
（2023年03月31日集計）
名簿の更新は、毎年6月・10月・2月頃の予定です

会社名 住所１ 業種
下田通商株式会社 中央区日本橋本町 化学薬品卸
株式会社写真興業旬報 中央区日本橋本町 写真業会紙
丸柏ビル株式会社 中央区日本橋本町 貸室業
有限会社シモツー 中央区日本橋本町 不動産管理
有限会社都市空間建築設計事務所 中央区日本橋本町 建築設計事務所
一般財団法人　立志財団 中央区日本橋本町 サービス業
北興産業株式会社 中央区日本橋本町 卸売業
株式会社ナガセビューティケア 中央区日本橋本町 商業
株式会社東亜地所 中央区日本橋本町 賃借業
武藤株式会社 中央区日本橋本町 漆器
有限会社第三大勝軒 中央区日本橋本町 飲食業
株式会社ＢＡＦ 中央区日本橋本町 卸売業
高砂産業株式会社 中央区日本橋本町 製造販売
株式会社寿商会 中央区日本橋本町 合成樹脂販売
株式会社内航新聞社 中央区日本橋室町 新聞発行
株式会社本町会館 中央区日本橋本町 町会
宮坂香料株式会社 中央区日本橋本町 香料
日高産業株式会社 中央区日本橋茅場町 雑貨卸
株式会社日高屋商店 中央区日本橋本町 不動産賃貸業
デパート健康保険組合 中央区日本橋本町 健康保険組合
株式会社サンエー化研 中央区日本橋本町 合成樹脂製品加工業
明興産業株式会社 中央区日本橋本町 内装設備及び看板メンテナンス
株式会社村田洋白商店 中央区日本橋本町 非鉄金属材料卸
株式会社ツカモトコーポレーション 中央区日本橋本町 繊維製品
Ｒ．Ｊ．デルパンジャパン株式会社 中央区日本橋本町 輸出入品の検査
エヌエイシー株式会社 中央区日本橋本町 紙用品卸
株式会社スサト 中央区日本橋本町 製造販売及印刷
東レエンタープライズ株式会社 中央区日本橋本町 不動産人材サービス
富山薬品工業株式会社 中央区日本橋本町 試薬製造
株式会社スタジオヒダカ 中央区日本橋本町 広告制作
有限会社繁乃鮨 中央区日本橋本町 鮨商
東信共栄株式会社 中央区日本橋本町 損保代理店
有限会社写真速報社 中央区日本橋本町 編集出版
ナガセ情報開発株式会社 中央区日本橋本町 コンピュータソフト
株式会社パシフィックプロダクツ 中央区日本橋本町 化粧品卸売業
有限会社オーエスエス 中央区日本橋本町 建築設計
ジェイエイプロダクツ株式会社 中央区日本橋本町 出版
株式会社つくばテレビ 中央区日本橋本町 放送法による委託放送事業
株式会社日星サービス 中央区日本橋本町 農薬、肥料等の販売
旭洋株式会社東京本社 中央区日本橋本町 紙化成品の卸売
立石林業株式会社 中央区日本橋本町 林業



オールジャパンドラッグ株式会社 中央区日本橋本町 医薬品業卸
大田商事株式会社 中央区日本橋本町 精密機械器具卸業
ニッタエアソリューションズ株式会社 中央区日本橋本町 エアフィルタ販売
センターピア株式会社 中央区日本橋本町 サーバーラック製造販売
株式会社関東物産 中央区日本橋本町 工作機械商社
株式会社Ｍ＆Мアドバイザリー 中央区日本橋本町 不動産業
株式会社　MSD 中央区日本橋本町 卸売業
東源正久 中央区日本橋本町 業務用刃物販売
株式会社久保井商店 中央区日本橋堀留町 住宅リフォーム　インテリア
北興化学工業株式会社 中央区日本橋本町 農薬製造販売
株式会社昌新 中央区日本橋本町 輸出入業務
株式会社アイ・テクノ 中央区日本橋本町 ソフトウェア開発
株式会社三信リアルエステート 中央区日本橋本町 不動産業
株式会社エムシー緑化 中央区日本橋本町 農薬販売業
ハウスホールドジャパン株式会社 中央区日本橋本町 日用品・雑入販売、ポリ袋製造販売
株式会社石油通信社 中央区日本橋本町 業界紙の発行
ＲＡＮＴＥＣＨ株式会社 中央区日本橋本町 金融・不動産取引業
株式会社イメージング・ワークス 中央区日本橋本町 広告･Web制作
株式会社アクセス 中央区日本橋本町 サービス業
一般社団法人日本再生医療学会 中央区日本橋本町 その他
KFトレーディング株式会社 中央区日本橋本町 油脂及び化成品等の国内販売
株式会社フィルターサービス 中央区日本橋本町 濾過布製造販売
埠頭ジャスタック株式会社 中央区日本橋本町 運輸サービス
株式会社金原市兵衛商店 中央区日本橋本町 医薬品卸
新宏化成株式会社 中央区日本橋本町 化学品販
協同ビル株式会社 中央区日本橋本町 貸室業
稲畑産業株式会社 中央区日本橋本町 商社
小西安株式会社 中央区日本橋本町 化学工業薬品卸
株式会社永広堂 中央区日本橋本町 香料全般
株式会社信用交換所東京本社 中央区日本橋本町 興信事業
小西安農業資材株式会社 中央区日本橋本町 農材販売
有限会社山三地所 中央区日本橋本町 不動産賃貸
宇津商事株式会社 中央区日本橋本町 化学品の専門商社
大同産業株式会社 中央区日本橋本町 商社
株式会社栄海事 中央区日本橋本町 船舶登記
プライムジャパン・コンサルティング株式会社 中央区日本橋本町 サービス業（コンサルタント）
一般社団法人新薬・未承認薬等研究開発支援センター 中央区日本橋本町 医薬品
茶谷産業株式会社東京支社 中央区日本橋本町 貿易商社
一般社団法人プレコンシステム協会 中央区日本橋本町 プレコン管理関係
日本海化株式会社 中央区日本橋本町 貿易
中外物産株式会社 中央区日本橋本町 穀物卸し
株式会社安兵衛 中央区日本橋本町 飲食
有限会社　アクティブ・ティーチャーズ・ライフ 中央区日本橋本町 損保代理店
太平貿易株式会社 中央区日本橋本町 貿易
株式会社ジェイアイエヌ 中央区日本橋本町 保険代理業



ホスピタリティマネジメント株式会社 中央区日本橋本町 コンサルティング
株式会社ＡＬＥ 中央区日本橋本町 コンサルティング業
アイケーネット株式会社 中央区日本橋本町 コンピューターソフト開発
日本橋産業保健研究所株式会社 中央区日本橋本町 コンサルティング業
株式会社キャロットレード 中央区日本橋本町 貿易商社
サクラグローバルホールディング株式会社 中央区日本橋本町 医療器機卸
株式会社繊維会館 中央区日本橋本町 不動産管理
有限会社内野商店 中央区日本橋本町 飲食業
FeliMedix株式会社 中央区日本橋本町 サービス業
山一大野株式会社 中央区日本橋本町 不動産貸付
株式会社オカダエンジニアリング 中央区日本橋本町 化学品販売
株式会社　LUXAG 中央区日本橋本町 医療コンサルティング
株式会社万能社 中央区日本橋本町 医療器械運送業
株式会社旭小津 中央区日本橋本町 加工業
新耕商事株式会社 中央区日本橋本町 工業薬品販売
アネシスプランニング株式会社 中央区日本橋本町 コンサルタント業他
東亜工業株式会社 中央区日本橋本町 機械製造販
株式会社カワイスチール 中央区日本橋本町 ハガネ卸
小津産業株式会社 中央区日本橋本町 和紙卸売
岩井総合企画株式会社 中央区日本橋本町 不動産業
コスモスワーク株式会社 中央区日本橋本町 サービス
藤川株式会社 中央区日本橋本町 医薬品原料
山田化学薬品株式会社 中央区日本橋本町 化学薬品試薬販売
日曹商事株式会社 中央区日本橋本町 化学薬品販売
松芳ビル株式会社 中央区日本橋本町 貸しビル業
サイデン化学株式会社 中央区日本橋本町 合成樹脂接着剤
岡常商事株式会社 中央区日本橋本町 食料品卸売
明和輸送株式会社 中央区日本橋本町 運送業
日本化学繊維協会 中央区日本橋本町 化学繊維製造業者団体
株式会社カミネット 中央区日本橋本町 情報処理
岡常製糖株式会社 中央区日本橋本町 製糖業
一般社団法人東京医薬品卸業協会 中央区日本橋本町 社団法人
岩井化学薬品株式会社 中央区日本橋本町 薬品卸業
昭和薬品株式会社 中央区日本橋本町 医薬品原料
柴田不動産㈱ 中央区日本橋本町 不動産
株式会社牧野田 中央区日本橋本町 食堂
関東化学エンジニアリング株式会社 中央区日本橋本町 建設業
株式会社共栄衣料 中央区日本橋本町 被服製造業
興産管理サービス株式会社 中央区日本橋本町 ビルマンション管理
有限会社フリースタイル 中央区日本橋本町 サービス業
細井化学工業株式会社 中央区日本橋本町 化学工業
シーデーフーズ株式会社 中央区日本橋本町 食品原料卸売業
株式会社教育施設研究所 中央区日本橋本町 建築設計
ジャパンコンポジット株式会社 中央区日本橋本町 化学工業
星光ＰＭＣ株式会社 中央区日本橋本町 製造業



ゲイル建設工業株式会社 中央区日本橋本町 建設業
オヅテクノ株式会社 中央区日本橋本町 各種繊維等の加工販売
丸藤シートパイル株式会社 中央区日本橋本町 建設機材
活材ケミカル株式会社 中央区日本橋本町 化学品卸売業
株式会社バルデビジュー 中央区日本橋本町 宝飾品卸売
秀和ビルメンテナンス㈱ 中央区日本橋本町 ビルメンテナンス業
株式会社大野孝 中央区日本橋本町 理容
株式会社三冷社 中央区日本橋本町 管工事業
富士ネットシステムズ株式会社 中央区日本橋本町 情報通信サービス
株式会社ライフコーポレーション 中央区日本橋本町 小売業
富永物産株式会社 中央区日本橋本町 貿易業
第一三共ビジネスアソシエ株式会社 中央区日本橋本町 ビジネスサポート
関電興産株式会社 中央区日本橋本町 商事会社
株式会社IRON EAGLEZ 中央区日本橋本町 不動産業
Wholesum　Japan株式会社 中央区日本橋本町 サービス業
株式会社日本橋ITサービス 中央区日本橋本町 アウトソーシング事業
有限会社プロ・エージェント 中央区日本橋本町 保険代理店
東レインターナショナル株式会社 中央区日本橋本町 商社
株式会社エアーポートカーゴサービス 中央区日本橋本町 輸出入貨物取扱
社団法人東京薬事協会 中央区日本橋本町 業界団体
株式会社SECプランニング 中央区日本橋本町 サービス業
ＴＲＯＮＬＹ株式会社 中央区日本橋本町 卸売業
宝通商株式会社 中央区日本橋本町 卸売り
株式会社　藤井不動産 中央区日本橋本町 サービス業
コスモ・テック株式会社 中央区日本橋本町 販売業
一般財団法人カケンテストセンター 中央区日本橋本町 繊維の検査
佐藤工業株式会社 中央区日本橋本町 建設
株式会社カネキカナカオ 中央区日本橋本町 鉄鋼
株式会社藤井硝子店 中央区日本橋本町 ガラス商品取り扱い
ＫＩＳＣＯ株式会社 中央区日本橋本町 化学薬品商社
岸本興産株式会社 中央区日本橋本町 不動産
日化産商事株式会社 中央区日本橋本町 無機金属薬品
第三化成株式会社 中央区日本橋本町 製造
株式会社アクテス 中央区日本橋本町 ソフトウェア開発
小林香料株式会社 中央区日本橋本町 香料
株式会社大江戸 中央区日本橋本町 かば焼
株式会社ティエヌビー 中央区日本橋本町 食品添加物販売
日本硝子産業株式会社 中央区日本橋本町 ガラス製品製造
精工産業株式会社 中央区日本橋本町 卸売業
株式会社ホテルかずさや 中央区日本橋本町 ホテル業
株式会社シントクゴルフ 中央区日本橋本町 ゴルフ会員権取引業
有限会社三力製作所 中央区日本橋本町 粉砕機制作
東新化成株式会社 中央区日本橋本町 化学工業
セントラル物産株式会社 中央区日本橋本町 アンプル用ガラス管の
有限会社小林興産 中央区日本橋本町 不動産賃貸



アステナホールディングス株式会社 中央区日本橋本町 医薬品卸
東洋ケミカルズ株式会社 中央区日本橋本町 科学工業品
株式会社熊野屋 中央区日本橋本町 塗料・油脂油剤販売・塗装設備
日銘商事株式会社 中央区日本橋本町 化学薬品卸業
中外写真薬品株式会社 中央区日本橋本町 その他の化学製品
株式会社水橋ビルディング 中央区日本橋本町 不動産
株式会社サココンサルタント 中央区日本橋本町 土木設計
中外薬品工業株式会社 中央区日本橋本町 工業薬品
誠興物産株式会社 中央区日本橋本町 化学品飼料添加物製造販売
宏和商事株式会社 中央区日本橋本町 卸売業
純正化学株式会社 中央区日本橋本町 試薬製造
東山興業株式会社 中央区日本橋本町 ビル賃貸業務
株式会社加藤商運 中央区日本橋本町 運送
石川金属株式会社 中央区日本橋本町 非鉄金属卸
永井ビル株式会社 中央区日本橋本町 不動産賃貸
株式会社松正商店 中央区日本橋本町 布帛作業服
入江株式会社 中央区日本橋本町 製造機械
株式会社アクロスタッフ 中央区日本橋本町 サービス業
久木田薬品工業株 中央区日本橋本町 その他の化学製品
勝山精機株式会社 中央区日本橋本町 機械工具販売
有限会社恒洋産業 中央区日本橋本町 不動産管理
株式会社サンヨー 中央区日本橋本町 広告代理
東神油槽船株式会社 中央区日本橋本町 海運業
木田株式会社 中央区日本橋本町 化学工業薬品
昭和化学株式会社 中央区日本橋本町 その他の化学製品
栄香料株式会社 中央区日本橋本町 その他の化学製品
株式会社木田喜作商店 中央区日本橋本町 その他の化学製品
関東分岐器株式会社 中央区日本橋本町 鉄道用分岐器製造業
長谷川香料株式会社 中央区日本橋本町 香料
第一合同商事株式会社 中央区日本橋本町 工作機械
株式会社ケーヨー 中央区日本橋本町 総合複写印刷・完成図書
有限会社天茂 中央区日本橋本町 飲食業
株式会社医薬経済社 中央区日本橋本町 専門情報紙
株式会社佐々木商店 中央区日本橋本町 ネイル事業部
中野化学株式会社 中央区日本橋本町 工業用薬品
株式会社文栄社 中央区日本橋本町 印刷業
サインポスト株式会社 中央区日本橋本町 ＩＴコンサルティング
日本理化学薬品株式会社 中央区日本橋本町 医薬品製造業
国際衛生株式会社 中央区日本橋本町 消毒他
株式会社ビジネス・サポートセンター 中央区日本橋本町 情報処理サービス業
株式会社ユニコ 中央区日本橋本町 健康食品・化粧品輸入
公益財団法人長谷川留学生奨学財団 中央区日本橋本町 奨学金給付事業
サクラエスアイ株式会社 中央区日本橋本町 医療機器の販売
協同木材貿易株式会社 中央区日本橋本町 貿易会社
東京化成製造サービス株式会社 中央区日本橋本町 製造販売



株式会社ケーイー 中央区日本橋本町 塗装工事
株式会社昌立電機 中央区日本橋本町 電機工事
バリエスト株式会社 中央区日本橋本町 製造業
小川香料株式会社 中央区日本橋本町 香料
株式会社ラフィン 中央区日本橋本町 音楽プロダクション
医療法人社団さわやか済世　健診プラザ日本橋 中央区日本橋本町 医療機関
岡三ビジネスサービス株式会社 中央区日本橋本町 サービス業
日宝化学株式会社 中央区日本橋本町 化学工業
株式会社茶の木屋ビルディング 中央区日本橋本町 貸ビル業
株式会社産業情報センター 中央区日本橋本町 技術情報サービス
株式会社K・Wプロジェクト 中央区日本橋本町 サービス業
株式会社アイメプロ 中央区日本橋本町 医療品開発業務受託機関
株式会社ｵｰｼｬﾝ・ｺﾝｽﾄﾗｸﾃｨﾝｸﾞ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 中央区日本橋本町 建築設計
株式会社岩手銀行東京営業部 中央区日本橋本町 銀行業
一般社団法人日本花火推進協力会 中央区日本橋本町 花火業
特定非営利活動法人海上ＧＰＳ利用推進機構 中央区日本橋本町 請負業
税理士法人石川小林 中央区日本橋本町 サービス業
株式会社EvangTech 中央区日本橋本町 コンピュータソフトウエェア企画・開発
株式会社日本橋丸玉屋 中央区日本橋本町 煙火業の販売
日本プラントシーダー株式会社 中央区日本橋本町 農業用機材製造販売
株式会社アーチャー新社 中央区日本橋本町 広告代理店
日本林業肥料株式会社 中央区日本橋室町 林業肥料の販売
株式会社日本橋グリーンゴルフ 中央区日本橋室町 ゴルフ会員権売買業
株式会社日本橋鮒佐 中央区日本橋室町 不動産業
株式会社森パール 中央区日本橋室町 真珠卸
日本液体運輸株式会社 中央区日本橋室町 一般運送
税理士法人渡辺会計 中央区日本橋室町 税理士
チートクラスITラボ株式会社 中央区日本橋室町 サービス業
有限会社草苑 中央区日本橋室町 就労サポート
釜屋不動産株式会社 中央区日本橋室町 不動産
有限会社老舗日本橋貝新 中央区日本橋室町 佃煮
株式会社文明堂　東京 新宿区新宿 菓子
株式会社グランドデザイン 中央区日本橋室町 不動産（一戸建）
株式会社小泉組 中央区日本橋室町 鉄筋工事
株式会社タガワ宝石 中央区日本橋室町 貴金属
株式会社宮永産業 中央区日本橋室町 乾海苔卸売
有限会社後藤テーラー 中央区日本橋室町 紳士服製造販売
株式会社松楽軒 中央区日本橋室町 料理
信永産業株式会社 中央区日本橋室町 医薬品卸
株式会社中央労務協会 中央区日本橋室町 労務相談
有限会社ミカド珈琲店 中央区日本橋室町 コーヒー店
株式会社日本橋とよだ 中央区日本橋室町 料理
有限会社利久庵 中央区日本橋室町 蕎麦
合名会社千葉家 中央区日本橋室町 料理
株式会社ホワイズ 中央区日本橋室町 食品企画製造



有限会社日本橋宮川 中央区日本橋室町 飲食店
有限会社好成軒 中央区日本橋室町 飲食店
医療法人社団眞洋会天野歯科 中央区日本橋室町 歯科診療
山本保全株式会社 中央区日本橋室町 不動産管理
八木長不動産株式会社 中央区日本橋室町 不動産
株式会社八木長本店 中央区日本橋室町 乾物
エス・ジー・インベストメント株式会社 中央区日本橋室町 不動産
スルガカード株式会社 中央区日本橋室町 クレジットカード業
オーク株式会社 中央区日本橋室町 不動産賃貸業
株式会社寿司貞 中央区日本橋室町 料理
塚越商事株式会社 中央区日本橋室町 金融
株式会社東洋 中央区日本橋室町 飲食店業
タカショウ建物企業株式会社 中央区日本橋室町 不動産
株式会社セイシヨー 中央区日本橋室町 ビルメンテナンス
株式会社山本海苔店 中央区日本橋室町 海苔
有限会社清水理髪館 中央区日本橋室町 理髪
株式会社蛇の市本店 中央区日本橋室町 料理
株式会社モビリンク 中央区日本橋室町 石油製品販売
大栄不動産株式会社 中央区日本橋室町 不動産
東京シティ信用金庫本店 中央区日本橋室町 信用銀行
株式会社あづまや 中央区日本橋室町 貸ビル
有限会社満留賀商店　（紅葉川） 中央区日本橋室町 そば屋
上田八木短資株式会社 中央区日本橋室町 投資
一越観光株式会社 中央区日本橋室町 タクシー
株式会社一越 中央区日本橋室町 呉服
株式会社三越伊勢丹 三越日本橋本店 中央区日本橋室町 百貨店
株式会社三貴商会 中央区日本橋室町 時計修理
合名会社　佃安 中央区日本橋室町 料理
株式会社大和屋 中央区日本橋室町 乾物
株式会社伊勢定 中央区日本橋室町 料理
株式会社つづれ屋 中央区日本橋室町 呉服小売
欧州美術クラブ 中央区日本橋室町 展覧会開催企画
株式会社アップワード 中央区日本橋室町 化粧品他製造業
中央工産株式会社 中央区日本橋室町 非鉄金属鋳造販売
有限会社ティ・アイ商事 中央区日本橋室町 貿易
株式会社藤田組 中央区日本橋室町 保険代理業
株式会社萬富 中央区日本橋室町 不動産貸付業
株式会社五常 中央区日本橋室町 不動産賃貸業
有限会社月刊日本橋 中央区日本橋室町 編集制作業
株式会社ユニウェル 中央区日本橋室町 繊維商社
有限会社三友経営総合事務所 中央区日本橋室町 経営コンサルタント業
医療法人早蕨会 日本橋矯正歯科 中央区日本橋室町 医療法人（歯科）
株式会社鶴屋吉信東京店 中央区日本橋室町 和菓子製造販売
共同施設株式会社 中央区日本橋室町 不動産管理業
株式会社リバースチール 中央区日本橋室町 各種工作機械部品製造および販売



緑屋電気株式会社 中央区日本橋室町 電子機器卸売業
株式会社大画 中央区日本橋室町 不動産賃貸業
株式会社ロブ 中央区日本橋室町 サービス業（医療）
株式会社インターナショナル・ビー・エス・エー 中央区日本橋室町 翻訳業
有限会社デュアール・アセット 中央区日本橋室町 不動産業
トーコーホールディングス株式会社 中央区日本橋室町 海運貨物集荷代理店業
産和商事株式会社 中央区日本橋室町 不動産
ＳＩＣ　ＪＡＰＡＮ株式会社 中央区日本橋室町 商社
伊藤忠TC建機株式会社財務部 中央区日本橋室町 卸売
有限会社日本橋弁松総本店 中央区日本橋室町 料理
株式会社恒心社 中央区日本橋室町 不動産業
株式会社東京放送通信社 中央区日本橋室町 民間放送広告
株式会社阿波銀行東京支店 中央区日本橋室町 金融業
一般社団法人　日本橋倶楽部 中央区日本橋室町 社交クラブ
トーコーライナーサービス株式会社 中央区日本橋室町 海運代理店業
株式会社アイビィプランテック 中央区日本橋室町 エレベーターメンテナンス
日鋼工業株式会社 中央区日本橋室町 機械及びバルブ販売
クロムソードジャパン株式会社 中央区日本橋室町 ソフトウェア販売
株式会社マツモト交商 中央区日本橋室町 化学工業薬品販
株式会社日本橋さるや 中央区日本橋室町 つまようじ
株式会社テーケーワイ 中央区日本橋室町 絹織物
株式会社日本橋永藤 中央区日本橋室町 不動産
司法書士法人　大野事務所 中央区日本橋室町 司法書士
三信商事株式会社 中央区日本橋室町 保険代理業
有限会社神茂 中央区日本橋室町 水産練製品販売
協和株式会社 中央区日本橋室町 保険代理業
社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会 中央区日本橋室町 公益法人（社団法人）
宗教法人福徳神社 中央区日本橋室町 その他
マンダリン・オリエンタル 東京株式会社 中央区日本橋室町 ｻｰﾋﾞｽ（ホテル）
株式会社ニッセイコム 中央区日本橋室町 システム開発
株式会社デーメテール千疋屋 中央区日本橋室町 レストラン・パーラー
医療法人社団公和会 名倉整形外科 中央区日本橋室町 整形外科クリニック
株式会社千疋屋総本店 中央区日本橋室町 果物・喫茶
東洋ビジネスサポート株式会社 中央区日本橋室町 サービス業
株式会社にんべん 中央区日本橋室町 食品販売
株式会社タロー書房 中央区日本橋室町 書籍小売業
株式会社祥智コーポレーション 中央区日本橋室町 飲食業
株式会社京葉銀行 中央区日本橋室町 銀行業
関東化学株式会社 中央区日本橋室町 試薬製造販売
医療法人社団幸星会 日本橋白内障クリニック 中央区日本橋室町 医業
株式会社プチミキ パリミキ 日本橋本店 中央区日本橋室町 小売業
社団法人日本時計輸入協会 中央区日本橋室町 (一財)社団法人
有限会社矢の根 中央区日本橋室町 飲食
株式会社タナチョー 中央区日本橋室町 工事請負・連設資材卸
Planmeca Japan株式会社 中央区日本橋室町 医療機器販売



