会社

株式会社日本メンタルヘルス協会 株式会社日本旅行 株式会社日本ワークス 株式会社ニューテレス

ニュートン・コンサルティング株式会社 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 合同会社NEXT PR

株式会社NEXT Phase ネスレ日本株式会社 株式会社ネットプランニング Netflix株式会社

株式会社ネットマーケティング 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

株式会社ノースエナジー Nota Inc. ノードソン株式会社 NPO法人ノーベル

株式会社NOBBY 株式会社ノベルティ 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

 は

株式会社PKSHA Technology ハーゲンダッツジャパン株式会社 ハーチ株式会社 株式会社ハーディ

HARDWOOD株式会社 有限会社ハアトオグリ 有限会社パートナー バイオインサイト株式会社

有限会社バイオレット 株式会社ハイポテック 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 ハウス・トゥ・ハウス・ネットサービス株式会社 ハウスバード株式会社 株式会社ハウズライフ

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

羽島エキスプレス株式会社 橋本総業株式会社 パスピエ株式会社 BuzzFeed Japan株式会社

長谷川ビル管理株式会社 株式会社パソナJOBHUB 八王子保健生活協同組合 株式会社ハッピーズ

株式会社ハッピーホーム 合同会社ハビリテ ハマナカ株式会社 医療法人はまなか皮フ科クリニック

Hamilton Lane Japan合同会社 株式会社Harapeco 株式会社バルカーテクノ 春光産業株式会社

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 阪和興業株式会社

PIAZZA株式会社 株式会社ピアノターミナル・ナカムラ BIP株式会社 株式会社ピーエスシー

株式会社BeeX ピー・エム・シー株式会社 株式会社peekaboo 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BCS 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 株式会社ビーワークス 比較サイト株式会社 ピクシブ株式会社

ピクテ投信投資顧問株式会社 合同会社PicnicWork 株式会社ひこばえ 株式会社ビジネスコントロールパートナーズ

株式会社ピジョン動物愛護病院 株式会社ヒストリア 医療法人社団BESPOKE 株式会社ビッグイーツ

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

ヒューリック株式会社 学校法人兵庫医科大学 公立大学法人兵庫県立大学 ビヨンド株式会社

有限会社平井ドッグランド ビルコム株式会社 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クラス 株式会社ファーマ通信予備校 株式会社ファームノート

合同会社5Talents 株式会社ファインドスター 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Fagri

株式会社ファミリーネット・ジャパン 株式会社フィールドブレイン 株式会社フィールドワン 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 株式会社Phybbit 株式会社フィフティーズ 合同会社フィヨルド

株式会社フィラディス フィンエアー・オイ 株式会社finch. 株式会社Food For Thought

株式会社FAITH For-EN株式会社 株式会社Four Graphic フォーティネットジャパン株式会社

株式会社フォ－ク 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
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合同会社Forza 株式会社フォワードワークス 株式会社富士誇 富士通株式会社

株式会社富士通エフサス 富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社 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

株式会社双葉社 有限会社双葉樹脂工業所 プチ・レトル株式会社 株式会社船井総研コーポレートリレーションズ

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スピリッツ 株式会社フライウィール

プライム株式会社 プライムクリニック三鷹 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 ブラックロック・ジャパン株式会社

株式会社ブラン 株式会社Branding Engiｎeer 株式会社Plan・Do・See BREEZE JAPAN株式会社

ブリティッシュ・カウンシル 株式会社Prima Pinguino Fringe81株式会社 有限会社ブルース

ブルームバーグ・エル・ピー 株式会社ブルックス 株式会社フルックスホールディングス 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

Fulfill株式会社 株式会社プレアリオエンターテイメント 株式会社プレイド プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社

PROJECT F株式会社 フロネシス・パートナーズ株式会社 株式会社プロパスト 株式会社プロヘルス

株式会社フロムソフト 株式会社プロロジス 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 株式会社ベイカレント・コンサルティング BASE株式会社

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 株式会社ベーシック 株式会社べストランド

株式会社ベストリノベーション ベストリハ株式会社 株式会社BEDORE 株式会社ヘラルボニー

株式会社ベリタス Healthy Choice合同会社 有限会社ヘルスビジョン 合同会社ヘルスラボ

株式会社ベルネージュダイレクト ペルミラ・アドバイザーズ株式会社 株式会社法研 学校法人法政大学

医療法人財団報徳会 ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業 株式会社ホープ 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学

有限会社ホシイ架設 株式会社ポジティブドリームパーソンズ 株式会社星野 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ

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 北海道放送株式会社 株式会社北極星コーポレーション 株式会社ポップインサイト

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VOYAGE GROUP 株式会社ポリフォニー・デジタル

株式会社BOULCOM 公益財団法人本田財団 株式会社翻訳アトリエ

 ま

株式会社マーケティングガレージ 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MICIN

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 株式会社マインドライン

株式会社マガジンハウス 株式会社マガジン・マガジン 医療法人社団蒔北会 マクニール株式会社

マサキデンタルクリニック 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

松尾繁樹公認会計事務所松尾繁樹 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 医療法人社団まつだ内科 松原メイフラワー病院

