
品川区

あ <443>株式会社アイトー （お） <927>長田電機工業株式会社

<555>アイベックス株式会社 <948>学校法人小野学園

<1091>秋山錠剤株式会社 <974>社会保険労務士法人 ｵﾌｨｽ One Team

<1096>株式会社アクシオ　本社 か <1034>㈱学研ホールディングス

<483>株式会社浅岡鉄工所 <1035>株式会社学研ロジスティクス

<936>あすか創建株式会社 <034>株式会社加藤製作所

<976>アズビル株式会社 <1100>かなくぼ社労士事務所コアK洗足オフィス

<887>（医社）有仁会　阿部病院 <601>株式会社兼藤

<914>株式会社アマナ <984>㈱関東宇部ホールディングス

<983>天野運送株式会社 き <612>株式会社キクチ

<741>株式会社アルファコーポレーション <541>キムラ電機株式会社

<579>株式会社安藤大理石 <1083>㈱九電工 品川営業所

い <899>いすゞビルメンテナンス株式会社 <040>株式会社共益商会

<008>株式会社犬塚製作所 <630>共創未来ファーマ株式会社

<485>井上瀝青工業株式会社 <418>共和化工株式会社

<039>猪鼻繊維工業株式会社 <761>株式会社ｷｮｰﾜﾋﾟｰﾌﾞｲｰﾃｨｰ

<135>今井経営労務管理事務所 <997>株式会社近鉄ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ･ｼｽﾃﾑｽﾞ

<893>今井経営労務管理事務所 <026>株式会社きんでん 東京支社

<564>㈱IMAGICA Lab. 品川ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝｾﾝﾀｰ <1069>きんでん東京サービス株式会社

<091>株式会社井門サービス <018>株式会社金陽社

う 《008》株式会社宇都宮製作所 く <955>クアーズテック株式会社

<463>宇徳ターミナルサービス株式会社 <1093>株式会社　C L I S

え <592>永楽電気株式会社 <892>グローリー株式会社 品川事業所

<1086>ＳＲさきがけ社労士事務所 け <716>京急交通株式会社 品川営業所

<889>㈱エス・エス・ティー・サービス こ <685>株式会社コイケ

《035》ＳＭＫ株式会社 <1036>㈲小池事務所

<828>ＮＴＴ東日本関東病院 <589>医療法人（財団）康済会病院

<844>一般社団法人荏原医師会 <1052>株式会社交通機械サービス

<124>荏原交通株式会社 <1074>(公・財)河野臨牀医学研究所付属北品川ｸﾘﾆｯｸ

<547>荏原電機工業株式会社 <772>株式会社神戸製鋼所東京本社

<444>エフシーアイジャパン株式会社 <105>有限会社広容運送

お <041>大井交通株式会社 <047>光陽産業株式会社

<035>大石電機工業株式会社 <611>小谷建設株式会社

<362>株式会社大崎 <749>小林運送株式会社

<1068>大崎データテック株式会社 <033>小松自動車工業株式会社

<692>大崎テクノサービス株式会社 <886>コムシスネット株式会社

<029>大崎電気工業株式会社 さ <475>佐川急便㈱渋谷店

<866>大崎電気システムズ株式会社 <359>三英建設株式会社

<339>株式会社大滝工務店 <1019>株式会社三英社製作所
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（さ）<635>サンキテクノス株式会社 た <271>株式会社第一興商

<468>三英電業株式会社本社 <002>第一三共株式会社　

<482>三協工業株式会社 <996>株式会社ダイイチセイビ

<602>株式会社サンゲツ東京店 <210>大旺新洋株式会社

<293>株式会社三興 <422>株式会社タイカン

<954>株式会社サンコーシャ <032>大東企業株式会社

<783>株式会社三進社 <1089>大日本印刷㈱生活空間事業部

<004>三和テッキ株式会社 <1003>大日本印刷㈱ﾌｧｲﾝｵﾌﾟﾄﾛﾆｸｽ事業部

し <1057>㈱シー・エス・ビルサービス <1047>大陽日酸株式会社

<1098>C'sキャリアコンサルティング㈱ <024>太洋テクニカ株式会社

<1095>シースリーフィルム <933>大和証券株式会社五反田支店

<1094>JR東日本コンサルタンツ㈱ <736>高木工業株式会社

<1028>JR東日本テクノロジー㈱東京支店 <599>辰巳産業株式会社

<847>株式会社シグマスタッフ <988>タニコー株式会社

<989>株式会社シグマテック ち <1011>中央計装株式会社

<966>シグマロジスティクス株式会社 <572>千代田器材株式会社

<467>品川合同葬祭株式会社 つ <006>津止合金工業株式会社

<118>品川タクシー株式会社 て <842>株式会社ティーエス

<487>有限会社庄司ポンプ工業 <1006>株式会社DNPｱｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