株式会社Ｓ・Ｉ・Ｔ 中央区日本橋室町 商社
ゲン・インターナショナル株式会社 中央区日本橋室町 不動産
デンカ株式会社 中央区日本橋室町 製造業（化学)
東レ株式会社 勤労部東京勤労課 中央区日本橋室町 化学繊維工業
株式会社三井三池製作所 中央区日本橋室町 工木建設機械　・荷役運搬プラント
三井不動産株式会社街づくり推進部 中央区日本橋室町 不動産業
医療法人社団中央みなと会 三井タワークリニック 中央区日本橋室町 クリニック
有限会社デンカコスメティクス 中央区日本橋室町 化粧品仕入販売
ＨＯＳＯＹＡ株式会社 中央区日本橋室町 軽金属建材販売
株式会社日本ウィルテックソリューション 中央区日本橋室町 ソフトウェア開発
株式会社SBI新生銀行 事業承継金融部 中央区日本橋室町 銀行業
税理士法人チェスター 中央区日本橋室町 その他
有限会社アステール 中央区日本橋室町 ディスプレイ設置
北村化学産業株式会社東京支店 中央区日本橋室町 化学薬品
株式会社ＪＲ東日本運輸サービス 中央区日本橋室町 清掃(JR車両）
株式会社伊藤製作所 中央区日本橋室町 理化学機器販売
菱華産業株式会社 中央区日本橋室町 合成樹脂製品
菱華工業株式会社 中央区日本橋室町 金型成形
山陽化工株式会社 中央区日本橋室町 合成樹指着色
株式会社丸浅 中央区日本橋室町 刃物製造・卸
新日本管財株式会社 中央区日本橋室町 ビル・マンション管理
株式会社KAWAGUCHI 中央区日本橋室町 洋裁用具製造卸商
田中施設株式会社 中央区日本橋室町 貸ビル
萬世建設株式会社 中央区日本橋室町 建築業
双研日栄監査法人 中央区日本橋室町 監査法人
株式会社佐々木印店 中央区日本橋室町 印鑑業
株式会社みずほ銀行日本橋支店 中央区日本橋室町 銀行
関谷理化株式会社 中央区日本橋室町 ガラス器
室町機械株式会社 中央区日本橋室町 動物用実験装置
双竜産業株式会社 中央区日本橋室町 合成樹脂・科学工業薬品
医療法人社団博英会 三宅歯科医院 中央区日本橋室町 歯科医
海空運健康保険組合 中央区日本橋室町 保険組合
株式会社三溪洞 中央区日本橋室町 美術品販売
三溪洞興産株式会社 中央区日本橋室町 不動産
株式会社トエイシッピング 中央区日本橋室町 海運業
株式会社サン・システムプランニング 中央区日本橋室町 ソフトウェア業
株式会社木屋 中央区日本橋室町 刃物
株式会社家田グループ本社 中央区日本橋室町 化学薬品
有限会社亀富 中央区日本橋室町 飲食業
株式会社砂場 中央区日本橋室町 飲食業
医療法人社団ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝｸﾘﾆｯｸ 日本橋室町三井ﾀﾜｰﾐｯﾄﾞﾀｳﾝｸﾘﾆｯｸ 中央区日本橋室町 サービス業
近三商事株式会社 中央区日本橋室町 ビル賃貸業務
西浦不動産株式会社 中央区日本橋室町 不動産
旭商事株式会社 中央区日本橋室町 宅装容器船舶機械
株式会社川口屋 中央区日本橋室町 銃砲火薬商



株式会社渡辺商行 中央区日本橋室町 輸出入業務
株式会社楠和土地建物 中央区日本橋室町 貸事務所業
都圏不動産株式会社 中央区日本橋室町 不動産会社
寺師産業株式会社 中央区日本橋室町 ベアリング　工作機械
株式会社飯田ゴム商店 中央区日本橋室町 ゴム製品卸し
第一恒産株式会社 中央区日本橋室町 不動産管理
合資会社杉山モータース 中央区日本橋室町 自転車修理　販売
都土地建物株式会社 中央区日本橋室町 不動産賃貸業
株式会社日本橋山形屋 中央区日本橋室町 紳士服仕立て
中原証券株式会社 中央区日本橋室町 証券業
上田東短フォレックス株式会社 中央区日本橋室町 外国為替資金取引仲介
室町殖産株式会社 中央区日本橋室町 不動産
東短ＩＣＡＰ株式会社 中央区日本橋室町 金融ブローダー
東洋サイエンス株式会社 中央区日本橋室町 貿易
新陽株式会社 中央区日本橋室町 繊維製品卸売
ときわ総合サービス株式会社 中央区日本橋室町 情報サービス
株式会社イーコムジャパン 中央区日本橋室町 農産物品及び加工品ﾉ輸出入
三井化学ファイン株式会社 中央区日本橋室町 売買業
青山コーポレーション株式会社 中央区日本橋室町 不動産管理
弁護士法人小澤総合法律事務所 中央区日本橋室町 弁護士
株式会社清和ビジネス 中央区日本橋室町 オフィス家具販売・アスクル業務
株式会社ウェイブリアルエステート 中央区日本橋室町 不動産業
北越紙販売株式会社 中央区日本橋本石町 卸売り業
鉄道機器株式会社 中央区日本橋本石町 鉄道保安機器製造
ポレール弁理士法人 中央区日本橋本石町 特許等出願手続き
中尾金属株式会社 中央区日本橋本石町 非鉄金属卸
株式会社フューチャーエージェント 中央区日本橋本石町 金融・不動産
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 日本橋中央支店 中央区日本橋本石町 金融
株式会社中村商会 中央区日本橋本石町 飼肥料原料卸
株式会社ヒューマ 中央区日本橋本石町 飲食業
株式会社花藤 中央区日本橋本石町 花屋
京央不動産株式会社 中央区日本橋本石町 貸室業
株式会社門倉 中央区日本橋本石町 建築金物請負業
東信化学工業株式会社 中央区日本橋本石町 製造業
株式会社　栗田 中央区日本橋本石町 不動産
有限会社鳥文 中央区日本橋本石町 飯食業
株式会社日東物産商事 中央区日本橋本石町 工業薬品、油脂製品
株式会社ゴードー 中央区日本橋本石町 化学工業薬品
日本映像翻訳アカデミー株式会社 中央区日本橋本石町 映像翻訳スクールエージェント
株式会社システムサービス 中央区日本橋本石町 ＩＴサービス
北越コーポレーション株式会社 中央区日本橋本石町 紙パルプ製造業
株式会社いづもや 中央区日本橋本石町 飲食業　うなぎ
岡不動産株式会社 中央区日本橋本石町 不動産賃貸
リードケミカル株式会社 中央区日本橋本石町 化学製品販売
新星産業株式会社 中央区日本橋本石町 農業資材卸売業



株式会社東洋ビューティサプライ 中央区日本橋本石町 化粧品販売
セントラル短資株式会社 中央区日本橋本石町 金融業
株式会社山元 中央区日本橋本石町 レンタル＆イベント企画施工
株式会社東洋経済新報社 中央区日本橋本石町 出版業
日本銀行　政策委員会室決算・会計担当者 中央区日本橋本石町 銀行業
株式会社栗林製函所 中央区日本橋本石町 木箱梱包会社
株式会社サンプラス 中央区日本橋本石町 卸売業
アサヒ化成工業株式会社 中央区日本橋本石町 顔料の製造・加工
セントラル薬品株式会社 中央区日本橋本石町 化学薬品販売業
日本エード株式会社 中央区日本橋本石町 環境保全
テクノプレミア株式会社 中央区日本橋本石町 コンピューターソフトウェア開発
司法書士法人　星野合同事務所 中央区日本橋本石町 司法書士
オ－クラヤ不動産株式会社 中央区日本橋本石町 不動産売買賃貸仲介
株式会社碌山 中央区日本橋本石町 卸売業
有限会社エス・アール・サービス 中央区日本橋本石町 サービス業
株式会社イセキ 中央区日本橋本石町 電球・照明器具販売
株式会社ニドー 中央区日本橋本石町 人工毛植毛用機器製造
株式会社国際都市鑑定 中央区日本橋本石町 不動産鑑定業
有隣運送株式会社 中央区日本橋本石町 運送業
有隣商事株式会社 中央区日本橋本石町 不動産業
北越パッケージ株式会社 中央区日本橋本石町 紙の加工・加工製品販売
東京産業洋紙株式会社 中央区日本橋本石町 絶緑材料卸小売
不動産業株式会社 中央区日本橋本石町 電気販売卸売業
株式会社丹羽会計 中央区日本橋本石町 サービス業
東レプラスチック精工株式会社 中央区日本橋本石町 加工メーカー　樹脂成形
アクシーズ株式会社 中央区日本橋本石町 情報通信業
公益財団法人自転車駐車場整備センター 中央区日本橋本石町 公益法人
株式会社スピードプラス 中央区日本橋本石町 ｾｷｭﾘﾃｨ
新星海運株式会社 中央区日本橋本石町 海運業
株式会社エヌ・エス・アイサービス 中央区日本橋本石町 電球販売
有限会社ＹＨＫパテントサービスあおば国際特許事務所内 中央区日本橋本石町 その他
山根海運株式会社 中央区日本橋本石町 海運業
全国社会保険労務士会連合 中央区日本橋本石町 社会保険労務士の団体
株式会社アスパ 中央区日本橋本石町 不動産業
株式会社川村組 中央区日本橋本石町 建設業
株式会社ディー・エス・アイ 中央区日本橋本石町 建築設備コンサルタント及び環境システム販売
Ｔ・Ｔ・Ｊ株式会社 中央区日本橋小舟町 卸売業
真企機工株式会社 中央区日本橋小舟町 製造業
株式会社浅沼商会 中央区日本橋小舟町 光学機器写真用品卸販売
東京非鉄金属商工協同組合 中央区日本橋小舟町 協同組合
株式会社ヒラツネ 中央区日本橋小舟町 ビル管理業
ジェコス株式会社 中央区日本橋小舟町 通信工業
株式会社ロタス 中央区日本橋小舟町 衣料品卸
福祉商事株式会社 中央区日本橋小舟町 保険代理業
株式会社アーバン・クリエイト 中央区日本橋小舟町 その他



日之丸塗料株式会社 中央区日本橋小舟町 塗料
日繊商工株式会社東京店 中央区日本橋小舟町 タオル卸売業
丸由工材株式会社 中央区日本橋小舟町 溶接材販
株式会社　高嶋家 中央区日本橋小舟町 蒲焼料理
株式会社舟寿し 中央区日本橋小舟町 飲食店
オリエント産業株式会社 中央区日本橋小舟町 卸売業
ゼリア新薬工業株式会社 中央区日本橋小舟町 製薬
宮澤興業株式会社 中央区日本橋小舟町 医薬化学工業
三喜工業株式会社 中央区日本橋小舟町 事務用家具販売
有限会社長久商店 中央区日本橋小舟町 鰹節
東京砂糖卸協同組合 中央区日本橋小舟町 協同組合
岩友倉庫株式会社 中央区日本橋小舟町 倉庫
株式会社住庄ホテル 中央区日本橋小舟町 旅館
ＳＪパッケージング株式会社 中央区日本橋小舟町 プラスチック包装資材輸入卸売
株式会社精好堂 中央区日本橋小舟町 フレキソ製版業
有限会社早友興産 中央区日本橋小舟町 ビル管理業
税理士法人　グラシア 中央区日本橋小舟町 税理士
ヤクシ化成株式会社 中央区日本橋小舟町 工業薬品
株式会社大内斉茂商店 中央区日本橋小舟町 工業薬品
有限会社高橋会計事務所 中央区日本橋小舟町 会計
株式会社葛製作所 中央区日本橋小舟町 不動産賃貸
大内新興化学工業株式会社 中央区日本橋小舟町 有機化学
葛興産株式会社 中央区日本橋小舟町 不動産
サンライズ・エンジニアリング株式会社 千葉県我孫子市並木 電気工事業・電気通信工事業
株式会社みずほ銀行小舟町支店 中央区日本橋小舟町 銀行
南川化成株式会社 中央区日本橋小舟町 工業薬品
株式会社ジーエムシー 中央区日本橋小舟町 受託開発ソフトウェア
有限会社サイモ 中央区日本橋小舟町 人材派遣
株式会社消防科学研究所 中央区日本橋小舟町 避難器具製造販売
稲畑香料株式会社東京支店 中央区日本橋小舟町 香料
日伯エタノール㈱ 中央区日本橋小舟町 輸入卸売業
早川商事株式会社 中央区日本橋小舟町 工業薬品
有限会社関 中央区日本橋小舟町 不動産管理
鈴善株式会社 中央区日本橋小舟町 石油卸
東京保存食糧株式会社 中央区日本橋小舟町 食料品卸
株式会社山三商店 中央区日本橋小舟町 鰹節卸
有限会社ケイファクトリー 中央区日本橋小舟町 玩具雑貨製造卸
松浦株式会社東京支店 中央区日本橋小舟町 商社
株式会社竺仙 中央区日本橋小舟町 呉服業
アトム商事株式会社 中央区日本橋小舟町 不動産
株式会社梅沢製作所 中央区日本橋小舟町 冷凍機製造
大洋基礎株式会社 中央区日本橋小舟町 基礎土木
小原化工株式会社 中央区日本橋小舟町 化学製品
ポラックスルナ株式会社 中央区日本橋小舟町 プラスチック製品
ゼリア商事株式会社 中央区日本橋小舟町 贈答用品販売



株式会社伊場仙 中央区日本橋小舟町 カレンダー扇子卸
株式会社東横イン 日本橋三越前A4 中央区日本橋小舟町 ビジネスホテル
ゼリアヘルスウエイ株式会社 中央区日本橋小舟町 健康食品の製造販売
海洋技術開発株式会社 中央区日本橋小舟町 海事業
アーパス技研工業株式会社 中央区日本橋小舟町 水処理施設の設計施工
東京美化株式会社 中央区日本橋小舟町 ビルメンテナンス業
極東製薬工業株式会社 中央区日本橋小舟町 医薬品製造
情報通信テクノロジー株式会社 中央区日本橋小舟町 電気通信工事業
日本アルコール販売株式会社 中央区日本橋小舟町 政府専売アルコール
日本乳化剤株式会社 中央区日本橋小舟町 乳化剤化成品の製造販売
株式会社ワークキャム 中央区日本橋小舟町 プラスチック容器試作
株式会社ゼービス 中央区日本橋小舟町 保険代理業
有限会社浮舟 中央区日本橋小舟町 寿司
信和アルコール産業株式会社 中央区日本橋小舟町 卸売業
亜州リサーチ株式会社 中央区日本橋小舟町 情報サービス
テクノプラスジャパン株式会社 中央区日本橋小舟町 家電製品等製造請負
有限会社宏久　　【 たぬき寿司 】 中央区日本橋小舟町 飲食
株式会社ワールドシステムコンサルタント 中央区日本橋小舟町 情報処理サービス業
エー・アール・ティ株式会社 中央区日本橋小舟町 出版・広告
ナガセエレックス株式会社 中央区日本橋小舟町 合成樹脂販売
東京カードソリューションズ株式会社 中央区日本橋小舟町 プラスチックカード制作
日本デジタルデザイン株式会社 中央区日本橋小舟町 情報処理サービス業
中尾商事株式会社 中央区日本橋小舟町 化学薬品
株式会社オーケーカンパニー 中央区日本橋小舟町 建設業
サンバードインターフェイス株式会社 中央区日本橋小舟町 電気通信工事業・造園工事業
公益社団法人日本通信販売協会 中央区日本橋小舟町 出版業
シーティディーネットワークス株式会社 中央区日本橋小舟町 通信機器販売及び施行
有限会社ファニーウィッチ 中央区日本橋小舟町 衣料品企画
ナガセケミカル株式会社 中央区日本橋小舟町 化成品
一般社団法人新調理システム推進協会 中央区日本橋小舟町 調理関係
東栄株式会社 中央区日本橋小舟町 小売業
エフティーエス株式会社 中央区日本橋小舟町 卸売
株式会社ニューテック 中央区日本橋小舟町 建設コンサルタント
株式会社東京丸惣 中央区日本橋小舟町 洋傘卸売業
株式会社ICTネクスト 中央区日本橋小舟町 電気工事業・電気通信工事業
木村農産商事株式会社 中央区日本橋小舟町 飼料卸
株式会社ライフサイエンスラボ 中央区日本橋小舟町 化粧品・健康食品製造販売
Intelligent Financial Management　株式会社 中央区日本橋小舟町 サービス業（コンサルタント業）
株式会社ボー 中央区日本橋小舟町 商品販売業・建設業
株式会社ヒット・インターナショナル 中央区日本橋小舟町 製造業
株式会社ＴＢＣ 中央区日本橋小舟町 ITソフト
西村ケミテック株式会社東京支店 中央区日本橋小舟町 化学薬品
株式会社ビメンド 中央区日本橋小舟町 エステサロン運営
幸生健康管理センターファーストメディカルクリニック 中央区日本橋小舟町 医療・健康診断事業
川端株式会社 中央区日本橋堀留町 タオル・手拭い卸



株式会社ダイレクトオーダー 中央区日本橋堀留町 その他
一般財団法人日本礼儀作法協会 中央区日本橋堀留町 外国人教育
株式会社アセットメディエーション 中央区日本橋堀留町 不動産業
株式会社教育システム 中央区日本橋堀留町 教育図書出版業
株式会社ケイプロモーション 中央区日本橋堀留町 広告代理店
株式会社ケイ・ピー・アイ 中央区日本橋堀留町 広告代理店
ワールド化成株式会社 中央区日本橋堀留町 化学品販売
ファシリティパートナーズ株式会社 中央区日本橋堀留町 不動産管理業
センタープラザ株式会社 中央区日本橋堀留町 不動産貸付
株式会社DTU 中央区日本橋堀留町 卸売業（食肉・食品）
株式会社ティーエフ 中央区日本橋堀留町 税理士事務所
一般財団法人建材試験センター 中央区日本橋堀留町 試験研究
株式会社ライティングシステム 中央区日本橋堀留町 照明器具の販売
ジェームストランス株式会社 中央区日本橋堀留町 国際輸送
株式会社アスクコーポレーション 中央区日本橋堀留町 ビルメンテナンス
セブンシーズ合同会社 中央区日本橋堀留町 不動産・建設
有限会社川瀬善兵衛商店 中央区日本橋堀留町 提灯制作・販売
ヒロセストア株式会社 中央区日本橋堀留町 企画デザイン
日本色素販売株式会社 中央区日本橋堀留町 卸売業
株式会社MCC 中央区日本橋堀留町 サービス業
内野株式会社 中央区日本橋堀留町 製造卸。繊維製品
有限会社丸彦 中央区日本橋堀留町 不動産賃貸業他
アズテック株式会社 中央区日本橋堀留町 特許調査
株式会社エストケム 中央区日本橋堀留町 化学薬品卸売業
東京織物卸商業組合 中央区日本橋堀留町 繊維卸商業組合
三洋テクノマリン株式会社 中央区日本橋堀留町 測量業
有限会社丸亀 中央区日本橋堀留町 貸ビル
株式会社明治商会 中央区日本橋堀留町 ガス・給排水設備
杉村株式会社 中央区日本橋堀留町 繊維製品の卸売業
株式会社セントラルエステート 中央区日本橋堀留町 不動産業
朝日企業株式会社 中央区日本橋堀留町 不動産管理
株式会社サンヨー堂 中央区日本橋堀留町 缶詰
有限会社衣浦 中央区日本橋堀留町 飲食業
長岡鉄筋コンクリート株式会社 中央区日本橋堀留町 建築業
株式会社パラダイム 中央区日本橋堀留町 情報処理サービス業
明光産業株式会社 中央区日本橋堀留町 機械設計設備
株式会社安井 中央区日本橋堀留町 繊維卸売業
株式会社和洋スチール 中央区日本橋堀留町 貿易業
株式会社八光電機製作所 中央区日本橋堀留町 通信機部品製造等
シーアイランドクラブ株式会社 中央区日本橋堀留町 繊維原料素材製造販売
室町ビルサービス株式会社 中央区日本橋堀留町 ビルメンテ業
株式会社エイ・イ・シー 中央区日本橋堀留町 貿易業
株式会社復建エンジニアリング 中央区日本橋堀留町 建設コンサルタント
株式会社エフケイ・アイティーサービス 中央区日本橋堀留町 ＩＴ関連
株式会社建研 中央区日本橋堀留町 建設業



株式会社ユーティックス 中央区日本橋堀留町 情報サービス
日本薬品株式会社 中央区日本橋堀留町 医薬品・健康食品・化粧品等の原料販売
三英株式会社 中央区日本橋堀留町 卸売業
芝信用金庫日本橋支店 中央区日本橋堀留町 銀行業
株式会社ウエダ 中央区日本橋堀留町 建築内装業
イーキューワールドワイド株式会社 中央区日本橋堀留町 海運業
有限会社シフト 神奈川県川崎市中原区中丸子 スチール家具販売
フジケミ東京株式会社 中央区日本橋堀留町 卸業
クロコ企画株式会社 中央区日本橋堀留町 繊維卸
株式会社ヒットマテリアル 中央区日本橋堀留町 輸入卸
栄松通商株式会社 中央区日本橋堀留町 建設土木資材の販売
株式会社ナッツ 中央区日本橋堀留町 建設業・販売業
株式会社アステム 中央区日本橋堀留町 設備メンテ工事業
株式会社エミネント 中央区日本橋堀留町 情報処理業
廣泰金属日本株式会社 中央区日本橋堀留町 卸売（溶接材料の輸出入）
株式会社サンデジタルシステム 中央区日本橋堀留町 防犯設備機器及びシステム販売
畑龍商事株式会社 中央区日本橋堀留町 繊維用品製造卸
ＭＣ山三ポリマーズ株式会社 中央区日本橋堀留町 合成樹脂
株式会社日本経営情報センター 中央区日本橋堀留町 コンサルティング
株式会社デンテクノ 中央区日本橋堀留町 ビルメンテナンス業
株式会社新創舎 中央区日本橋堀留町 その他
日本清華同方ソフトウェア株式会社 中央区日本橋堀留町 情報サービス
株式会社日新技術コンサルタント 中央区日本橋堀留町 建設コンサルタント
いずみ潅水株式会社 中央区日本橋堀留町 管工事
エムアンドエス・システムデザイナーズ株式会社 中央区日本橋堀留町 サービス業
株式会社渡菊 中央区日本橋堀留町 きもの総合加工
成幸利根株式会社 中央区日本橋堀留町 建設業
特定非営利活動法人市民社会創造ファンド 中央区日本橋堀留町 ＮＰＯ団体
株式会社吉善商会 中央区日本橋堀留町 学生服製造卸
一般社団法人電機設備学会 中央区日本橋堀留町 学術団体
株式会社イオック 中央区日本橋堀留町 イラストレーター
ｈａｐ株式会社 中央区日本橋堀留町 アパレル卸
医療法人社団佳愛会 日本橋けいあい歯科 中央区日本橋堀留町 歯医者
株式会社日本エコノミックセンター 中央区日本橋堀留町 その他
株式会社東洋アライアンス 中央区日本橋堀留町 シール印刷・香り発生機販売、セットアップ
株式会社話し方研究所 中央区日本橋堀留町 研修会講師
合同会社DIG 中央区日本橋堀留町 ゲーム開発
有限会社ジェイ・エム・エス 中央区日本橋堀留町
正栄株式会社 中央区日本橋堀留町 代理業
税理士法人ASHA 中央区日本橋堀留町 税理士事務所
株式会社トーツー創研 中央区日本橋堀留町 製造業
国際通信工業株式会社 中央区日本橋堀留町 電気通信工事
サプティー株式会社 中央区日本橋堀留町 製造業
シンコースポーツ株式会社 中央区日本橋堀留町 サービス業
有限会社庄華興業 中央区日本橋堀留町 不動産管理



