
企業名 所在地
1 アイ・エス・エス株式会社 東京都
2 株式会社P.M.Cキャリアアーネスト ⼭形県
3 株式会社ラデックス 東京都
4 株式会社あいプラン 北海道
5 株式会社平安 兵庫県
6 株式会社ショウイン 福岡県
7 株式会社シティサーブドットネット 東京都
8 株式会社アイシーシーコンピューターシステム ⻘森県
9 カスタム・テクノロジー株式会社 東京都
10 株式会社アイムシステムサービス 東京都
11 株式会社ＰＥ−ＢＡＮＫ 東京都
12 株式会社サイオ 東京都
13 兵庫コフィン株式会社 兵庫県
14 株式会社リマック 広島県
15 株式会社エフォート 東京都
16 株式会社ブレインウォッシュ 東京都
17 ワクコンサルティング株式会社 神奈川県
18 株式会社モスト 神奈川県
19 株式会社アチーブゴール 東京都
20 株式会社遠藤商会 埼⽟県
21 株式会社エコ・ブレイン 東京都
22 マルマンコンピュータサービス株式会社 ⻘森県
23 株式会社ジェブ 神奈川県
24 ＩＮＤＥＸ株式会社 東京都
25 株式会社エー・アール・シー 東京都
26 株式会社ひまわりキャリアサービス 福島県
27 株式会社キャリアコンサルティング 福島県
28 株式会社ディジタル 東京都
29 社会福祉法⼈福祥福祉会 ⼤阪府
30 株式会社サン・コンピュータ ⻘森県
31 株式会社ダンゴネット 東京都
32 株式会社関東 群⾺県
33 株式会社ＰＥ−ＢＡＮＫ 東京都
34 ⽇本システムスタディ株式会社 福岡県
35 志賀興業株式会社 東京都
36 アスノシステム株式会社 東京都
37 株式会社フリーステージ 東京都
38 株式会社シアンス・アール 東京都
39 株式会社光庭インフォ 東京都
40 Ｃｌｏｃｏ株式会社 東京都
41 株式会社ピコテック 東京都
42 東京システムハウス株式会社 東京都
43 株式会社分析屋 神奈川県
44 株式会社盛和 静岡県
45 有限会社システム・アシスト 東京都
46 株式会社トリプリアイズ 東京都
47 株式会社システック福岡 福岡県
48 イナゾウ株式会社 東京都
49 株式会社インテ・クレッセ 東京都
50 社会保険労務⼠法⼈⼈形町事務所 東京都
51 深井社会保険労務⼠事務所 東京都
52 株式会社イーストーリー 東京都
53 株式会社ユースリー 東京都
54 株式会社ウィズネット 東京都
55 アン・コンサルティング株式会社 東京都
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56 株式会社ＤｉｇｉＦocus 東京都
57 株式会社アースコム 埼⽟県
58 株式会社クリプテックス 兵庫県
59 株式会社ビーンジャム 東京都
60 ⼀般社団法⼈全国経営者団体連合会 東京都
61 株式会社エムシーエス ⻘森県
62 株式会社ガーデンソフト 静岡県
63 株式会社ブランチ 東京都
64 株式会社⽇本情報開発 東京都
65 株式会社マスターズソリューション 東京都
66 株式会社コーネッツ 東京都
67 佐藤経営労務事務所 神奈川県
68 有限会社⽯川労務管理事務所 東京都
69 関⻄労務管理研究所 ⼤阪府
70 ⼀般財団法⼈あんしん財団 東京都
71 野﨑社会保険労務⼠事務所 東京都
72 Break's株式会社 東京都
73 株式会社ＰＳ−Ｐｒｏｖｉｄｅｒ 東京都
74 株式会社ユニプラス（旧⽇本ＥＳＰ株式会社） 京都府
75 ⻘い森クラウドベース株式会社 ⻘森県
76 ブレインズシステム株式会社（旧プロジック株式会社） 東京都
77 ユニコシステム株式会社 福井県
78 新⽥塚コミュニティ株式会社 福井県
79 株式会社ダイバーシティ ⼤阪府
80 株式会社フレンディット 東京都
81 株式会社パブリカ 東京都
82 株式会社美歴 東京都
83 ニッカル商⼯株式会社 東京都
84 五代コンサルタント株式会社 神奈川県
85 株式会社ヨシダ 神奈川県
86 株式会社ゴンドラ 東京都
87 パイプドHD株式会社 東京都
88 株式会社ルネッサンス 東京都
89 株式会社キャスター 東京都
90 株式会社トリプルワン 東京都
91 株式会社ブルームノーツ 東京都
92 株式会社ＭＣＥＡホールディングス 愛知県
93 有限会社こやな川 東京都
94 株式会社まるひろ 東京都
95 株式会社キャリアイノベーション 東京都
96 株式会社アイスタンダード 東京都
97 地球ソリューションズ株式会社 東京都
98 クリンクラウド株式会社 神奈川県
99 株式会社林⽔泳教室 神奈川県
100 株式会社ハヤシ 東京都
101 株式会社アイラブ 東京都
102 ひまわり労務＆カウセリングオフィス 東京都
103 株式会社地震科学探査機構 東京都
104 ⽇本ハイブリッドウェア株式会社 東京都
105 株式会社ビーサンク 東京都
106 株式会社ライフパートナー 東京都
107 株式会社パル 神奈川県
108 プライバシーマネージメント株式会社 東京都
109 ⼀般社団法⼈⽇本個⼈情報安全協会 東京都
110 ウェルタイム株式会社 東京都
111 株式会社千代⽥ソフトコンサル 東京都
112 株式会社ボードハウスワークス 東京都
113 株式会社かいか 東京都