<087>城南信用金庫 <1038>株式会社DNPテクノリサーチ

<249>新幹線ﾒﾝﾃﾅﾝｽ東海㈱大井日勤事業所 <979>ﾃｨｰ･ﾃｨｰ･ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ株式会社

<297>新光商事株式会社 <1090>DNP住空間マテリアル販売㈱

<902>株式会社シンシア <213>株式会社テーオーシー

《010》新星冷蔵工業株式会社 <015>株式会社寺岡製作所

<621>有限会社新日本総合サービス <633>株式会社寺岡精工　営業本部

す <992>鈴中工業株式会社東京支店 <007>寺田倉庫株式会社

<1097>鈴与株式会社京浜支店 <1001>電通工業株式会社

<624>株式会社スバック <1076>有限会社 天風堂

<1002>住友重機械エンバイロメント㈱ と <908>土井精工株式会社

<561>住友重機械工業株式会社 <437>株式会社東海運輸

せ <723>学校法人清泉女子大学 <053>東京ガス株式会社

<1082>株式会社セイブ 東京本店 <830>東京サラヤ株式会社

<204>セメダイン株式会社 <1064>株式会社 東京鉸製作所

<959>株式会社セントラルフーズ <020>東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ㈱品川支社

<190>一般財団法人全日本労働福祉協会 <085>東京トリムテック株式会社

<258>相互住宅株式会社 <413>東京東武工業株式会社

<323>株式会社相和技術研究所 <662>学校法人東京マックス学園

<670>ｿﾆｰﾈｯﾄﾜｰｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱ <1067>株式会社東光エレベーター

<014>ソニーグループ株式会社 <431>株式会社東光本社

<801>ソニーテクノクリエイト㈱ <150>東芝エレベータ株式会社東京支社
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（と） <949>東芝テック株式会社 （ひ）<873>公益財団法人微生物化学研究会

<013>東洋紙業株式会社 東京本社 <973>株式会社日立システムズ

<1061>東洋製罐株式会社 <926>株式会社日立ソリューションズ

<924>トヨタＬ＆Ｆ東京株式会社 ふ <917>株式会社福井製作所

な <044>内外化学製品株式会社 《031》藤倉航装株式会社

<381>株式会社中一 <982>株式会社冨士越

《019》中溝貴金属工業株式会社 <851>不二サッシ株式会社本部

<385>株式会社中村塗装店 <987>富士通コンポーネント株式会社

<426>ナブテスコサービス株式会社 <835>富士電機株式会社

に <037>株式会社ニコン大井製作所 <964>富士フイルムヘルスケアシステムズ㈱

<582>株式会社ニコンテック <1032>プラマテルズ株式会社

<941>株式会社ニコンビジネスサービス <313>プリマハム株式会社

<978>株式会社ニチボウ <1050>㈱フルキャストホールディングス

<447>日計電測株式会社 <663>学校法人文教大学学園

<1043>日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社 ほ <294>株式会社粉研・パウテックス

<1063>日本架線工業株式会社 ま <158>ホーチキ株式会社

<1072>日本環境開発株式会社 <425>前田株式会社

<1045>日本クロネス株式会社 <380>前田硝子株式会社

<593>日本ケミコン株式会社 <279>前田道路株式会社

<702>日本航空株式会社 <488>株式会社マスミ電設

<123>日本交通株式会社品川営業所 <231>株式会社松村組

<885>日本コムシス株式会社 <508>松本建設株式会社

<805>株式会社日本人事労務研究所 <205>丸磯建設株式会社

<530>日本精工株式会社 み <744>満留保電機株式会社

<1018>株式会社日本製鋼所 <196>みずほ銀行目黒支店

<1029>日本ダイヤバルブ株式会社 <758>三井金属鉱業株式会社

<1000>日本通運㈱海外引越事業支店 <270>三井金属資源開発株式会社

<1056>日本抵抗器販売株式会社 <207>三井住友銀行五反田支店

<276>日本ﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ <036>三菱鉛筆株式会社

<011>日本ﾍﾟｲﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰﾄｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ <962>三菱重工エンジンシステム㈱