小林製本株式会社 中央区日本橋堀留町 製本業
デンヨー興産株式会社 中央区日本橋堀留町 産業用機器具販売
株式会社田源 中央区日本橋堀留町 高級呉服卸
タゲンファースト株式会社 中央区日本橋堀留町 不動産保全
株式会社一満寿染匠 中央区日本橋堀留町 染物取次
川研ファインケミカル株式会社 中央区日本橋堀留町 化学工業
株式会社戸田屋商店 中央区日本橋堀留町 実用呉服卸
株式会社東京下村工務店 中央区日本橋堀留町 ビル管理
塩水港精糖株式会社 中央区日本橋堀留町 食品製造業
株式会社ライフ・サイエンス研究所 中央区日本橋堀留町 健康食品
株式会社エル・エス管財 中央区日本橋堀留町 健康食品
有限会社タス彩美苑 中央区日本橋堀留町 和装品製造卸
有限会社マネジブレイン 中央区日本橋堀留町 生保損保代理店
ＮＰＯ法人日本ｱｰﾕﾙｳﾞｪｰﾀﾞ研究所日本ｱｰﾕﾙｳﾞｪｰﾀﾞ・ｽｸｰﾙ 中央区日本橋堀留町 教育事業
税理士法人エーピーエス 中央区日本橋堀留町 税理士法人
株式会社シルド 中央区日本橋堀留町 鉄鋼・非鉄金属類販売
一般財団法人電源地域振興センター 中央区日本橋堀留町 地域振興
株式会社むらせ 中央区日本橋堀留町 米穀卸売業
セントラル・タンクターミナル株式会社 中央区日本橋堀留町 倉庫業
トナミビジネスサービス株式会社 中央区日本橋堀留町 金融業
株式会社ヴァスケス 中央区日本橋堀留町 広告代理店
株式会社ニッコクトラスト 中央区日本橋堀留町 集団給食
公益財団法人　国際人材育成機構 中央区日本橋堀留町 実習生多入事業
株式会社T＆C 中央区日本橋堀留町 受託開発ソフトウェア業
野村興産株式会社 中央区日本橋堀留町 産棄物処理業
株式会社東京スプレッド 中央区日本橋堀留町 不動産業
株式会社木下工務店 中央区日本橋堀留町 土木建築業
日本橋西川ビル株式会社 中央区日本橋富沢町 不動産
リーピット株式会社 中央区日本橋富沢町 その他
東京ファーネス株式会社 中央区日本橋富沢町 卸売業
株式会社井上海苔店 中央区日本橋富沢町 海苔加工卸
高梨株式会社 中央区日本橋富沢町 呉服卸
株式会社サクラス 中央区日本橋富沢町 サービス業
株式会社稲村 中央区日本橋富沢町
有限会社加藤洗濯店 中央区日本橋富沢町 クリーニング業
株式会社ハイマウント 中央区日本橋富沢町 スポーツ用品販売
西川株式会社 中央区日本橋富沢町 寝具・インテリア用品
株式会社東京繊維流通センター 中央区日本橋富沢町 不動産管理
公益財団法人日本繊維検査協会 中央区日本橋富沢町 繊維品検査
西川ロジスティクス株式会社 中央区日本橋富沢町 流通サービス
株式会社龍工房 中央区日本橋富沢町 美術組紐卸
有限会社吉田屋綿店 中央区日本橋富沢町
株式会社柴孫 中央区日本橋久松町
株式会社加藤萬 中央区日本橋富沢町
新和光交易株式会社 中央区日本橋富沢町 貿易



株式会社村山 中央区日本橋富沢町 エステティックサロン
HARIO株式会社 中央区日本橋富沢町 耐熱ガラス製造販売
株式会社和光商店 中央区日本橋富沢町 呉服卸業
第一総合警備保障株式会社 中央区日本橋富沢町 警備請負業
東京鴨治床山株式会社株式会社 中央区日本橋富沢町 歌舞伎舞踊かつら床山
小堺化学工業株式会社 中央区日本橋富沢町 ソーダ卸
特定非営利活動法人 日本オゾン協会 中央区日本橋富沢町 オゾンの普及活動　・研修会・講習会開催
株式会社東映建工 中央区日本橋富沢町 建築工事業・内装仕上工事業
株式会社東具 中央区日本橋富沢町 広告業
日本ロックエンジニアリング株式会社 中央区日本橋富沢町 建設業
日本建物管理株式会社 中央区日本橋富沢町 建物管理業
株式会社ユーケーケー 中央区日本橋富沢町 建設業
東横イン日本橋税務署前 中央区日本橋富沢町 ビジネスホテル
株式会社イーガルド 中央区日本橋富沢町 コンピュータ関連業
イー・フォース株式会社 中央区日本橋富沢町 組込みシステム向けソフトウェア開発・販売
株式会社林産業 中央区日本橋富沢町 プラスチックフィルム製造業
株式会社ＨＰＣテック 中央区日本橋富沢町 コンピューター関連
東京ゆかた株式会社 中央区日本橋富沢町 浴衣製造
山﨑建設株式会社 中央区日本橋富沢町 建設業
株式会社中平 中央区日本橋富沢町
有限会社グッドリンク 中央区日本橋富沢町 保険代理店業
株式会社武田産業 中央区日本橋富沢町
株式会社榮伸 中央区日本橋富沢町 ランドセル鞄製造業
株式会社ツガミ 中央区日本橋富沢町 一般機械器具製造業
株式会社アーテック 中央区日本橋富沢町 建設業
有限会社ワンズクリエイツ 中央区日本橋富沢町 不動産
有限会社キング理容店 中央区日本橋富沢町 理容業
株式会社ヒュークラボ 中央区日本橋富沢町 情報通信業
株式会社アビラ 中央区日本橋富沢町 建築・設計
株式会社センク２１ 中央区日本橋富沢町
中尾貿易株式会社 中央区日本橋富沢町 輸出入
有限会社三浦慎建築設計室 中央区日本橋富沢町 設計事務所
東京薬業企業年金基金 中央区日本橋富沢町 特別公法人
ゼライス株式会社 中央区日本橋富沢町 ゼラチン、ゼライス製造販売
小菱商事株式会社 中央区日本橋大伝馬町 織物
株式会社新洋 中央区日本橋大伝馬町 金属加工販売業
株式会社フィールドマーケティングシステムズ 中央区日本橋大伝馬町 販売促進代行業
株式会社小野商店 中央区日本橋大伝馬町 綿織物
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 中央区日本橋大伝馬町 マンションビル管理業
株式会社江戸屋 中央区日本橋大伝馬町 ハケブラシ
株式会社KAFCO 中央区日本橋大伝馬町 航空燃料輸送
伊藤忠建材株式会社 人事総務課 中央区日本橋大伝馬町 建材卸売
辰巳織布印刷加工株式会社 中央区日本橋大伝馬町 織物印刷
株式会社福原商店 中央区日本橋大伝馬町 綿織物
利光計画株式会社 中央区日本橋大伝馬町 経営管理



株式会社ブロードワイズ 中央区日本橋大伝馬町 広告代理業
株式会社マイクロボード・テクノロジー 中央区日本橋大伝馬町 コンピュータ周辺機器の輸出入販売
株式会社三晴社 中央区日本橋大伝馬町 医療器
税理士法人　松下会計事務所 中央区日本橋大伝馬町 税務・会計業務
東京都鉄鋼製品商業協同組合 中央区日本橋大伝馬町
株式会社元裕社 中央区日本橋大伝馬町 広告代理店
矢野新興産株式会社 中央区日本橋大伝馬町 不動産賃貸業
株式会社ウイズ・ワン 中央区日本橋大伝馬町 ＩＴ事業
有限会社Ｇｅｎ・オフィスセンター 中央区日本橋大伝馬町 税理士法人
有限会社友楽舎 中央区日本橋大伝馬町 インドアゴルフ練習場
岩崎商事株式会社 中央区日本橋大伝馬町
株式会社岩清 中央区日本橋大伝馬町
エイエスアール株式会社 中央区日本橋大伝馬町 ＩＳＯ審査登録機関
矢野新商事株式会社 中央区日本橋大伝馬町 第２種金融商品取引業・損害保険代理業・投資助言代理業
株式会社協伸 中央区日本橋大伝馬町 電器器具の販売及び工事
センチュリ技研株式会社 中央区日本橋大伝馬町 サービス業（鉄道土木設計）
アトラン株式会社 中央区日本橋大伝馬町 サービス業（情報処理）
株式会社岩戸紙店 台東区松が谷 紙卸及び印刷加工
株式会社防災整美 中央区日本橋大伝馬町
公益財団法人骨粗鬆症財団 中央区日本橋大伝馬町 公益法人
タキトミビルディング株式会社 中央区日本橋大伝馬町 繊維
一般財団法人建設物価調査会 中央区日本橋大伝馬町 土木建設工事外
丸文株式会社 中央区日本橋大伝馬町 機械
ヤマト株式会社 中央区日本橋大伝馬町 糊類
株式会社フォーリッチビルディング 中央区日本橋大伝馬町 不動産の賃貸及び管理
弁護士会なりう法律事務所 中央区日本橋大伝馬町 法律事務所
ヒューリックビルマネジメント株式会社 中央区日本橋大伝馬町 不動産管理・マネジメント
ヒューリック株式会社 中央区日本橋大伝馬町 不動産・保険代理
株式会社あいけあ 中央区日本橋大伝馬町
株式会社オメガエステート 中央区日本橋大伝馬町 不動産業
株式会社フラウリーノ 中央区日本橋大伝馬町 繊維卸業
株式会社ジャパン・シティ 中央区日本橋大伝馬町 製造業
フジスター株式会社 中央区日本橋大伝馬町 繊維
深井硝子株式会社 中央区日本橋大伝馬町 硝子壜ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器卸
古室ビルディング株式会社 中央区日本橋大伝馬町 貸ビル業・飲食業等
ナス物産株式会社 中央区日本橋大伝馬町 商社ステンレス
日本データーサービス株式会社 東京支社 中央区日本橋大伝馬町 建設コンサルタント
株式会社高和 中央区日本橋大伝馬町 卸業
株式会社東京日塔設計事務所 中央区日本橋大伝馬町 設計
有限会社パートワン 中央区日本橋大伝馬町 不動産賃貸他
尾張屋土地株式会社 中央区日本橋大伝馬町 土地
有限会社魚十 中央区日本橋大伝馬町 飲食店
株式会社オオマエ 中央区日本橋大伝馬町 繊維
株式会社ティ・アイ・ディ 中央区日本橋大伝馬町 情報通信サービス
株式会社エム・ティ・フィールドサービス 中央区日本橋大伝馬町 通信機器の販売保守



田村駒エンジニアリング株式会社 中央区日本橋大伝馬町 建材・機械卸
ペップ・メイツ株式会社 中央区日本橋大伝馬町 衣料品・雑貨企画・卸
YU-WA　Creation　Holdings 中央区日本橋大伝馬町 小売業
ムーヴィングシステム株式会社 中央区日本橋大伝馬町 商社機械
株式会社一星企画 中央区日本橋大伝馬町 広告制作業
株式会社東横イン東京日本橋 中央区日本橋大伝馬町 サービス業
一般社団法人日本エレクトロヒートセンター 中央区日本橋大伝馬町 団体
日本合成化工株式会社 中央区日本橋大伝馬町 化学工業
有限会社ミックトレード 中央区日本橋大伝馬町 サービス業
東レ建材株式会社 中央区日本橋大伝馬町 建材販売
デルタエッジコンサルタント株式会社 中央区日本橋大伝馬町 サービス業
株式会社　シーアイリンク 中央区日本橋大伝馬町 設計コンサルタント
株式会社アイ・エス 中央区日本橋大伝馬町 その他
株式会社岩岡商店 中央区日本橋大伝馬町 記念品
株式会社カンツール 中央区日本橋小伝馬町 機械器具卸売業
シノムラ化学工業株式会社 中央区日本橋小伝馬町
ダイテック株式会社 中央区日本橋小伝馬町 屋外広告物・建築金物製作取扱
株式会社田中清五郎商店 中央区日本橋小伝馬町 美術銅器
合資会社岡島商店 中央区日本橋小伝馬町 ゴム・プラスチック
宮城鋼具株式会社 中央区日本橋小伝馬町 工具機械
合同会社　ＩＤＥＡ 中央区日本橋小伝馬町 サービス業
宮田不動産株式会社 中央区日本橋小伝馬町
株式会社丸森 中央区日本橋小伝馬町 酒・食品販売
森武道具株式会社 中央区日本橋小伝馬町 運動具
機能性食品開発株式会社 中央区日本橋小伝馬町 食品の販売
株式会社西川商店 中央区日本橋小伝馬町 家具金物卸
株式会社日本橋合同鑑定 中央区日本橋小伝馬町 不動産鑑定
三報ゴム株式会社 中央区日本橋小伝馬町 ゴム製品
株式会社テクノポール 中央区日本橋小伝馬町 建築資材卸売
株式会社テルヴィス 中央区日本橋小伝馬町 食品製造・販売
センチュリテクノ株式会社 中央区日本橋小伝馬町 情報処理サービス
有限会社マルミヤ薬局 中央区日本橋小伝馬町 薬品化粧品雑貨他
株式会社日本経営開発協会 中央区日本橋小伝馬町 コンサルタント
一般社団法人日本食品添加物協会 中央区日本橋小伝馬町 食品団体
アイピートーク株式会社 中央区日本橋小伝馬町 通信業
株式会社富士キメラ総研 中央区日本橋小伝馬町 市場調査
小伝馬町不動産株式会社 中央区日本橋小伝馬町 不動産業
有限会社回文堂印店 中央区日本橋小伝馬町 印章
公益財団法人河川財団 中央区日本橋小伝馬町 公益法人
株式会社大棋 中央区日本橋小伝馬町 碁将棋用品
大成プラス株式会社 中央区日本橋小伝馬町 合成樹脂製品の販売
有限会社インテリアミラー 中央区日本橋小伝馬町 鏡製品の小売業
株式会社現代空調研究所 中央区日本橋小伝馬町 設備設計及び監理
株式会社久保金網 中央区日本橋小伝馬町
株式会社宮喜 中央区日本橋小伝馬町 食品原材料



株式会社ヌーベル 中央区日本橋小伝馬町 化粧品卸
東京鋼材商事株式会社 中央区日本橋小伝馬町
古賀ホールディングス株式会社 中央区日本橋小伝馬町 サービス業
古賀オール株式会社 中央区日本橋小伝馬町 鋼材加工販売
株式会社池田商店 中央区日本橋小伝馬町 繊維卸
白石産業株式会社 中央区日本橋小伝馬町 ビルメンテナンス業
有限会社クリエイティブプランニング 中央区日本橋小伝馬町 不動産業
株式会社東屋医科器械 中央区日本橋小伝馬町 精密器械販売
合資会社府川商店 中央区日本橋小伝馬町 家具類
株式会社日刊経済通信社 中央区日本橋小伝馬町 業界紙（食品)
一般社団法人日本グラフィックサービス工業会 中央区日本橋小伝馬町 軽印刷業団体
キンボシ株式会社東京支店 中央区日本橋小伝馬町 製造業
鈴新金物有限会社 中央区日本橋小伝馬町 金物卸商
橋本総業ホールディングス株式会社 中央区日本橋小伝馬町 管工材料
日本ユーティリティサブウェイ株式会社 中央区日本橋小伝馬町 その他
合資会社東屋ビル 中央区日本橋小伝馬町 事務用品
株式会社東屋 中央区日本橋小伝馬町 事務用品小売
有限会社ＫＴインターナショナル 中央区日本橋小伝馬町 工業用消耗品卸売業
三栄電子株式会社 中央区日本橋小伝馬町 電子部門
株式会社成幸社 中央区日本橋小伝馬町 健康食品卸販売
コートク株式会社 中央区日本橋小伝馬町 運送業
メトロ開発株式会社 中央区日本橋小伝馬町 不動産貸付業・設計サービス業
株式会社トライアンフ 中央区日本橋小伝馬町 情報サービス
フォルム株式会社 中央区日本橋小伝馬町 化粧品・健康食品の企画・製造・販売
東洋メディアリンクス株式会社 中央区日本橋小伝馬町 建設業・サービス業
株式会社建設物価サービス 中央区日本橋小伝馬町 広告代理店・書籍販売業
株式会社ハッピー・カーゴ 中央区日本橋小伝馬町 国際梱包業
橋本総業株式会社 中央区日本橋小伝馬町 管工機材総合商社
ベスト・ソリューション株式会社 中央区日本橋小伝馬町 コンサルティング
株式会社オプティジャパン 中央区日本橋小伝馬町 繊維製造卸
株式会社ディアス 中央区日本橋小伝馬町 建築店舗設計施工
トーハン株式会社 中央区日本橋小伝馬町 砂糖販売
近畿ビルメインテナンス株式会社 中央区日本橋小伝馬町 ビル管理業
アサマ化成株式会社 中央区日本橋小伝馬町 食品添加物
ラクトライフ株式会社 中央区日本橋小伝馬町 健康食品
大澤会計事務所 中央区日本橋小伝馬町 税理士事務所
一般社団法人日本科学機器協会 中央区日本橋小伝馬町 科学機器業界団体
ノガワケミカル株式会社 中央区日本橋小伝馬町 製造業
一般社団法人東京科学機器協会 中央区日本橋小伝馬町 業界団体
株式会社国土ブレーンワーク 中央区日本橋小伝馬町 翻訳
株式会社ナカノ 中央区日本橋小伝馬町 子供服
特許業務法人ウィルフォート国際特許事務所 中央区日本橋小伝馬町 弁理士業
中村科学器械工業株式会社 中央区日本橋小伝馬町 理化学器キ販売
ＣＳＳクレセント株式会社 中央区日本橋小伝馬町 ソフトウェア開発
有限会社池田商店 中央区日本橋小伝馬町 家庭金物



石井運送株式会社 中央区日本橋小伝馬町
藤野金属株式会社 中央区日本橋小伝馬町 非鉄金属
省力機械株式会社 中央区日本橋小伝馬町 製造
牧村株式会社東京支店 中央区日本橋小伝馬町 毛織物卸
太田隆株式会社 中央区日本橋小伝馬町 化学工業薬品
株式会社ゴットベルグ・エーピー 中央区日本橋小伝馬町 自動車及び部品輸出入
株式会社緑星社 中央区日本橋小伝馬町 無線通信機器製造
東京岡谷ビルディング株式会社 中央区日本橋小伝馬町 ビル賃貸業
有限会社ティーエルジー販売 中央区日本橋小伝馬町 自動車部品販売
株式会社クレス出版 中央区日本橋小伝馬町 出版
大東セロファン株式会社 中央区日本橋小伝馬町 軽包装材
株式会社伊勢重 中央区日本橋小伝馬町 すき約料理
秋山精鋼株式会社 中央区日本橋小伝馬町 特殊鋼
杉田産業株式会社 中央区日本橋小伝馬町 繊維卸業
内外工業株式会社 中央区日本橋小伝馬町 土木
ユニテックフーズ株式会社 中央区日本橋小伝馬町 食品原料販売
一般社団法人日本精米工業会 中央区日本橋小伝馬町 サービス業
全国米穀販売事業共済協同組合 中央区日本橋小伝馬町 米穀卸売業の中央団体
株式会社テクノメタル 中央区日本橋小伝馬町 貿易業
株式会社丸井スズキ 足立区南花畑 菓子卸売業
株式会社エイトラス 中央区日本橋小伝馬町 海上運送業
株式会社マッシモ 中央区日本橋小伝馬町 婦人服卸
有限会社ハートフルクリエーション 中央区日本橋小伝馬町 広告代理業
Ｙ’sアルプス株式会社 中央区日本橋小伝馬町 衣料品販売
株式会社ヒムカ 中央区日本橋小伝馬町 卸売業
デーバー加工サービス株式会社 中央区日本橋小伝馬町 鉄筋加工業
株式会社アイコー 中央区日本橋小伝馬町 鉄筋工事・鋼材販売
株式会社ユニフォームプラザ東京 中央区日本橋小伝馬町 衣料卸業
株式会社ものぐろす 中央区日本橋小伝馬町 ソフトウェア開発
一般財団法人航空保安研究センター 中央区日本橋小伝馬町
一般社団法人繊維評価技術協議会 中央区日本橋小伝馬町
株式会社プロスパート 中央区日本橋小伝馬町 不動産業
大丸防音株式会社 中央区日本橋小伝馬町 防音設備
株式会社すまいる情報東京 東京本社 中央区日本橋小伝馬町 不動産業
メイトーサービス株式会社 中央区日本橋小伝馬町 サービス業
ツインバード工業株式会社 東京支社 中央区日本橋小伝馬町 家電製品等製造販売
株式会社三陽商会 中央区日本橋小伝馬町 化学薬品卸売
株式会社パシオン 中央区日本橋小伝馬町 オーダーカーテン卸
株式会社コスモ 中央区日本橋人形町 食品製造
有限会社田宮 中央区日本橋人形町 鰻店
有限会社ひかり電気 中央区日本橋人形町 家庭電気
日本橋製パン株式会社 中央区日本橋人形町
株式会社立花屋 中央区日本橋人形町 呉服店
株式会社三原堂本店 中央区日本橋人形町
株式会社三原堂フーズ 中央区日本橋人形町 和洋菓子製造販売



合資会社初音 中央区日本橋人形町
有限会社小山酒店 中央区日本橋人形町 酒類販売
冨士クラスタ株式会社 中央区日本橋人形町 石油製品小売卸売
江陽商事株式会社 中央区日本橋人形町 飲食業（人形町四川亭）
株式会社三竹 中央区日本橋人形町 不動産管理
インターアクティブ株式会社 中央区日本橋人形町 貿易商社
株式会社サンディー 中央区日本橋人形町 モデル制作業
一般社団法人日本ウレタン断熱協会 中央区日本橋人形町 社団法人
株式会社日本触媒トレーディング 中央区日本橋人形町 卸売
有限会社高久 中央区日本橋人形町 純喫茶
一般社団法人　日本食品包装協会 中央区日本橋人形町 一般社団法人
株式会社ケーネット 中央区日本橋人形町 通信
一般社団法人社会応援ネットワーク 中央区日本橋人形町 出版
シェアンドレドゥサクレクール 中央区日本橋人形町 フレンチカフェ
千益不動産株式会社 中央区日本橋人形町 不動産他
有限会社日本和洋酒缶詰新聞社 中央区日本橋人形町 業界紙
着物クリーニング株式会社 中央区日本橋人形町 着物メンテナンス業
カードサービス株式会社 中央区日本橋人形町 情報システム
ユナイト株式会社 中央区日本橋人形町 建機レンタル・道路工事業
株式会社ドアーズ 中央区日本橋人形町
株式会社インフィニットルミナス 中央区日本橋人形町 不動産業
株式会社THR 中央区日本橋人形町 教育
山一興産株式会社 江戸川区西葛西 建設資材製造販売
山一産協株式会社 中央区日本橋人形町 不動産業
株式会社ディーソル 中央区日本橋人形町 IT関連
東京都米穀小売商業組合 中央区日本橋人形町 米穀団体
有限会社アシスト３０ 中央区日本橋人形町 不動産・建築
株式会社メイアイクリエイト 中央区日本橋人形町 一般労働者派遣事業
株式会社ファーストハウジング 中央区日本橋人形町 不動産業
日本インシュアランスグループ株式会社 中央区日本橋人形町 サービス業
アタカ通商株式会社 中央区日本橋人形町 貿易業
トライビュー・イノベーション株式会社 中央区日本橋人形町 情報サービス業
昭和ワニス株式会社 中央区日本橋人形町 化学工業
株式会社日庄不動産 中央区日本橋人形町 不動産
コスモ海運株式会社 中央区日本橋人形町 海運業
日本テクニカルサービス株式会社 中央区日本橋人形町 サービス
合資会社来福亭 中央区日本橋人形町 お座敷洋食
有限会社南谷商店 中央区日本橋人形町 家庭用品販売
有限会社玉日出不動産 中央区日本橋人形町
株式会社玉ひで 中央区日本橋人形町 鳥料理店
合資会社鳥近 中央区日本橋人形町
人形町商店街（協） 中央区日本橋人形町 協同組合
富士紡ホールディングス株式会社 中央区日本橋人形町 各種繊維製品製販
株式会社ＴＳソリューション 中央区日本橋人形町 コンピューターシステム開発
パリス刺繍株式会社 中央区日本橋人形町 ワッペン販売業



有限会社吉プロモーション 中央区日本橋人形町 プロダクション
極東海運実業株式会社 中央区日本橋人形町 海運業
泰信不動産株式会社 中央区日本橋人形町
株式会社サービスセンター 中央区日本橋人形町 役務サービス
かなや末広株式会社 中央区日本橋人形町 製造・販売・扇子、団扇類
株式会社京雅堂 中央区日本橋人形町
株式会社清心丹 中央区日本橋人形町
花繁株式会社 中央区日本橋人形町 生花
株式会社メディアプランニング 中央区日本橋人形町 広告
株式会社財経詳報社 中央区日本橋人形町 出版
株式会社日庄 中央区日本橋人形町 写真製版及び印刷
ヤマジョウ商事株式会社 中央区日本橋人形町 食品卸し
株式会社魚久 中央区日本橋人形町 海産物加工・販売
富士マネジメント株式会社 中央区日本橋人形町 人材派遣業
株式会社麻業会館 中央区日本橋人形町 貸ビル
株式会社丸水 中央区日本橋人形町
有限会社幾三音楽出版 中央区日本橋人形町 音楽著作権の管理
丸栄工業株式会社 中央区日本橋人形町 管工機械類販
有限会社魚河岸料理よし梅 中央区日本橋人形町 飲食業
株式会社日経日本橋販売 中央区日本橋人形町 新聞配達業
株式会社江戸路 中央区日本橋人形町 飲食業
株式会社トービル 中央区日本橋人形町
株式会社安西建物 中央区日本橋人形町 不動産業
ＡＧＣポリマー建材株式会社 中央区日本橋人形町 塗料製造業
社会保険労務士法人ガーディアン 中央区日本橋人形町 教育・社会保険労務士
東匠建設株式会社 中央区日本橋人形町 建築業
税理士法人ウィズ 中央区日本橋人形町 税理士法人
ヴェルト株式会社 中央区日本橋人形町 建設業
株式会社エス・オー・エム 中央区日本橋人形町 ソフトウェア開発
株式会社ナンシン 中央区日本橋人形町 キャスター・物流機器製造
株式会社黎明 中央区日本橋人形町 化粧品卸販売
ベストスキップ株式会社 中央区日本橋人形町 システム請負開発
株式会社たまき工務店 中央区日本橋人形町 建設
株式会社ティーシージャパン 中央区日本橋人形町
有限会社きく家 中央区日本橋人形町 日本料理店経営
東京太陽株式会社 中央区日本橋人形町 飼料・米穀卸売
司法書士法人人形町法務事務所 中央区日本橋人形町 司法書士
一般社団法人日本大ダム会議 中央区日本橋人形町 公益法人
株式会社キッズプレート 中央区日本橋人形町 インターネットサービス
宗和税理士法人 中央区日本橋人形町 税理士業
株式会社日本公法 中央区日本橋人形町 図書出版
大日技研工業株式会社 中央区日本橋人形町 化学塗料
有限会社紅とも 中央区日本橋人形町 陶磁器卸小売業
株式会社寿堂 中央区日本橋人形町
株式会社重盛永信堂 中央区日本橋人形町