株式会社マツリカ マニュライフ生命保険株式会社 株式会社マネジメントサービスセンター marry株式会社

有限会社丸京 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Meel

株式会社ミガロ 株式会社ミキイシジマ 水上印刷株式会社 株式会社水車

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 三井物産人材開発株式会社 三井物産スチール株式会社

株式会社三井物産戦略研究所 三井物産トレードサービス株式会社 三井不動産株式会社 三井不動産リアルティ株式会社

株式会社ミックブレインセンター 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 三菱鉛筆株式会社

三菱ケミカルシステム株式会社 株式会社三菱地所設計 三菱地所レジデンス株式会社 三菱自動車工業株式会社

三菱商事株式会社 株式会社三菱総合研究所 三菱UFJ信託銀行株式会社 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 株式会社ミライジンラボ

株式会社ミライズモバイル 医療法人みらいのたからもの 株式会社ミリアルリゾートホテルズ みんなのマーケット株式会社

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

Munica 杉野 弘 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 学校法人明治薬科大学 株式会社メイズ 医療法人明星会

医療法人明峰会馬嶋眼科医院 株式会社メガシンク 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 株式会社メップル 株式会社メディアジーン

株式会社メディアプラス 株式会社メディカルトラスト 株式会社メルカリ 株式会社メンバーズ

株式会社もしも 有限会社モトハウスアルファ 株式会社mobby ride 医療法人社団もも こころの診療所

株式会社森商店 モルガン･スタンレー・グループ株式会社

 や

医療法人社団八橋会飯田橋耳鼻咽喉科医院 ヤフー株式会社 医療法人社団山岸医院 株式会社やまきプロパティ

株式会社ヤマップ やまと税理士法人 株式会社やまなみ技研 株式会社山猫総合研究所

株式会社やまひろ 有限会社山本介護サービス 株式会社やる気スイッチグループ 株式会社ヤング・コミュニケーション

医療法人社団優愛歯会六本木駅前歯科 Uipath株式会社 医療法人社団優英会 株式会社UACJ

ULSグループ株式会社 株式会社ユーグレナ 有限会社ミルズ 株式会社U-NEXT
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有限会社友舞 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 雪印メグミルク株式会社

学校法人行吉学園 株式会社ユタカ産業 湯谷歯科クリニック 特定非営利活動法人ユナイテッド・アース

学校法人ユナイテッド・ワールド・カレッジISAKジャパン ユニゾン・キャピタル株式会社 ユニ・チャーム株式会社 株式会社ユニテックス

合同会社ユニバーサルカラーズ 株式会社ユビレジ ユミコアジャパン株式会社 医療法人社団ゆみの

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 よこはま第一岩田法律事務所

横山泰夫税理士事務所 株式会社吉蔵エックスワイゼットソリューションズ 株式会社吉秀トラフィック

 ら

ライズ株式会社 有限会社ライズ ライフイズテック株式会社 LifeScan Japan株式会社

株式会社ライフステージ LINE株式会社 株式会社ラヴィコーポレーション 株式会社ラクーンホールディングス

株式会社ラクスパトナーズ ラクスル株式会社 rakumo株式会社 株式会社Radiance

医療法人社団ラファエル会やん胃腸科外科医院 ランサーズ株式会社 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

株式会社リヴァンプ 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RECCOO

株式会社LIXIL 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 株式会社リスカラ

リスパック株式会社 株式会社リスペクツ 理想科学工業株式会社 リゾートトラスト株式会社

合同会社立夏 リックキッズ株式会社 リックス株式会社 学校法人立正大学学園

株式会社Ritz 学校法人立命館 株式会社リテート 株式会社RETRY

株式会社リニカル 株式会社リバネス 株式会社リビコー 有限会社リベット

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LOOOF ルームクリップ株式会社 株式会社Le-caldo

株式会社ルシーダ 株式会社ルネサンス 有限会社ルネサンスジャパン レイス株式会社

株式会社黎明 株式会社黎明グローバル・アドバイザーズ 株式会社LayerX 税理士法人令和会計社

株式会社レオガーデン 株式会社RECEPTIONIST レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 有限会社レッド・カーペット

株式会社レノバ 株式会社RevComm ロクシタンジャポン株式会社 ロスチャイルド・アンド・コー・ジャパン株式会社

ロックウッドリチウムジャパン株式会社 ロボフィス株式会社 株式会社ロロ

 わ

株式会社ワークスアプリケーションズ ワークスモバイルジャパン株式会社 株式会社World Au Pair in JAPAN 合同会社YKI

株式会社WiseVine Wild Tame株式会社 株式会社WOWOW 株式会社ワオナス

医療法人社団若葉の会 学校法人早稲田大学 株式会社渡辺工務店 株式会社Waris

株式会社ワンキャリア 株式会社ワンメイク
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