<796>日本ペイント株式会社 <985>三菱総研DCS株式会社

<052>日本ロジテム株式会社 <533>三菱電機クレジット株式会社

《024》二和印刷株式会社 <016>光村印刷株式会社

ね <1033>ネットワンシステムズ株式会社 <344>株式会社三ﾂ矢

の <157>ノードソン株式会社 め <781>ミドリ安全株式会社品川支店

は <1066>萩原社会保険労務士事務所 　 <019>株式会社明電舎　　

<952>浜井産業株式会社 <715>明電ファシリティサービス㈱

<833>原田工業株式会社 や <372>明電プラントシステムズ㈱

<795>㈱阪急阪神ﾎﾃﾙｽﾞ第一ﾎﾃﾙ東京ｼｰﾌｫｰﾄ <001>山下電気株式会社

ひ <127>東日本旅客鉄道㈱東京総合車両ｾﾝﾀｰ <727>ヤマト運輸㈱東京コンテナ支店
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（や）<590>山梨電設興業株式会社

ゆ <045>山本シーリング工業株式会社

<173>株式会社雄電社

<651>ユニオンツール株式会社

り <370>りそな銀行五反田支店

<858>リフォジュール株式会社

<402>立建設株式会社

わ <763>ワイエステクノ株式会社

<750>渡辺社会保険労務士事務所

目黒区

あ <1039>株式会社アイコク (と）<180>株式会社東急ストア本社

　 <654>社会福祉法人愛隣会 <466>東急バス株式会社

<769>株式会社青木工務店 <523>東京ガスネットワーク株式会社

<441>アクアス株式会社 《052》㈱東京ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ工具製作所

<1092>㈱アドバンテッジリスクマネジメント に <386>二幸建設株式会社

<951>ＡＮＥＯＳ株式会社 <356>ニッカン工業株式会社

い 《042》市川抜型株式会社 <587>日本クレア株式会社

<069>伊藤ハム株式会社 <401>日本電工株式会社

う <226>株式会社ヴァンテック は <794>ハーゲンダッツジャパン株式会社

お <076>株式会社岡部工具製作所 ひ <234>日の丸総業株式会社

か <629>株式会社亀井組東京支店 <080>碑文谷製パン株式会社

き <910>木島通信電線株式会社 ふ <745>富士化学塗料株式会社

<071>協和興業株式会社 <890>株式会社富士ダイナミクス

こ <1059>社会保険労務士小泉事務所 <498>双葉建設株式会社

<072>株式会社五光製作所 へ <298>株式会社ベルン

<1016>小林マネジメントサービス ほ <935>豊和自動車株式会社

さ <496>山栄興業株式会社 <965>株式会社ホリプロ

<656>三協株式会社 ま <525>前澤給装工業株式会社

し <787>株式会社ジェー・エ－・シー 《062》株式会社牧野フライス製作所

<497>株式会社シー・エス・アイ <613>株式会社誠興業不動産

<923>敷島製パン㈱ﾊﾟｽｺｲｰｽﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ <725>株式会社マリ・アート

<442>志村経営労務事務所 み <1051>株式会社三上工業所

た <308>大輝交通株式会社 　 《038》株式会社ミキモト装身具

<658>大東カカオ株式会社 <852>株式会社三田ホールディング

<120>高砂自動車株式会社 　　 <394>㈱三菱東京UFJ銀行中目黒駅前支店

<148>株式会社高野労務管理事務所 む <559>株式会社村山電機製作所

<538>高橋事務所 め <617>学校法人目黒学院

て <364>TSP太陽株式会社 　 <200>株式会社目黒雅叙園

と <529>株式会社東急グルメフロント 　 <1087>社会福祉法人目黒区社会福祉協議会
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（め）<084>目黒信用金庫

<079>目黒自動車交通株式会社

や <980>ヤマキ電気株式会社

<267>一般財団法人ヤマハ音楽振興会

ゆ <848>株式会社ユカ

<171>ユニオン建設株式会社

わ <191>若築建設株式会社東京支店

《061》渡辺印刷株式会社

<616>株式会社渡辺電機製作所

その他

<953>株式会社伊佐野製作所

<938>株式会社伊藤園 東京港南支店

<839>イハラサイエンス株式会社

<269>ｷﾔﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ株式会社

<149>銀座アスター食品株式会社

<820>コムシステクノ株式会社

<218>さわやか信用金庫

<252>三愛オブリ株式会社

<473>医療法人社団 進興会

<1075>ソニー生命保険株式会社

<126>ソニーピープルソリューションズ㈱

<1015>株式会社竹中工務店　東京本店

<070>東京急行電鉄株式会社

<865>㈱東洋ハイドロエレベータ

<874>株式会社日本アシスト

<1062>株式会社博秀工芸

<753>ポルシェジャパン株式会社

<1048>㈱マイスターエンジニアリング

<1054>三井倉庫ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱

<1079>㈱メディネット品川細胞培養加工施設

<400>㈱ユニエツクスＮＣＴ

団体会員　　

（一社）品川産業協会

（一社)目黒区産業連合会

特別賛助会員

ＪＦＥエンジ・清水建設特定建設工事共同

企業体　目黒清掃工場建替工事作業所
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