株式会社不二興産 中央区日本橋人形町
有限会社キムラ 中央区日本橋人形町
東信機工株式会社 中央区日本橋人形町 工作機械販売
有限会社束建 中央区日本橋人形町
有限会社小山 中央区日本橋人形町
株式会社鈴木商店 中央区日本橋人形町
有限会社柳屋 中央区日本橋人形町
株式会社セールスバリュー 中央区日本橋人形町
有限会社六兵衛 中央区日本橋人形町
有限会社山葵 中央区日本橋人形町 飲食業
株式会社寿々茶屋 中央区日本橋人形町 宿泊業
株式会社日比野商店 中央区日本橋人形町
日昌グラシス株式会社 中央区日本橋人形町 硝子工事
株式会社ノバック 中央区日本橋人形町 毛皮製衣服製造業
税理士法人ＨＯＰ 中央区日本橋人形町
株式会社ライズ 中央区日本橋人形町 商業デザイン
有限会社玉英堂彦九郎 中央区日本橋人形町 和菓子製造販売
有限会社元淳 中央区日本橋人形町
有限会社東嶋屋 中央区日本橋人形町
株式会社リークフリー 中央区日本橋人形町 機械部品
アイジェノミクス・ジャパン株式会社 中央区日本橋人形町
有限会社菊弥 中央区日本橋人形町 不動産業
株式会社　ティ・アイ・ケイ・コーポレーション 中央区日本橋人形町 接客業
イクソブ株式会社 中央区日本橋人形町 包装資材
有限会社岩井商店 中央区日本橋人形町 つづら製造販売
株式会社ラーフエイド 中央区日本橋人形町 環境系サービス業
株式会社日山 中央区日本橋人形町 飲食店
有限会社亀楽 中央区日本橋人形町 洋食
株式会社油井 中央区日本橋人形町 鮨商
株式会社日本システム設計 中央区日本橋人形町 建築設計
株式会社ミヤギ 中央区日本橋人形町 文房具
株式会社ウガトリア 中央区日本橋人形町 システム開発
有限会社寺倉モータース 中央区日本橋人形町 自転車二輪車等販売整備
有限会社人形町志乃多寿司 中央区日本橋人形町 寿司や
株式会社中央メディカルサービス 中央区日本橋人形町 病院
有限会社ジョイフル 中央区日本橋人形町 接骨医院
有限会社エフ・ワン 中央区日本橋人形町 飲食業
ビーエムディー株式会社 中央区日本橋人形町 バイオ・メディカルコンサルティング
有限会社オーソデントラム 中央区日本橋人形町 歯科器材輸入販売
日本橋村田税理士法人 中央区日本橋人形町 税理士
株式会社八肥の会 中央区日本橋人形町 小売業
株式会社浜田家 中央区日本橋人形町
株式会社久保田商店 中央区日本橋人形町 塗装工事
株式会社美研商事 中央区日本橋人形町
幸信商運株式会社 中央区日本橋人形町 海運業



笹商事株式会社 中央区日本橋人形町
日生株式会社 中央区日本橋人形町 ビルメンテナンス
株式会社ウィントラベル 中央区日本橋人形町 旅行業
新和商事株式会社 中央区日本橋人形町
有限会社親栄 中央区日本橋人形町 呉服加工
かしきち株式会社 中央区日本橋人形町
東京第一綿業株式会社 中央区日本橋人形町
大新土木株式会社 中央区日本橋人形町 土木工事
ダイユウ技研土木株式会社 中央区日本橋人形町 産廃業
ダイゴー土木株式会社 中央区日本橋人形町
株式会社ホテルサイボー 中央区日本橋人形町 ホテル業
株式会社矢島商店 中央区日本橋人形町 綿織物業
ブルーミング中西株式会社 中央区日本橋人形町 ハンカチ・テーブルクロス卸し
株式会社ニシオート 中央区日本橋人形町 自動車の販売
日本ビーエフ株式会社 中央区日本橋人形町 化粧品・健康食品
株式会社マルシバ 中央区日本橋人形町 京呉服卸
太陽鉱油株式会社 中央区日本橋人形町 石油製品販売
株式会社セイビ 中央区日本橋人形町 ビルメンテナンス業
株式会社読売ＩＳロジテム 中央区日本橋人形町 物流
株式会社ワカバヤシエフエックスアソシエイツ 中央区日本橋人形町 投資顧問業
税理士法人ＹＳ東京中央会計 中央区日本橋人形町 税理士業
株式会社トーヨーコーポレーション 中央区日本橋人形町 卸売業
株式会社白岩商会 中央区日本橋人形町 損害保険代理店
インバイロワンシステム株式会社 中央区日本橋人形町 卸売業
税理士法人　日本橋税経センター 中央区日本橋人形町 税理士法人
株式会社マツバラ 中央区日本橋人形町 繊維製品卸売業
株式会社読売ＩＳ 中央区日本橋人形町 広告代理店業
株式会社セイビ・プロパティ・マネジメント 中央区日本橋人形町 ビル管理業
株式会社アイ・シー・ランド 中央区日本橋人形町 卸売業
株式会社東京躯体 中央区日本橋人形町 建設業
双葉インターナショナル株式会社 中央区日本橋人形町 商社
株式会社アイテックス 中央区日本橋人形町 OA機器文具オフィス
カミエンス・テクノロジー株式会社 中央区日本橋人形町 ソフトウェア開発
グローバルディレクション株式会社 中央区日本橋人形町 不動産販売・賃貸業
三和クリエート株式会社 中央区日本橋人形町 ビルマンション総合管
株式会社中越 中央区日本橋人形町 繊維
首都高メンテナンス東東京株式会社 中央区日本橋人形町 建設業
有機合成薬品工業株式会社 中央区日本橋人形町 化学工業
株式会社ヒューネット・ジャパン 中央区日本橋人形町 メーカー（建築部品）
ファイブスターエレメンツ株式会社 中央区日本橋人形町 小売・卸業
株式会社SOOTANG HOBBY 中央区日本橋人形町 小売　卸売
バリュークリエイト株式会社 中央区日本橋人形町 不動産賃貸業
梶谷株式会社 中央区日本橋人形町 風呂敷製造卸
株式会社勝美 中央区日本橋人形町 婦人服卸
有限会社阪田屋 中央区日本橋人形町



日清紡ホールディングス株式会社 中央区日本橋人形町
株式会社ブルーアンドメイズカンパニー 中央区日本橋人形町 経営コンサルティング他
有限会社きねや 中央区日本橋人形町
吉星株式会社 中央区日本橋人形町 飲食業
株式会社エム・エス商事 中央区日本橋人形町 卸売業
有限会社染芸ながおか 中央区日本橋人形町 呉服卸
株式会社リンレイサービス 中央区日本橋人形町 ビルメンテナンス業
リンレイテープ株式会社 中央区日本橋人形町 粘着テープ製造販売
株式会社インプレス 中央区日本橋人形町 情報処理サービス業
株式会社パーカーコーポレーション 中央区日本橋人形町 卸売業
株式会社第一成和事務所 中央区日本橋久松町 損保代理業
パーカーケミテック株式会社 中央区日本橋人形町 製造業
パーカー川上株式会社 中央区日本橋人形町 貿易
株式会社ヘイセイコーポレーション 中央区日本橋人形町 商社
株式会社パーカーアコウスティック 中央区日本橋人形町 製造業
東京地下鉄労働組合 中央区日本橋人形町 労働組合
ニッシントーア・岩尾株式会社 中央区日本橋人形町 繊維・食品他卸
株式会社三起製作所 中央区日本橋人形町 エクスパンドメダル
ブレスインターナショナル株式会社 中央区日本橋人形町 ライセンス業務
一般社団法人　ＣＲＤ協会 中央区日本橋人形町 データ分析開発等サービス業
有限会社羽山（らーめん佐々舟） 中央区日本橋人形町 飲食業
有限会社サンタナアートワークス 中央区日本橋人形町 デザイン制作
名案企画株式会社 中央区日本橋人形町 経営コンサルティング
株式会社アクアパック 中央区日本橋人形町 卸売業
有限会社金井商店 中央区日本橋人形町 袋物卸
株式会社エフェクト 中央区日本橋人形町 保険代理業
エフワークス株式会社 中央区日本橋人形町 出版業
株式会社アールプラス 中央区日本橋人形町
有限会社丸山栽断製本所 中央区日本橋人形町
東京洋紙株式会社 中央区日本橋人形町 紙
東京海苔問屋協同組合 中央区日本橋人形町 乾海苔の卸売業
全国海苔問屋協同組合連合会 中央区日本橋人形町 海苔卸売業
松岡塗料株式会社 中央区日本橋人形町 塗料
株式会社にんぎょう町草加屋 中央区日本橋人形町 製菓小売業
久松料飲株式会社 中央区日本橋人形町 不動産賃貸業
株式会社シムコ 中央区日本橋人形町 不動産賃貸
合資会社野沢酒店 中央区日本橋人形町 酒
株式会社ハマヤ商店 中央区日本橋人形町 佃煮
新扇堂株式会社 中央区日本橋人形町 扇子カレンダー
有限会社三栄 中央区日本橋人形町 飲食業
有限会社鈴花 中央区日本橋人形町 食品業
NXグループ健康保険組合 中央区日本橋人形町 健康保険組合
東京フレイテイング株式会社 中央区日本橋人形町 船舶仲買
株式会社アーバンテクノス 中央区日本橋人形町 建設コンサルタント
八大株式会社 中央区日本橋人形町 運輸



株式会社最上 中央区日本橋人形町 呉服卸
株式会社ピーエスピー 中央区日本橋人形町 日用雑貨の輸出入
宗教法人法華宗　宗務院 中央区日本橋人形町
一般財団法人青少年国際交流推進センター 中央区日本橋人形町 青少年国際交流
株式会社スイファ中央 中央区日本橋人形町 管工事業
株式会社エス・エー・ティー 中央区日本橋人形町 ソフトウェア開発
ひばりネットシステム株式会社 中央区日本橋人形町 ＩＴ関連事業
株式会社青和 中央区日本橋人形町 卸売業
東京築地青果株式会社 中央区日本橋人形町 不動産賃貸業
マックストレーディング株式会社 中央区日本橋人形町 貿易
株式会社アイティエスニッポン 中央区日本橋人形町 貿易業
株式会社ハートラスト 中央区日本橋人形町 建築リフォーム
株式会社グリフ 中央区日本橋人形町 繊維製品の卸売
有限会社佐々木酒店 中央区日本橋人形町 酒類食料品小売販売
司法書士法人グローバル 中央区日本橋人形町
東京演劇かつら株式会社 中央区日本橋人形町 演劇かつら製造・賃貸業
有限会社フォーチュン・ランド 中央区日本橋人形町 輸出入卸売
株式会社デイリーアプリケーションズ 中央区日本橋人形町
株式会社江戸文物研究所 中央区日本橋人形町 美術商
光洋ビルサービス株式会社 中央区日本橋蛎殻町 ビルメンテナンス
株式会社宇佐美ゴム工業商会 中央区日本橋蛎殻町 工業用ゴム
綜企画設計 中央区日本橋蛎殻町 建設工業企画設計
株式会社ニチウン 中央区日本橋蛎殻町 港湾運送業
株式会社アテナ情報システム 中央区日本橋蛎殻町 コンピューター
Ｒ－ＢＲＡＮＤ株式会社 中央区日本橋蛎殻町 その他
株式会社池田　茗壺堂 中央区日本橋蛎殻町 ハーブティー・陶器卸
株式会社産案 中央区日本橋蛎殻町 サービス業
株式会社日本橋冷凍手島商店 中央区日本橋蛎殻町 製氷販売業
株式会社油商会館 中央区日本橋蛎殻町 貸室
株式会社ホンダ 中央区日本橋蛎殻町 タオル卸
宮前ビルディング有限会社 中央区日本橋蛎殻町 不動産賃貸
有限会社ゴトウ商店 中央区日本橋蛎殻町 包製材料
深富有限会社 中央区日本橋蛎殻町 不動産管理
北日本石油株式会社 中央区日本橋蛎殻町 石油製品販売業
ウィズクリエイト株式会社 中央区日本橋蛎殻町 コンピューターのソフトウェア開発
株式会社大釿 中央区日本橋蛎殻町
絹元商事株式会社 中央区日本橋蛎殻町 不動産業
株式会社人形町今半 中央区日本橋蛎殻町 飲食
ソフィカ株式会社 中央区日本橋蛎殻町 動物病院
三立不動産株式会社 中央区日本橋蛎殻町 不動産
株式会社長大 中央区日本橋蛎殻町 建設コンサルタント業
有限会社ワイエフビル 中央区日本橋蛎殻町
平成都市計画株式会社 中央区日本橋蛎殻町 不動産業
日本防排煙工業会 中央区日本橋蛎殻町 業界任意団体
有限会社今井照治商店 中央区日本橋蛎殻町 寒天卸貸ビル



株式会社丸八ポンプ製作所 中央区日本橋蛎殻町 各種ポンプ販売
株式会社ライブ 中央区日本橋蛎殻町 健康食品販売
中央繊維工業株式会社 中央区日本橋蛎殻町 室内装飾
有限会社ヤマナシビル管理 中央区日本橋蛎殻町 ビル管理業
株式会社ケーアイエス 中央区日本橋蛎殻町 ソフトウェア開発
有限会社山県商店 中央区日本橋蛎殻町 鮨
株式会社永代事業所 中央区日本橋蛎殻町 地中線材料等の加工販売ほか
マルニシテグラ株式会社 中央区日本橋蛎殻町 タイル工事業
株式会社金久 中央区日本橋蛎殻町 包装器機・資材卸
株式会社マルイシ 中央区日本橋蛎殻町 印刷
宝醤油株式会社 中央区日本橋蛎殻町
株式会社アイ・テック東京支社 中央区日本橋蛎殻町 一般鋼材販売
シバコー株式会社 中央区日本橋蛎殻町 ホース・関連部品卸売
東京呉服専門店協同組合 中央区日本橋蛎殻町 服売
合名会社若杉商店 中央区日本橋蛎殻町 茶卸小売業
株式会社島本製作所 中央区日本橋蛎殻町 卸売業
大和産業株式会社東京支店 中央区日本橋蛎殻町 食品販売
株式会社長大テック 中央区日本橋蛎殻町 情報サ－ビス業
一般社団法人農協流通研究所 中央区日本橋蛎殻町 調査研究機関
株式会社山栄企業 中央区日本橋蛎殻町 不動産
株式会社 i 2 S 2 中央区日本橋蛎殻町 卸売業
株式会社アイシーピー 中央区日本橋蛎殻町 デザイン開発業
有限会社カイ・クリエーション 中央区日本橋蛎殻町 不動産管理
遠忠食品株式会社 中央区日本橋蛎殻町 食品販売
株式会社カームス 中央区日本橋蛎殻町 企業経営上の各種リスクのコンサルタント業
中央実業株式会社 中央区日本橋蛎殻町
株式会社AJIOKA 中央区日本橋蛎殻町 袋物製造卸
財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター 中央区日本橋蛎殻町
株式会社アースソリューション 中央区日本橋蛎殻町 環境コンサルタント
東京エレベーター株式会社 中央区日本橋蛎殻町 建物等エレベーター保守
エヌ・エス・システム株式会社 中央区日本橋蛎殻町 ソフトウェア業
東都機材株式会社 中央区日本橋蛎殻町 建設用仮設機材の販売及び賃借
株式会社アルシェ 中央区日本橋蛎殻町
蛍光貿易株式会社 中央区日本橋蛎殻町 貿易
日産証券株式会社 中央区日本橋蛎殻町
株式会社東京メンテナンス管理 中央区日本橋蛎殻町 清掃業
日本ミルガイド株式会社 中央区日本橋蛎殻町 特殊合金鋼製販
特定非営利活動法人日本動産鑑定 中央区日本橋蛎殻町 ＮＰＯ法人（動産評価鑑定に係わる啓発普及、情報提供）
株式会社ネオテック 中央区日本橋蛎殻町 建物総合管理
株式会社ジェイエル 中央区日本橋蛎殻町 不動産仲介業
株式会社ＥＭ・ワールド 中央区日本橋蛎殻町 ＩＴサービス業
株式会社ケイ・エス・テクノロジー 中央区日本橋蛎殻町 ソフトウェア
株式会社バラージュ 中央区日本橋蛎殻町 紳士服卸
有限会社大村隆商事 中央区日本橋蛎殻町 保険代理店業
株式会社ピュアフードサービス 中央区日本橋蛎殻町 製造業



株式会社サン・アセット・リサーチ 中央区日本橋蛎殻町 不動産鑑定業
株式会社トムズ 中央区日本橋蛎殻町 ビルメンテナンス
株式会社ＳＢＸ 中央区日本橋蛎殻町 ソフトウェア業
文港堂印刷株式会社 中央区日本橋蛎殻町 印刷業
社会保険労務士法人人形町事務所 中央区日本橋蛎殻町 社会保険労務士
菅原恒産株式会社 中央区日本橋蛎殻町 その他産業
株式会社ハツコーエレクトロニクス 中央区日本橋蛎殻町 データエントリー機器
ソイルメックジャパン株式会社 中央区日本橋蛎殻町 輸入販売
株式会社スプリームハウス建築工房 川口・工務店 中央区日本橋蛎殻町 建設業
株式会社優 中央区日本橋蛎殻町 建築内装工事業
株式会社Wineterior 中央区日本橋蛎殻町 小売業
株式会社鈴木商会 中央区日本橋蛎殻町
ヒット株式会社 中央区日本橋蛎殻町 高速無線機器
三基ルーバ株式会社 中央区日本橋蛎殻町 建具事業
合資会社天音 中央区日本橋蛎殻町
株式会社タックシステム 中央区日本橋蛎殻町 不動産売買業
株式会社キヨスミ 中央区日本橋蛎殻町 紙製品
株式会社いろは堂 中央区日本橋蛎殻町 印刷
株式会社エス・ティ・ジャパン 中央区日本橋蛎殻町 分析機器
豊玉香料株式会社 中央区日本橋蛎殻町 香料製造
トヨタマ健康食品株式会社 中央区日本橋蛎殻町 製造業
有限会社民善商店 中央区日本橋蛎殻町
有限会社志村商店 中央区日本橋蛎殻町
豊トラスティ証券株式会社 中央区日本橋蛎殻町 商品取引員
日綜産業株式会社 中央区日本橋蛎殻町 金属製品製造
東日本砂糖特約店協同組合 中央区日本橋蛎殻町 協同組合
賀茂鶴酒造株式会社 中央区日本橋蛎殻町
株式会社共ショウ 中央区日本橋蛎殻町 合成樹脂卸売
株式会社賛工家具 中央区日本橋蛎殻町 家具室内装飾
有限会社小幡薬局 中央区日本橋蛎殻町 薬局
株式会社荻野美光社 中央区日本橋蛎殻町 印刷出版業
有限会社ＫＥＩソフトウェア 中央区日本橋蛎殻町 コンピューターシステム販売
株式会社東冷 中央区日本橋蛎殻町 内装工事業
日本ソフト販売株式会社 中央区日本橋蛎殻町 ソフトウェア販売
医療法人社団平郁会 日本橋かきがら町クリニック 中央区日本橋蛎殻町 医業
西商事株式会社 中央区日本橋蛎殻町
ＬＡＳＨＩ有限会社 中央区日本橋蛎殻町 焼肉店
ユーフレイトジャパン株式会社 中央区日本橋蛎殻町 国際航空貸物代理店
有限会社オグマ・アプレイザル・ファーム 中央区日本橋蛎殻町 不動産鑑定業
株式会社東横イン日本橋人形町 中央区日本橋蛎殻町 ホテル業
日本サンサイクル株式会社 中央区日本橋蛎殻町 駐輪駐車システム販売
イズミ株式会社 中央区日本橋蛎殻町
株式会社メトリック 中央区日本橋蛎殻町 情報処理サービス
株式会社カーサレシュール 中央区日本橋蛎殻町 不動産管理業
株式会社シンメトリクス 中央区日本橋蛎殻町 情報処理サービス業



株式会社桃屋商店 中央区日本橋蛎殻町 食料品販売
有限会社ピー・エムスリー 中央区東日本橋 経営コンサルタント業
戸田道路株式会社 中央区日本橋蛎殻町 建設業
株式会社日本橋酒商会館 中央区日本橋蛎殻町 組合
株式会社協栄 中央区日本橋蛎殻町 ビル管理
アールライズ株式会社 中央区日本橋蛎殻町 建設業
高林ゴム工業株式会社 中央区日本橋蛎殻町 工業用ゴム
有限会社岸浪商会 中央区日本橋蛎殻町 公衆浴場
株式会社ヤスダビルメン 中央区日本橋蛎殻町 ビル清掃管理
株式会社コントランスポート 中央区日本橋蛎殻町 運輸・倉庫業
日豊産業株式会社 中央区日本橋蛎殻町 ステンレス鋼管
宗教法人水天宮 中央区日本橋蛎殻町 宗教法人
有限会社千里軒 中央区日本橋蛎殻町 コーヒー店
有限会社八百民 中央区日本橋蛎殻町 青果商
株式会社須磨商店 中央区日本橋蛎殻町 賃貸マンション
三幸食品株式会社 中央区日本橋蛎殻町 食品
株式会社桃屋 中央区日本橋蛎殻町 食品
三松商事株式会社 中央区日本橋蛎殻町 ネクタイ・マフラー
株式会社昌康社 中央区日本橋蛎殻町 不動産貸付
興洋運輸株式会社 中央区日本橋蛎殻町 通輸
株式会社三幸クリエイト 中央区日本橋蛎殻町 貸しビル業
株式会社都市計画研究所 中央区日本橋蛎殻町 建設コンサルタント
株式会社エンティオス 中央区日本橋蛎殻町 家具の製造及販売
株式会社シナテックアローズ 中央区日本橋蛎殻町 広告業
ロールテック株式会社 中央区日本橋蛎殻町 印刷
株式会社エフ・エム・エンタープライズ 中央区日本橋蛎殻町 人材派遣・職業紹介
レイテック株式会社 中央区日本橋蛎殻町 管工事業
有限会社吉澤 中央区日本橋蛎殻町 理容業
寿特殊硝子株式会社 中央区日本橋蛎殻町 医療用硝子
篠田合名会社 中央区日本橋蛎殻町 宿泊業
ポリウエスト・ジャパン株式会社 中央区日本橋蛎殻町 印刷用機材製造
株式会社アサノ東京 中央区日本橋蛎殻町 管工事
株式会社ＬＪ商事 中央区日本橋蛎殻町 貿易・販売業
株式会社ネイチャーランド 中央区日本橋蛎殻町 ＩＴ関連
株式会社京美 中央区日本橋蛎殻町 化粧品販売
テクノヒル株式会社 中央区日本橋蛎殻町 精密機器卸売業・コンサルタント業
株式会社オッシー 中央区日本橋蛎殻町 翻訳業
株式会社白洋社 中央区日本橋蛎殻町 ユニフォーム企画製造販売
株式会社セブンユニフォーム 中央区日本橋蛎殻町 事務用ユニフォーム企画・製造
セブンユニホームサービス株式会社 中央区日本橋蛎殻町
ドコモショップ日本橋浜町店 中央区日本橋蛎殻町 サービス業
株式会社トゥーユー 中央区日本橋蛎殻町 イベント・ディスプレイ業
有限会社染・織せんしゅう 中央区日本橋蛎殻町 呉服卸
合資会社釜屋商店 中央区日本橋小網町 藻草製造・販売
株式会社ボナスパジオ 中央区日本橋小網町 小売業



株式会社M＆Sサービス 中央区日本橋小網町 ソフトウェア開発
株式会社エスティーム 中央区日本橋小網町 その他
株式会社三栄商会 中央区日本橋小網町 内航輸送・港湾運送
エム・エヌ・コンサル 中央区日本橋小網町 サービス
株式会社ニッテイ建築設計 中央区日本橋小網町 建築設計
ヒゲタ醤油株式会社 中央区日本橋小網町
東部ケミカル株式会社 中央区日本橋小網町 工業雑貨販売
新生ビル管理株式会社 中央区日本橋小網町 ビルメンテナンス
杉山商事株式会社 中央区日本橋小網町 食品卸
岡三興業株式会社 中央区日本橋小網町 不動産管理・保険リース
蔵正地所株式会社 中央区日本橋小網町 不動産業
日本システム収納株式会社 東京支店 中央区日本橋小網町 金融
日本コンテック株式会社 中央区日本橋小網町 容器類の販売
株式会社タテノコーポレーション 中央区日本橋小網町
株式会社喜代川 中央区日本橋小網町
明光石油株式会社 中央区日本橋小網町 石油類卸売小売業他
株式会社全国ビジネスセンター 日本橋小網町 保険料等集金業務代行
東洋精糖株式会社 中央区日本橋小網町 精糖．不動産
島商株式会社 中央区日本橋小網町
宗教法人　小網神社 中央区日本橋小網町 神社
名糖株式会社 中央区日本橋小網町 紙加工業
株式会社食品流通システム 中央区日本橋小網町 乳製品販売
日東ビーエムサービス株式会社 中央区日本橋小網町 事務機器販売
株式会社こもりコーポレーション 中央区日本橋小網町 日用品雑貨卸
有限会社桃乳舎 中央区日本橋小網町
日新製糖株式会社 中央区日本橋小網町 製糖
白馬商事株式会社 中央区日本橋小網町
関東こめ油工業組合 中央区日本橋小網町 こめ油組合業務
株式会社醤油会館 中央区日本橋小網町
株式会社アラクリエーション 中央区日本橋小網町 特許権管理
株式会社大同 中央区日本橋小網町 商社
ぺんてる株式会社 中央区日本橋小網町 その他製造業
丸国証券株式会社 中央区日本橋小網町 証券業
東新トレ－ディング株式会社 中央区日本橋小網町 その他商品卸売業
株式会社プロサイド 中央区日本橋小網町 不動産業
ＪＦＣジャパン株式会社 中央区日本橋小網町 貿易業
曹栄化工機株式会社 中央区日本橋小網町 化学機械販売
株式会社ソイルテクニカ 中央区日本橋小綱町 建設業
株式会社山下設計 中央区日本橋小網町 建築設計・整理
全国醤油工業協同組合連合会 中央区日本橋小網町
有限会社リーフ 中央区日本橋小網町 店舗設計
株式会社都市開発エキスパート 中央区日本橋小網町 都市開発
日本テクノシステム株式会社 中央区日本橋小網町 ソフトウエア
岩城製薬株式会社 中央区日本橋小綱町 医薬品
株式会社竹内商店 中央区日本橋小網町



広域化学株式会社 中央区日本橋小網町 商社
株式会社日本情報マート 中央区日本橋小網町 情報サービス
株式会社ライテスト 中央区日本橋小網町 照明器具・部品卸
イースマイル株式会社 中央区日本橋小網町 ソフトウェア開発部
株式会社多言語システム研究所 中央区日本橋小網町 サービス業
株式会社ドーリョク 中央区日本橋小網町 配電工具販売
株式会社大島商店 中央区日本橋小網町 不動産賃貸業
ホテルマネージメントインターナショナル株式会社 中央区日本橋小網町 ホテル業
株式会社アスール 中央区日本橋小網町 貿易業
株式会社フクダ・アンド・パートナーズ 中央区日本橋小網町 建設・不動産・コソーシング業
三富産業株式会社 中央区日本橋小網町 製造
有限会社サン・ビー・シー 中央区日本橋小網町 バイオ関連資材
イワタニ・ケンボロ－株式会社 中央区日本橋小網町 畜産関連事業
株式会社プライムエデュケーション 中央区日本橋小網町 運動指導他
ICTエージェンシー株式会社 中央区日本橋小網町 情報通信業
合同会社プロフモ 中央区日本橋小網町 教材販売
株式会社不動テトラ 中央区日本橋小網町 建設業
株式会社日新ウエルネス 中央区日本橋小網町 娯楽業（スポーツクラブ経営）
川口薬品株式会社 中央区日本橋小網町 化学工業薬品製造
クラフトマン機工株式会社 中央区日本橋小網町 その他
ジャパン・シーズニング株式会社 中央区日本橋小網町 食品（塩)卸売業
株式会社ノスメディア 中央区日本橋箱崎町 印刷関連サービス
ゾイックス株式会社 中央区日本橋箱崎町 情報サービス業
株式会社アクトファースト 中央区日本橋箱崎町 放送サービス業
株式会社髙生綜合設計 中央区日本橋箱崎町 建築設計
ユアサシステムソリューションズ株式会社 中央区日本橋箱崎町 ソフトウェア開発
有限会社長谷川印刷所 中央区日本橋箱崎町 印刷業
株式会社大木通商店 中央区日本橋箱崎町
株式会社丸玉 中央区日本橋箱崎町 不動産管理
株式会社リムジン・パッセンジャーサービス 中央区日本橋箱崎町 旅行業
株式会社日本陶業 中央区日本橋箱崎町
株式会社北国物産 中央区日本橋箱崎町 サービス業
東濱植林株式会社 中央区日本橋箱崎町 林業の育林・販売
株式会社宝田紙工業所 中央区日本橋箱崎町
株式会社ティー・エス・シー防犯システム研究所 中央区日本橋箱崎町 警備業・探偵安全パトロール
株式会社医事出版社 中央区日本橋箱崎町 出版社
日本橋建機株式会社 中央区日本橋箱崎町 ワイヤーロープ建設機
東部ガス株式会社 中央区日本橋箱崎町 瓦斯
東部液化石油株式会社 中央区日本橋箱崎町 瓦斯
銚子瓦斯株式会社 中央区日本橋箱崎町 ガス供給業
有限会社東部興産 中央区日本橋箱崎町 瓦斯
株式会社ジーパワー 中央区日本橋箱崎町 業務請負業
米山商事株式会社 中央区日本橋箱崎町
有限会社布目産業 中央区日本橋箱崎町 不動産
ヤマサＯＲＭ株式会社 中央区日本橋箱崎町 醤油醸造業



株式会社情報創研 中央区日本橋箱崎町 情報処理
株式会社鈴春商店 中央区日本橋箱崎町
株式会社寺坂商店 中央区日本橋箱崎町 金襴
ライジングブル投資顧問株式会社 中央区日本橋箱崎町 投資顧問業
株式会社名倉製作所 中央区日本橋箱崎町
山広印刷株式会社 中央区日本橋箱崎町 印刷
株式会社繊研新聞社 中央区日本橋箱崎町 新聞発行
有限会社ススム不動産 中央区日本橋箱崎町 不動産
株式会社小笠原商店 中央区日本橋箱崎町 繊維製品製造卸
伸栄商事株式会社 中央区日本橋箱崎町 生ゴム・合成ゴム卸売
有限会社染谷総合保険事務所 中央区日本橋箱崎町 保険代理業
日本スプライススリーブ株式会社 中央区日本橋箱崎町 卸売業（建築資材)
株式会社ターミナルエンタープライズ 中央区日本橋箱崎町 料飲業
株式会社日東ボタン 中央区日本橋箱崎町 ボタン・服飾・雑貨
日章鋲螺株式会社 中央区日本橋箱崎町 鋲螺卸
株式会社南信商会 中央区日本橋箱崎町 自動車部品
東成鋼管株式会社 中央区日本橋箱崎町 鉄鋼商社
株式会社三信組 中央区日本橋箱崎町 運輸業
宇山運輸株式会社 中央区日本橋箱崎町 運輸業
ジャパンミヤザキ株式会社 中央区日本橋箱崎町
有限会社つたやクリーニング店 中央区日本橋箱崎町 クリーニング
有限会社塚田商店 中央区日本橋箱崎町 飲食業
丸勝運輸株式会社 中央区日本橋箱崎町 運送業
田中政興業株式会社 中央区日本橋箱崎町 駐車場
株式会社中華・高橋 中央区日本橋箱崎町 食品卸業
鎌田工業株式会社 中央区日本橋箱崎町
株式会社村松 中央区日本橋箱崎町
株式会社い和多 中央区日本橋箱崎町 仕出し屋
株式会社宮田商店 中央区日本橋箱崎町 酒類販売
アライ株式会社 中央区日本橋箱崎町 酒類・食料品卸
株式会社お茶のうちだ 中央区日本橋箱崎町 茶卸業
株式会社ダイトウ 中央区日本橋箱崎町 工業用ゴム製品
東京空港交通株式会社 中央区日本橋箱崎町 交通運輸業
株式会社オラシオン 中央区日本橋箱崎町 貿易（水産物輸入）
有限会社加茂写真事務所 中央区日本橋箱崎町 報道写真撮影等
株式会社ラボ・銀座 中央区日本橋箱崎町 写真の現像焼き付け他
株式会社カイト 中央区日本橋箱崎町 PR業
株式会社アムスエージェンシー 中央区日本橋箱崎町 広告制作業
ワナミ株式会社 中央区日本橋箱崎町 研磨材料
山種不動産株式会社 中央区日本橋箱崎町 不動産賃貸
有限会社リバーン 中央区日本橋箱崎町 建設機械、器具製造販売
(有)ティーキャットシーブイエス 中央区日本橋箱崎町
株式会社クリナム 中央区日本橋箱崎町 ソフトウェア業
一般社団法人地球産業文化研究所 中央区日本橋箱崎町 公益法人
永富産業株式会社 中央区日本橋箱崎町 業務用衣服



東京シティ・エアターミナル株式会社 中央区日本橋箱崎町 不動産業
日本橋中央税理士法人 中央区日本橋箱崎町 税理士業
東部副産株式会社 中央区日本橋箱崎町 サービス業
株式会社ジャパンゴルフオンライン 中央区日本橋箱崎町
株式会社ソーラーハート 中央区日本橋箱崎町 ソーラー販売業
株式会社アークシステム 中央区日本橋箱崎町 情報システム
エヌ・エイチ・アイ株式会社 中央区日本橋箱崎町 貿易業務
ショーボンド建設株式会社 中央区日本橋箱崎町 土木建築工事業
株式会社市新（八百市イシイ） 中央区日本橋箱崎町 青果卸　販売業
株式会社アナログ・アンド・デジタル・エンジニアリング 中央区日本橋箱崎町 管理部
ミカ製版株式会社 中央区日本橋箱崎町 製版印刷
株式会社ハナワトランスポート 中央区日本橋箱崎町 運輸
株式会社シーエーシー 中央区日本橋箱崎町 情報サービス
有限会社ソフトウエアエージェンシー 中央区日本橋箱崎町 コンピューターソフト
株式会社エム・ビー・ティ 中央区日本橋箱崎町 サイン・ディスプレイ製造販売
株式会社ダイナミクス 中央区日本橋箱崎町 電子カルテなど医療・健康関連ソフトの開発販売
株式会社ギャラリー双鶴 中央区日本橋箱崎町 画廊
株式会社タイショーテクノス 中央区日本橋箱崎町 食品添加物製造販売
日機工業株式会社 中央区日本橋箱崎町 機械器具設置
ⅮⅯ三井製糖株式会社 中央区日本橋箱崎町 砂糖製造業
ヤマハサウンドシステム株式会社 中央区日本橋箱崎町 電気通信工事業
株式会社リゾーム 中央区日本橋箱崎町 ソフトウェアの受託開発
株式会社ピース・アーキテクツ 中央区日本橋箱崎町 建築設計
株式会社ＣＡＬＭＯ 中央区日本橋箱崎町 飲食業
株式会社アステージ 中央区日本橋箱崎町 衣料品卸
株式会社箱崎電工 中央区日本橋箱崎町 電気工事業
株式会社エムケーエス 中央区日本橋箱崎町 貨物運行管理業
ヒカリ化学株式会社 中央区日本橋箱崎町 工業用洗浄剤製造販売
株式会社ニューヨー 中央区日本橋箱崎町 卸売業
株式会社BRAST 中央区日本橋箱崎町 建設業
大葉セラム株式会社 中央区日本橋箱崎町 建設業
株式会社升喜 中央区日本橋箱崎町 酒類食品卸売業
株式会社オフィス・ワット 中央区東日本橋 企業制作一部請負
有限会社成島不動産 中央区東日本橋
株式会社綜合システムプロダクツ 東京都中央区東日本橋 サービス業
株式会社アウトワード 中央区東日本橋 サービス業
株式会社浅野保険代理部 中央区東日本橋 損保代理業
JDAI株式会社 中央区東日本橋 サービス業
株式会社レザック 中央区東日本橋 ハンドバック卸売
中里株式会社 中央区東日本橋 非鉄金属
丸進運送株式会社 中央区東日本橋 運送
株式会社秋山商会 中央区東日本橋 文具・雑貨・事務機
株式会社都繊維 中央区東日本橋 洋品雑貨
株式会社三信 中央区東日本橋 文具事務機
株式会社かじやま商事 中央区東日本橋 不動産取引業



丸太屋株式会社 中央区東日本橋 総合衣料卸
ミツワ電機株式会社 中央区東日本橋 電気工事・材料卸
バン工業用品株式会社 中央区東日本橋 ベルト・ホース卸
有限会社カメラ堂 中央区東日本橋 カメラ写真材料
株式会社谷口育子の店 中央区東日本橋 理容美容喫茶
富士エンタープライズ株式会社 中央区東日本橋 機器販売他
株式会社西沢繊維 中央区東日本橋
リファインサービス株式会社 中央区東日本橋 ビルメンテナンス
株式会社食品マーケティング研究所 中央区東日本橋 市場調査
七條紙商事株式会社 中央区東日本橋 紙管原紙・ダンボール原紙販売
株式会社サニーアドヴァンス 中央区東日本橋 車輌整備工場用品販売
航機産業株式会社 中央区東日本橋 寝具
株式会社花生堂 中央区東日本橋 化粧品卸
東京管公学生服株式会社 中央区東日本橋 繊維卸
東京都化粧品・装粧品小売協同組合 中央区東日本橋 協同組合
株式会社斉藤商店 中央区東日本橋 界面活性
東京電設工業株式会社 中央区東日本橋 電気通信工事
一般社団法人日本橋青色申告会 中央区東日本橋 税務協力団体
成田空港高速鉄道㈱ 中央区東日本橋 第三種鉄道事業
株式会社港屋 中央区東日本橋 画商
有限会社宮城館 中央区東日本橋 不動産貸
株式会社マルチテクノロジー 中央区東日本橋 情報処理
株式会社ウエルウエスト 中央区東日本橋 商業施設の開発・経営に係わるコンサルティング
東日本電気エンジニアリング株式会社 中央区東日本橋 電気工事業
昭和紙商事株式会社 中央区東日本橋 紙卸業
株式会社德祥 中央区東日本橋 建設業
株式会社アクトインターナショナル 中央区東日本橋 広告業
株式会社アルガ 中央区東日本橋 タオル卸
株式会社ジャニス 中央区東日本橋 婦人服製造卸
株式会社フレックス・エス・ピー 中央区東日本橋 内装業
株式会社サンメディア 中央区東日本橋 企画制作
株式会社トリル 中央区東日本橋 ベビー用品卸
産業科学株式会社 中央区東日本橋 販売
株式会社エム・エス・ティ 中央区東日本橋 店舗内装業
株式会社寿 中央区東日本橋 貸室業
株式会社アイ・ティ・エス 中央区東日本橋 電気工事業
有限会社相鴨鳥安 中央区東日本橋 飲食
株式会社矢代仁 中央区東日本橋 呉服卸売
株式会社エーエスケー 中央区東日本橋 不動産管理業
トゥルーテンパースポーツ　インク 中央区東日本橋 ゴルフシャフト製造業
株式会社パナックス 中央区東日本橋 広告・宣伝
東京電設工業ＨＤ株式会社 中央区東日本橋 不動産賃貸業
株式会社新山企業 中央区東日本橋 不動産業
株式会社クロス 中央区東日本橋 建築業
株式会社ジーエイチケー 中央区東日本橋 不動産管理



株式会社クルー 中央区東日本橋 ＯＡ機器販売・通信業
有限会社オッズ 中央区東日本橋 半導体販売・飲食業
株式会社ｷｯｺｰﾏﾝ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 中央区東日本橋 サービス
有限会社石塚酒店 中央区東日本橋 酒類販売
一般社団法人日本臨床検査薬協会 中央区東日本橋 製薬協会
株式会社アイエヌエー 中央区東日本橋 印刷業
山本内外特許事務所 中央区東日本橋 特許事務所
相互織物株式会社 中央区東日本橋
日の出産業株式会社 中央区東日本橋 ボタン・ファスナー卸売業
株式会社サクセス・シード 中央区東日本橋 コンピューターソフトウェア開発
リーセントボックス株式会社 中央区東日本橋 サービス業
全国通信用機器材工業協同組合 中央区東日本橋 協同組合
太陽化工株式会社 中央区東日本橋 金属表面処理剤製造
株式会社プラトン 中央区東日本橋 機械エンジニアリング・環境コンサルタント
矢ノ倉東京株式会社 中央区日本橋横山町 卸売業
株式会社三上産業 中央区日本橋横山町
落合レース株式会社 中央区日本橋横山町 レース
株式会社　WIZU 中央区日本橋横山町 建築設計事務所
財団法人造水促進センター 中央区日本橋横山町 工業用水管理
BTコンサルティング株式会社 中央区日本橋横山町 サービス業
有限会社モード・アイ 中央区日本橋横山町 婦人服卸
有限会社アプスコンサルタンツ 中央区日本橋横山町 計算サービス
株式会社末広 中央区日本橋横山町 宝石・貴金属販売
株式会社東京エコール 中央区日本橋横山町 事務用機械
株式会社コットンボール 中央区日本橋横山町 アパレル製品・ユニホームの企画製造販売
丹波屋株式会社 中央区日本橋横山町 生活雑貨・ファッション卸
有限会社大嶋屋本店 中央区日本橋横山町 袋物かばん
株式会社森本東京店 中央区日本橋横山町
日東タオル株式会社 中央区日本橋横山町 タオル毛布織布
株式会社青柳 中央区日本橋横山町 綜合センター
株式会社みずほ銀行横山町支店 中央区日本橋横山町
有限会社福雅 中央区日本橋横山町 ビル
岩本レース株式会社 中央区日本橋横山町 服飾用レース製造・販売
株式会社西村商店 中央区日本橋横山町 雨具卸
有限会社マークモリシマ 中央区日本橋横山町 衣料品雑貨卸売
株式会社ファッションヴィレッヂ 中央区日本橋横山町 婦人服卸
株式会社三上アパレル 中央区日本橋横山町 作業衣卸
株式会社原利商店 中央区日本橋横山町 被服学生服
三協インタナショナル株式会社 中央区日本橋横山町 貿易
株式会社細谷商店 中央区日本橋横山町 紳士洋品
株式会社上田嘉一郎商店 中央区日本橋横山町 和装総合商社
落合株式会社 中央区日本橋横山町 和装小物
株式会社シモジマ 中央区日本橋横山町 包装用品
株式会社古橋商店 中央区日本橋横山町 靴下手袋
有限会社ウエダ 中央区日本橋横山町 化粧品



株式会社辻和 中央区日本橋横山町 呉服卸業
東洋衣料株式会社 中央区日本橋横山町 子供服
株式会社トーヨー 中央区日本橋横山町 婦人子供服
株式会社丸川屋 中央区日本橋横山町 作業衣足袋学生服
株式会社宮入 中央区日本橋横山町 衣料卸
東京タオル株式会社 中央区日本橋横山町 タオルシーツ
株式会社富士商会 中央区東日本橋 洋品卸
丸三繊商株式会社 中央区日本橋横山町 和装小物ベビー用品
株式会社杉田商店 中央区日本橋横山町 セーターメリヤス
株式会社マンウ 中央区日本橋横山町 帽子
有限会社池忠 中央区日本橋横山町 靴下
株式会社横山町奉仕会館 中央区日本橋横山町
横山町奉仕会 中央区日本橋横山町
坂善商事株式会社 中央区日本橋横山町 ■製服
関東トナミ運輸株式会社 中央区日本橋横山町 一般貨物自動車運送事業
株式会社林屋 中央区日本橋横山町 ビニールタオル小間物
株式会社小泉新之助商店 中央区日本橋横山町 和洋紙卸
株式会社リーチ 中央区日本橋横山町 事務用機器文具
有限会社ライフ企画 中央区日本橋横山町 生損保代理店業
高木佐株式会社 中央区日本橋横山町 漆器全般
株式会社マスター 中央区日本橋横山町 カバン婦人手提
ダイヒロバッグ株式会社 中央区日本橋横山町 ハンドバック袋物
マービー株式会社 中央区日本橋横山町 アパレ－ルファッショ
株式会社ユナイテッドエージェンシー 中央区日本橋横山町 広告代理店
株式会社角石 中央区日本橋横山町 服飾雑貨・皮革衣料品製造卸
新東実業株式会社 中央区日本橋横山町 繊維卸
エコール流通グループ株式会社 中央区日本橋横山町 文具・事務用品卸
株式会社バイタリティエステート 中央区日本橋横山町 不動産賃貸
株式会社ガイア 中央区日本橋横山町 パチンコホール
株式会社ガイア・ビルド 中央区日本橋横山町 建築業
社会福祉法人千歳会 中央区日本橋馬喰町 介護事業
中央タオル株式会社 中央区日本橋馬喰町 タオル卸
株式会社サード・ライン・ネクスト 中央区日本橋馬喰町 インターネット
株式会社エムトレード 中央区日本橋馬喰町 不動産
有限会社古今 中央区日本橋馬喰町 飲食店
株式会社エンコンシェル 中央区日本橋馬喰町 コールセンター
株式会社シーズメン 中央区日本橋馬喰町 繊維小売業
株式会社ユース 中央区日本橋馬喰町 新聞送達業
一般社団法人日本海上起重技術協会 中央区日本橋馬喰町 公益法人
株式会社ユースエンタープライズ 中央区日本橋馬喰町 不動産
日光ケミカルズ株式会社 中央区日本橋馬喰町 化粧品原料卸
アース株式会社 中央区日本橋馬喰町 合成樹脂製品販売及２
株式会社イトー 中央区日本橋馬喰町 その他の化学製品
株式会社井田 中央区日本橋馬喰町 婦人肌着・装粧品卸
三上タオル株式会社 中央区日本橋馬喰町 タオル



溝呂木株式会社 中央区日本橋馬喰町 レース卸
株式会社四宝堂 中央区日本橋馬喰町 文具卸
冨士レース株式会社 中央区日本橋馬喰町 レース機械賃貸
神田商事株式会社 中央区日本橋馬喰町 手芸・和洋裁材料卸
株式会社麗 中央区日本橋馬喰町 婦人服製造卸
株式会社三上旗店 中央区日本橋馬喰町 旗トロフィー製造卸
イーグルノート有限会社 中央区日本橋馬喰町 貸室
株式会社シラカワ 中央区日本橋馬喰町 糸卸問屋
有限会社川上商店 中央区日本橋馬喰町 漆器卸
協同組合東京問屋連盟 中央区日本橋馬喰町 事業協同組合
株式会社松野屋 中央区日本橋馬喰町 靴袋物卸
株式会社アート商事 中央区日本橋馬喰町 通信業
株式会社岡永 中央区日本橋馬喰町 酒類食料品卸
ニットーパック株式会社 中央区日本橋馬喰町 透明包装材加工販
株式会社エトワール海渡 中央区日本橋馬喰町 卸
大日精化健康保険組合 中央区日本橋馬喰町 健康保険組合
中庄株式会社 中央区日本橋馬喰町 和洋紙卸
株式会社ナカトミ 中央区日本橋馬喰町 健康食品卸売業
第一高周波工業株式会社 中央区日本橋馬喰町 金属熱処理業
有限会社茄子倉ビル 中央区日本橋馬喰町 不動産管理
富士電気興業株式会社 中央区日本橋馬喰町 電気機械器具卸売業
株式会社三栄国際 中央区日本橋馬喰町 衣料製造販売
株式会社ユースメディア 中央区日本橋馬喰町 広告代理店
株式会社エバーメイト 埼玉県春日部市豊野町 理美容器材の卸売業
一般社団法人　雇用問題研究会 中央区日本橋馬喰町 出版業
株式会社フォーサイト 中央区日本橋馬喰町
税理士法人　おおたか 中央区日本橋馬喰町
株式会社ノアワールド 中央区日本橋馬喰町 子供服製造・卸
株式会社アスモ建築事務所 中央区日本橋馬喰町 一級建築事務所
サンキョーニット株式会社 中央区日本橋馬喰町 衣料品卸
株式会社フェルテ 中央区日本橋馬喰町 卸売業
株式会社ユアーズ・トレード 中央区日本橋馬喰町 LED照明製造
モダンロイヤル株式会社 中央区日本橋馬喰町 健康器具卸販売
東洋施設株式会社 中央区日本橋馬喰町 設備工事
株式会社カトリ 中央区日本橋馬喰町 アクセサリー製造卸
大和化成株式会社 中央区日本橋馬喰町 卸売・商社
穂高株式会社 中央区日本橋馬喰町 織物卸クリ－ニング
有限会社吉田薬局 中央区日本橋馬喰町 薬局
株式会社フクモト 中央区日本橋馬喰町 袋物鞄卸
前商事株式会社 中央区日本橋馬喰町 糸卸
株式会社鳳凰軒 中央区日本橋馬喰町 北京料理
有限会社双栄 中央区日本橋馬喰町 不動産管理
カサマ香料株式会社 中央区日本橋馬喰町 香料
中桜印刷株式会社 中央区日本橋馬喰町 印刷
東横イン神田秋葉原 中央区日本橋馬喰町 ビジネスホテル業



東和電機株式会社 中央区日本橋馬喰町 電子部品卸売
公益財団法人朝日生命 成人病研究所附属医院 中央区日本橋馬喰町 研究所および医院
優美社産業株式会社　東京支店 中央区日本橋馬喰町 鞄袋物製造業
株式会社マルゴ 中央区日本橋馬喰町 ネクタイ製造卸
株式会社トータル企画 中央区日本橋馬喰町 保険代理業
株式会社アクロス 中央区東日本橋 情報処理サービス
株式会社ウイングアイ．エヌ．ティ 中央区日本橋馬喰町 婦人服飾品卸
株式会社りぶはあと 中央区日本橋馬喰町 輸入インテリア卸
東京実業健康保険組合 中央区東日本橋 健康保険組合
有限会社東実医療共済会 中央区東日本橋 保険代理業
株式会社山崎 中央区東日本橋 和装小物卸売業
株式会社ビーイズム 中央区東日本橋 卸売業
株式会社シグマソフトウェアソリューションズ 中央区東日本橋 ソフトウェア業
株式会社ケミクレア 中央区東日本橋 化学工業薬品
株式会社時設計 中央区東日本橋 建築設計
株式会社戸田商店 中央区東日本橋
株式会社飯島商店 中央区東日本橋
株式会社田原 中央区東日本橋
一般社団法人　東京滋賀県人会 中央区東日本橋
大和鋼帯株式会社 中央区東日本橋 鉄鋼
安田不動産株式会社 中央区東日本橋 不動産賃貸業
有限会社川名薬局 中央区東日本橋 薬局
帝国絲業株式会社 中央区東日本橋
矢部株式会社 中央区東日本橋 寝具
株式会社橘モーター商会 中央区東日本橋 自動車整備
株式会社アデスト 中央区東日本橋 野外広告業
山一織物株式会社 中央区東日本橋
昱株式会社 中央区東日本橋 課計・施工・水利施設・電気設備
株式会社トウモウ 中央区東日本橋 石油製品
株式会社国土信和 中央区東日本橋 不動産管理
岩佐機械工業株式会社 中央区東日本橋 機械製造
株式会社日本医協 中央区東日本橋 教育産業
株式会社京扇 中央区東日本橋 呉服小売業
東実業株式会社 中央区東日本橋 産業用機器販売
株式会社清和クリーンテクノ 中央区東日本橋 ビルメンテナンス業
社団法人日本施設園芸協会 中央区東日本橋 調査・研究・講演等
株式会社富士ブライダル 中央区東日本橋 貸衣装
日清ヨーク株式会社 中央区東日本橋 乳製品製造販売
株式会社レゾナンツ・テクノロジー 中央区東日本橋
有限会社クロスオーバー 中央区東日本橋 広告業
株式会社清田工業 中央区東日本橋 建築設備業
株式会社パルトネール 中央区東日本橋 経営・人材コンサルティング事業
財団法人東日本橋真宗会堂維持財団 中央区東日本橋
株式会社ドムコス 中央区東日本橋 OA・通信機器販売・内装・オフィス家具販売
株式会社ウェーブ２１ 中央区東日本橋 映像放映



株式会社杢和 中央区東日本橋 建築設計・施行
株式会社三光通信 中央区東日本橋 電気通信工事業
株式会社カリブー 中央区東日本橋 広告制作
日特建設株式会社 中央区東日本橋 建設業
株式会社ふらここ 中央区東日本橋 小売業
株式会社ティエーエンジニアリング 中央区東日本橋 情報システム
アイ・ティ・リンク株式会社 中央区東日本橋 人材派遣業
櫻正宗株式会社 東京支店 中央区東日本橋 酒類製造業
株式会社K－３ 中央区東日本橋 警備業
株式会社小島商店 中央区東日本橋
株式会社エフ・エフ・ファクトリー 中央区東日本橋 卸売小売
小沢株式会社 中央区東日本橋 紳士婦人卸売
株式会社東宮建築設計事務所 中央区東日本橋 建築設計
ノイトリック株式会社 中央区東日本橋 電子部品輸入
一般財団法人日本花普及センター 中央区東日本橋 花企業会団体
株式会社長坂不動産 中央区東日本橋 不動産賃貸業
ゴンドラ工業株式会社 中央区東日本橋 ボタン販売
株式会社綜合積算 中央区東日本橋 建築積算
ゴンドラ商事株式会社 中央区東日本橋 服飾品．販売業
ユモト興業株式会社 中央区東日本橋 不動産業
ヒガシマルインターナショナル株式会社 中央区東日本橋 水産物販売
株式会社丸大商店 中央区東日本橋 呉服卸
有限会社平松 中央区東日本橋 衣料品卸
大東産業株式会社 中央区東日本橋 総合商社
堀越ネクタイ株式会社 中央区東日本橋 ネクタイ製造
大洋自動車販売株式会社 中央区東日本橋 サービス業．自動車修
協和自動車株式会社 中央区東日本橋 自動車整備
東京ニットファッション健康保険組合 中央区東日本橋 健康保険組合
株式会社プリマ楽器 中央区東日本橋 楽器卸
株式会社イマムラ興産 中央区東日本橋 メリヤス卸
山田富士夫税理士事務所 中央区東日本橋 税理士
小松和株式会社 中央区東日本橋 繊維卸
金亀糸業株式会社 中央区東日本橋 シルク衣料・手芸用品販売
ケーワンビルサービス有限会社 中央区東日本橋 人材派遣業
京橋紙業株式会社 中央区東日本橋 紙卸売業
丸信商事株式会社 中央区東日本橋 婦人服用裏地その他
株式会社オクトン 中央区東日本橋 ロータリー用品の販売
株式会社サンプラント 中央区東日本橋 管工事業
株式会社ニカヤコーポレーション 中央区東日本橋 卸業（建具家具金物）
共栄海運株式会社 中央区東日本橋 海運業
東京交通サービス株式会社 中央区東日本橋 建設業その他サービス業
キシユニバース株式会社 中央区東日本橋 繊維卸
東京フラワーデザイン株式會社 中央区東日本橋 サービス業
日本エドテック株式会社 中央区東日本橋 建設業
株式会社イエスリフォーム 中央区日本橋久松町 リフォーム業・WEB制作業



株式会社木下ビル 中央区日本橋久松町 貸ビル
株式会社秋山商店 中央区日本橋久松町 広小巾織物
株式会社大沼商店 中央区日本橋久松町 荷造材料小売
株式会社久松商事 中央区日本橋久松町 不動産
株式会社富士建築設計事務所 中央区日本橋久松町 建築設計
有限会社蔵前企画 中央区日本橋久松町 不動産業
有限会社池本運送店 中央区日本橋久松町 運送業
堀井株式会社 中央区日本橋久松町 浴衣卸
株式会社中村和商店 中央区日本橋久松町 メリヤス卸
ピジョン株式会社 経理部 中央区日本橋久松町 その他製造
株式会社ナヲエ 中央区日本橋久松町 タオル卸
株式会社佐藤万 中央区日本橋久松町 織物加工卸
株式会社エスビーエム 中央区日本橋久松町 ビルメンテナンス業
コスギ株式会社 中央区日本橋久松町 ベビー用品卸
株式会社丸上 中央区日本橋久松町 高級呉服卸
テイ・エス・テイ・こけし 中央区日本橋久松町 飲食業
株式会社カーベル 中央区日本橋久松町 自動車販売ネットワーク業
ピジョンハーツ株式会社 中央区日本橋久松町 サービス業
千創株式会社 中央区日本橋久松町 呉服卸
有限会社シュアオフィス 中央区日本橋久松町 保険代理店
堀内硝子株式会社 中央区日本橋久松町 硝子・ﾎﾟﾘ容器販売
一般社団法人日本配線システム工業会 中央区日本橋久松町 同業者団体
株式会社ダイチシステム 中央区日本橋久松町 ＯＡ機器販売及び保守
カネツ商事株式会社 中央区日本橋久松町 金融　食品生物
株式会社ソフトアンドハード・デバイス 中央区日本橋久松町 情報サービス
株式会社城屋 中央区日本橋久松町 革小物製造・卸
ビィデザイン株式会社 中央区日本橋久松町 サービス業
ＭＯＲＥ　Medical株式会社 中央区日本橋久松町 医療品等の開発等の支援
シュウシン合同会社 中央区東日本橋 不動産賃貸業
オーツカ鉄鋼販売株式会社 中央区日本橋久松町 鉄鋼製品卸売
株式会社ビー・エム・総合リース 中央区日本橋久松町 卸売業
株式会社ヤマショウ 中央区日本橋久松町 ビル賃貸業
オーエス開発有限会社 中央区日本橋室町 不動産業
株式会社クリオス 中央区日本橋久松町 化粧品製造業
株式会社一徹 中央区日本橋久松町 飲食店
研三商事株式会社 中央区日本橋久松町 食品添加物他卸販売
株式会社アイワン 中央区日本橋久松町 損害保険代理業
株式会社大橋 中央区日本橋浜町 印章　ゴム印
株式会社池田商店 中央区日本橋浜町 硝子卸
株式会社花岡海苔店 中央区日本橋浜町 海苔卸
株式会社かめや 中央区日本橋浜町 文房具小売
株式会社マイパックエステイト 中央区日本橋浜町 ボ－ル箱加工
株式会社ヒロタデ－タ－サ－ビス 中央区日本橋浜町 情報処理サービス
広田電算管理株式会社 中央区日本橋浜町 不動産管理
株式会社和田商店 中央区日本橋浜町 卸売業



有限会社サン・カイ・ビ 中央区日本橋浜町 画廊　卸売業
株式会社フォースター 中央区日本橋浜町 内装仕上
株式会社センチュリーエール 中央区日本橋浜町 紳士服卸
株式会社セット 中央区日本橋浜町 その他
圭歯科医院 中央区日本橋浜町 歯科医療
大成鋼管株式会社 中央区日本橋浜町 鋼管継手販売
株式会社大成技建 中央区日本橋浜町 建設業
株式会社リリーフ・トゥーワン 中央区日本橋浜町 保険代理業
有限会社誠啓 中央区日本橋中洲 内装仕上工事
倉谷化学産業株式会社 中央区日本橋中洲 化学薬品卸
株式会社増田クリーニング店 中央区日本橋中洲 クリーニング
株式会社万年屋回漕店 中央区日本橋中洲 港湾運送
株式会社カンセン 中央区日本橋中洲 各種ユニフォーム製造卸
一般社団法人　ＰＭＩ日本支部 中央区日本橋中洲 プロジェクトマネジメント普及団体
特定非営利活動法人土砂災害防止広報センター 中央区日本橋中洲 広告業
セイノ－通関株式会社 中央区日本橋中洲 通関業
株式会社StudioーDjapan 東京支社 中央区日本橋中洲 映画・映像制作
株式会社大竹 中央区日本橋浜町 タオル製品卸
キヨス薬品株式会社 中央区日本橋浜町 化学品ゴム
有限会社水野美容院 中央区日本橋浜町
マリン・プロテック・サービス株式会社 中央区日本橋浜町 船舶用機器輸出入
東晶商事合同会社 中央区日本橋浜町 卸売り業
株式会社一球 中央区日本橋浜町 スポーツ応援グッズ
有限会社エビスフーズ 中央区日本橋浜町 食品製造・販売
株式会社ユニクレスト 中央区日本橋浜町 内装仕上業
株式会社曙浜町センター 中央区日本橋浜町 菓子製造販売
株式会社ニコリ 中央区日本橋浜町 出版・パズル（数独）提供
株式会社オリエンタル保険サービス 中央区日本橋浜町 保険代理業
株式会社SKY 中央区日本橋浜町 建設業
株式会社エス・ピー・ディー明治 中央区日本橋浜町 内装工事業
新日本空調株式会社 中央区日本橋浜町 製造業
タツア・ジャパン株式会社 中央区日本橋浜町 乳製品の輸入販売
有限会社中央サービス 中央区日本橋浜町 会計・経理業務
株式会社明治座 中央区日本橋浜町 劇場
明治座舞台株式会社 中央区日本橋浜町 舞台製作
株式会社明治座フードコミュニティー 中央区日本橋浜町 飲食業
株式会社東京紙商会館 中央区日本橋浜町 不動産
日本洋紙板紙卸商業組合 中央区日本橋浜町 紙販売業者団体
社団法人日本空気清浄協会 中央区日本橋浜町 公益法人
片貝印刷株式会社 中央区日本橋浜町 印刷
伊藤紅株式会社 中央区日本橋浜町 繊維卸
有限会社風見燃料店 中央区日本橋浜町 燃料商
東瀝青建設株式会社 中央区日本橋浜町 建設業
株式会社出口屋 中央区日本橋浜町 酒類商
東京都味噌工業（協） 中央区日本橋浜町



合資会社大金鳥店 中央区日本橋浜町 鳥肉販売鶏卵卸
ジェントウル施設株式会社 中央区日本橋浜町 不動産業
医療法人社団墨水会 浜町センタービルクリニック 中央区日本橋浜町 診療所
東硝興業株式会社 中央区日本橋浜町 不動産業
株式会社東硝エンタープライズ 中央区日本橋浜町 駐車場
サクラファインテックジャパン株式会社 中央区日本橋浜町 医科機器
株式会社オーシャンフェロー 中央区日本橋浜町 卸売業
株式会社コンベィ・エッセンス 中央区日本橋浜町
有限会社日本橋第一経理事務所 中央区日本橋浜町 経理
アポロロジスティックス株式会社 中央区日本橋浜町
株式会社銀座コリドー 中央区日本橋浜町 不動産管理・飲食業
リストン株式会社 中央区日本橋浜町 卸売業
株式会社Ａ・Ｔマネジメントサポート 中央区日本橋浜町 経営コンサルティング他
三井不動産商業マネジメント株式会社 中央区日本橋浜町 不動産管理業
有限会社長濱デザインオフィス 中央区日本橋浜町 工業デザイン
株式会社アーヌエヌエ 中央区日本橋浜町 その他
保証協会債権回収株式会社 中央区日本橋浜町 その他
株式会社アドービジネスコンサルタント 中央区日本橋浜町 情報サービス業
株式会社古川商店 中央区日本橋浜町
東洋容器株式会社 中央区日本橋浜町
東京金物連合卸商業協同組合 中央区日本橋浜町
株式会社エム・ビー・アイ 中央区日本橋浜町 設備工事業
株式会社曙豊栄 中央区日本橋浜町 菓子製造
有限会社浜町ビル 中央区日本橋浜町 貸ビル
アゲハラベルベット株式会社 中央区日本橋浜町
株式会社イーモリ 中央区日本橋浜町 繊維製品販売
有限会社鳥割烹大金 中央区日本橋浜町
ユニコインターナショナル株式会社 中央区日本橋浜町 サービス業
株式会社中央自動車交通 中央区日本橋浜町 一般乗用旅客自動車（ハイヤー）
株式会社セントラルロ－ズ 中央区日本橋浜町 喫茶
株式会社Ｂ ｔｏ ２１ 中央区日本橋浜町 IT関連
ティ・オ－オ－株式会社 中央区日本橋浜町 総合ビル管理
株式会社プロシャン 中央区日本橋浜町 宿泊業
公益財団法人日本ボールルームダンス連盟 中央区日本橋浜町 ダンスの普及
日本自動車ガラス販売施工事業協同組合 中央区日本橋浜町
公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会 中央区日本橋浜町 ファシリティマネジメント
東京シティ信用金庫日本橋支店 中央区日本橋浜町 信用金庫
フォレストダインシステムズ株式会社 中央区日本橋浜町 コンピューター関連
株式会社和漢生薬研究所 中央区日本橋浜町 健康食品
有限会社サラブレッドインフォメーションシステム 中央区日本橋浜町 軽種馬に関する広告宣伝著述業
株式会社アドヴァンス企画 中央区日本橋浜町 展示装飾
外市株式会社　東京支店 中央区日本橋浜町
有限会社ネオ・ファクトリー 中央区日本橋浜町 切文字業
株式会社三谷栄亮商店 中央区日本橋浜町 米穀商
株式会社全日警 中央区日本橋浜町 警備業



有限会社村松王冠製作所 中央区日本橋浜町 王冠製造
株式会社東京洋菓子倶楽部 中央区日本橋浜町 菓子製造販売
株式会社ピーアンドエム 中央区日本橋浜町 小売業
株式会社全日警ビルサービス 中央区日本橋浜町 ビルメンテナンス業
アンス電設株式会社 中央区日本橋浜町 電気工事
ネオ・アート株式会社 中央区日本橋浜町 建築デザイン
有限会社山田商店 中央区日本橋浜町 繊維製品卸
株式会社プラザマーム 中央区日本橋浜町 不動産管理
昭和西川株式会社 中央区日本橋浜町 寝具類卸
社団法人海外運輸協力協会 中央区日本橋浜町
京極運輸商事株式会社 中央区日本橋浜町 運輸荷役･石油類ドラム販売修理
株式会社大山 中央区日本橋浜町
東横イン日本橋浜町明治座前 中央区日本橋浜町 ホテル業
株式会社デフト 中央区日本橋浜町 イベント企画・コンサルト
サンダイヤ株式会社 中央区日本橋浜町 食品添加物卸売業
アークス株式会社 中央区日本橋浜町 卸売業
株式会社小林彪商店 中央区日本橋浜町
清水ネーム株式会社 中央区日本橋浜町 織ネーム卸売
有限会社リヴィンゴ 中央区日本橋浜町 ビル賃貸
木村実業株式会社東京店 中央区日本橋浜町
三広アステック株式会社 中央区日本橋浜町 ステンレス販売
日本薬興株式会社 中央区日本橋浜町 医療用具の製造販売
人形町コンサルティング 中央区日本橋浜町 サービス業
株式会社J-ALIVE 中央区日本橋浜町 製造業
有限会社内田製作所 中央区日本橋浜町 ガス風呂製造
タチバナアーツ管理株式会社 中央区日本橋浜町 寝具類卸売業
株式会社ギンビス 中央区日本橋浜町 菓子製造
中央商工株式会社 中央区日本橋浜町 薬品容器卸
三井電気工業株式会社 中央区日本橋浜町 家電販売工事
有限会社福田 中央区日本橋浜町 紋章上絵業
株式会社升吉 中央区日本橋浜町 酒類商
日東金属工業株式会社 中央区日本橋浜町 金属製造
株式会社スタンダ－ドメタル商会 中央区日本橋浜町 非鉄金属販売
株式会社 panch&Co. 中央区日本橋浜町 卸売業
株式会社三喜商会 中央区日本橋浜町 製菓原材料
株式会社ダイマス 中央区日本橋浜町 総合工事業
株式会社東横イン 東京駅新大橋前 中央区日本橋浜町 ビジネスホテル業
有限会社キタムラ工務店 中央区日本橋浜町 建設業
加藤ステンレス科学株式会社 中央区日本橋浜町 ステンレス製容器の販売
ラウンドネット株式会社 中央区日本橋浜町 サービス業
株式会社ネバー 中央区日本橋浜町 リフォーム・卸売輸出入その他
株式会社関谷健不動産販売 中央区日本橋浜町 不動産仲介業
元暉綜合商業服務株式会社 中央区日本橋浜町 商社
株式会社テルショウ 中央区日本橋浜町 繊維販売
株式会社建設技術研究所 中央区日本橋浜町 コンサルタント業（設



株式会社ディスカバリープラス 中央区日本橋浜町 その他
クレハサービス株式会社 中央区日本橋浜町 その他の各種
株式会社京都産業センター 中央区日本橋浜町 不動産
一般財団法人全日本マーガリン協会 中央区日本橋浜町
公益財団法人　日本食品油脂検査協会 中央区日本橋浜町 食品分析
株式会社羽久 中央区日本橋浜町 粧装品卸
有限会社松の湯 中央区日本橋浜町 浴場
東京鶏卵株式会社 中央区日本橋浜町 鶏卵
株式会社化学工業日報社 中央区日本橋浜町 新聞業
ハマノインターナショナル株式会社 中央区日本橋浜町 製薬コンサルタント
三和産業株式会社 中央区日本橋浜町 プラスティック
株式会社津多屋 中央区日本橋浜町 食肉卸
株式会社ベスパ 中央区日本橋浜町 二輪車販売
株式会社日報化学品法規情報センター 中央区日本橋浜町 情報サービス業
有限会社ミヤギ計算センター 中央区日本橋浜町
株式会社ミヤギビル 中央区日本橋浜町 貸しビル
株式会社ティ・エヌ・ケイ企画 中央区日本橋浜町 不動産管理
有限会社山崎 中央区日本橋浜町 製紙原料
加納ゴム株式会社 中央区日本橋浜町 ゴム製品卸
菱光サービス株式会社 中央区日本橋浜町 卸売業及び損保代理業
株式会社平田 中央区日本橋浜町 貸しビル業
有限会社化学品イー・データ開発 中央区日本橋浜町 デジタル情報販売及び広告
河淳株式会社 中央区日本橋浜町 卸売業
株式会社東京にいたか屋 中央区日本橋浜町 食品製造卸業
アラマークユニフォームサービスジャパン株式会社 中央区日本橋浜町 サービス業
有限会社角匠アートギャラリー 中央区日本橋浜町 美術品商
株式会社網屋 中央区日本橋浜町 その他
公益財団法人コーセーコスメトロジー研究財団 中央区八重洲
株式会社廣瀬商会 中央区八重洲 繊維
株式会社ニチリョク 中央区八重洲 サービス
株式会社ＧＭ INVESTMENTS 中央区八重洲 機械卸売業を傘下に持つ株会社
信金中央金庫 中央区八重洲 金融業
槇町商事株式会社 中央区八重洲 貸しビル
エヌ・ディー・エー株式会社 中央区八重洲
東京建物株式会社 中央区八重洲 不動産貸し付け管理
HRM東京社会保険労務士法人 中央区八重洲 サービス業
ピーエーエス株式会社 中央区八重洲 エンジニアリング事業
株式会社泰興楼 中央区八重洲 中華料理
株式会社矢満登 中央区八重洲 料理・不動産他
有限会社はし本 中央区八重洲 うなぎ蒲焼き
有限会社ビーアンドイーサービス 中央区八重洲 マージャン
日本不動産株式会社 中央区八重洲 不動産貸し付け
互福興業株式会社 中央区八重洲 遊技場他
香川ビルディング株式会社 中央区八重洲 貸しビル
株式会社産業機電 中央区八重洲 機械販売



アーバンドゥ・トーヨー株式会社 中央区八重洲 不動産業
株式会社ローゼンホーフ 中央区八重洲 その他小売業
ティー・エム・エス・ジャパン株式会社 中央区八重洲 貿易.輸入.入販売
株式会社エムビーアール 中央区八重洲 不動産管理
医療法人社団昌晃会 中央区八重洲 歯科医業
株式会社ＪＲ東日本ﾃｸﾉﾊｰﾄ TESSEI 中央区八重洲 国電客車清掃
株式会社龍名館 ホテル龍名館東京 中央区八重洲 ホテル業
トラスト・レジデンス株式会社瑞鳳 中央区八重洲 不動産業
株式会社ふくべ 中央区八重洲 飲食
コンタツ株式会社 中央区八重洲 酒類缶詰卸売
日本ラムダ株式会社 中央区八重洲 通信機器販売
株式会社守谷商会 中央区八重洲 商社（各種機械類の販売)
株式会社日本システムサービス 中央区八重洲 運送業
電工興産株式会社 中央区八重洲 商業および倉庫業
株式会社しんきん 情報システムセンター 中央区八重洲 情報サービス
株式会社アミックス 中央区八重洲 不動産管理
上野税理士法人 中央区八重洲 税理士
株式会社JARA 中央区八重洲 リサイクル部品流通・システム運用
サンディック株式会社 中央区八重洲 製造業（プラスチックシート類の製造販売）
田中土地管理株式会社 中央区八重洲 不動産管理業
国分グループ本社株式会社 中央区日本橋 食料品販売
国分トラスト株式会社 中央区日本橋
平成ビルディング株式会社 中央区日本橋 不動産
株式会社細田協佑社 中央区日本橋 不動産
株式会社栄太楼総本舗 中央区日本橋 食品
株式会社三陽 中央区日本橋 不動産管理
柏原紙商事株式会社 中央区日本橋 紙販売
株式会社黒江屋 中央区日本橋 漆器小売
株式会社日本橋紫山堂 中央区日本橋小舟町 印刷
株式会社西川 中央区日本橋 寝具卸
株式会社日本橋東洋 中央区日本橋 レストラン
金子架設工業株式会社 中央区日本橋 建設
三根株式会社 中央区日本橋 不動産貸付
栄太楼雪月花株式会社 中央区日本橋 飲食業
川光商事株式会社 中央区日本橋 食料品卸
柏光管理株式会社 中央区日本橋 ビル管理事務の受託
有限会社うさぎや 中央区日本橋 製菓業
三和交易株式会社 中央区日本橋
柏原ビル株式会社 中央区日本橋 貸室業
株式会社小洞天 中央区日本橋 飲食業
株式会社セリク 中央区日本橋 コンサルタント
東新住販株式会社 中央区日本橋 不動産
日本機器鋼業株式会社 中央区日本橋 油圧エレベーター製販
株式会社日本機材 中央区日本橋 仮設機材レンタル業
パルド株式会社 中央区日本橋 派遣業・人材派遣業



株式会社ネクストムーブアドバイザーズ 中央区日本橋 サービス
株式会社テュースリー 中央区日本橋 美容業
日本橋ビルサービス株式会社 中央区日本橋 清掃業務
株式会社ＮＥＴ-ＩＮＧ 中央区日本橋 サービス業
株式会社コンチネンタル 中央区日本橋 輸入品卸売
東京中央経営株式会社 中央区日本橋 経営コンサルティング
株式会社三井不動産ｱｺﾓﾃﾞｰｼｮﾝﾌｧﾝﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 中央区日本橋 不動産運用業
有限会社ｆｉｎｏ 中央区日本橋 飲食・貸しビル
株式会社福田総合研究所 中央区日本橋 コンサルティング
三省物産株式会社 中央区日本橋 合成樹脂
ショーテック株式会社 中央区日本橋 製造業
株式会社JMI 中央区日本橋 不動産業
レイボルド株式会社 中央区日本橋 機械販売
株式会社和泓ホールディングス 中央区日本橋 その他
日伸海運株式会社 中央区日本橋 海運業
合同会社ｸﾘｴｲﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ 中央区日本橋 建設業
株式会社双葉ホールディングス 中央区日本橋 広告代理業
株式会社山本山 中央区日本橋 茶・のり販売
昭栄通商株式会社 中央区日本橋 輸出入代理
山本山インスタント食品株式会社 中央区日本橋
住友化学株式会社 中央区日本橋 総合科学メーカー
ＭＥＡＮＩＮＧＦＵＬ　ＷＡＹ株式会社 中央区日本橋 サービス業
ライオンファイル株式会社 中央区日本橋 製造
帝国繊維株式会社 中央区日本橋 繊維製品の製造加工
赤木屋ホールディングス株式会社 中央区日本橋
株式会社三井住友銀行 東京中央支店 中央区日本橋 金融
株式会社癌と化学療法社 中央区日本橋 出版
NS建材薄板株式会社 中央区日本橋 卸売業
株式会社石黒保険事務所 中央区日本橋 保険業
日邦商事株式会社 中央区日本橋 不動産
株式会社群馬銀行東京支店 中央区日本橋
日本橋プラザ株式会社 中央区日本橋 貸ビル
株式会社高島屋日本橋店 中央区日本橋 百貨店
輸入食糧協議会事務局 中央区日本橋
協和通商株式会社 中央区日本橋 食品卸売業
豊商事株式会社 中央区日本橋
株式会社いけ増日本橋店 中央区日本橋 飲食
共立株式会社 中央区日本橋 保険代理
有賀商事株式会社 中央区日本橋 寿司
柳屋開発株式会社 中央区日本橋 貸しビル
柳屋不動産株式会社 中央区日本橋 不動産業
株式会社柳屋総本店 中央区日本橋 化粧品
柳屋ビルディング株式会社 中央区日本橋 不動産
株式会社幸栄社 中央区日本橋 不動産業
富士フィルター工業株式会社 中央区日本橋 フィルターの製造販売



三ツ星ベルト販売株式会社 中央区日本橋 商社
ブリヂストンケービージー株式会社 中央区日本橋 商社
マルサ商事株式会社 中央区日本橋 商事会社
セントラル石油瓦斯株式会社 中央区日本橋 ＬＰガス卸売業
税理士法人蔵人会計事務所 中央区日本橋
貸ビル日都商事株式会社 中央区日本橋 不動産
共立インシュアランス・ブローカーズ株式会社 中央区日本橋 保険ブローカー
太陽生命保険株式会社 中央区日本橋 保険業
株式会社クレコム 中央区日本橋 サービス
東京中央印刷株式会社 中央区日本橋 印刷業
積水メディカル株式会社 中央区日本橋 薬製造販売
株式会社新広社　東京支社 中央区日本橋 広告代理店
アイテックソリューションズ株式会社 中央区日本橋 サービス業
日産化学株式会社 中央区日本橋 化学工業
地球資源エネルギー株式会社 中央区日本橋 その他
CWロジスティックス株式会社 中央区日本橋 サービス業
エステック株式会社 中央区日本橋 機械搬送・製造
株式会社一六堂 中央区日本橋 飲食店経営
株式会社プログレス 中央区日本橋 総合人材サービス
コーセートラベルリテール株式会社 中央区日本橋 化粧品卸業
中西不動産株式会社 中央区日本橋 ビル貸室業
中西瀝青ホールディングス株式会社 中央区日本橋 不動案賃貸・管理
株式会社七洋商会 中央区日本橋 重電機器販売代理店
株式会社商事法務 中央区日本橋 出版業
モリカ商事株式会社 中央区日本橋 石油製品類卸
株式会社八重洲コンタクトレンズ 中央区日本橋 眼鏡他
株式会社中條企画 中央区日本橋 印刷
株式会社ゆかり 中央区日本橋 割烹
三晶実業株式会社 中央区日本橋 貿易業
有限会社岩上 中央区日本橋 不動産管理
合資会社いづみや 中央区日本橋 飲食
メルクロス株式会社 中央区日本橋 砂糖・綿花・不動産
廣瀬不動産株式会社 中央区日本橋 繊維
東亜商行株式会社 中央区日本橋 不動産貸室管理
雅陶堂ギャラリー株式会社 中央区日本橋 絵画売買
株式会社エル・ステージ 中央区日本橋 不動産業
株式会社ファイネット 中央区日本橋 通信システムの運営
株式会社壷中居 中央区日本橋 古美術商
株式会社水戸忠 中央区日本橋 美術商
有限会社吉野鮨本店 中央区日本橋 飲食店
株式会社武揚堂 目黒区碑文谷 地図出版
株式会社田中商店 中央区日本橋 印刷材料
株式会社横井春風洞 中央区日本橋 美術品の売買
有限会社西洋料理　島 中央区日本橋 飲食業
株式会社トータルビルメンテナンス 中央区日本橋 建物保守管理



株式会社コーセー　　総務部 中央区日本橋 化粧品製販
有限会社星野印房 中央区日本橋 印章一般
株式会社くりはら 中央区日本橋 美術品商・貸室
コーセー化粧品販売株式会社 中央区日本橋 化粧品販売
株式会社一番星画廊 中央区日本橋 美術品商
株式会社ギャラリーこちゅうきょ 中央区日本橋 貸画廊他
有限会社みずほ 中央区日本橋 鮨
株式会社すし鉄 中央区日本橋 鮨
株式会社古山商店 中央区日本橋 喫茶・パン・タバコ
株式会社瀬津雅陶堂 中央区日本橋 古美術商
株式会社ヨシザワ 中央区日本橋 学校制服製販
吉浜興産株式会社 中央区日本橋 建設資材の卸売業
金田不動産株式会社 中央区日本橋 貸しビル
日本冶金化学工業株式会社 中央区日本橋 電子計測器輸入販売
株式会社山川商会 中央区日本橋 貸しビル
丸十不動産有限会社 中央区日本橋 貸室
エヌエスエステート株式会社 中央区日本橋 不動産賃貸管理
ビューティサポー株式会社 中央区日本橋 化粧品製造卸販売業
株式会社ペシャワール 中央区日本橋 飲食業
王子製鉄株式会社 中央区日本橋 鉄鋼業
中央リネンサプライ株式会社 中央区日本橋 サービス業
新幹線メンテナンス東海株式会社 中央区日本橋 清掃業・運輸業
監査法人日本橋事務所 中央区日本橋
規格工業株式会社 栃木県小山市城東 ネジ類製造卸
クリニプロホールディングス株式会社 中央区日本橋
日建商事株式会社 中央区日本橋 建設管理業
グローカルペットケア株式会社 中央区日本橋 卸売業
株式会社コスモ・コンサルティング・パートナーズ 中央区日本橋 不動産業
西武ポリマ化成株式会社 中央区日本橋 工業用ゴム樹脂等製造販売業
合同会社ルビコン 中央区日本橋 貸会議室
明光産業株式会社 中央区日本橋 合成樹脂製品等の卸売
株式会社トイランド 中央区日本橋 不動産
株式会社ジェイアール東海パッセンジャーズ 中央区日本橋 列車食堂
株式会社ケイ・エム・シー 中央区日本橋 医療
株式会社東都ジャパン 中央区日本橋 ゴルフ会員券売買
東京化学開発株式会社 中央区日本橋 商社（化学品）
東京地区生コンクリート協同組合 中央区日本橋 生コンクリート共同受注販売
株式会社ネオトラス 中央区日本橋 不動産業
多奈か 中央区日本橋 飲食業
公益財団法人　朴龍九育英会 中央区日本橋 育英業
立正工業株式会社 中央区日本橋 鋼構造物工事業
株式会社ルーフィ 中央区日本橋 ネットスーパー企画・運営
マイバックス株式会社 中央区日本橋 情報処理業
興誠監査法人 中央区日本橋 監査法人
西日本鉄道株式会社　東京事務所 中央区日本橋 運送事業、不動産事業、他



JX金属高商株式会社 中央区日本橋
株式会社フジ・マリン 中央区日本橋 海運業
東京ガスライフバルEーDo株式会社 中央区日本橋 ガス機器・販売工事
一般財団法人日本健康開発財団 中央区日本橋 研究調査・健診事業
日本技研工業株式会社 中央区日本橋 卸売り業
ヤマウラ企画開発株式会社 中央区日本橋 不動産
野村證券株式会社 中央区日本橋 証券売買
野村建設株式会社 中央区日本橋 貸室業
中公実業株式会社 中央区日本橋 貸ビル業
木村實業株式会社 中央区日本橋 不動産管理
日本パーカライジング株式会社 中央区日本橋 塗装下地剤
株式会社富士経済 中央区日本橋 調査機関誌
株式会社富士経済ネットワークス 中央区日本橋 マーケティングリサーチ
株式会社富士経済グループ本社 中央区日本橋 マーケティングリサーチ
アズマックス株式会社 中央区日本橋 金属材料製品製造業（みがき棒鋼製造業）
岡三証券株式会社 中央区日本橋 証券業
株式会社正明 中央区日本橋 貸ビル
Ｋ．Ｋ入金 中央区日本橋 飲食業
株式会社たいめいけん 中央区日本橋室町 飲食業
株式会社富士経営開発センター 中央区日本橋 コンサルタント
イスクラ産業株式会社 中央区日本橋 貿易業
株式会社ときわ木 中央区日本橋
株式会社丸の内よろず 中央区日本橋 不動産の売買賃貸他物品販売等
株式会社日本投資環境研究所 中央区日本橋 調査情報サービス
株式会社ファバラ 中央区日本橋 自社商品の企画制作販売卸
社団法人全日本ジュニア体操クラブ連盟 中央区日本橋 社団法人（公益法人）
パーカー技建工業株式会社 中央区日本橋 建設業
株式会社雄元 中央区日本橋 不動産他
パーカー加工株式会社 中央区日本橋 金属表面処理
ＫＡパートナー株式会社 中央区日本橋 その他
株式会社バレンタインブルーコーポレーション 中央区日本橋 飲食店
株式会社岩田商会　東京支店 中央区日本橋 工業薬品　建装材卸売業
三菱倉庫株式会社 中央区日本橋 倉庫業
東京海上日動あんしん コンサルティング株式会社 中央区日本橋 保険代理業
ジェイエスフィット株式会社 中央区日本橋 電子計算業
株式会社日本旅行 中央区日本橋 旅行業
三井化学アグロ株式会社 中央区日本橋 製造業（化学）
さくら東京税理士法人 中央区日本橋 税務・会計
LEADING BOARD 株式会社 中央区日本橋 IT企画サービス
一般社団法人次世代自動車振興センター 中央区日本橋 次世代自動車等の普及促進
ウィルファーム株式会社 中央区日本橋 健康サプリ総合商社
特許業務法人RIN IP Pertners 中央区日本橋 サービス業
アップルオートネットワーク株式会社 中央区日本橋 自動車小売業
高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 中央区日本橋 事務代行
株式会社総合サービス 中央区日本橋 製造業



日本証券業協会 中央区日本橋
株式会社サニクリーン 中央区日本橋 清掃用品の卸売業
ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 中央区日本橋 電力
株式会社高島屋友の会 中央区日本橋 友の会
髙島屋スペースクリエイツ株式会社 中央区日本橋 内装仕上・デザイン設計施工・家具製造販売
大智化学産業株式会社 中央区日本橋 製造業
公益財団法人日本証券経済研究所 中央区日本橋 調査研究機関
有限会社Ｍ・Ｔ・Ｍ 中央区日本橋 建設業
株式会社ハザン商会 中央区日本橋 商会
三和プランニング株式会社 中央区日本橋 ゴルフ会員権売買
株式会社富士交易 中央区日本橋 卸売業
峰栄工業株式会社 中央区日本橋 建設業
一般財団法人油脂工業会館 中央区日本橋
社団法人日本植物油協会 中央区日本橋 植物油産業
日本建築検査協会株式会社 中央区日本橋 民間確認検査機関
大進貿易株式会社 中央区日本橋
峰岸株式会社 中央区日本橋 不動産
大昭興業株式会社 中央区日本橋 不動産貸付
日栄物産株式会社 中央区日本橋 食品他卸
株式会社ムラキ 中央区日本橋 時計部品卸
株式会社オンワード樫山 中央区日本橋 洋服卸売
株式会社東日本銀行 中央区日本橋 相互銀行業
東日本ビジネスサービス株式会社 中央区日本橋 メール業務
峰岸不動産株式会社 中央区日本橋 貸ビル
朝日ビル管理株式会社 中央区日本橋 ビル管理
東邦シートフレーム株式会社 中央区日本橋 金属製品製造販売
株式会社大和システムクリエート 中央区日本橋 サービス業
三井健康保険組合 中央区日本橋 健康保険組合
パーカー熱処理工業株式会社 中央区日本橋 金属熱処理済製造
株式会社九曜 中央区日本橋 貸ビル業
株式会社シンテクノ 中央区日本橋 レンタル業
ALSOKファシリティーズ株式会社 中央区日本橋 サービス業
株式会社斎木印刷所 中央区日本橋
シーケー・マリタイム株式会社 中央区日本橋 海運
有限会社原鉄運送店 中央区日本橋 運送業
株式会社BIOコミュニケーションズ 千代田区神田紺屋町 環境機器卸売業
リリーフほけんナビ株式会社 中央区日本橋 保険代理店
リンベル株式会社 中央区日本橋 カタログギフト販売業
パーカーエンジニアリング株式会社 中央区日本橋 機械器具
株式会社アクティオ 中央区日本橋 建機レンタル業
太陽物産株式会社 中央区日本橋 土木建材卸売
株式会社太陽インターナショナル 中央区日本橋 輸入・卸
株式会社榛原 中央区日本橋
シージーエスター株式会社 中央区日本橋 製造販売
東洋ビューティー株式会社 中央区日本橋 化粧品製造業



株式会社コーンヒルシッピング＆トレーディング 中央区日本橋
社団法人海洋水産システム協会 中央区日本橋 公益）特例民法法人
株式会社ジュリスター・インターナショナル 中央区日本橋 司法書士事務所
三木産業株式会社 中央区日本橋 化学品商社
ビーコミュニケーションズグループ株式会社 中央区日本橋 その他サービス業
株式会社ＡＭＬジャパン 中央区日本橋 輸入販売業
日本洋酒酒造組合 中央区日本橋 酒類製造業者組合
株式会社いなば園 中央区日本橋 卸売業
富士ゲル販売株式会社 中央区日本橋 化学薬品の販売
株式会社エス・エヌ・エフ 中央区日本橋 化学品輸出入
エスアールエス株式会社 中央区日本橋 建機レンタル業
有限会社美国屋 中央区日本橋 飲食・うなぎ
株式会社美和テック 中央区日本橋 工業用ゴム製品販売
株式会社ビービーエム 中央区日本橋
柏木工機株式会社 中央区日本橋茅場町 機械工具卸
フジ日本精糖株式会社 中央区日本橋兜町 精糖
協立食品株式会社 中央区日本橋兜町 食料品販売業
一般社団法人全国直販流通協会 中央区日本橋茅場町
株式会社水上会計プラスサポート 中央区日本橋茅場町 サービス業
弁護士渡辺絢 東京都中央区日本橋兜町 弁護士
株式会社朋和 中央区日本橋茅場町 貸ビル業
株式会社美留土 中央区日本橋兜町 建設業（インテリア関係）
株式会社メテム 中央区茅場町 ソフト開発
共立エコー 東京都中央区日本橋兜町 サービス業
イン・ディテイル株式会社 中央区日本橋茅場町 経理等手続代行
共和証券株式会社 中央区日本橋兜町 証券業
株式会社松よし 江東区富岡 うなぎ食堂
株式会社製粉会館 中央区日本橋兜町 不動産
海外貨物検査株式会社 中央区日本橋兜町 検査業
一般財団法人日本穀物検定協会 中央区日本橋兜町 農産物検定
株式会社松木商会 中央区日本橋兜町 金属材料・卸産業
エスビー食品株式会社 経理ユニット 中央区日本橋兜町 食品香辛料
大成印刷株式会社 中央区日本橋茅場町 製造業
日本リアルプラン株式会社 中央区日本橋兜町 不動産
東京証券取引所　財務部 中央区日本橋兜町
ニチベイサービス株式会社 中央区日本橋兜町 メンテナンス
山和証券株式会社 中央区日本橋兜町 証券業
大和興業株式会社 中央区日本橋兜町 不動産賃貸
平和不動産株式会社 中央区日本橋兜町 不動産業
有限会社セイトク 中央区日本橋兜町 ビルメンテナンス
ロイヤルビル管理株式会社 中央区日本橋兜町 ビルメンテナンス他
株式会社エヌ・エッチ・アイ 中央区日本橋兜町
株式会社全国鉄骨評価機構 中央区日本橋兜町 性能評価
ヤシマ株式会社 中央区日本橋兜町 卸売業
製粉協会 中央区日本橋兜町 製粉業団体



平和不動産プロパティマネジメント株式会社 中央区日本橋兜町 建物管理
一般社団法人　全国鐵構工業協会 中央区日本橋兜町 公益法人
有限会社エヌ・エス・エイサービス 中央区日本橋兜町 損害保険代理業
一般社団法人　日本ペンクラブ 中央区日本橋兜町 文化団体
株式会社バーテムズネットワークス 中央区日本橋兜町 情報処理・出版
日本機械技術株式会社 中央区日本橋兜町 製造業
東陽商事株式会社 中央区日本橋兜町 総合ビル管理
株式会社ストックボイス 中央区日本橋兜町 情報発信業
有限会社リーファース 中央区日本橋兜町 サービス業
株式会社サンケムジャパン 中央区日本橋兜町 商社
一般社団法人　日本病院寝具協会 中央区日本橋兜町
株式会社ベストモールド 中央区日本橋兜町 技術コンサルタント
大陽燃料株式会社 中央区日本橋兜町
三田証券株式会社 中央区日本橋兜町 証券
株式会社ヒューテック 中央区日本橋兜町 サービス業
新興電気株式会社 中央区日本橋兜町 電子材料・電子部品
株式会社ディータイド 中央区日本橋兜町 ソフトウェア開発
新成物産株式会社 中央区日本橋兜町 輸出入、製造、販売
株式会社エムコスミック 中央区日本橋兜町 情報処理
株式会社日金 中央区日本橋兜町 アルミ箱加工製造卸売業
ＲＩＡ　ＪＡＰＡＮおカネ学株式会社 中央区日本橋兜町 投資助言業・相続サポート
株式会社エフ・ユー 中央区日本橋兜町 エネルギーコンサルティング業・派遣業
株式会社ﾌｧﾐﾘｱﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 中央区日本橋兜町 ビルメンテナンス・エンターラインメント
ユニパート株式会社 中央区日本橋兜町 物流
立花商事株式会社 中央区日本橋兜町 貸事務所
第一薬品産業株式会社 中央区日本橋兜町
一般社団法人投資信託協会 中央区日本橋兜町
昭立産業株式会社 中央区日本橋茅場町 建築資材販売・施工
大原海運株式会社 中央区日本橋茅場町 海運仲立業
株式会社甚五郎設計企画 中央区日本橋茅場町 建築設計
丸高工業株式会社 中央区日本橋茅場町 室内装飾
有限会社アイエス企画 中央区日本橋茅場町 ＤＭ発送代行
伊藤機電株式会社 中央区日本橋茅場町 荷役運搬機械販売
株式会社木村海藻店 中央区日本橋茅場町
有限会社アンカーシステムズ 中央区日本橋茅場町 レストラン・カラオケ
八光社梱包運輸株式会社 中央区日本橋茅場町 物流業
株式会社タカギビル 中央区日本橋茅場町 不動産他
小川電工株式会社 中央区日本橋茅場町 電気工事
公益財団法人早期胃癌検診協会 中央区日本橋茅場町 早期胃癌研究他
株式会社スズコー 中央区日本橋茅場町 貸室業
株式会社白水社 中央区日本橋茅場町 展示装置製造
国際商事株式会社 中央区日本橋茅場町 反射鏡製造販売
東陽不動産株式会社 中央区日本橋茅場町 不動産
東京石灰工業株式会社 中央区日本橋茅場町 採石製造
株式会社マキノ出版 中央区日本橋茅場町 出版社



橘工業株式会社 中央区日本橋茅場町 各種パッキング製販
株式会社バイオフロンティアパートナーズ 中央区日本橋茅場町 中小企業投資育成
さわやか信用金庫日本橋支店 中央区日本橋茅場町 金融業
株式会社セントラルマリン商会 中央区日本橋茅場町 海運仲介業
有限会社大和屋商店 中央区日本橋茅場町 製氷燃料販売
社団法人日本芳香族工業会 中央区日本橋茅場町 化学工業団体
有限会社やきとり宮川 中央区日本橋茅場町 飲食業
豊国化成商事株式会社 中央区日本橋茅場町 卸売業
有限会社菊寿司 中央区日本橋茅場町 飲食
株式会社八米商店 中央区日本橋茅場町 青果物販売
株式会社パネル 中央区日本橋茅場町 貿易
松村保産合名会社 中央区日本橋茅場町 不動産賃貸管理
株式会社鉄鋼会館 中央区日本橋茅場町 不動産管理
東洋油脂株式会社 中央区日本橋茅場町 石油販売
株式会社サンヨーフーズ 中央区日本橋茅場町 食品
三昌海運株式会社 中央区日本橋茅場町 海運代理業
株式会社三好不動産鑑定事務所 中央区日本橋茅場町 不動産鑑定
株式会社アンザイ 中央区日本橋茅場町 文具事務用品小売
昭和塗建工業株式会社 中央区日本橋茅場町 塗装業
株式会社市原 中央区日本橋茅場町 革製品
中外電気工業株式会社 中央区日本橋茅場町 製造業
東京証券業健康保険組合 中央区日本橋茅場町 健康保険業務
荒井興業株式会社 中央区日本橋茅場町 印判業
有限会社柴宗 中央区日本橋茅場町 建築材料販売
有限会社山善商会 中央区日本橋茅場町 酒場
大倉興産株式会社 中央区日本橋茅場町 貸しビル・貸し室
株式会社古島 中央区日本橋茅場町 配管資材卸売
兼高商事株式会社 中央区日本橋茅場町 土木工事・飲食業
丸高クラスター株式会社 中央区日本橋茅場町 不動産賃貸他
日本鍍金材料協同組合 中央区日本橋茅場町
東恒産業株式会社 中央区日本橋茅場町 金属製造プラント
ＧＩＶＥ＆ＴＡＫＥ株式会社 中央区日本橋茅場町 不動産売買仲介
株式会社高春堂 中央区日本橋茅場町 封筒製造
中央協同株式会社 中央区日本橋茅場町 損害保険
株式会社全国中小企業会館 中央区日本橋茅場町 貸ビル他
細山熱器株式会社 中央区日本橋茅場町 熱機器製造販売
ケリー電気産業株式会社 中央区日本橋茅場町 電球製造業
株式会社エスキューブ 中央区日本橋茅場町 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｿﾌﾄｳｪｱ開発
日進不動産株式会社 中央区日本橋茅場町 不動産
日中商品検査株式会社 中央区日本橋茅場町 国際貿易・商品検査
株式会社鋼構造出版 中央区日本橋茅場町 出版業
税理士法人　日本橋総合会計 中央区日本橋茅場町 税理士
株式会社中央不動産鑑定所 中央区日本橋茅場町 不動産鑑定
金剛建設株式会社 中央区日本橋茅場町 土木建設
八幸通商株式会社 中央区日本橋茅場町 化学品製造販売



一般社団法人日本鉄鋼連盟 中央区日本橋茅場町 鉄鋼関係
新日本炭素株式会社 中央区日本橋茅場町 製造業
株式会社証券保管振替機構 中央区日本橋兜町 証券保管振替業
朝日石油化学株式会社 中央区日本橋茅場町 化成品製造　塗料・インク
みかわ是山居 江東区福住 飲食業
有限会社茅場町更科丸屋 中央区日本橋茅場町 そば店
株式会社ジェーピーエス 中央区日本橋茅場町 ＰＲに関するサービス
伊藤忠丸紅特殊鋼株式会社 中央区日本橋茅場町 鋼材販売
株式会社スターフィールド 中央区日本橋茅場町 不動産取引業
公益財団法人資本市場研究会 中央区日本橋茅場町 公益法人
株式会社ハクエイエンタープライズ 中央区日本橋茅場町 保険代理店
成和物産株式会社 中央区日本橋茅場町
株式会社オークリンク 中央区日本橋茅場町 各種看板設計施工
フェアフィールドシッピング株式会社 中央区日本橋茅場町 船舶貸渡業
シーエス工業株式会社 中央区日本橋茅場町 喫煙具製造販売
日美商事株式会社 中央区日本橋茅場町 電線・ケーブル化成販売
一般社団法人鋼管杭・鋼矢板技術協会 中央区日本橋茅場町 鉄鋼業界団体（技術）
株式会社トライ・スリー 中央区日本橋茅場町 事業用不動産の仲介と管理
株式会社巧芸社 中央区日本橋茅場町 印刷業
株式会社ｉＮＤ 中央区日本橋茅場町 ネットワーク関連機器
ケーエス工業株式会社 中央区日本橋茅場町 その他
エース不動産株式会社 中央区日本橋茅場町 不動産仲介
株式会社エフビーエス 中央区日本橋茅場町 建設業・ビル管理業ほか
マイクロフィルター株式会社 中央区日本橋茅場町 粉末冶金製品製造業
協同組合大都ビジネスネットワーク 中央区日本橋茅場町 異業種協同組合
株式会社ジャステック 中央区日本橋茅場町 ＩＴサービス
株式会社シー・ザ・シー 中央区日本橋茅場町 不動産
全国通運株式会社 中央区日本橋茅場町 運通に関するサービス業
株式会社パシフィックビジネス 中央区日本橋茅場町 サービス業
物流開発事業協同組合 中央区日本橋茅場町 運送事業協同組
株式会社コンフィデンス 中央区日本橋茅場町 情報処理業
平成タルク株式会社 中央区日本橋茅場町 土石製品製造販売
タイランドフィッシャリージャパン株式会社 中央区日本橋茅場町 貿易業
青樹印刷株式会社 中央区日本橋茅場町 印刷業
コーセー保険サービス株式会社 中央区日本橋茅場町 金融業
セントラルクリニック 中央区日本橋茅場町 診療所
有限会社洋傘研究所 中央区日本橋茅場町 傘製造
日本橋茅場町郵便局 中央区日本橋茅場町
認定NPO法人日本システム監査人協会 中央区日本橋茅場町 システム監査人認定機関
一般社団法人日本溶接材料工業会 中央区日本橋茅場町 溶接材料に関する団体
有限会社TSプロパティ 中央区日本橋茅場町 不動産業
株式会社Poltel 中央区日本橋茅場町 菓子自習室
赤札屋田村商店 中央区日本橋茅場町 物品販売業
株式会社ジェイ・トラッド 中央区日本橋茅場町 卸売業
司法書士法人森実事務所 中央区日本橋茅場町 司法書士業



有限会社東日本財経センター 中央区日本橋茅場町 記帳代行業
銀和徽章株式会社 中央区日本橋茅場町 記章・バッチ・トロフィー販売
有限会社ケイズ・オフィス 中央区日本橋茅場町 不動産業
株式会社三秀 中央区日本橋茅場町 輸送機器製造業
大巧建物管理株式会社 中央区日本橋茅場町 ビル管理
システムパック株式会社 中央区日本橋茅場町 コンピューターソフト開発
株式会社関西金属東京支社 中央区日本橋茅場町 内装業
ホームプランニング株式会社 中央区日本橋茅場町 不動産
クロスバリュー株式会社 中央区日本橋茅場町 ITサービス業
相鉄イン株式会社 相鉄フレッサイン日本橋茅場町 中央区日本橋茅場町 ホテル
千代田ビル管財株式会社 中央区日本橋茅場町 ビル管理
CaN International Holdings株式会社 中央区日本橋茅場町 会計。税務コンサルティング
セントスタッフ株式会社 中央区日本橋茅場町 サービス業
株式会社海外医薬情報研究会 中央区日本橋茅場町 情報サービス
株式会社スリィティ 中央区日本橋茅場町 ＰＲ業
ニューベリービジネスコンサルティング株式会社 中央区日本橋茅場町 金融コンサルティング
神谷設備工業株式会社 中央区日本橋茅場町 建築附帯設備
極東証券株式会社 中央区日本橋茅場町 証券
株式会社いまの 中央区日本橋茅場町 果実喫茶
小浦ビル株式会社 中央区日本橋茅場町 貸ビル
コーセープロフェッショナル株式会社 中央区日本橋茅場町 化粧品卸売業
株式会社茅場町会館 中央区日本橋茅場町 不動産賃貸業
株式会社日本リアリスト 中央区日本橋茅場町 不動産業
合資会社　長寿庵 中央区日本橋茅場町 そば
三和梱包工業株式会社 中央区日本橋茅場町 ワイヤバウンド製販
稲村建設株式会社 中央区日本橋茅場町 建設不動産
株式会社カメジマヤマモト 中央区日本橋茅場町 酒類販売
株式会社ユーエスティー 中央区日本橋茅場町 設備機械製作
株式会社ディジタルデータマネジメント 中央区日本橋茅場町 コンピュータ
株式会社樋口本店 中央区日本橋茅場町 酒類
イエズミ印刷株式会社 中央区日本橋茅場町 印刷
木村實業装備株式会社 中央区日本橋茅場町 家具室内装飾
有限会社大洋軒 中央区日本橋茅場町 飲食
株式会社コズミック 中央区日本橋茅場町 ビル管理
有限会社日原ビル管理事務所 中央区日本橋茅場町
株式会社メディアサービス 中央区日本橋茅場町 安全性試験受諾代理
ジェイアンドエス保険サービス株式会社 中央区日本橋茅場町 損害保険代理業他
日証金信託銀行株式会社 中央区日本橋茅場町 信託銀行業
株式会社信光オールウェイズ 中央区日本橋茅場町 ビルメンテナンス業
株式会社日本ダイレクトプロモーション 中央区日本橋茅場町 広告代理店
日本証券金融株式会社 中央区日本橋茅場町 証券金融
ビルマテル株式会社 中央区日本橋茅場町 建設資材販売
オフィスランディック株式会社 中央区日本橋茅場町 不動産業
株式会社東友 中央区日本橋茅場町 卸売り業
英建産業株式会社 中央区日本橋茅場町 鉄鋼卸売



トプレック株式会社 中央区日本橋茅場町 自動車部分品卸売業
ニックコンピュータサービス株式会社 中央区日本橋茅場町 コンピュータサービス
全電協株式会社 中央区日本橋茅場町 電気保安法人
大同商運株式会社 中央区日本橋茅場町 海運仲立業
株式会社サンヨーパリヤ 中央区日本橋茅場町 販売・加工
東京証券信用組合 中央区日本橋茅場町
株式会社芙蓉商会 中央区日本橋茅場町 ビルメンテナンス業
芙蓉住宅サービス株式会社 中央区日本橋茅場町 マンション管理
立花証券株式会社 中央区日本橋茅場町 証券業
朝日信用金庫日本橋支店 中央区日本橋茅場町 金融
医療法人社団桜緑会 日本橋さくらクリニック 中央区日本橋茅場町
株式会社シーティーエステーマ東京 中央区日本橋茅場町 印刷業
株式会社米建 中央区日本橋茅場町 建築工事業
株式会社赤城 中央区日本橋茅場町 飲食業（焼肉）
マックス・コム株式会社 中央区日本橋茅場町 広告代理店業
株式会社光正 中央区日本橋茅場町
花王株式会社 中央区日本橋茅場町 日用品メーカー
株式会社マスターオブフロンティア 千葉県市川市鬼高 ビルメンテナンス
株式会社梶谷ミート 大阪府大阪市生野区巽中 卸売り業
エス・ディー・エスバイオテック 千代田区神田練塀町 化学（農薬の製造・販売）
明糖倉庫株式会社 千代田区内幸町 倉庫業
有限会社中崎 文京区千石 不動産賃貸業
ニューポート産業株式会社 千葉県千葉市美浜区新港５０番地 倉庫業
合資会社前田忠商店 江東区深川 茶器卸
奥山運輸株式会社 足立区鹿浜 運送業
西村電機株式会社大船工場 神奈川県鎌倉市台 製造販売
株式会社三澤トラスト・インベストメント 中央区湊 不動産業
株式会社装美社 港区南麻布 看板製作
ＮＳステンレス株式会社 千代田区一ツ橋 ステンレス鋼卸売業
株式会社箱根金湯苑 神奈川県足柄下郡箱根町湯本 旅館業
カラオケ館八重洲店 中央区日本橋 サービス業
株式会社タバタホールディングス 千葉県若葉区桜木 その他
エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 港区海岸 情報サービス産業
株式会社ティーエス 品川区北品川 不動産業
株式会社フォーカスピクチャーズ 中央区京橋 映像著作権事業
大同生命保険株式会社 東京支社 中央区日本橋本町 生命保険業
日本羽毛製品協同組合 中央区新川 協同組合
東錦株式会社 中央区新川 建築業
藤田伸一税理士事務所 中央区銀座
堀江知洋税理士事務所 台東区上野
株式会社イースタンマーケティング＆デザインシステムズ 千代田区神田富山町 広告
アドコマットジャバン株式会社 埼玉県加須市新利根 化学工業
有限会社ケーエム企画 埼玉県川口市西川口 内装業
ＢＡＮＹＡＮ　ＴＲＥＥ　ＪＡＰＡＮ 有限会社 港区芝大門
株式会社アクセスセキュリティ 中央区堀留町 防犯設備他



株式会社ナカセン 中央区八丁堀 その他
株式会社ＬＡＭＡＣ 千葉県市川市塩浜 革製品袋物
新日本橋通商株式会社 中央区新川 保険代理業
有限会社共栄塗装 千代田区岩本町 建設業
株式会社スダトモ 中央区京橋 紙器製造
甘糟興産株式会社 千代田区神田西福田町 不動産賃貸
甘糟化学産業株式会社 千代田区神田西福田町 アルコール工業薬品
工藤ポンプサービス株式会社 江戸川区中央 機材修理
株式会社ポラリス 港区三田 その他
有限会社エイチ・ティープログレス 江戸川区清新町 印刷
株式会社八重洲出版 中央区八丁堀 出版業
株式会社八重洲広告 中央区八丁堀 広告
長瀬産業株式会社 千代田区大手町 貿易商事
株式会社キャリママ 台東区小島 サービス業
弘和印刷株式会社 足立区本木南町 印刷業
ヤシマ物流株式会社 神奈川県川崎市多摩区生田 サービス業
株式会社フーズクリエイト 渋谷区本町 飲食業
株式会社ニチノー緑化 中央区日本橋小伝馬町 建設業他
翔天株式会社 中央区八丁堀 NULL
有限会社エス・シー・エス 中央区京橋 システム開発
BFP株式会社 中央区銀座 卸売業
日興リカ株式会社 千代田区神田富山町 化学工業薬品製造
株式会社ランデックス 千葉県船橋市葛飾町 その他
ヤマトマテリアル株式会社 中央区京橋 容器包装システム
平和テクニカ株式会社 中央区日本橋浜町 機械
株式会社かんぽ生命保険東京中央法人支店 港区虎ノ門 金融・保険業
有限会社総務部 世田谷区砧 事務代行業
京葉帝酸株式会社 千葉県船橋市北本町 化学工業
インパクトデザイン 徳島県名西郡石井町高原関 ITサービス
株式会社全国儀式サービス 大田区蒲田
株式会社日本食糧新聞社 中央区八丁堀 新聞発行業
株式会社Life Plant 渋谷区神南
株式会社GARDEN 渋谷区神南
ユニオン化成株式会社 東京都千代田区九段南 化成品販売
ダイプラ・ウィンテス株式会社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 機械卸売業
共和物産株式会社 渋谷区松涛 梱包請負　物資販売
浮間合成株式会社 千葉県佐倉市太田 製造業
川島商事株式会社 墨田区江東橋 和洋紙パッケージ卸売
タイヘイ薬品株式会社 埼玉県浦和市前地 医薬品
株式会社大同マネジメントサービス 中央区日本橋小網町 保険代理業
森下産業株式会社 千代田区岩本町 卸売
越谷化成工業株式会社 千代田区岩本町 顔料製造
川光物産株式会社 千葉県松戸市根本 食料品工芸
株式会社ナスタ 埼玉県行田市富士見町 建物金物他製造販売
株式会社センチュリーテクノコア 千葉県印西市中央南 紳士服製造



丸國不動産株式会社 中央区日本橋小網町 不動産賃貸業
協同乳業株式会社 板橋区板橋 牛乳乳製品製販
旭菱チューブ株式会社 埼玉県行田市真名板 金属加工業
家田貿易株式会社 文京区本郷 理化学研究材料
株式会社カイモン 中央区新川 電子部品の販売
タカラ不動産株式会社 港区芝 不動産管理
日本食品商事株式会社 港区芝
マミデンタルクリニック 中央区日本橋蛎殻町 歯科医業
国際空港上屋株式会社 千葉県成田市新東京国際空港内 保税藏置業
有限会社アイ・ティ・エス 世田谷区大原 テレビ撮影技術
山二証券株式会社 中央区日本橋兜町 証券業
小宗化学薬品株式会社 埼玉県行田市富士見町 化粧品
株式会社サクセスマーケティング 中央区日本橋兜町 出版業
株式会社日本流通産業新聞社 中央区日本橋兜町 新聞発行
ユーキテクノサービス株式会社 福島県いわき市常磐西郷町落合 製造業（化学工業）
株式会社ナユタ 千代田区一番町 化粧品製造卸業
有限会社オフィスせお 千葉県市川市南八幡 生命保険代理店
大原出版株式会社 千代田区西神田 教育事業
有限会社兼新 世田谷区下馬 鮮魚卸
情報環境開発株式会社 世田谷区船橋 コンピュータソフトウエア開発保守
日本プリメロ株式会社 中央区新川 商社
トレックス・セミコンダクター株式会社 中央区新川 半導体開発設計
合同会社エム・シー・アイ 江東区白河 サービス業
有限会社テックインターナショナル 葛飾区高砂
株式会社ジェルニック 千代田区六番町 化粧品卸
横浜企業株式会社 神奈川県横浜市西区平沼 工業薬品製造業
有限会社鋤田事務所 世田谷区経堂 カメラ写真撮影
有限会社エイ・ケイ・エス日本橋 中央区八丁堀 新聞販売
日本ビジネスドック株式会社 文京区後楽 コンサルタント事業
株式会社パーマケム・アジア 神奈川県横浜市西区平沼 化学薬品製造
株式会社エムアイエー 中央区銀座 建築の設計及び監査
株式会社菱華テック 江東区北砂 空調設備及び工業
興産信用金庫人形町支店 中央区日本橋人形町 金融業(信用金庫)
永谷商事株式会社 武蔵野市吉祥寺本町 不動産業・演芸場
株式会社東レリサーチセンター 管理部経理課 中央区日本橋本町
株式会社オネスト 江東区新木場 産業廃棄物収集運搬業
株式会社三谷バルブ 茨城県猿島郡五露町川妻 エアゾールバルブの製造販売並びにプレス加工一般
株式会社三谷精密 茨城県猿島郡五露町川妻 ハンドスプレーポンプの製造・プレス用金型の製造販売
株式会社サン・パーツ 茨城県猿島郡五露町川妻 合成樹脂の成形加工および金型の製作加工
有限会社エムティエヌ 茨城県猿島郡五露町川妻 エアゾールバルブの製造販売並びにハンドスプレーポンプ製造
トーホーサービス株式会社 江戸川区中央 運輸
東京コンクリート株式会社 江東区新砂 生コンクリート製造販売
株式会社日本財産コンサルタンツ 千代田区大手町 コンサルタント業
アイネット株式会社 江東区新砂 ソフトウェアー／ハードウェア販売
だいに不動産株式会社 千代田区鍛冶町 ビル管理貸室



東京フットウェア株式会社 千代田区鍛冶町 靴販売
楽プリ株式会社 中央区東日本橋 昇華染色商品の製造販売
理想科学工業株式会社 東京第一営業所 中央区日本橋堀留町 製造業
中央エフエム株式会社 中央区京橋 報道
西武信用金庫　日本橋支店 中央区日本橋 金融業
東綱商事株式会社 千代田区外神田 石油製品販売業
ノシクミ株式会社 新宿区西早稲田 情報通信
大同生命保険株式会社 中央区日本橋小網町 生命保険業
新栄不動産ビジネス株式会社 新宿区新宿
株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス 中央区日本橋 保険業
株式会社イーキューブ 中央区新川 イベント運営等
株式会社プラシズ 千代田区神田須田町 ソフトウェア開発
株式会社新都心エージェンシー 新宿区西新宿 保険代理業
有限会社マグレインサカムラ商事 埼玉県越谷市南越谷 医療器具卸
ダイヤモンド地所株式会社 新宿区西新宿 不動産業
曙フーズ株式会社 栃木県下野市下坪山 和洋菓子製造販売
株式会社ライフシールド 中央区新川 人材派遣業
株式会社日本経営労務コンサルティング協会 目黒区中目黒 経営コンサルタント業
株式会社五十嵐写真店 中央区新川 営業写真撮影
富士ビジネス株式会社 千代田区丸の内 事務機器
祥洋海商株式会社 中央区新川 海運代理
シズルジャパン合同会社 千代田区大手町 健康食品および化粧品の輸入の市場調査
有限会社パテントブラック 新宿区新宿 特許事務
一般財団法人日本手工芸指導協会 中央区新川 手工芸指導協会
三建商会株式会社 中央区新川 損害保険代理店
有限会社ワークサーブ 埼玉県越谷市越ヶ谷 ライター卸売業
有限会社ミレ－ル 江東区髙橋 婦人服卸
株式会社ブレイバンステクノロジーズ 中央区湊 情報処理
株式会社CHIYO 中央区新川 飲食コンサルティング
和田製糖株式会社 中央区新川 製造業
三井住友海上火災保険株式会社 広域法人部 千代田区神田駿河台 損害保険業
株式会社マックス 中央区銀座 ビルメンテナンス業
日本梱包資材株式会社 墨田区立川 梱包資材及び機器販売
大塚鋼業有限会社 八王子市大楽寺町 建設業
株式会社エムリアル 品川区東五反田 不動産業
岡三情報システム株式会社 台東区浅草橋 情報処理
株式会社きらぼし銀行日本橋支店 中央区日本橋 銀行業
ＣＬＩＮＫＳ株式会社 中央区八丁堀 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｿﾌﾄｳｪｱ開発
株式会社マービー 中央区新川 製造業
株式会社東京ﾌｰﾄﾞﾜｰｸｽ やきとりお喜楽ｺﾚﾄﾞ室町ﾃﾗｽ店 中央区八丁堀 飲食業
三和機械株式会社 千代田区東神田 機械器具の卸売り
株式会社ヤマテコーポレーション 中央区日本橋本町 不動産業
野村アセット・マネジメント株式会社 江東区豊洲 証券投資信託
新豊食品株式会社 千葉県千葉市美浜区新港
中央都税事務所 中央区新富



株式会社榮太楼総本鋪 中央区日本橋
森内合同税理士事務所 中央区日本橋小伝馬町 税理士事務所
村上税理士事務所 中央区日本橋 税理士業
伊藤会計事務所 中央区東日本橋
中島クリニック 中央区日本橋兜町 医業
竹田修税理士事務所 中央区日本橋人形町 税理士
酒井正美税理士事務所 新宿区西新宿 税理士事務所
石井徹税理士事務所 中央区勝どき 税理士事務所
井手政紀税理士事務所 中央区日本橋横山町 税理士事務所
ラムチップ・パートナーズ国際税務会計事務所 日本橋本町 税理士業
青木幸弘税理士事務所 中央区日本橋小伝馬町 税理士
税理士法人宮木会計事務所 中央区日本橋法人会浜町 税理士事務所
多田毅税理士事務所 中央区日本橋蛎殻町 税理士事務
佐藤公認会計士事務所 中央区日本橋小網町 会計業務
二宮歯科医院 中央区日本橋小舟町 歯科
八重洲ヤヨイクリニック 中央区八重洲 医院
室町眼科クリニック 中央区日本橋室町 医業
若狭会計事務所 中央区日本橋浜町 会計業務
長井伸仁税理士事務所 港区虎ノ門
LIFE WELL 中央区日本橋蛎殻町 サービス業
猪股税務会計事務所 中央区日本橋本町 税理士
佐藤公認会計士事務所 中央区日本橋 サービス業
人形町メンタルクリニック 中央区日本橋人形町 診療所（心療内科）
坂藤公認会計士事務所 中央区日本橋室町 公認会計士・税理士
小峰浩一税理士事務所 中央区日本橋 税務・会計
田中まき整形外科 中央区日本橋久松町
税理士　金田正彦事務所 中央区日本橋 税理士業
医療法人社団　旭和会 中央区日本橋 診療所
互井敏勝税理士事務所 中央区日本橋人形町 税理士業
余湖税理士事務所 中央区新富 税理士
菴木一雄税理士事務所 千代田区東神田 税理士
倉持法律事務所 中央区日本橋茅場町 弁護士
弁護士高野浩樹 中央区日本橋浜町 弁護士
須藤デンタルクリニック 中央区東日本橋 歯科医院
姉崎正栄税理士事務所 千代田九段北 税理士
貝守浩税理士事務所 豊島区東池袋 税理士
近藤芳郎税理士事務所 中央区日本橋箱崎町 税理士（個人）
鈴木公認会計士・税理士事務所 中央区日本橋室町 公認会計士・税理士
尾崎法律事務所 中央区日本橋室町 弁護士
新田・天野法律事務所 中央区日本橋蛎殻町 弁護士
後藤眼科 中央区日本橋 眼科医院
高橋税理士事務所 中央区日本橋本町 税理士
家﨑克夫税理士事務所 中央区日本橋大伝馬町 税理士業
ランディック日本橋クリニック 中央区日本橋 医療
中武昭夫税理士事務所 中央区日本橋小舟町 税理士



別部オーラルヘルスケア＆クリニック 中央区日本橋
野原武夫税理士事務所 中央区日本橋人形町 税理士
日本橋Ｆレーザークリニック 中央区日本橋 医療レーザー治療
小林・三浦会計事務所 中央区日本橋人形町 会計事務所
廣川税理士事務所 中央区東日本橋 税理士業
八島司法書士事務所 中央区日本橋堀留町 司法書士
若尾　誠一 練馬区豊玉中 税理士
岡田金一税理士事務所 千葉県佐倉市井野 税理士
神宮司　元税理士事務所 新宿区四谷 税理士
折木栄一税理士事務所 新宿区四谷 サービス業
佐藤宗石税理士事務所 中央区日本橋蛎殻町 税理士
岩田会計事務所 中央区日本橋小網町 会計事務所
澤城教典税理士事務所 中央区日本橋本石町 税理士
小棹ふみ子税理士事務所 千代田区九段北 税理士
古田総合法律事務所 中央区日本橋人形町 弁護士
司法書士法人　森川英太事務所 中央区日本橋蛎殻町 司法書士業
スタジオ　アックス 中央区日本橋人形町 ジュエリーデザイン・制作
大久保勇税理士事務所 中央区新富
山下孝一税理士事務所 中央区日本橋堀留町
鮨一條 中央区東日本橋 飲食業
カモシタデザイン 中央区日本橋蛎殻町 デザイン・不動産賃貸
ギャラリー山咲木 中央区日本橋人形町 美術品販売
和田　睦男税理士事務所 中央区新川 税理士事務所
有賀　文宣税理士事務所 中央区八重洲 税理士事務所
岸本行政書士事務所 中央区日本橋堀留町 サービス業
谷口正樹税理士事務所 港区新橋
日本橋神田法律事務所 中央区日本橋本町 法律事務所
株式会社HEROIC 中央区日本橋小網町 司法書士事務所
ｋデンタルオフィス茅場町 中央区日本橋茅場町 歯科医院
セブンーイレブン日本橋茅場町2丁目店 中央区日本橋茅場町 その他
アイ人事労務研究所 中央区日本橋人形町 社会保険労務士
鈴木文典税理士事務所 千代田区神田小川町 税理士業務
金沢富子事務所株式会社FPﾊﾟｰﾄﾅｰ 港区白金 金融業
オフィスたかやま行政書士法人 中央区日本橋大伝馬町 サービス業
安藤孝夫税理士事務所 中央区日本橋小伝馬町 税理士業
髙島賢守税理士事務所 中央区日本橋人形町 税理士業
ファイヤークリニック銀座院 中央区京橋 医療
ファイヤークリニック渋谷院 渋谷区神南
ファイヤークリニック新宿院 新宿区新宿 医療


